
アプリケーション開発と運用の統合
「DevOps が実現する戦略的な IT 基盤」

日本マイクロソフト株式会社

「ビジネスニーズに対応する開発力強化」のシナリオ
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マイクロソフトの開発ソリューション

デバイスが多様化しクラウドサービスが進展する IT において、ビジネスニーズに対応する開発力強化を支援します

モダンデベロップメント
~マイクロソフトプラットフォームストーリー / エンタープライズ DevOps ~

モダン ライフサイクル

～ どうやって作るのか～

モダン アプリケーション

～何を作るのか～

DevOps

開発と運用の連携/
効率化

Agile Planning

継続的デリバリー/
アプリケーション
ライフサイクル管理

Quality Enablement

品質管理と
テストの自動化

Team Collaboration

開発チーム
コラボレーション

Embedded

組み込み

アプリケーション

.NET

.NET と開発
プラットフォーム

Modern Consumer 
Applications

コンシューマー向け
アプリケーション

Modern Business 
Applications

業務アプリケーション
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コンテンツ

• DevOps：アプリケーションの開発と運用の統合

• 堅牢な IT：高い SLA を提供できる運用管理モデル

• 攻めの IT：継続的デリバリーによるビジネス価値の提供

• ビジネスと IT (開発+運用) のゴールの共通化

• DevOps：“モダン デベロップメント” のビジョン

• 開発と運用の統合を支援するマイクロソフトの製品技術

• 導入モデル：5 ユーザー

• 導入モデル：20 ユーザー
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解決策：創発者、開発担当者、運用担当者の意思疎通による 「ビジネス成果」の獲得

課題：開発フェーズと運用フェーズの分断に起因する 「アプリケーションへの投資対効果」の低下

DevOps：アプリケーションの開発と運用の統合
開発フェーズと運用フェーズの統合が実現する、創発者、開発者、運用管理者によるビジネス価値の創造

統合

ビジネスニーズ

開発 運用

動くソフトウェア

開発環境

開発
優先順

運用
優先順

運用環境

開発環境

共通
優先順

運用環境

共通
優先順

アプリケーションの展開と
運用コストが急増している。

運用基準が不明確なので、
アプリケーションの開発が難しい。

展開や運用を考慮していない
アプリケーションの増加によって
人的リソースが不足している。

創発者、開発/運用部門の
連携と意思疎通によって
ビジネス成果を最大化できる！

開発部門のバックログと対応状況を
具体的に把握することが出来る！

新しいアプリケーションに投資しても
ビジネス状況が全く改善しない。

アプリケーションの開発投資に相応しい
ビジネスの拡大を実感できる！

ビジネスニーズ

開発 運用

動くソフトウェア

???ニーズと優先順位が不明確で
開発への期待値の理解が困難。

現場のビジネスニーズに基づいて
開発部門と運用部門の優先順位が
明確に共有されている！

運用基準が不明確なので
これを考慮した設計が難しい。

開発部門と運用部門に共通の
アプリケーション運用基準がない。

新規アプリケーションのテストの進捗と
結果をリアルタイムに把握できる！

開発担当

運用担当

創発者
運用担当

運用担当

創発者、開発担当、運用担当創発者

開発担当
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解決策：運用サイドから開発サイドへの適時のエスカレーションによる迅速な問題解決（MTTRの短縮）

課題：運用サイドと開発サイド間の事実確認と情報交換プロセスが煩雑（MTTRの長期化）

堅牢な IT：高い SLA を提供できる運用管理モデル
アプリケーションの安定運用を実現する運用管理フェーズからのエスカレーション フレームワーク

ビジネスニーズ

開発 運用

動くソフトウェア

???

開発の問題解決フロー

問題受入

分析調査

改修

対応完了

改修依頼

情報提供

結果確認

問題解決

運用の問題解決フロー 問題検知
プロジェクト
管理

レポーティング

ビルド管理
ソースコード

ドキュメントバグ管理

Team Foundation
Server

運用
優先順

運用環境

依頼しているアプリケーションの
修正状況が確認できない。

障害を検証するために
必要な情報の入手方法が煩雑。

開発部門へのアプリケーションの
障害報告の方法が不明確

運用管理ツールから直接
開発部門の担当者に
障害対応を依頼できる！

改修作業の進捗と
作業の完了予定を
適時に共有可能！

アプリケーションのトラブル解決に
非常に長い時間を要している。

短時間で必要な
情報を収集して
原因分析ができる！

日々の運用業務に忙殺されていて
障害関連情報を収集する時間がない。

開発環境

開発
優先順

開発者の意図しなかった
運用によって問題が多発する。

対応履歴や関連情報が
自動的に保存される！

ALM ツールを介して、
運用部門と改修依頼の
進捗を共有できる！

開発担当

運用担当

創発者

開発担当

運用担当

運用担当

運用担当

創発者
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解決策：「プロトタイピング」~ 「 フィードバック収集」までのアプリケーション開発のサイクルタイム短縮

課題：利用者の目的と利便性に合致しないアプリケーションのリリースによる業務効率の低下

攻めの IT：継続的デリバリーによるビジネス価値の提供
創発者のアイデアと利用者のニーズに基づく最新のアプリケーションの開発と展開

① バックログの調整

プロダクト
バックログ

スプリント
バックログ

潜在的に出荷可能な
インクリメント

② スプリント計画

③ スプリント実施

④ スプリント実績

⑤ 関係者によるフィードバックの提供

ビジネスニーズ

開発 運用

動くソフトウェア

???

開発環境

開発
優先順

運用
優先順

運用環境

新しいアプリケーションの開発と
展開に要するコストの想定が困難。

品質を高めようとすると
時間とコストが増加してしまう。

利用者ニーズの反映が不十分。

現場からのフィードバックが短時間で
反映されるので積極的に活用できる！

開発とテストに時間が必要で
バックログの消化が進まない。

必要な機能をタイムリーに活用して
業務の生産性を高めることができた！

必要な機能の提供までに時間がかかる。

アプリケーションを迅速に
展開することができない。

改修対応が遅いので
定常運用に支障がる。

過去の実績データを分析して
アプリケーション開発の ROIを
正確に予測できる！

アジャイル開発手法と
テスト作業の自動化による
開発期間の大幅な短縮！

継続的なリリースによって
ビジネス価値を拡大！

アプリケーションのリリース管理の
強化と展開の自動化によって
継続的な価値提供を実現！

利用者

利用者

開発担当

運用担当

創発者

創発者

開発担当 運用担当
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ビジネスと IT (開発+運用) のゴールの共通化

Dev Ops

Biz

継続的なデリバリーによる
ビジネス価値の向上

・創発者のアイデアの具体化
・利用者ニーズへの対応
・フィードバックへの対応
・ビジネス価値の極大化

攻めの IT

変動的/革新的なビジネス

堅牢な IT

・IT に関する問題の解決
・ビジネス価値の低下の極小化
・MTTR の短縮
・パフォーマンスの向上

高い SLA を提供できる
運用管理モデル

固定的/保守的なビジネス

内的要件＋外的要件

開発基盤＋運用基盤
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DevOps: “モダン デベロップメント” のビジョン

ビジネス ニーズ

開発バックログ

開発

運用バックログ

運用

動くソフトウェア

Define
ビジネス価値の
創発

システム企画
/ ユーザー

Develop
アイデアを
動くソフトウェアへ開発＆テスト

Operate
ソフトウェアによる
ビジネス価値の提供運用＆管理Connect

• 有効なフィードバックの提供
による MTTR（復旧時間）の短縮

• 運用を考慮した設計
• 開発とテストの
工数と時間の削減

• ソフトウェアの
運用方法の決定

• 展開の省力化の検討

• 運用を考慮した
受け入れ基準の策定

• 新しいテクノロジーの採用

• 本番稼働中の障害対応

• 運用ツールと
リリース管理ワークフローの統合

• 本番環境での
デバッグと検証の実施

• ビジネスへの
貢献度と価値の評価
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開発と運用の統合を支援するマイクロソフトの製品技術

作業項目管理 構成管理 ドキュメント管理

Team Foundation Server

プロジェクト管理 自動ビルド レポート
運用監視仮想環境の管理 配置の自動化

Team Foundation Server
開発基盤 運用基盤

開発環境

設計／開発業務

ビジネス プラットフォーム

メッセージング コラボレーション

ポータル プレゼンス



9* 記載している価格はいずれも参考価格です。実際のお客様の購入価格は販売店様により決定されますので、販売店様にお問い合わせください。

開発と運用合計5名の場合

• 開発: リーダー1名、開発担当者3名
• 運用チーム: 運用担当者1名

必要なライセンスの構成１

対象者 購入製品 ライセンス数

チームリーダー Visual Studio Ultimate with MSDN 1

開発担当者 Visual Studio Premium with MSDN 3

運用担当者 MSDN Platforms 1

5,774,100 円

必要なライセンスの構成２

対象者 購入製品 ライセンス数

チームリーダー Visual Studio Ultimate with MSDN 1

開発担当者 Visual Studio Professional with MSDN 3

運用担当者 MSDN Platforms 1

3,273,900 円

導入モデル：5 ユーザー

Team Foundation Server 利用のためにMSDN ライセンスを活用することを仮定Team Foundation Server 利用のためにMSDN ライセンスを活用することを仮定
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導入モデル：20 ユーザー

* 記載している価格はいずれも参考価格です。実際のお客様の購入価格は販売店様により決定されますので、販売店様にお問い合わせください。

開発と運用合計20名の場合

• 開発チーム: リーダー2名、開発担当者12名
• 運用チーム: リーダー1名、運用担当者5名

必要なライセンスの構成２

対象者 購入製品 ライセンス数

チームリーダー Visual Studio Ultimate with MSDN 3

開発担当者 Visual Studio Professional with MSDN 12

運用担当者 MSDN Platforms 5

Team Foundation Server 利用のためにMSDN ライセンスを活用することを仮定

11,292,000 円

必要なライセンスの構成１

対象者 購入製品 ライセンス数

チームリーダー Visual Studio Ultimate with MSDN 3

開発担当者 Visual Studio Premium with MSDN 12

運用担当者 MSDN Platforms 5

21,292,800 円

Team Foundation Server 利用のためにMSDN ライセンスを活用することを仮定




