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開発と運用の融合

－ DevOpsの波 －

Web ブラウザーの登場で加速化されたインターネットの一般利用は、
その後も電子商取引やブロードバンド、モバイル・
コンピューティング技術などの発展とともに、IT 分野全体の技術革新を後押ししてきました。これを受けて、今日、IT
システムは事務効率化の道具という位置付けから、企業のビジネス・モデルをも左右する戦略的な基盤へと完全に変
ぼうを遂げました。ところが、多くの IT システム開発や運用の現場では、長期にわたるアプリケーション開発と、手作
業が主体の硬直的なプロセス中心の運用管理から抜け出せていないという実情があります。開発の迅速化はアジャイル
開発方法論などによって、運用の効率化は仮想化や自動化などによって推進されつつありますが、開発と運用の間に
はいまだに大きな垣根が残っています。本稿では、開発と運用の融合を目指す DevOps という新潮流に関して、IBM
の取り組みも踏まえて解説します。

❶ DevOpsの背景

用、反復型のプロセスの取り込み、ERP パッケージの導
入やソフトウェア部品の再利用、昨今ではアジャイル開発

企業における IT システムに関する取り組みは、長らく

技法の導入など、常に改善の技術が生み出され徐々に

アプリケーション開発に関するノウハウと、安定稼働およ

すそ野を広げていく形で、それらの努力が浸透してきて

び運用・保守に関するノウハウに 2 分されてきました。こ

います。片や運用においては、
インフラ自体のスケールアッ

れら 2 つのノウハウは実は密接な関係にあるにもかかわ

プやスケールアウト、それらを支えるキャパシティー・プラ

らず、多くの企業では個別のノウハウとして確立されてい

ンニングの技術、仮想化技術や動的資源再配置を可能

ます。開発においては、開発方法論やプロジェクトマネ

にする機器構成などの形で、新たなテクノロジーをいか

ジメントを標準化し、要求マネジメント、設計・実装手法

に早くIT システムに組み込むかという大命題に対する着

やテスト技術などのスキルの蓄積を図ることが多く、一方、

実な改善が積み重なってきているといえるでしょう。

運用・保守においては、サービス・レベル・アグリーメント

一方、今日では企業のビジネス活動において IT シス

（SLA）を達成するための、インフラストラクチャー・レ

テムが果たす役割はますます大きくなっており、IT は企

ベルでのパフォーマンスやキャパシティーの柔軟性確保の

業活動にとって必要不可欠であることはもちろん、その

ためのスキル、および ITIL に代表されるような、運用や

戦略的な必要性を経営者がはっきりと自覚するにも至って

調達のための標準プロセスが最重要項目です。

います。

こうした傾向は、アプリケーション開発系のプロジェクト

IBM が 2012 年 に 発 表した 最 新 版 の IBM Global

に多大な初期コストが掛かり、プロ
ジェクト終了後は本番稼働したシス
テムを長期にわたって一定コストを
掛けて保守していくという、従来か
となっています（図 1）。
もちろん、開発と運用それぞれ
がその目的をいかにうまく達成する

作業工数

らの開発と運用のすみ分けが前提

リリース

機能追加
システム老朽化
に伴う刷新
プロジェクト
（機能追加では
対応しきれない）

新規
システム開発
プロジェクト

かという工夫・改善は数多く実施
されてきました。開発においては、
ウォーターフォール型の開発プロセ
スから、プロトタイピング技術の採
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開発作業工数

運用・保守作業工数

図1. 従来の開発と運用の相対的コスト
（工数）消費状況

経過時間

ざまな変更は、以前は容

自社に最も影響を及ぼす外部要因
2004
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易ではありませんでしたか

2012
71%

テクノロジー

69%

人材の変化

68%

市場の変化

ら、ある時 点での稼働に
最適化されている構成や
容量を新たな機能に合わ
せて変更することには、か

マクロ経済要因

なりの時間を要していたの

法規制

です。そういう場合、アプ

グローバル化

リケーションをスピーディー

社会経済要因

に開発できるプロセスを用

環境問題

いることが多かったのです

地政学的要因

が、ソフトウェアの変更は
容易ではあっても、ハード

図2. IBM Global CEO Studyに見るテクノロジー重視の傾向

ウェアの変更に時間がか

CEO Study 2012［1］においても、IT の先進技術を取

かり、開発工程の大幅な短期化の実現はままならない状

り込んで競合他社に先駆けたビジネスを展開することが、

況であったといえます。

全世界の CEO の大きな関心事になっていることが見て取

そこで、アプリケーション開発の迅速化や、インフラスト

れます（図 2）
。つまり、IT システムの役割は、かつての

ラクチャーの柔軟性を高めることによって、ビジネス・ニー

ような業務の効率化支援のための仕掛けという側面から、

ズに呼応するという観点から、以下に紹介するような重

ビジネス・ニーズに即座に呼応する柔軟性とアジリティーの

要な考え方が徐々に浸透してきました。キーワードを幾つ

確保が第一義という状況に移行してきたといえるのです。

か紹介します（図 3）。

ビジネス・ニーズに即応するということは、すなわちビジ
ネスの変化に応じて IT システムの機能が追加されたり変
更されたりすることが、大変容易にかつスピーディーに成

開発技術

運用技術

アジャイル開発

Infrastructure
as Code

し得るということです。言い換えると、ビジネスの好機に
必要とされる機能提供ができない IT システムは、コストを
消費するばかりで経営の根幹を支えることができない「お
荷物」だということになります。もちろん、環境変化・経
済状況の変化にそれほど敏感に反応しなくてもいい IT シ
ステムは多数存在します。そうしたシステムにとってはビジ
ネス・ニーズへの即応性よりも、揺らぐことのない安定稼
働が最重要課題となるでしょう。反面、市場の変化や消
費者行動の着実なフォローが必要なシステム、常に新た
なユーザー・エクスペリエンスを取り込む必要があるシス

継続的インテグレーション
継続的デリバリー

DevOps

動的資源配分
仮想化

ALM/CLMツール
クラウド
各種自動化

統合運用監視ツール

資源構成管理

ALM：Asset Lifecycle Management
CLM：Collaborative Lifecycle Management

図3. 積み重ねられてきたテクノロジーとプラクティス

テムや、分析や最適化、予測などを行うためのシステム
においては、いかにスピーディーに機能追加・機能修正
を行えるかが問われ、時には安定稼働のレベルを多少下
げてでも実現しなくてはならない場面が少なくありません。
しかし、一口に言うほど「即応」は易しくありません。
多くの場合、アプリケーションの開発が迅速化されるだけ

❷ DevOpsにつながるテクノロジーや
プラクティス

（1）Continuous Integration（継続的インテグレー
ション：以下、CI）

では収まらず、ハードウェア能力の増強やハードウェア構

CI とは、さまざまなアジャイル開発方法論で用いられて

成の変更など、インフラストラクチャー面での対応が必要

いるプラクティスで、アジャイル開発の根幹をなす考え方

になります。ソフトウェアと比べてハードウェア資源のさま

の 1 つです。開発すべきフィーチャーを短期の反復によっ
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てインクリメンタルに実装する際に、個々の開発者の作成

称してこう例える場合があります［5］。つまり、インフラ

したコードを後の工程で結合するのではなく、絶えずビル

構成（およびその運用）もプログラマブルになり柔軟性

ド・テスト・マージの作業を行い、早い段階から結合し、

を高めていることを表しています。特に、プラットフォーム

プログラマー個々人およびプログラマーのチームが、それ

の仮想化技術の発展によりInfrastructure as Code が

ぞれ個人用あるいはチーム用の環境で「稼働する」 最

求められる傾向が増してきました。例えばサーバーやディ

新のソフトウェア・バージョンをリリースしていくことを指しま

スクの仮想化は、OS や DB システム、ファイル・システ

す［2］。通常は自動化のためのツールを使用し、定常

ムといったミドルウェアやデータの管理を、物理的なプラッ

的な作業を自動化します。CI によってバグや設計仕様の

トフォーム管理から切り離すことに成功したといえます。

不整合などがこまめにフィードバックされるため、開発の

IBM においては IBM Tivoli（以下、Tivoli）ブランド

早期の段階からのバグ検出と修正が容易になり、作成

を中心とするシステム管理・運用ソフトウェア群でこうした

するプログラムの品質向上を図ることが可能になります。

考え方を大幅に取り入れています。Chef［6］や Puppet

IBM も IBM Rational（以下、Rational）に代表される

［7］などのオープンソース・ソフトウェアを用いて運用を

ソフトウェア群で CI をサポートしていますし、Jenkins な

プログラミングするケースもあるでしょう。

どのオープンソース・ソフトウェアで CI 環境を整備するケー
スも増えてきています［3］。

（4）Cloud Computing（クラウド ･ コンピューティング：
以下、クラウド）

（2）Continuous Delivery（継続的デリバリー：以下、
CD）

今さらあらためて説明する必要はないと思いますが、
上記仮想化の概念も含めて、クラウド基盤の登場によっ

CI はプログラム開発の方法としての早期フィードバック

て開発環境と運用環境は限りなく近づきました。特にプロ

を主眼にするものですが、CD はこれを一歩先に推し進

グラマブルな環境を提供するクラウド・サービスにおいて

めたアプローチと考えることができます。具体的には、CI

は、開発環境すらクラウド上に持つことができ、開発内

を通してでき上がったコード検証済み、テスト済みのプロ

容を即座に運用に結び付けるという点でアジリティーを十

グラムを、全体でのテスト環境や本番環境に継続的にリ

分に向上させています。プラットフォームのクラウド化では、

リースすることを指します［4］。CD においても、リリース、

アプリケーション開発環境の物理制約からの切り離しがよ

デプロイの作業はツールによって自動化され、ソフトウェア

り容易にできるようになります。加えて、クラウド上でパブ

機能のインクリメンタルなリリースのスピードが向上されま

リックなサービスを提供する場合、サービスの提供形態と

す。全機能をプロジェクトの最後で一気に本番リリースす

しては、完璧な状態ですべての機能をリリースするという

るのではなく、徐々に機能リリースを実施することが前提

形よりも、利用しながら進化させるという形式の方が、マー

になるため、プロジェクトの性質上全面的に採用すること

ケット・ニーズに応えやすいという観点から好ましいといえ

がかなわないシステムもあることは確かですが、ネットワー

ます。またそうした開発・運用形態が普通と考えられて

ク接続されていて、機能改善・更新のコストが低く済む

いることによって、ますますその傾向に拍車が掛かってい

システムにおいてはビジネス要求を迅速に IT システムに

ます。

反映するために効果的なアプローチです。
以上、取り上げた 4 つのキーワードからも分かるように、

（3）Infrastructure as Code（コードとしてのインフラ
ストラクチャー）

開発・運用双方のプラクティスや技術によって、ビジネス・
ニーズに呼応する柔軟性とアジリティーの確保を支える仕

開発の側面よりも運用の側面に強い影響を及ぼすのが

掛けが整ってきています。DevOps はまさに、
こうした種々

この考え方です。端的に言うとインフラストラクチャーのコ

のアプローチを取り込んで、開発と運用の間をどのように

ンフィギュレーションなどが、スクリプトや依存性制御を意

有機的に結び付けるかというコンセプトなのです。

図する外部ファイルに記述されている状態、かつそれら
はプログラム・コードのようにバージョン管理され、必要に
応じて構成をダイナミックに変更可能で、その変更が自
動的にシステム構成に反映される状態にある仕組みを総
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❸ DevOpsのフォーカス
DevOps という言 葉 は、 容 易 に 察し が 付く通り、

Development（開発）
と Operation（運
の言葉が言われ始めてからそれほど時
間がたっていないこともあり、明確な定

作業工数

用）を合わせた造語です。ただし、こ

義が公式に定められているわけではあり

リリース
新規
開発

継続的デリバリー

ません［8］。従って、アプリケーション

経過時間

開発者やソフトウェア・ベンダーなどの

開発作業工数

観点からは、前述した CI や CD と類

運用・保守作業工数

図4. DevOpsによって目指す開発と運用のコスト
（工数）
の平準化

似した言葉として説明されていたり、ミ
ドルウェア製品技術やハードウェア製品

技術の観点からは Infrastructure as Code や仮想化
と似たような説明がなされていたりすることがあります。こ
うした考え方は、少し前までは Agile Operations とか

イテレーション #n
・
・
・
・
・
・
・
・
・

Agile Infrastructure などと呼ばれていた時期もありまし
た。また、技術者のコミュニティーの観点からは、開発
者のマインドや運用担当者の思考などの違いを融合する

運用・監視
バックログ

配備する

開発

ためのアプローチとしてとらえる向きもあり、その場合は技

フィードバック・
ループ

術論というよりは開発者と運用担当者の間の意識ギャップ

イテレーション #2

を埋める「文化の醸成」という面が強調されることも少

運用・監視

なくありません。文化的な面にスポットライトが当たるのは、
伝統的な開発プロセスやシステム管理標準を保守的かつ

イテレーション #1

トップダウン的なプロセスであるとみなし、DevOps という
考え方をよりボトムアップで現場主導のアジャイルな性質を

開発
バックログ

要求する

図5. DevOpsにおけるフィードバックとバックログ

重視しているととらえることに端を発しているからです。こ
のように DevOps という用語が使
われる場面は、しばらく混沌とした
状態が続くと思われますので、文
脈に応じた理解を柔軟に保つよう
留意する必要があります。
概念的には DevOps は開発と
運用の一体化を目指すコンセプト

フィード
バック
展

開

定

義

開

発

設計・構築

テスト

なので、 開 発 期 間やコストの観

統

自動化されたプロセス・
ライフサイクル

制

自 動

発

見

運

用

関

制

連

御

点からは、システム自体やアプリ
ケーションの機能の継続的な増強
と、掛かるコストの平準化を実現
することが最終目的の 1 つとなりま
す（図 4）。もちろん品質を犠牲

開発支援ツール群

にすることなくという大前提ありき

統合化された
プラットフォーム

運用支援ツール群

です。しかし、運用しながら継続
的に開発を行い、ビジネス要求を
素早くシステムに取り込むというこ
とは、言葉で表すほど単純ではな
く、さまざまなレベルで「Dev」と

開発モデルやデータ

連動する資産

運用モデルやデータ

図6. 開発支援と運用支援の統合のレベル
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「Ops」 の間の溝を取り除く必要があります。なぜなら

一元管理するテクノロジーです。IBM では IBM Tivoli

ば、「Dev」と「Ops」の一体化とはすなわち、それぞ

Change and Configuration Management Database

れの側面で相互に伝えるフィードバックを明確化し、受け

（以下、CCMDB）によってこれらの情報を管理します。

たフィードバックは取り込むべきバックログとして認識しなく

また CCMDB に蓄える構 成 情 報などは IBM Tivoli

てはならないからです（図 5）。そのためには、開発支

Application Dependency Discovery Manager

援ツール（それも単一のツールではなく、開発のライフサ

（TADDM）によって自動的に検出されます。それらの

イクル全般を支援する ALM ツール群や、それに加えて

情報が開発支援環境である Rational のツール群と連携

他者との協調を支援する CLM ツール群など）や運用

することによって、より有効な DevOps 連携が実現され

支援ソフトウェアの連携が欠かせません。ツール・レベル

ていきます。IBM ではこれを Collaborative DevOps

での統合、それらを生かす CI、CD の自動化、ツール

と呼んで、図 7 に示すようなステージごとのツール連携、

で扱うデータの共有化が必須です（図 6）。そこで重要

情報連携の基盤を提供しています［9］。Collaborative

になるのが、インフラの変更管理情報と構成管理情報を

DevOps で IBM がカバーする IT 活動の範囲は、EA

定義
エンタープライズ・アーキテクチャー

デプロイメント・アーキテクチャー

Rational System Architect

Rational Software Architect

統制
アセット管理

運用構成管理

Rational Asset Manager

Tivoli Change and Configuration Management Database
Tivoli Application Dependency Discovery Manager

展開
プロビジョニングと自動化
Rational Automation Fiamework for WebSphere
Tivoli Provisioning Manager
Tivoli Service Automation Manager

制御
パフォーマンス監視

インシデント管理

セキュリティー監視

Tivoli Composite Application Manager
Tivoli Monitoring

Tivoli Service Request Manager

Tivoli Security Policy Manager
Tivoli Identity Manager

パフォーマンス診断

変更および品質管理

セキュリティー検証

Rational Performance Tester

Rational ClearQuest
Rational Team Concert
Rational Quality Manager

Rational AppScan

対応

開 発
Rational Application Developer

図7. RationalとTivoliにおけるDevOps統合関連図
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表1.RationalとTivoliにおけるCollaborative DevOpsソリューション

局面

ソリューション

テクノロジー

戦略プランニング
とトランスフォー
メーション

● EA と運 用 構 成 管
理の統合

●構成管理 DB である Tivoli Change and Configuration Management Database（CCMDB）
に蓄積されている機器構成情報を、EA ツールである Rational System Architect に取り込
み、インフラ・アーキテクチャーとしてモデル化。

●デプロイ計画作成
支援

●設計・モデリング・ツールである Rational Software Architect のテンプレートを利用し、サー
ビス自動化ツールである Tivoli Service Automation Manager でサービス定義を生成。

●デプロイ・プロセ
スの自動化

●デ プ ロイメント・ ツ ー ル で ある Tivoli Provisioning Manager と Rational Automation
Framework for WebSphere によってデプロイのワークフローを自動化。

デプロイ計画と自
動化

●インシデント管理
と不具合追跡
問題識別と解決

●パ フォーマンス監
視と診断
●リリース・アセット
と運用構成管理

●サポート・デスクが、問題管理ツールである Rational ClearQuest が管理する不具合情報を、
インシデント管理ツールである Tivoli Service Request Manager 経由で確認可能。
●ア プ リケ ー ション と パ フォ ー マ ン ス 監 視 の た め の Tivoli Composite Application
Management と Tivoli Management および パフォー マンス・テスト・ツー ルである
Rational Performance Tester をログとトレース情報およびテスト・スクリプトのレベルで連
携し、問題個所の識別と診断を容易にする。
●リリース・アセット管理ツールである Rational Asset Manager と構成管理 DB の CCMDB を
データ・レベルで統合し、リリース・パッケージ情報と、不具合情報の共有を実現。

（Enterprise Architecture）アプローチにおける戦略
的な計画策定から、個々のソリューション開発におけるデ
プロイメントの計画・自動化、そして問題発生時の問題
認識と解決策の実装まで広範囲にわたります。表 1 にそ
れぞれの段階での Collaborative DevOps ソリューショ
ンを記述します。
Tivoli と Rational の 連 携 を 例 に Collaborative
DevOps の一端をご紹介しましたが、もちろんハードウェ
ア自体に関しても DevOps をキーワードとするソリューショ
ンが組み込まれています。インストールが容易で、運用
保守の手間が大幅に削減される IBM PureSystems な
どもその一翼を担います。クラウド・サービスである IBM

［5］ T
 heo Schlossnagle, Luke Kanies, Adam Jacob and  
Erik Troan: Infrastructure as Code, InfoQ, http://
www.infoq.com/presentations/infrastructure-ascode
［6］ Chef, http://wiki.opscode.com/display/chef/Home
［7］ Puppet, http://www.puppetlabs.com
［8］ D a v i d M i t c h e l l S m i t h : H y p e C y c l e f o r C l o u d
Computing, Gartner, http://www.gartner.com/
id=1753115（2011）．
［9］ IBM: Collaborative DevOps with Rational and
Tivoli, https://www.ibm.com/developerworks/
mydeveloperworks/files/form/anonymous/
api/library/b6f53616-38e7-47ca-bc354cc465e5fcb7/document/0fce4936-e87e-4e558e31-3d44a1792659/media/Collaborative%20
DevOps%20with%20Rational%20and%20Tivoli.pdf

SmarterCloud Enterprise にも DevOps のコンセプトを
サポートするソリューションが組み込まれています。IBM
では今後とも DevOps のコンセプトをより一層現実の製
品やサービスに取り込み、開発と運用の一体化を通して
より効率的な IT ソリューションを提供できるようにしていき
ます。
［参考文献］
［1］ IBM：グローバル CEO スタディ 2012，http://www.ibm.
com/services/jp/ceo/html/ceostudy.html
［2］ P aul Duvall, Stephen M. Matyas III and   Andrew
Glover : Continuous Integration, Addison-Wesley
Professional（2007）．
［3］ Jenkins, http://jenkins-ci.org
［4］ Jez Humble and David Farley: Continuous Delivery,
Addison-Wesley Professional（2010）．
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