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開発者として、Nagios が最先端技術だった頃のこと
を思い出してみてください。当時からずっと、「モニタ
リング」という言葉には、Nagios によりある種の悪
いイメージが植え付けられています。さまざまなグラ
フや数値が読み込まれたダッシュボードを眺めてみて
も、問題解決には役立たず、それらをさらに調査す
る必要がありました。確かに、ダッシュボードはどこ
かに異常があることを伝えていましたが、開発者の
仕事はシステムを稼働させることではなかったはずで
す。結局、私たちはほんの短かな期間でメトリクス
疲れをしてしまいました。

はじめに

なぜ、Nagios は開発者にとって有用ではなかったの
でしょうか ? アプリケーション・コード・フローに組
み込まれたカウンターから直接収集されるパフォーマ
ンス・メトリクスを除けば、すべてがブラックボックス
のモニタリングでした。その大部分がホストへの ping
とサービスへの接続で構成され、通常はこれにログ
の正規表現解析が付随していました。
さらに悪いことに、当時の組織体制は、開発と運用
が完全に分離されていました。データベース管理者
が配置されており、それ以外の人は自分で select 文
を実行することすらできませんでした。
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運用チームは本番環境システムの運用、システム障
害の対応、エンジニアリング部門への問題箇所の伝
達などを担当し、開発者を本番環境から遠ざけてき
ました。よいケースでも、ごく限られた人数の開発者
がシステムへのアクセスを許可されるにすぎませんで
した。

しかし、時代は変わりました。現在ではシステムは
大きく変わり、デプロイメントは違う方法で行われ、
チーム間の境界は完全になくなってはいないもの
の、明確ではなくなっています。したがって、私たち
開発者は運用チームとこれまでよりも緊密な関係に
あり、間接的にシステムの運用に関わっています。

最後にエンジニアリング部門に触れておきます。機能
を開発してそれをテストすれば、私たちの職務は終了
していました。次に私たちが関わるのはバグの修正
でした。私たちにとって、ソースコードはそれ自体が
アートでした。そこからわかる通り、私たちも開発者
以外の人々を自分たちの業務から遠ざけていました。

マイクロサービスを実行する最新システムは複雑であ
るため、「意味のあるモニタリング」が私たちの業務
における重要な部分になっています。これまでのよう
な過剰なメトリクスを防止するために、私たちは可観
測性のメリットをよく理解する必要があります。

システムの運用やモニタリングは、私たちの仕事とは
まったく関係がありませんでした。唯一の例外は、我々
の美しいソースコードにモニタリングのコードや要素
を追加する作業ですが、これはまるで、システィーナ

本書では、そうした新しい世界について考察します。
モニタリングへの反感を排して、可観測性の世界へ
最初の一歩を踏み出し、開発者にとっての重要性が
増大しつつあることを理解しましょう。

礼拝堂にアルミ素材を施すようなものでした。私たち
は、きわめて正当な理由からこの業務を嫌っていま
した。そしてその感情は、一気に広がっていきました。
責任は分担され、ソフトウェア・エンジニアは長い時
間をかけて、コードを書くと、業務を終えて帰ってい
ました。運用チームはそこからから業務を引き継ぎ、
発生するあらゆる問題に対処しなければなりませんで
した。
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可観測性とは

まずは可観測性という言葉の基本を押さえておきま
しょう。可観測性の世界をより深く理解するために
は、モニタリングと可観測性の違いを理解し、デー
タがどのようにユーザーに表現されるかを理解する
ことが重要です。
モニタリング
従来の方法では、モニタリングは時系列のメトリクス
に重点を置いていました。そのプロセスは常に同じで
した。すなわち大量のメトリクスを収集してダッシュ
ボードのチャートに表示し、どのメトリクスをアラート
の対象とするのか、そしてアラートのしきい値を設定
します。この方法では、何もしないよりはよいですが、
理想とはかけ離れていました。なぜならば、アラー
トが多すぎたり少なすぎたり、セキュリティーに対す
る認識が間違っていたり、トラブルシューティングに
多大な時間を必要としたりするためです。
サービスの正常性やパフォーマンスにまでモニタリン
グを拡大したとしても、従来のモニタリングでは事象
に基づいたアラートを取得する方式になります。問
題は、それにより検出される数々の事象です。例えば
「外部サービスに接続できない」といったものが事

象です。こうした事象を検出するよりも、全体にわ
たってコンテキストが埋め込まれた関連データを収
集することに注力すべきです。
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可観測性
可観測性は特に新しいものではありませんが、モニ
タリングを完全に補完します。モニタリングを包含す
るものと見なされることもあります。
可観測性のもつ意味は、何かを観測 (Observe) する
ことを意味します。ここで重要な点は、モニタリング
よりもきめ細かいレベルで観測するということです。
可観測性は、モニタリングで得られるすべての数値や
グラフを含むと同時に、これまで独立していたすべて
のチームに、何を監視すれば有意義であるかについ
ての知識をもたらします。
数百件に及ぶグラフや表は誰も必要としていません。

問題解決に役立たないのであればなおさらです。そ
の一方で、複雑な問題を解決するために必要なデー
タが収集すらされていなかった可能性もあります。
さらに可観測性には、分散トレースも含まれます。
これは基本的には、マイクロサービスのスタックト
レースです。これについては後述します。忘れないで
いただきたいのは、有意義なログ分析によって、正
規表現 (regex) に基づいた単純なエラー検索よりも
はるかに有益な情報を得られるということです。
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最後の 2 つの要素は、モニタリングをアプリケーショ
ンやサービス以外にも広げることを目的としていま
す。単純なモニタリングとは対照的に、サービスの
内部から直接情報を収集し、システムに関するすべ
ての情報とともにそれらを集約します。
可観測性は、システムの既知の障害ドメインを考慮し
て設計されます。例えば、HTTP 経由で別のサービ

スと接続するサービスは、さまざまな理由で接続に
失敗することがあります。これが既知の障害ドメイン
です。障害ドメインは、人によってサービスまたはシ
ステム全体をどのように捉えるかにより異なるでしょ
う。したがって、障害ドメインとそれに関連するコン
テキストを設計する際には、見る人に応じてさまざま
な視点 ( 例えばデバッグの容易性など ) を取り入れる
ことが重要です。
可観測性には、私たちが抱えている問題について洞
察や知識をもたらす 3 つの柱があります。正常性と

パフォーマンスのメトリクス、分散トレース、そしてロ
グです。
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エンタープライズ規模の可観測性
企業では、マイクロサービスやサーバーレス・アプリ
ケーションを一時的なシステムで実行しています。こ
のようなシステムの複雑性や拡張性に対応するため
に、可観測性には高い拡張性が求められます。エン
タープライズ規模の可観測性を目的に設計されたシ
ステムは、絶えず変化するインフラストラクチャーや
サービス環境に自動的に適応します。新規または停
止されたインスタンスやサービスも検知され、マニュ
アル操作は必要ありません。通常、ソースコードの
変更を最小限に抑えるためのラッパー・ライブラリー
が提供されており、場合によっては、すでに実行中
のアプリケーションに対し、測定や正常性プローブの
追加のために、完全に自動化されたコードの埋め込
み ( インスツルメンテーション ) にまで及ぶこともあり
ます。

インスツルメンテーションにより、実行中のコード・
ベースに処理の開始点と終了点が挿入されるため、
それらを手作業でソースコードに追加する必要はあり
ません。その結果、開発者はコードにモニタリングや
トレース用の処理を埋め込むという単調な作業から
ほぼ解放され、ビジネス・ロジックの開発により多く
の時間を割くことができます。
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さらには、開発、ステージング、および本番システム
のコード・プロファイルが常に少ないオーバーヘッド
で実行でき、現状におけるサービスのパフォーマンス
について有益な洞察が得られます。これは開発者が
長年求めていたものです。本番環境では、システム
が常に予期せぬ動作をします。
すべてのデータを収集したら、単にそれを旧式な方
法で数値、表、ダイアグラムなどに表示しないことが
重要です。大局的に見た場合、特に開発者にとって
は、問題を解決するために重要なものはデータのコ
ンテキストです。
大量のデータを有益なものにするために、エンター
プライズ規模の可観測性ソリューションには、理解を
促し実用的な情報を生成する自己相関機能が必要で
す。このようなソリューションは多くの場合、根本原
因の分析にも役立ちます。相関付けられたイベントや
情報について必要なコンテキストが得られるからです。
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分散トレース

分散システムにおける分散トレースは、
アプリケーショ
ン、例外、または重大なエラーのスタック・トレース
のようなものです。これは、リクエストがシステム全
体を通過して応答を生成する間、サービス・ハンドラー
と内部コールをキャプチャーし、時間を計測するテク
ニックです。そのため、分散リクエスト・トレースと
呼ばれることもあります。
分散トレースにより、開発者はリクエスト・フローを
分析し、問題の根本原因やパフォーマンスのボトル
ネックを突き止めることができます。

ユーザー・データ・サービス
ユーザー・サービス

スパン

図1.内部サービスを通過する、
ユーザー・サービスへのリクエスト

あるユーザーがユーザー・サービスを呼び出し、自
分のアカウント情報を要求するとします。このサービ
ス自体は、スタックの下位にあるいくつかのサービス
を呼び出し、さまざまな情報を取得します。図 1 は、

この呼び出しの基本フローです。このダイアグラムで
は、誰が何を呼び出したかといった情報は可視化さ
れていますが、タイミングの情報など重要なデータが
不足しています。
このシナリオで、分散トレースがどこで効果を発揮す
るかがわかります。図 2 と図 3 は、呼び出しフロー

し、低速の呼び出し、長時間実行されている処理、
サービスの障害やそれが発生した場所などを確認で
きます。
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呼び出し

スパン

外部CRMサービス

ユーザー・データ・データベース
図2.呼び出しフローのタイミングと階層

ユーザー・データ・サービス

ユーザー・サービス

図3.呼び出しフローの階層ダイアグラム
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スパン

ユーザー・サービス

を 2 種類の方法、つまりタイミング・バーと、ツリー・
ビューのようなスタック・トレースで表しています。

開発者はこれら 2 つのビューから必要な情報を取得

呼び出し

外部CRMサービス

ユーザー・データ・
データベース
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ユーザー・データ・
データベース

外部CRMサービス
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情報を表示するため、トレースはスパンや呼び出しな
どの要素に分解されます。
スパン ( タイムスパンともいう ) は、分散トレースの

フロー内における 1 つの処理の実行時間を表してい
ます。このコンテキストにおける処理とはコードの実
行であり、開始時刻と終了時刻が含まれ、親スパン
と子スパンがある場合もあります。
さらに、スパンには、実際のスパンそのものに関する
コンテキストを示すメタデータも含まれます。複数の
スパンを結合するために、ID ( スパン ID、トレース

ID) を使用して親 / 子階層が構成されます。

2 つのスパン間のコミュニケーションは、呼び出しに
よって表されます。呼び出しには、使用された接続
のタイプ、ヘッダー情報、呼び出しでエラーが発生し
た場合は応答データ (HTTP ステータス・コードなど )
が含まれます。カスタム・コンテキスト情報も追加で
きます。
可観測性の重要性
分散システムの場合、過去に構築したモノリシック・
アプリケーションとは課題が大きく異なります。状況
をシンプルに捉えたいと思いつつ、現実は非常に複
雑で、私たちがそれに気付かないこともあります。
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多種多様なシステムやサービスが個々にかつ同時に
動作しています。そして大多数のサービスには、他
のサービスまたはデータベースへの下位呼び出し ( サ

ブコール ) が 1 つ以上含まれています。バグの修正
やパフォーマンス上の問題の軽減において、サービス
間の相互作用を理解することは、開発者にとって最
も重要な要素の 1 つです。
ダッシュボードに過剰なメトリック・チャートを配置し
ないことも重要です。それでは数年前の状態に逆戻
りしてしまうからです。私たちが求めているのは、で
きる限り早急に問題の原因にたどり着くことができる
的確な情報です。それぞれのサービスの障害ドメイ
ンにとって、どのメトリクスが重要であるかを教えてく
れるシステムが必要なのです。ここでは重要な項目
だけに注意を集中することが大切です。
いかに多くのメトリクスを追加したとしても、障害の
ないシステムになる保証はありません。 したがって、

重要な項目にフォーカスすることは理にかなっていま
す。むしろ、システム障害を回避することは不可能で
す。このトピックについては、
「Building Resilient
Applications-Embrace the Failure( 英 語 記 事 :
回復性があるアプリケーションの構築 - 障害を受け
入れる )」というブログ記事で詳しく説明しています。
私たちにできる最善の対策は、前述の障害ドメインを
よく理解し、障害に備えることです。
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結局のところ、我々開発者にとって重要なことは、
創造性と目的意識に立ち返ることです。私たちは、
自社のビジネスに直接インパクトがあるアプリケー
ションを開発したいと考えています。何百万ものメト
リクスやトレース・ポイントでソースコードを乱雑な
ものにしたくはありません。何よりも重要な点は、
ひっ
きりなしの緊急対応やバグ修正は望んでいないという
ことです。
最後に、明快かつ有益で、洞察を生み出す可観測性
システムは、これまで述べてきたすべてのタスクに役
立ちます。簡潔なラッパー・ライブラリーや、優れた
自動計測を利用すれば、明瞭でビジネス・ロジック
に忠実なソース・コードを維持することができます。
このようなシステムによって、私たちは多くの時間を
取り戻すこともできます。例えば、分散システムの複
雑な問題の分析や、メトリクス・ポイントの追加に必
要とされた時間、システム間の対話や通信を理解す
るために費やした時間、さらにはボトルネックを特定
するために浪費した時間などです。現在では、ボト
ルネックや拡張性の問題が生じる前に、分散トレー
スを利用して、現行システムの欠陥や変更すべき点
を把握できます。

図 4.リリース・マーカーによりサービスの正常性を即座に把握
出典: Instana.
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解決に要する時間
デプロイメントが失敗した場合や、新規バージョンの
動作に異常がある場合は、対処を急がなければなり
ません。旧バージョンに戻すか、問題を分析して修
正方法を見つけ実装し先へ進みます。
場合によっては、問題が小さなもので、ローカルで
それを再現し、早急に修正できることもあります。
しかし、ローカルでただちに再現できない場合、そ
の問題は複雑化します。このような場合、可観測性
ツールが大いに役立ちます。実際には、本番環境で
発生する問題がどの程度複雑であるかを予測する方
法はありません。こうした予測が不可能であることか
ら、私たちは動作中の本番システムから必要なデー
タを収集する必要があります。
分散トレースを使用して、シンプルな方法でリクエス
ト・フローを観察すると、リクエストの不具合が生じ
た場所について素早く簡単に情報を収集できます。
エラーがスタックの上位にまで及んでいるか、中間地
点で処理されているか、あるいはユーザーに影響が
あったかなども確認できます。
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分散トレースでは、呼び出し元と呼び出し先、および
それぞれのヘッダー、タイミング、リトライに関する
情報も取得できます。
これらの情報を利用して、根本原因分析を早急に開
始し、該当する分野の担当者に問題解決への支援を
要請できます。これらはすべて、むやみに責任を追
究することなく、データに基づいた決定により実施で
きます。
このようなトップダウンの分析方法は、非常に素早く
実行できるだけでなく、問題の正確な根本原因を短
時間で見つけられる可能性があります。問題のあら
ゆる側面を全体的に把握し、上流または下流との実
際の依存関係に基づいて、調査に参加すべき人物を
特定できます。
つまり、問題を調査する際に可観測性があれば、迅
速に行動するための洞察を獲得でき、うまくいけば、
他のチームやホスティング企業など外部パートナーへ

の依存は最小限で済みます。早期の解決が望まれる
問題を調査する際、外部パートナーは特に対応が遅
い場合があります。
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デプロイメントの失敗
従来であれば、開発者である私はこのセクションを
省略していたでしょう。デプロイメントは私の職務で
はありませんでした。
しかし今では、開発者は Docker イメージを構築す

るために Dockerfile の構成も書きます。また、多く
の場合、Kubernetes (K8s) YAML 記述子の形式で
デプロイメント構成も提供し、コンテナやサービスな
ど ( あるいは少なくともその一部 ) を記述します。

これらの記述子を提供するのは、DevOps だけの

責務ではありません。通常は、エンジニアリングと
DevOps の K8s デプロイメント記述子を組み合わせ
てデプロイメント全体が構成されるからです。
それはともかく、私たちの前回のデプロイメントは失
敗しました。デプロイメントのプロセス自体に明白な
問題はありませんでしたが、デプロイメントの直後に
サービスが停止してしまいます。そこで開発者の出番
です。
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まずは原因を突き止めます。本当に原因は我々にあ
るのか ? 多くの場合、分散トレースを観察すれば、こ

の問いへの答えはすぐに見つかります。我々のサービ
スでエラー (HTTP status 500 など ) が発生するの
か、あるいはスタックの下位に問題があるのか ? 下
流のサービスの依存関係がエラーを返しているのか ?
あるいは送信するデータが間違っているのか ? こうし
た疑問にも素早く答えられます。
可観測性ソリューションは必要な証拠を、正確でコ
ンテキストに沿った観測結果として提供します。これ
は、障害ドメイン分析に基づいて、システムによって
報告されたものです。解明されていない状況を素早
く理解する方法を探している場合は、分散トレースが
大いに役立ちます。ここで重要なメトリクスは、平均
修正時間と平均サービス回復時間です。
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「金曜日はデプロイ禁止」というルールを覚えてい
ますか ? 私は覚えていますし、皆さんもそうだと思い
ます。しかし最近は、優れた可観測性を備え、振る
舞いや待ち時間、エラー率などの小さな変化をただ
ちに把握できる可能性があれば、金曜日のデプロイ
メントは実行可能であり、実行すべきである ( ただし
朝一番に ) と主張したいと考えています。この場合、
問題の修正や、異常が発生した場合のロールバック
のために、十分な時間があります。
収拾がつかなくなり、ただちに問題を修正できない
場合、唯一の選択肢は旧ビルドへのロールバックで
す。自動デプロイメント・フローを使用すれば、この
プロセスは非常に簡単です。別のタグまたはリリー
ス・バージョンを使用して、継続的インテグレーショ
ンおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを起
動しましょう。時間をたっぷり使って詳細な調査と正
確な修正を行うことができ、せかされて余計なストレ
スを感じることもありません。
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04

優れた開発

開発の迅速化と、開発が最も高い価値を生み出す領
域について検証したあと、開発そのものと、開発が
どのように変化するか、あるいはここ数年でどのよう
に変化したかを見ていきましょう。
「Accelerate State of DevOps 2019 レポート（英
語）」の 18 ページには、今後、優れたエンジニアリ
ング・チームに求められる 4 つの指標が挙げられて
います。これらの指標は、開発チーム、運用チーム、
およびデータベース管理者は、もはや完全に切り離さ
れた存在ではないという事実を反映しています。
しかし、この主張が本当に意味するところは何でしょ
うか ? 開発者が運用チームに所属するということで
しょうか ? もちろん違います。運用に関係する多くの
業務を日常的に行っているとはいえ、私は運用担当
者になった自分を想像できません。今でも違いは存
在します。他の人はそうなったとしても、私はデプロ
イメント・エンジニアリングの専門家には決してなれ
ません。エンジニアリングも含め他の役割、運用や
デプロイ担当にも同じことが言えます。 すべての人
が何でもできるエンジニアではありません。高い専門
知識を持つ人材が必要なことは変わりませんが、全
員が大局的な視点を持つこともこれまで以上に重要
となります。
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私たちが問われているのは次の 4 点です。
– デプロイメントの頻度
– 変更に必要なリード・タイム
– サービスの回復時間
– 変更失敗率
これらの問いに対する答えから、イテレーションの速
度がわかります。私たちの回答は有効な指針となり
ますが、正直であることが肝要です。コード・ベー
スにも同じことが言えます。私たちは問題を理解して
初めて最適化を行なえます。
どれくらいの頻度でデプロイを行うか ?

デプロイの頻度は 1 年に 1 回、1 カ月に 1 回、1
日 1 回、あるいは 1 日に複数回ですか ? デプロイ頻
度が高いということは、新規バージョンの動作につい
て、より優れた洞察が短期間で必要になることを意
味します。
コードが本番で利用可能になるまでにかかる時間は ?
デプロイメントには実際にどれくらいの時間が必要で
すか ? そのデプロイメントは、全チーム間のリリース
トレインのように大規模な運用ですか ? チームが単
独でデプロイすることもあるでしょう。あるいは、す
べてのテストに合格後、自動的にデプロイメントが行
われる場合もあります。
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どの程度迅速に障害から復旧できるか ?
異常が発生したとき、問題を分析するのは誰ですか ?
この質問の真意は、「私の休暇中に、私が担当して
いるサービスの問題を、電話やメールで連絡せずに、
誰が解決できるか ? その人物が問題を理解するの
に、いったいどれくらいの時間がかかるか ?」という
ことです。失敗するデプロイメントはどれくらいある
のでしょう ?
最後の質問は最も一般的で、大多数の人がそれほど
悩まずに答えられます。デプロイメントは失敗します
か ? 失敗する場合、その回数と原因は何ですか ?
企業、チーム、サービス、またはアプリケーションの
イテレーション速度を確認し理解するための出発点と
して、この質問リストは非常に有効です。
ただし、さらに踏み込んで言うと、重要な質問が 1

つ抜けています。それはリリース間の違いに関する質
問です。デプロイメントの失敗が少ないのは素晴らし
いことです。既に私たちは、1 日に何回もデプロイメ

ントを行っているケースもあります。残っている質問
は次のとおりです。「リリース間でエラーやパフォー
マンスにどのような違いがありますか ?」
すべてのリリースが、前のリリースよりもパフォーマン
スが低下したりエラー率が増加したりするのであれ
ば、最良のデプロイメントも迅速なイテレーションも
実施する意味はありません。つまり、緊急対応に逆
戻りしたくはないということです。
変化する開発
アプリケーションの開発方法は明らかに変化していま
す。ここ数年間で、システムをスケール・アウトする
必要性がかつてないほど増大しました。モノのイン
ターネット (IoT) ソリューションは別として、私たちが
開発したものを使っていただきたいユーザー、お客
様、一般市民の数は増加し続けています。

多くの企業がまだ導入段階にあるとはいえ、新しいシ
ステムがモノリシックな方法で構築されなくなっている
ことはほぼ確実です。拡張性が重要視される中、垂
直方向の拡張 ( スケールアップ ) はとても高額なた
め、場合によっては実施できないこともあります。
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マイクロサービスは、よく言われているような絶対的
解決策ではありませんが、定着しつつあることは間
違いありません。大規模なサービスの塊を小さい単
位に分割し、それぞれを独立してデプロイする方法
は、非常に有効であり、優れた拡張性を実現します。
必要に応じてシステムの各部分を独立してスケーリン
グできるのが便利な点です。しかしその一方で、この
ような拡張性には、サービス間で多数のネットワーク
運用が必要になるため、コストがかかります。稼働
中にタイムアウトまたは停止したり、不要な情報が送
信されたりする可能性もあります。私たちは、これま
でとはまったく違う問題への対応が必要となります。
さらには、データがリレーショナル・データベースに
保管されていた頃のことを思い出してください。リ
レーショナル・データベースを利用することに疑問が
生じることはありませんでした。代替策がなかったか
らです。リレーショナル・データベースは広く普及し
ていますが、最近ではシステムに多様な選択肢があ
り、シンプルなキー・バリュー・ストアやドキュメン
ト・ストアから、グラフまたは時系列データベース、
あるいは高速集計に適したカラム・ストアに至るまで
多岐にわたっています。
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これらすべてのシステムはそれぞれに違いがあり、動
作も異なります。そのすべての専門家になることは
誰にもできません。ただし開発者には、新しい知識
を身に付けながら、業務に最も適したツールを選択
できるという利点があります。
私たちは、数年前とは違う方法でシステムやサービ
スをデプロイしています。新規導入では、専用シス
テムへのデプロイメントは少なくなってきました。現
在では、ほぼすべてのデプロイメントは仮想マシン
に行われています。Kubernetes や Cloud Foundry

を使用した、クラウド環境やセルフホスト環境へのデ
プロイメントも進んでいます。開発者用マシンでは、
Docker や、CRI-O などのコンテナ・ランタイムをよ
く見かけます。
これらすべてのテクノロジーは非常に優れており、マ
シン上での開発を本番環境により近づけることができ
ます。私は、たとえ事実であるとしても、「自分のマ
シンでなら動く」というのが以前から嫌いでした。嫌
いな理由はシンプルです。これは、自分が即座に理
解できないまたは説明できない何かが進行している
ことを意味するからです。

01 はじめに

02 可観測性とは

03 分散トレース

04 エンジニアリング

開発パイプライン
イテレーションを速くしたい場合は、より優れたサ
ポートが必要になります。単体テストは普段から行
われ、基本的な統合テストも広く導入されています
が、そのあとのすべての作業は複雑すぎる、費用が
かかり過ぎる、あるいは「開発者にふさわしいもの」
ではないと、未だに軽視されることがよくあります。
しかし、短期間のイテレーション・サイクルと分散シ
ステムによって、統合テストはこれまで以上に重要に
なってきました。ステージングおよび本番に近づいた
システムでの継続的インテグレーションは、開発時
のフィードバック・サイクルを短縮するためになくて
はならないものです。さらには、そこから最初のパ
フォーマンスやエラー率の情報を収集することもでき
ます。機能開発の早い段階で潜在的な問題を発見で
きれば、再ビルド・サイクルの長期化を回避でき、
期待値を早急に検証し、そのエラーを証明すること
もできます。
もう 1 つの課題は、定期的なロード・テストを、可

能な限り自動化することです。その理由はこれまでと
同じです。すなわちフィードバック・ループを短縮す
るため、モデル、期待値、およびパフォーマンスに関
する疑問を早期に検証するためです。
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優れたエンジニアリング・チームの最適化で最後の
ステップは、継続的デリバリーです。これには、前述
したすべての要素を準備しておく必要があります。さ
らには、失敗する勇気も求められます。失敗の状況
の理解、根本原因の迅速な分析、バグ修正のデプロ
イは、本番プロセス全体を通してあらゆるチーム・
メンバーとツールによってサポートされ、達成できる
ということがわかっていると、勇気は自然と高まりま
す。私たちは安心して作業を進めることができます。
とはいえ、異常状態は速やかに検出しなければなり
ません。豊富なコンテキストを備えた可観測性ツール
を使用すると、問題分析プロセスを実行し、できる
限り短時間で根本原因を特定することができます。さ
らに、すべてのサービスは、依存関係の異常に対し
て可能な限り回復力を持つ必要があります。
修正プログラムが作成されコミットされると、パイプ
ラインが起動し、本番環境で新規バージョンがビル
ド、テスト、およびデプロイされます。このプロセス
では、小規模で独立したサービスの方が、大規模な
モノリシック・サービスよりも操作が容易です。
最後に、デプロイメントの失敗や問題のあるバージョ
ンの影響を最小限に抑えるには、これらすべてのス
テップを完全に自動化する必要があります。
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開発者の使命
デプロイメントの完了直後、最も重要な問いかけは
「動いているのか ?」ではなく「パフォーマンスはど
うか ?」です。
前述したように、短いサイクルでのリリースは、新
バージョンのパフォーマンスが旧バージョンよりも全
体的に低下しない場合にのみ意義があります。この
法則で唯一の例外は、事前に把握され予測されたパ
フォーマンス低下であり、既に今後のインフラストラ
クチャー・スケーリングに組み込まれているものです。
デプロイメントの直後に注目すべき重要なメトリクス
は、平均待ち時間、エラー率、ダウンストリーム呼
び出しなどの予期せぬ変化です。例えば、
データベー
ス呼び出しの数などがこれにあたります。優れた可
観測性ツールでは、デプロイメント前後の状態を簡
単に表示し、直接比較することができます。
さて、デプロイメントは成功し、直近の数値は良好
で、システムは予想の範囲内で動作しています。私
たちの仕事はこれで終わりでしょうか ? デプロイメン

トは今後もずっと順調なのでしょうか ?

図 5.リリースの前後での変化を素早く分析する
サービス・ダッシュボードのリリース・マーカー。
出典: Instana
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残念ながら、本番環境でそのような結果になること
はめったにありません。常に何かが起きる可能性が
あります。常に準備しておいてください。緊急対応の
回数は大幅に減少したとはいえ、完全になくなった
わけではありません。故障しないシステムの構築は
絶対にないことを覚えておいてください。
確かにプロセスのこの段階では、異常が発生した場
合にエンジニアリングが直接関与することはあまりあ
りません。しかし、繰り返しますが、待機中に協力を
要請された場合、すべての関連するコンポーネント、
ネットワーク、マシン、アプリケーション、およびそ
れらの相互接続を正しく把握していれば、迅速な対
応に役立ちます。ただしこのタスクは、あらゆる抽象
的なもの、つまり構造上の複雑さをシステムに加える
ことによって難しくなります。開発時の作業をシンプ
ル化および軽減してくれることが、未知のシステムを
部分的に分析する際には複雑さを増大させます。
特に待機状態のときに、私たちが自身の評価に使
用すべきメトリックが 1 つだけあります。それは、

MTTGBTB（Mean Time To Get Back To Bed（英
語））、就寝までの平均時間です。この非常に重要な
メトリックは Karthik Kumar 氏の発案によるもので
す。
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図6.構造上の複雑さが迅速な判断の
妨げとなることがある
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05

可観測性駆動型
の開発

可観測性の重要性を理解できたところで、次は可
観測性駆動型の開発 (ODD: Observability-driven
Development:) について検討していきます。ODD
に該当する最も重要な要素を簡単に押さえておきま
しょう。

メトリクスの数を考慮することを忘れないでくださ
い。最適な数は 3 ～ 5 個、最大でも 10 個です。

ODD は、ビヘイビア駆動開発をそのまま拡張したも

ンを自動化できればなお有益です。私たちのコード、
すなわち「アート」はそのままの状態で維持されます。

のです。テスト項目にコンポーネントの振る舞いが追
加されており、パフォーマンスと正常性の期待値が設
定されます。テストは早い段階で実装され、開発サ
イクル全体を通して実行されます。これらのテストか
ら、機能の開発前、開発中、および開発後のパフォー
マンスに関する洞察が得られます。それらを使用して
初期の期待値と実際の数値を比較でき、最終的に機
能をデプロイする前に、実動システムのスケーリング
が必要かどうかを確認できます。
開発サイクルは、短期間のフィードバック・ループと
いう考えに基づいて構成します。重要な点は、可観
測性を開発プロセスの中心に据えることです。他の
チームと協力して、事前に対応することを考え、行
動します。サイロになってはいけません。
そうしたやり取りの中で正常時のメトリクスを特定
し、機能の実装プロセスの早い段階でそれらのメトリ
クスの実装を開始します。
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可観測性ソリューションで、ラッパーを使用した手作
業による統合が必要な場合は、最初からラッパーを
追加しておきます。サービスのインスツルメンテーショ

最適化では、推測を排除します。最適化のポイント
を選択するには、可観測性ソリューション、メトリ
クス、分散トレース、およびインフラストラクチャー
情報から提供されるすべてのデータを考慮に入れま
す。待ち時間とエラー率の最大の原因を突き止め、
それらを最初に解決します。達成しやすい目標は成
果が得られやすく、意欲を高めます。
コードのプロファイル・データも詳しく調べます。
常時稼働している本番レベルのプロファイラーでは、
事前に取得することは難しいような情報も提供され
るため、理解が深まります。私は最近まで、本番に
非常に近い環境である自分のコンピューターでもプ
ロファイルを取得することができませんでした。ただ
し、単にプロファイラーを使用すればよいという訳で
はありません。本番対応のプロファイラーは、それぞ
れのユースケースに合わせてカスタマイズされ、オー
バーヘッドがきわめて低く抑えられています。
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最後の助言には納得がいかないかもしれませんが…
本番環境でテストを行ってください。そうです、本番
環境でのテストです。ただし、機能フラグを使用しま
す。新しい振る舞いまたは機能を有効にし、一連の
ユーザー ID を追跡し、特殊なパラメーターを設定し
ます。そして、創造性を働かせてください。

このステップ ( ならびに本番環境でテストをしてはい

けないという旧式なルールからの脱却 ) の根拠となっ
ているのは、それぞれの環境が持つ独自性です。イ
ンフラストラクチャーの状態、依存関係、日時、デプ
ロイメント、環境そのもの、周期など、あらゆるもの
がコードに影響する可能性があります。

開発に関する考察を終えて、開発者にとっての可観
測性の有用性を理解したら、どのようにそれを活用
しますか ? まずは、他のチームで使用されているソ
リューションがあるかどうか、DevOps チームに尋ね
てみてください。
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06

オープンソースを
選ぶべきか

ほとんどのものと同じく、オープンソース・コミュニテ
ィーは世界にさまざまな選択肢を与え、偉大な功績
を残しました。選択肢があるのはよいことなのでしょ
うか ?
答えはイエスでもあり、ノーでもあります。大半の
ソリューションにおける大きなハードルの 1 つは、メ
トリック・モニタリングまたは分散トレースのいずれ
かが実行されるが、その両方は実行されないという
ことです。基本的な問題は、情報の相関関係が失
われる点にあります。オープンソース・ソフトウェア
(OSS) ツールには、独立したダッシュボードと独立し
たデータ・サイロがあり、ほとんどの場合、単一の
リクエストに対してメトリクス、トレース、インフラス
トラクチャーの間をまたいで処理が実行されることは
ありません。
手作業で可観測性を実現する

可観測性を実現するには、2 種類のツールを使用
するのが一般的です。前述したように、1 つはメト
リクスとモニタリングに対応する Prometheus など
で、もう 1 つは分散トレースを実行する Jaeger や
Zipkin などです。
これらのオープンソース・ソリューションは「無料」
で利用でき (「」をつけた理由は後述します )、アプ

リケーション・サービスと統合できます。この場合の
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統合とは、ソースコードにトレーサーとメトリック・コ
レクターを追加する必要があることを意味します。多
くのプログラミング言語で最も一般的なライブラリー
用のラッパーが用意されており、直接使用することが
できます。

1 秒あたりのリクエスト数を計測する Prometheus

メトリックの簡単な例を挙げると、右に示すスニペッ
トのようになります。ここでは、カウンター・インス
タンスを使用してリクエスト数がカウントされます。
図 7 を参照してください。
直接使用できるのは、悪いことではありません。あり
がたいことに、多くのフレームワークがこのようなメト
リクスを備え、Prometheus がすぐに使える状態に

public class FooHandler {
Counter counter = Counter
.build()
.namespace(“my-app”)
.name(“foo-handler”)
.help(“number of requests”)
.register();
public ResponseEntity handler(Request
request) {
counter.inc(1);
// do some business thing here
}
}
図7. Prometheus
メトリックの例

なっています。

もう 1 つ の 例 で は、Prometheus を 使 用 して、

データベース接続やクエリー・ランタイムなどのリ
ソースの使 用 状 況を監 視しています。このとき、
Prometheus コミュニティーのさまざまな統合を利
用できます。Java 環境では、わずかなコードを記述
するだけで、有名な Hibernate のオブジェクト関連
マッピング (ORM) ソリューションを使用できます。図
8 を参照してください。

new HibernateStatisticsCollector()
.add(sessionFactory, “my-app”)
.register();
図8. Hibernateと
Prometheusの例

この Prometheus 統合は、面倒な実装の詳細をす
べて処理します。
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分散トレースには Zipkin や Jaeger を使用できます。
どちらのソリューションでも、アプリケーションに分散
トレースを追加できます。既存の FooHandler に基
づいた右のスニペットが示すように、この統合もそれ
ほど複雑ではありません。
図 9 を参照してください。

public class FooHandler {
Counter counter = Counter

private JaegerTracer tracer;

確かに複雑ではありませんが、「昔に戻った」ような
印象を受けます。最大の問題点は、コードに含まれ
ているモニタリングとトレースの手順が、実際のビジ
ネス・ロジックよりも多いことです。

.build()
.namespace(“my-app”)
.name(“foo-handler”)
.help(“number of requests”)
.register();

public FooHandler() {
Configuration.SamplerConfiguration samplerConfig =
Configuration.SamplerConfiguration
.fromEnv()
.withType(“const”)
.withParam(1);
Configuration.ReporterConfiguration reporterConfig =
Configuration.ReporterConfiguration
.fromEnv()
.withLogSpans(true);
Configuration config = new Configuration()
.withSampler(samplerConfig)
.withReporter(reporterConfig);
this.tracer = config.getTracer();
}
public ResponseEntity handler(Request request) {
Span span = tracer.buildSpan(“foo handler”).start()
try {
counter.inc(1);
// do some business thing here
}
catch (Exception e) {
span.setTag(“http.status_code”, 500);
}
finally {
span.finish();
}
}
}

データを理解する
問題が発生した場合、Logstash や Splunk などに

保管されたログ・データ以外にも、調査すべきデー
タは大量にあります。ただし、問題は別のところに
もあります。それは可観測性ツールそのものです。
データまたはデータ相関を共有していない 3 つの独
立したシステムがある場合、異なるデータ・ソースを
理解するのは困難で、多大な時間を要します。
タイム・
スタンプを照合し、相関関係を特定し、接続を確立
し、最終的にコンテキストを作成して当該問題を解
決する作業は、すべてユーザー任せです。

図9. Jaegerを使用したJavaトレースのスニペット
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オープンソースの可観測性ツールでは、あらゆるデー
タを理解することが最大の課題であることを忘れない
でください。今日では個別のシステムやデータが増加
し、集約されたコンテキストそのものは必要性が薄
れています。
オープンソースの実際のコスト
先に「無料」について後述すると述べました。今か
らそれを説明します。
一般的な認識に反して、オープンソースは無料では
ありません。確かに、オープンソースの利用にライセ
ンス費用はかかりません。OSS による可観測性の主

なコストは時間で判断されます。これは、従業員が
可観測性ツールの操作や使用方法を把握し、データ
を理解するために費やす時間です。時間的な余裕が
ないことも多い中、ビジネス機能のデリバリーの時
間が OSS に割かれてしまいます。

OSS の可観測性ソリューションを適用するために、
エンジニアの増員が必要な場合もあります。モニタリ
ングと分散トレースの統合に必要な時間も忘れては
いけません。
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これらのタスクはすべて追加コストとして、OSS によ
る可観測性をソース・ベースに実装する時間に加算
されます。
これらの統合を、事前に設定された目標に合わせよ
うとすると、開発時間の 5% ～ 10% 程度はすぐに
増加します。Zabbix や Nagios の時代を脱したとき
に、私たちが避けようとしていたのはまさにこうした
時間です。

DevOps チームや運用チームを見てみると、この数
字は増加しています。その理由は、現在複数のシス
テムを運用しているからですが、それはまた別の話で
す。ここでは開発についてのみ考えましょう。
最後に重要な点は、ツールの操作、すべてのデータ
を保管するためのストレージ・スペース、( きわめて
基礎的な自己相関であっても ) 再実装のための時間
などのコストも発生するということです。

こうして「無料」のオープンソース・ツールは一転し
て非常に高コストになり、可観測性とコンテキストの
間にギャップも生じさせます。
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ベンダー・ソリューション
一方、市販のソリューションは、完全ではないにして
も、単一のソリューションよりも多くの機能を備えて
います。提供されていない機能がある場合は、外部
サービスを統合し、組み込みの機能のように動作さ
せることができます。内部システムと外部システムの
データ相関も含まれています。
ただし、システムの全パーツ間のデータ相関は非常
に重要な要素です。インフラストラクチャー、アプリ
ケーション、サービス、ネットワーク、ロギングなど
すべてのデータは、必要な情報を容易に収集して理
解できるように前処理されます。
一部のベンダーはさらに一歩先を行き、システムの
さまざまな部分で見つかった問題の相関関係を見出
し、より実用的で対象を絞り込んだアラートを作成し
ています。同種の問題やイベントをすべて関連づけす
ると、インシデントの範囲や原因、関連するサービス、
ユーザーへの影響の有無などについて、より迅速に
洞察を得ることができます。
さらには、一部のベンダーは図 5 に示したように、
リリースの前後における変更点をただちに分析しま
す。このような分析を行うには、共通の CI/CD パイ
プライン、DevOps サービス、および開発ツールが
必要です。
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オープンソースを超えるもの
私たち開発者は、開発の仕事を追求しています。市
販のソリューションの中には、すべてを手作業でセッ
トアップする代わりに、計測コードの作成を完全に
自動化するものもあります。
先に示したコードの例を思い出してください。完全自
動化されたインスツルメンテーションを使用すると、
どのようなコードになるでしょうか ?
そうです。モニタリング、分散トレース、またはパフ
ォーマンス収集を追加するために、コードを変更する
必要はありません。サービスは、それが直接起動さ
れるか、Docker コンテナや Kubernetes、あるい
は Red Hat® OpenShift® Platform などの環境内に
あるかどうかに関わらず、自動的に検出されます。
サービスは自動的に検出されたあと、その場で計測
用コードが実装され、所定のサービスまたはフレー
ムワークで既知のベスト・プラクティスに基づいてダ
ッシュボードが生成されて、準備が整います。マニュ
アル操作は不要です。それ以外に必要なものがある
でしょうか ?
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自動相関のメリット
前述したように、エンタープライズ規模の可観測性ソ
リューションの大きなメリットは、マシン、インフラス
トラクチャー、アプリケーションと、サービス・メトリ
クスおよびトレースの相関付けができることです。分
散トレースではリクエストのフローを把握でき、メトリ
クスからは必要なパフォーマンス・ポイントを取得で
きます。

public class FooHandler {
public ResponseEntity handler(Request
request) {
// do some business thing here
}
}
図10. Instana AutoTraceの
完全自動インスツルメンテーション

ただし、手作業での関連付けは非常に煩雑な作業で
す。多くの人がサービスごとに複数のダッシュボード
を使いたがらない主な理由は、タイムスパンを照合
し、問題の全体的コンテキストを収集するのがほぼ
不可能だからです。
自動相関の最大のメリットは、既に述べたように迅
速な洞察です。ベンダー・ソリューションは以前から、
問題やインシデントの監視において多種多様な検出
作業を実行し、重要な情報をコンテキストに基づい
た証拠として提供しており、それによって私たちは正
しい答えを見つけることができます。

05 開発

06 オープンソース

07 作業をシンプルに

20

07

作業を
シンプルに

ベンダー・ソリューションのコスト
オープンソース・ツールとは対照的に、ベンダー・ソ
リューションは無料を謳っていません。
オープンソースを使用する場合、私たちはシステムを
運用し、データ・ストレージと演算機能の料金を支
払う必要があります。一方ベンダー・ソリューション
は、必要なすべてのツールを提供し、ホストされた

Software-as-a-Service (SaaS) 環 境として、 ある
いは必要に応じてオンプレミスで、エンタープライズ
規模の可観測性を実現します。

サービスやインフラストラクチャーにモニタリングとト
レースを統合するコストがかからないため、多くの場
合、結局はベンダー・ソリューションの方が費用効
果は高く、運用および開発のコストを低く抑えられま
す。すべての情報とデータを保管するためのストレー
ジ・コストも忘れないようにしましょう。
知識に基づいた判断
オープンソースまたは市販ソリューションのどちらを
選択するかは、ビジネス関連機能以外の開発にどれ
くらいの時間をかけられるかで判断します。これはコ
ストの問題ではありません。どちらのソリューション
も無料ではないからです。

01 はじめに

02 可観測性とは

03 分散トレース

04 エンジニアリング

ここまでは、コードへのモニタリングやトレースの追
加を嫌う開発者を中心的に取り上げてきましたし、
確かに、そうした開発者は多数派です。しかし、修
繕作業が好きな開発者も存在します。私もその一人
であり、自分にはモノいじりの遺伝子が流れていると
思っています。ただし、パフォーマンス・メトリックよ
りも、新しいテクノロジーを試してみる方が好きです。
それはさておき、私の経験から言うと、手作業では
最も重要なデータの収集を忘れることがあり、それ
も一度だけではありません。あるいは、事前に定義
された障害ドメインに集中せずに、可能なものをす
べて追加するという古い習慣に戻ってしまうこともあ
ります。
ベンダー・ソリューションは、自動収集されたメトリク
スに関する多様なベスト・プラクティスを提供し、プ
ログラミング言語、フレームワーク、およびサービス
統合を理解します。これらのベスト・プラクティスに
よって、新規または未知のシステムで想定される障害
ドメインを特定する際に、作業の大部分を省略でき
ます。ベンダー・ソリューションでは、重要な情報が
再び欠落しているということはめったにありません。
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現代のソフトウェア開発は、過去数十年間に使用して
いた従来の方法とは大きく異なります。
アプリケーショ
ンは小さなマイクロサービスに分割され、デプロイメ
ントはDockerやKubernetes、自動CI/CDパイプライ
ン上で構成されます。
運用におけるこうしたあらゆる変化に対応し、問題を
分析する作業は、
ますます複雑化しています。
特に、待
機中や未知のコンポーネントの問題を理解しようとす
るときは、新しい方法で現状に関する洞察を得ること
が重要です。
エンタープライズ規模の可観測性はその要となりま
す。可観測性ソリューションを正しく理解し、自社に
合った対策を選択してください。
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