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クラウドや WEB アプリケーション分野でのサービス品質管理は，Service Level Agreement（SLA）だけに
頼らない多様なメトリクスを管理することで，ユーザーの感じるサービスの品質を管理し，ビジネス指標との連携
を実現しようとしている．最近注目されている開発と運用が一体となった DevOps 環境では，その品質を向上さ
せるためのサービス品質のメトリクスとその測定法が重要となる．本技術解説では WEB サイトやクラウドで活用
されている先進的なサービス品質のメトリクス評価を検証し，ユーザー・エクスペリエンスを評価する仕組みを
考えることで開発と運用の共通のメトリクスによるサービス品質管理の新たな潮流を分析する．クラウド時代の
サービス品質管理を基礎とした品質改善体制を考察することで，これまで難しかったビジネス，アプリケーション，
インフラ運用に共通したサービス品質管理が実施できるようになる．
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❶

❷

The current age of service quality management, which is based on the techniques of the Cloud Computing
and the WEB application sites, try to find new way to manage user level quality by measuring various metrics
instead of simple Service Level Agreement (SLA). In the DevOps environment, which unites development and
operations, the “Kaizen” activity is the effort to improve service quality through the feedback mechanism of
the measuring the business and site metrics. The key questions are what are the metrics and how to measure
them. This paper will discuss about metrics that are using in the modern WEB sites, and will analyze new way
of the common service quality management between development and operations based on the user experience
management. Finally, this paper concludes the scheme of the development and the improvement based on
cloud age of quality management techniques.
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1．はじめに
日本の列車は正確なダイヤで運行されている．大都市や
大規模な新幹線網などの列車運行の正確さは際立ってい
る．しかし，極めて正確に列車は運行されている一方で，
ラッ
シュアワーの不快さも同時に際立っている．ダイヤの正確さ
を表す数字とユーザーの感じている品質には大きな乖離が
ある．
GTO2009［1］で IBM リサーチは「サービス品質」に
ついて，提供者が計測可能な品質と受益者の感じている
サービス品質には乖離がある，と指摘している．これはサー
ビスが成功したか，失敗に終わったかを割合で示すことに
不合理があるからである．例として挙げられているのが空港
の手荷物サービスである．空港の手荷物サービスの品質を
「正しい荷物が正しい持ち主に一定時間内に届けられた」
こととしたら，一見合理的に感じるだろう．手荷物サービス
の正確さを計測することで顧客満足を計測することができる
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かもしれない．しかし，実際は空港の手荷物サービスの正確
さは 4 シグマ，99.379％の正確さで行われているが顧客の
不平の第 2 位に上げられている［2］．
これには次のような理由が考えられる．成功したトランザク
ションと失敗したトランザクションではトランザクション当たりの
満足度の変化に違いがあるからである．飛行機が無事に
到着した時に手荷物が正しく届いていることは極めて当たり
前で顧客価値は少ない，すなわち満足ではあるが満足度
が大きく増加するわけではない．しかし，逆に荷物が紛失し
た場合には直接的な航空会社への不平につながり，かつ
顧客は大変困ってしまう．つまり，1 つの荷物が届くという価
値よりも1 つの荷物が届かないという損失の方がより大きい．
そのため，1 つの損失によって損なわれるサービス価値を当
たり前の品質と同じ単位量で判断してはいけない，というこ
とが分かる．
最新のクラウド環境におけるサービス品質管理はどうか．
クラウド時代の運用開発手法であるとされる DevOps 環境
では，開発と運用が一体となって小規模のリリースを定期的
に行うリズムを刻みつつ，継続的にシステム全体の品質を向
上することを目的としている．サイトの健康状態に何らかの

SLA=

(MTBF-MTTR)
MTBF

（1）
MTBF: 平均故障間隔
MTTR: 平均修理時間

この計算は誰でも理解でき，かつ計測しやすい．99.99％
の稼働率であれば，1 年間に 52 分，99.999％の稼働率で
あれば 5 分の停止が許容される．自宅のパソコンであっても
1 年に何時間も止まるといわれたら困る．最低でも 99.99％
でなくては，と感じるだろう．しかしシステムはそんなに単純
ではない．インターネットにつながっているプロバイダーやルー
ター，家庭内の無線 LAN もすべてが動いていなくてはパソ
コンも機能を果たさない．これらの可用性をすべて掛け合わ
せてすべてが完全に動いている確率を求めて初めて SLA
が算出できる．これらの確率計算は信頼性の計算に基づい
て計算するべきである．
ハードウェアが 提 供 する基 本 的 信 頼 性 性 能は Mean
Time Before Failure（MTBF）である．MTBF は故障する
までの平均時間，つまり前の故障から次の故障までの平均
時間である．故障の発生確率を示す信頼度 R は，故障率
λ（単位時間あたりの故障発生件数）と時間ｔから式（2）
により求められる［3］.

R=e-λt
（2）
（R は信頼度 , λは故障率，t は時間）
MTBF が 30 年の高信頼性ハードウェアの 5 年間の信頼
度は，その期間に 1 件故障する故障率λが 1/30 (0.033)，
時間ｔが 5 であるから 5 年間の信頼 度 R = e(-0.033*5)=0.85
（5 年間の利用での故障率は 15%）となる .
MTBF が 30 年のハードウェアの平均修理時間が 8 時間
であった場合の可用性は 99.997% で，
稼働時間の 0.003％
が，停止しているということになる．しかし，同じハードウェア
を 5 年利用していて故障に出会う確率は 0.003％ではなく

3．CloudやWEBにおけるメトリクス管理
米 WEB 分析会社である Bitcurrent の社長アリステア・
クロール氏は著書 「WEB オペレーション」［5］の中で以
下のように指摘する．
「かつて IT オペレーター達はインフラ
の健康状態だけを気にしていた．アプリケーションが稼働す
るプラットフォームが健康ならばユーザー・エクスペリエンス
も問題ないと考えていたからである．今，それが事実ではな
いことを我々は知っている．
我々が構築するのは膨大な数の，
見ず知らずのユーザーを相手にする WEB アプリケーション
である．エンドユーザーのメトリクスはバックエンドのメトリクス
同様に必要不可欠なものである．
」 同じ著作の中で，Flickr
のインフラ構築を担当したジョン・オルスポー氏は「メトリクス
を収集することは WEB サーバーをネットワークに繋ぐのと同
じくらいに重要である．
」と述べている．
「資源の中長期的な予
さらに，メトリクスの効用について，
測は科学ではなく技芸である．メトリクスの収集だけに頼るこ
とは不可能ではないにしても，ソーシャル・ウェブ・アプリケー
ションの有機的な成長や，新しい機能をリリースしたときに
ユーザーが指数関数的に利用を始める非有機的な成長を，
自信を持って予測することはできない．
」と前提を置きながらも
「メトリクス収集ツールはインフラの目であり耳である．トラブ
ルの兆候があれば，真っ先にかじりつくところであるし，原因
や問題解決につながるイベントの繋がりや相関が見つけら
れるところである．
」と言う．
クラウド環境のシステム構築ではどうか．クラウド環境が社
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SLA の定義を式（1）に示す．

ＩＢＭプロフェッショナル論文

2．
サービスにおけるSLAの機能不全

15％である．SLA とユーザーの感じる品質の差はこうした基
本的な数学からも実感できる．
ここまで述べて来たように，SLA は本来信頼性計算によ
る確率と修理にかかわる時間を決定する保守体制などに
よって決定される．また，損失の非対称性にも配慮しなくて
はならない．例えば SLA 90% を下回った場合，10％の不
都合に対して月額料金の 100％を返金するというような非対
称な SLA も存在している［4］ことは評価に値する．しかし，
サービスの市場で利用されている SLA はこれほど厳密では
ないことが多い．例えば，
「サービス品質保証制度において，
規定のサービス品質を下回った場合においてはサービスの
停止時間に相当する月額料金を返金します．尚，サービス
停止については弊社からの通知は行いません．
」というよう
な制度の場合，ユーザーは自力で作成した 1 年間のサービ
ス停止記録とともに返金請求をしなくてはならない．その労
力の結果，1 時間分の返金となっても月額料金の 0.14% に
過ぎない．月額 10 万円としたら 140 円足らずである．SLA
条項は高い可用性への信頼性を保証する大事な条項であ
り，サービス提供者の義務を条項化しているべきだが , 利
用者の印象ほどプロバイダー・ビジネス上の制約条項となっ
てはいないことに気付く．つまりユーザーの SLA への期待は
「動いていてほしい」だが，一部の提供者の論理が「請
求されたら返金する」ということではユーザーが感じる品質
との乖離は埋まらない．

ＩＢＭ技 術 解 説

変化が現れた時，開発と運用は同時に 1 つの問題に対処
して根本原因を改善するように活動する．改善活動はテスト
・
評価をしながらサイトの提供するサービス品質を向上させる
努力である．ここでテスト・評価されるサービス品質のメトリ
クスとその測定法にはこれまでの SLA 評価とは異なった視
点が含まれている．
本 論 文では，2 章で SLA の課 題を述 べた後に，3 － 4
章で最新のサイトで用いられるサイトの健康状態を表すメトリ
クス管理について論じ，5 － 6 章でユーザビリティーを基本と
したビジネス・メトリクス管理とサイトの健康状態を結びつけ
る方法について解説する．最後に DevOps 環境におけるビ
ジネス，アプリケーション，インフラ運用に共通したサービス
品質のメトリクス管理を提言する．

❷
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会的に進展して行く中で，これまでのような従量課金の資源
提供によるコストダウンという視点だけではなく，クラウド・コ
ンピューティングのテクノロジーをより積極的に活用する事例
が生まれてきている．ガートナーが 2011 年 7 月に発表した
ハイプサイクル［6］において，黎明期に位置付けられてい
る「Cloud Optimized Application Design」という技術が
ある．
ここで述べられているクラウドに最適化されたアプリケー
ション設計の特徴は，水平分散型のスケーラビリティー，非
停止システム，高性能で高効率なシステム，複数のクラウド・
プラットフォームをまたがった高い移植性などがあげられてい
る．これらがクラウドに最適化されたアプリケーション設計に
おける主要な基本理念として提唱されている．これらの基
本理念をアプリケーション設計の前提として捉えて，クラウド
に対して完全に準備できているシステムを構築することであ
る．また，IaaS タイプのクラウド・スタックが提供するシステム
管理におけるプログラミング・インターフェースを積極的にア
プリケーションから活用し，システム管理を予めアプリケーショ
ン設計に組み込むという方向性が示唆されている．まさに，
インフラ運用がコード化されていく方向性である．ただし，イ
ンフラ運用のコードとアプリケーションのコードは明確に分け
られた層で実装され，ログを中心とした連携がとられるべき
である（後述）．ガートナー・レポート内でも参照されている
米国でオンラインのビデオ・レンタルを行うNETFLIX 社の
CIO であるエイドリアン・コッククロフト氏 は 2011 年 QCon
Tokyo パネル・ディスカッションに筆者とともにパネリストとし
て登壇し，以下のように述べた．
「ビジネスのインフラとしてク
ラウド環境を用いることで，例えば日本でビジネス的な環境
が整えば，10 時間後には日本でビデオ・レンタルのビジネス
を開始できる．
」 モデル・ドリブン・アーキテクチャーと呼ば
れる NETFLIX のアーキテクチャー［7］は，クラウド上で
NETFLIX のビジネス・プラットフォーム全体を素早く実装す
ることを可能にしている．クラウドの提供するインフラ管理用
API を最大限活用してインフラ運用のコード化を進めるととも
に，アプリケーションの処理構造やシステム管理機能をクラウ
ドに対応したパッケージングをする，クラウドに最適化された
デザインと実装の方法論がこの迅速性を支えている．クラウ
ドに最適化された環境においてはシステムが単純に（単体
で）プロビジョニングされるだけではなく，サービスが開始さ
れるまでのすべてのプロセスにおいてクラウドを前提とした判
断がされる．また，システムの機能を提供するために必要と
される，システム間の接続やシステム管理のコンポーネントな
どすべての要素が統合されてパッケージングされていること
で，メトリクス評価を含めたシステム管理を統合したサイトを
提供することができる．

ＩＢＭプロフェッショナル論文
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4．サイトの健康状態を測るメトリクス管理
Twitter では 30,000 以上のメトリクスを収集グラフ化して
いる，と指摘するのは Twitter の運用担当者であるジョン・
アダムス氏［8］である．メトリクスを収集することでサイトの
健康状況とデプロイによる安定性の影響が理解できる．メト
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リクスが表すグラフの変化は，サイトのパフォーマンスの影響
を示す．こうしたデータは収集，処理，警報に用いられ，イン
フラに対する新たな知見をもたらしてくれる．Twitter の代表
的なインフラのメトリクスは表 1 のとおりである．
表1. Twitterのメトリクス

秒間の Tweet 数
帯域幅
応答時間
HTTP エラー
ログの中の例外の比率

プロセスの再起動率
キューの深さ
サーバー負荷，
プロセス数
DBMS の負荷
メモリー消費

メトリクスの管理と報告においてはグラフによる傾向値の
表現も重要だが，SLA より誤解が少なく，かつ経営者やユー
ザー部門に理解できるメトリクスの単位が必要となる．
そこで，
様々なサービス・レベルを統一的に示すには Application
Performance Index (Apdex)［9］
を用いる．これはアプリケー
ションのパフォーマンスや可用性が与条件を満たしたことを
頻度で表した指標である．
Apdex では 図１に示 すように目標となる性 能 指 標（t:
Tolerant）を決定する．t 以内に収まったトランザクション数
を（満足の数）とする．次に許容限界となる性能指標（f:
Frustrated）を決定する．一般的に f は t の 4 倍の値をと
る．f を超えてしまったトランザクション数を
（不満足だった数）
とする．そして，性能目標 t と f の間にあったトランザクション
数を（許容の数）として式（3）に示す計算式を用いる．
0

t
満足 →

f
← 許容 →

不満足 →

図1. Apdexの指標

Apdexスコア =

（満足の数）＋（許容の数）÷2
（全体の数）

（3）

Apdex 指標はすべてのトランザクションに対して，半数が
時間内の応答を返し，半数が許容できる応答を返した場合，
スコアは 75％をとる．Apdex はユーザーの満足に直結する
指標を簡単に数値化するのに利用でき，応答時間とエラー
の発生比というような異なる数値も比較対象とすることができ
る．なにより簡単に理解できて誤解がないことが良い．SLA
の誤解に見られるように，経営者はゴルフのスコア以上に複
雑なメトリクスは理解できないものだからである．

5．ユーザー・エクスペリエンスとファネル分析
ビジネスの成果に直結したメトリクス監視はさらに重要であ

成功
VISIT
（訪問）

ENGAGE

失敗
LANDING

閲覧
Page数

サイト
滞在時間
CON
VER
SION

購買
フォロー

図2. ファネル分析によるシンプルな解析モデル

BOUNCE
（直帰）

Landing
New Visit Rate
Bounce Rate
Page/Visit
Avg. time on Site

Optimized
8,505
10.85%
13.38%
15.64
0:30:10

Unoptimized
4,740
13.61%
14.35%
11.04
0:23:50

最終的にユーザー登録が行われたコンバージョン率は
16.07％，購買活動の記録は 5.51％の改善が見られ，サイト
の健康状態とビジネス指標には相関があるものと考えること
ができる．
サイトの健康状態とビジネスの成果を結び付けることができ
たら，それによって優れた監視，堅牢なインフラ，無駄の無い
サイト・デザインの有効性などをいつでも検証できる．例えばサ
イト遅延の急増やコンバージョン率の低下が同時に起こってい
たら，優先度を最大にして調査するだろう．十分な量のデータ
があれば，相関分析も可能かもしれない．しかし，ここで述べ
たような人為的な実験環境でなければ，サイトの健康状態とビ
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ATTENTION

表2. サイトの健康状態とファネル分析

ＩＢＭプロフェッショナル論文

広告 検索
Twitter、fb

離れて（Bounce）しまうか，
あるいはサイトにとどまる（Visit）．
サイト内では訪問者を利用しているブラウザーであるとか，ア
ドレスから割り出した国であるとか，リンク元などのシステム
情報の特性によって分類（セグメンテーション）している．
その後，訪問者のサイト内での活動を通じ，よりパーソナル
なコンテクストを収集して，細かなセグメンテーションを行い，
それぞれにおいて分析を行い，分類に応じた特別なオファー
やプロダクトを表示することも可能になる．
訪問者は，サイト内で商品を購入したり，ユーザー登録
をしたり，あるいはフォローワーとして登録をしたりする顧客，
ユーザー，メンバーにコンバージョンすることになる．途中で
放棄してサイトから離れることもある．ファネル理論では，アテ
ンションからコンバージョンへの成功率が最も重要な指標で
あり，ユーザー・エクスペリエンスのコンテクストを監視する
やり方である．
4 章で述べたサイトの健康状態のメトリクス監視と本章で
述べたビジネス成果のメトリクス監視を結び付けたい．次に紹
介するのは WEB サイトの最適化を行って，サイトの健康状態
を向上させた結果，ファネル分析の各指標がどう変化するか
を計測したものである［14］
．この実験では WEB サイトの最
適化アプライアンス（WEB キャッシュを用いた高速化装置）
を用い，ユーザー・セッションごとに最適化する対象と最適化
しない対象についてファネル解析を行ったものである．
ファネルの各段階のメトリクスは，表 2 のとおりである．こ
の実験では最初の Landing は最適化グループに優位に結
果が出たが，New Visit の比率において劣位の結果が出て
いる．これはリピーターの多さを示していると考えることがで
きる．さらに，それ以外のすべての指標において，WEB サ
イトの健康状態がファネルのメトリクスに良い影響を及ぼして
いることがわかる．
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る．IBM のユーザー・エクスペリエンス・デザインセンター
でデザインリーダーを務めた吉武良治氏は，2010 年に行わ
れた日本人間工学会公開講座においてユーザー・インター
フェース・デザインとユーザー・エクスペリエンス・デザイン
の違いを述べるにあたり，次のような例を挙げた［10］．
「ユーザー・エクスペリエンスをデザインすることは，製品
の見た目だけではなく，ユーザーが体験するすべてのできご
とを考えてデザインすることである．製品に興味を持ち，注
文し，配達され，それに支払って，梱包を解き，使い始め，
そして使い込んで，質問して，回答を得て，そして…アップ
グレードするまでのユーザーの体験すべてをデザインするの
がユーザー・エクスペリエンス・デザインである．
」そこで指
摘されるのが，果たすべき当たり前の機能や無機質な SLA
を満足しているということはゼロレベルでの水準であり，よりよ
いユーザー・エクスペリエンスを通じてユーザー体験を提供
することこそ積極的な購買行動につながる，ということであ
る．ISO 9241-11/JIS Z 8521［11］
［12］のユーザビリティー
の定義によると，ユーザビリティーとはサービスや製品が特
定の状況下で目的を達成するために用いられる際の，有効
さ，効率及びユーザーの満足の度合いであり，それを構成
しているのは，効率や目的への合致とともにユーザーのコン
テクスト（利用に至る経緯）であるとしている．
WEB や Cloud 上で用いられているサービス品質の基礎
的な解析モデルではユーザーのコンテクストを「ファネル理
論」で解析する．
「ファネル理論」は広告や販売促進の効
果について，実際にトランザクション（購買）に至るまで（あ
るいは購買後のロイヤルティー獲得まで）のプロセスにおい
て，その歩留まりを測定し，マーケティングのゴールに対して
問題なのはどのプロセスで，最終的なゴールを挙げるために
はどこを改善するのが一番いいのかを発見する考え方であ
る［13］．
図 2 にあるように，訪問者が何かのリンク（Referrer）か
らウェブサイトに到着（Landing）する．すぐに他のサイトに

❷
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（Extract Transform Load）ツールでデータ・ウェアハウス
に格納され BI ツールによって解析される．本来この処理が
難しいのは，
それぞれの解析ツールが別々にデータを格納し，
それぞれの基準で集計しているからである．例えば RUM
データは都市別，
URL 別でまとめられているが，
ファネル・デー
タは訪問者のセッションでまとめられていたりする．それぞれ
の指標もばらばらである．そこで，前述したような Apdex を
用いた指標化を行いながら，大量のレコードをすべてそのま
ま利用することでデータは解析可能になる．BI ツールを用い
て大量のデータから傾向と相関を導き出すことができるように
なる．想像だが，もしインフラの指標（JVM のヒープサイズ
は常に気になるだろう）が閾値を超えたアラートを発行して
も，ビジネス・メトリクスに変化の兆候が無かったら，対応へ
の優先度を下げ，定期保守で対応するなど無駄な緊急対
応を避けることもできるかもしれない．
こうしてこの 2 つの例を見ていると，Facebook がログを中
心にシステムを構築している理由が分かってくる．Facebook
には大量のトランザクションがやってくる．その大量のトランザ
クションを確実に処理するには，これまでのようにデータの入
力時に複雑で確実な（冗長な）処理をしている時間はない．
まずログに記録してから，後に複雑な処理を行えば障害は
発生時の例外処理として扱うことができる．これまでのトラン
ザクション処理とは異なる考え方である．また，Facebook の
ビジネス・メトリクスはユーザーが登録するコンバージョン率
と広告収入に直結するページ・クリック数であると推測でき
る．この 2 つの指標が計測，管理できなくてはサイトの健康
状態を守るための指標を失い，目標を見定められず WEB
の宇宙をさまよってしまう．すべてを統一されたコンパクトなロ
グを中心にシステムを構築することで大容量のトランザクショ
ンを処理しながらも，リアルタイムに大量のデータを解析しサ
イトの健康状態とビジネスの関係を導き出している．

ジネスの成果を結び付ける結果を得るのは容易ではない．

6．ログがすべて〜ETL/BIツールの活用
早稲田大学大学院の丸山不二夫教授は 2012 年 4 月
17 日に行われたクラウド研究会の「Facebook のリアルタイ
ム Big Data 処理」［15］と題された講演において，Real
Time Analytics のアーキテクチャーとして Write Ahead Log
（WAL）を利用した Tailing アーキテクチャーが使われてい
る，と解説した．簡単に特徴を抜粋すると，WAL -Tailing
Architecture では WEB から到 着した 新しいイベントは
（Scribe で）ログ・ファイルに格納され，ログは（PTail で）
後ろから処理される．システムはログからイベントを巻き取っ
て
（Puma で）処理し，
（HBases の）
ストレージに書き出す．
ユー
ザー・インターフェースはストレージからデータを引き出して
ユーザーに表示する．ログは非常に簡単な形式であり，そ
れがコンパクトなものであればあるほど多くをメモリー上に格
納することができる．
（本文中 Scribe，PTail，Puma，HBase
はそれぞれ Facebook で用いられているソフトウェアである．
）
前出の書籍「WEB オペレーション」にも特に Facebook
というわけではないが，同 様 の 図 式 が 掲 載されている
（図 3）．システムのパフォーマンスとビジネスの成 果を関
連付ける方法として，ユーザーのすべてのセッションを記録
するものである．図中の WEB Analytics は WEB ページ単
位のアクティビティ（リクエストと送信，エラーなど），WIA:
Web Interaction Analytics はページ内でのユーザーのアク
ション，RUM: Real User Monitoring では実際のユーザー
がページを受信する速度などリアルなユーザーの活動を監
視する．VOC: Voice of Customer はサイト内のフォームなど
に寄せられた意見である．
システム上ではクッキーやソースIPアドレスなどをユーザー
の識別としてユーザー・セッションとみなし，分析を行う．
上記で解説した解析ツールが保存しているデータは，ETL

WEB
Analytics
WIA
RUM

7．提言〜DevOpsにおけるサービス品質管理

Welcome

Login

Comment

Invite

ページ

ページ

ページ

ページ

スクロール
遅延

フォームから
エラー

遅延

遅延
Source IPや
Cookieによって
セッションを判別

調査

VOC

ETL Tool（ユニーク・キーを使って複数のソースからページ・ログを統合）

大量のレコード

大量のレコード

大量のレコード

大量のレコード

データ・ウェアハウス／BAO

図3. ユーザーのセッションをすべて記録する
［5］
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ここまで述べてきたように，これからのシステ
ム管理において最も重要な取り組みは，サイト
の健康状態とビジネスの成果を結び付けるこ
とだと主張したい．
この二者を結び付けてサー
ビス品質を管理し改善して行くためには開発
と運用が統合された DevOps 環境が必要で
あり，その一つの要素が統一されたログを中
心としたシステム運用だということができる．
本論は，将来のシステム構築のあるべき姿
について次のような提言をすることで考察に代
えたいと思う．まず，開発はアプリケーションを
作りっぱなしにするのではなく，実行環境のパ
フォーマンスや運用中のユーザー，データの
増加にもっと気を払うべきである．これまでの社
内向けシステムとは違う想定外の処理量の増
加が想定されるからである．そのような事態に
は運用面でのインフラストラクチャーの増強だ

（1）局所的にテストする
開発者がサンドボックスを持っていること．
継続的なビルド環境＝Build Bot
テスト
（検査工程）
を行う
→エラーがあれば「ラインを止める」
ドラムロールに合わせて作業する
→早すぎず，
遅すぎず
（2）逐次デプロイメント
システム全体の状態とビジネス指標をモニター
指標の変化に対して敏感に反応し，
ロールバックする
（3）アラートと予測的なモニタリング
インフラ，アプリ，ビジネスの多層的な
モニタリング →しきい値管理を行う
許 容 境 界 値 の 予 測には統 計 的な手 法を用いる
（≠直感）
（4）顧客が失敗に気付いたら
（VOC）
問題を顧客のために直す
すべてのレベルで防御を改善する

インフラ運用

インフラストラクチャー

アプリ開発

共通の
ワークベンチ

共通の
メトリックと
シンプトム

クラスター免疫システム

共通ログ
データ
ウェアハウス
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クラスター免疫システム

Site
Application

ＩＢＭプロフェッショナル論文

表3. クラスター免疫システム
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けでは支えきれないこともある．こうした課題は，
アプリケーショ
ンの変更やデータ保持の変更などを一体で行うことで，解決
していくべきである．一方のインフラストラクチャーの管理は，
SLA の単純な指標に隠れてデータセンター内部の健康状
態しか気にしないのではなく，サービス全体が健全に機能を
果たしているかどうかビジネス指標やインフラの健康状態を
総合的に管理したい．仮想化不能な固定的なインフラストラ
クチャーもしばらくは残るかもしれない，しかし，インフラ運用
をソフトウェアから制御するためのコード化は必須である．
コー
ド化されないインフラストラクチャーには高度な管理や分析
が通用しないからである．
こうしたシステム運用が力を発揮するには，開発と運用
の相互のコミュニケーションが円滑である必要がある．その
上で共通理解されたビジネス・メトリクスの目標が必要とな
る．インフラ運用のコード化はソフトウェアで活用されてきた
Rational Team Concert のようなワークベンチを共用できる
可能性を高めている．このような共通のワークベンチが開発
と運用の共通したメトリクス管理を実現すると考えられる．
DevOps が提唱するクラスター免疫システム（表 3）
［16］は，
開発と運用の共通のワークベンチの強力な指針であると考
えることができる．
図 4 に DevOps における共通のワークベンチの配置図を
示した．ビジネスとインフラの統合化されたログ管理システム
と相関分析が共通のメトリクスとメトリクスの示す症状である
シンプトムを提供する．これにより，システム全体の統合的な
改善ポイントが明確になる．共通のワークベンチでは，改善

ビジネスとインフラの分析

図4. DevOpsの共通ワークベンチ

ポイントに対してインフラ，アプリの両面での検討が行われる
ことになる．このような共通のワークベンチは運用だけではな
くIT システム全体に適用でき，インフラストラクチャーや構築
プロセスの標準化を進めるプラットフォームとして活用するこ
とが可能になる．こうしたことで，今までは計測しにくかった
プログラムやインフラストラクチャー構築の生産性もチェックイ
ン／アウトの活動記録から客観的に計測できる．

❷

9．おわりに
ここまで，過去サービス品質の管理において SLA がいか
にユーザーの感じる品質ということからかけ離れているかと
いう点を指摘し，WEB やクラウドの上で行われているシステ
ム管理のアプリケーションへのパッケージングについて論じて
きた．クラウドを前提にすることで，システムの柔軟性はこれ
までのレベルを遥かに超えてきたことも事実である．インフラ
運用をコード化するというクラウド特有の環境がもたらした劇
的な変化であると言える．
これまで挙げてきたシステムの特徴を次に示す．
a.
b.
c.
d.

多くのメトリクスを収集する
異なるメトリクスは Adpex を用いて指標化する
インフラ運用は仮想化自動化を進めることでコード化する
ユーザー・エクスペリエンスに基づいたビジネスに直結し
たメトリクスを管理する
e. サイトの健康状態とビジネスの成果を統合的に管理できる
ログ管理システムを用いる．
f. クラスター免疫システムに基づいた共通のワークベンチを
用いて，a. ～ e. を統合する．
ここで a. と b. は成熟技術であり既存システムの品質メトリ
クスにも適用でき，c. はクラウド対応技術の適用によって実
現することができる．次に d. は提供するサービスの内容に
対する依存性が高いためマーケティングなどの専門家を巻
き込んだ取り組みが不可欠であると考える．最後の f. は e. を
前提として IT サービスを提供する組織全体の改革をも伴う
取り組みであり，今後もっとも力を入れるべき領域である．
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前出のアリステア・クロール氏は同書の中でクラウド環境
について「ルーフラック問題」 があると指摘している．
「車
を買うと標準で付いているものとオプションで取り付けるルー
フラックのようなものは明らかに分かる．その点クラウドにおい
て複雑なのは PaaS タイプのクラウドには監視やメトリクス収
集の仕組みは標準である場合があるが，IaaS タイプのクラウ
ドにおいてはこうしたオプションは自分なりに組み合わせて作
らなくてはならない．
」
こうした課題に直面するクラウド時代のシステムの構築に
はこれまでのシステム構築と大きく異なる点がある．プログラ
ミング，リリース管理，自動運用，データの分散，ハイブリッド
環境，ビジネスの計測と改善のプロセスなどすべてを考える
のは 1 人の手に余る．そうなのであれば，この構築／運用
手法はチームの果たしてきた経験の蓄積によって達成される
ものだと思う．開発と運用が統合された DevOps チームとそ
の経験がその答えに近づくことができる．こうした取り組みを
通じて，これまでの硬直した IT システムと構築手法が，クラ
ウドの力を借りて大きく飛躍して，IT ユーザーの変革を促す
ことができる日を望んでいる．
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［13］横 山 隆 治 : ファネル 理 論とネットマーケティング , http://adv.
yomiuri.co.jp/ojo/02number/200811/11integ.php
［14］Alistair Croll : Proof that speeding up websites improves online
business. http://www.watchingwebsites.com/archives/proofthat-speeding-up-websites-improves-online-business/
［15］丸山不二夫 : Facebook のリアルタイム Big Data 処理 , http://
www.slideshare.net/maruyama097/facebook-big-data
［16］Eric Ries: STARTUP LESSONS LEARNED, http://www.
startuplessonslearned.com/
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