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アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) の定義は簡単ではありません。人により (また、ベン

ダーにより)、その見解は大きく異なります。しかし、ALM が重要であることに変わりはなく、まずは 

ALM が包含する範囲を理解しておくことが重要になります。 

ALM は、ソフトウェア開発ライフサイクル (SDLC) と同一視されがちです。しかし、この単純な考えは 

ALM のほんの一面しか表していません。ALM は SDLC よりもはるかに広い範囲を包含するものです。実

際、アプリケーションのライフサイクルに含まれる期間は、最初のアイデアの段階からアプリケー

ションが廃止されるまで、つまり組織が資金を投入している期間すべてです。したがって、正確かつ効

果的にアプリケーション ライフサイクル管理を検討するには、同じように広い視野を持つ必要があり

ます。これがないものはいずれも適切ではありません。  

ALM の  3 つの側面  

ALM は、統制、開発、運用という、3 つの側面から考えることができます。図 1 は、これらの各側面を

それぞれ横線で示しています。 

 

図 1: ALM を 3 つの側面で考える 

人間の一生と同じように、アプリケーションのライフサイクルも、いくつかの大きなイベントによって

区切られています。最初のイベントは「アイデア」です。こんなことができるものを作成しよう、という

提案が行われます。アプリケーションが作成されたら、次の大きなイベントは「デプロイ」です。アプ

リケーションの実稼動が始まります。最終的に、アプリケーションはビジネス価値を持たなくなった時

点で廃止となり、サービスを終了します。 

統制は、アプリケーションに関するすべての意思決定と

プロジェクト管理を含み、アプリケーション ライフサイ

クルの全期間にわたって行われます。開発は、実際にア

プリケーションを作成するプロセスを指し、1 回目の開発

はアイデアの後からデプロイまで続きます。多くのアプ

リケーションにおいて、開発プロセスは、アプリケー

人間の一生と同じように、アプ

リケーションのライフサイクル

も、いくつかの大きなイベン

トによって区切られています。 
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ションの存続中にアップグレードや新規バージョンの作成といった形で、後から数回は行われます。運用

は、アプリケーションを実行および管理するために必要な作業を指し、通常はデプロイの少し前から、

アプリケーションのサービスが終了となるまで継続します。これらの 3 つの側面はいずれも重要である

ため、それぞれを詳細に説明します。 

ALM の  3 つの側面: 統制  

ALM における統制の目的は、アプリケーションが常にビジネスのニーズを満たしている状態を保証する

ことです。図 2 は、ALM の統制の部分を拡大し、詳細な内容を加えています。  

 

図 2: 統制は、アプリケーション ライフサイクルの全期間にわたって継続する 

ALM における統制ラインの最初のステップは、ビジネス ケースの作成です。図 2 で示されるように、

この分析作業は開発プロセスの開始前に行われます。作成したビジネス ケースが承認されたら、アプリ

ケーションの開発が始まり、統制ラインではプロジェクト ポートフォリオ管理を実施します。これの実

施には、開発チームにプロジェクト マネージャーを 1 人配置する、またはチーム内の技術者の 1 人に

この役割を担わせるという単純な方法を取る組織もあります。また、全体を一元的に管理するプロジェ

クト マネジメント オフィス (PMO) にこの役割を委任し、決められた手続きに従って管理を実施すると

いう、より正式なアプローチを使用する組織もあります。さらには、開発チームに正式なプロジェクト 

マネージャーを配置しない、「スクラム」などの開発手法もあります。どのような方法を取るにせよ、

何らかの形のプロジェクト管理は必ず実施しなければなりません。 

完成したアプリケーションは、デプロイ後から、組織のアプリケーション ポートフォリオの一部とな

ります。アプリケーションも、その他の資産と同様に、組織がその利益とコストを継続的に把握してい

く必要があります。アプリケーション ポートフォリオ管理 (APM) はこのような把握を可能にし、複

数のアプリケーション間で機能が重複しないように管理を行います。また APM では、デプロイ済みの
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アプリケーションの統制として、業務に影響を及ぼす更新や大規模な改訂への対応も行います。統制ラ

インの  APM を示す部分をより細かく分解すると、実際には、開発ラインで示されたアプリケー

ションの改訂が行われるたびに、ビジネス ケース作成とプロジェクト ポートフォリオ管理が実施され

ています。 

統制は、3 つの側面の中で唯一、ALM の全期間にわたって継続するものであり、多くの場面で ALM の最

も重要な側面となります。統制が適切に行われなければ、アプリケーションのビジネス価値を最大化す

るという目標は到底達成できません。 

ALM の  3 つの側面: 開発  

ALM とソフトウェア開発プロセスを同一視することは正確性を欠いた考えですが、開発が、あらゆるカ

スタム アプリケーションのライフサイクルの基本的部分であることは確かです。図 3 は、ALM の開発の側

面を詳細に表しています。 

 

図 3: 開発は、アプリケーション ライフサイクルの最初の時期に発生し、以降、アプリケーションの 

更新に伴い定期的に発生する 

ビジネス ケースが承認されると、ソフトウェア開発ライフサイクルが始まります。開発ラインの SDLC 

部分を仮に拡大したとすれば、最近のプロセスの場合、ソフトウェア開発が一連の手順の反復 (イテレー

ション) として表されているでしょう。1 回のイテレーションには、要件定義、設計、開発、テストなどが

含まれます。こうした反復型の開発が常に適切であるとは限りません。従来の手法を使った方がうまく

いくプロジェクトもあります。しかし、反復開発は多くの分野で標準の手法となりつつあります。 

アプリケーションのバージョン 1 に対する SDLC プロセスが完了すると、アプリケーションはデプロイ

されます。しかし、ほとんどのアプリケーションは、デプロイが行われたから開発が終わりになるとい

うわけではありません。図 3 で示されるように、アプリケーションは定期的な更新を必要とし、新しい
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バージョンを作成する SDLC プロセス全体を複数回繰り返すこともあります。アプリケーションによっ

ては、これらの更新や新バージョンの作成に費やされるコストが、初回リリースのコストを大幅に上回る

場合もあります。 

ここでもう一度、ALM プロセス全体における SDLC の役割を確認しましょう。図 2 に示したように、

SDLC はきわめて重要な側面ですが、全体を表すものではありません。ALM と SDLC を同義と見なすことは

完全な間違いであり、この考えにとらわれていると、ALM を成功させるために本当に必要なことを見誤る

可能性があります。 

ALM の  3 つの側面: 運用  

デプロイした各アプリケーションは、監視し、管理する必要があります。図 4 は、こうした運用プロセ

スに含まれる、いくつかの重要な側面を示しています。 

 

図 4: 運用は、アプリケーションのデプロイ直前から、サービス終了となるまで継続する 

統制もそうですが、運用ラインは開発ラインと密接なつながりを持っています。たとえば、デプロイの

計画は、多くの場合、アプリケーションの開発が完了する少し前に開始されますが、デプロイ作業自体は

基本的には運用作業の一部です。デプロイ後のアプリケーションは、それが稼働している間、継続的に

監視する必要があります。また、図 4 で示されるように、アプリケーションの更新は、更新が作成される

ごとにデプロイする必要があります。  

ALM 用のツール  

統制、開発、運用という ALM の 3 つの側面は、密接に関連し合っています。カスタム ソフトウェアの

ビジネス価値を最大限に高めたいと考える組織にとって、これら 3 つすべてを適切に実施することは必
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要不可欠な条件です。しかし、この目標の達成は容易ではありません。3 つの側面のうち 1 つでも適切に

実施することは難しく、3 つの組み合わせとなるとさらに困難です。 

適切なツールを使用すれば、これが容易になります。今日では、水平方向に統合されるツール、つまり 

3 つのラインのうち 1 つのライン上で連携して機能するツールは多くのベンダーから提供されるように 

なっています。たとえば、Microsoft Visual Studio は、開発プロセス内のいくつかの側面をサポートする一

連のツールを総合的に提供しています。しかし、組織がこれら 3 つのラインを連携させるには、ツー

ルが水平方向だけでなく、垂直方向にも統合される必要があります。たとえば、プロジェクト管理ツー

ルは開発ツールと連携し、開発ツールは、運用で使用されるツールと

連携する必要があります。  

こうした垂直方向の連携も実現されつつあります。たとえば、Visual 

Studio は Microsoft Project Server と連携可能です。これにより、プロ

ジェクト マネージャーが、開発者の作業状況について最新の情報を容

易に入手できるようになります。しかし、改善の余地はまだ大いに残さ

れており、いずれのベンダーも、3 つのラインすべてを完全に垂直統

合する ALM ツール群は提供できていません (訳者注釈: 本書の執筆時現在)。 

まとめ  

ALM とは、コードの作成だけではなく、より広い範囲を対象とする概念です。統制、開発、運用という 

3 つの側面すべてが重要です。たとえば、ビジネス ニーズを理解していなかった、または適切な人員の

関与を得られなかったなど、最初の統制で失敗したプロジェクトについて考えてみましょう。組織がい

かに優れた開発と運用を行ったとしても、このプロジェクトが大きなビジネス価値を生み出すことは期

待できません。同様に、最上級の開発プロセスを使用して、的確な問題設定に基づく開発を行ったにも

かかわらず、運用面での問題を軽視したプロジェクト (アプリケーションを安全に実行するのに十分な

リソースを確保しなかったなど) はどうでしょうか。この場合も、投資に対して本来得られるはずのビ

ジネス価値を得られないことになります。組織が広い視野で ALM を捉えることにより、このような問

題は回避できます。 

作成したアプリケーションの価値を最大化するためには、ALM の 3 つの側面すべてを適切に実施するこ

とが必要です。この目標を達成することは容易ではありません。十分に統合された ALM ツールが存在

しない今日の状況では、特に困難でしょう。しかし、この課題を避けて通ることはできません。この重

要なビジネス プロセスの改善には、広く包括的な視野の ALM が不可欠となります。  
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