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NTT コムウェア

SmartCloud DevaaS 2.0

ビジネスイノベーションを推進させる
DevOps 環境をスムーズに実現

「DevOps」を推進するクラウド型ソフトウェア開発環境サービス
「SmartCloud DevaaS 2.0」
DevOps 導入をトータルサポート
さまざまな分野のビジネスイノベーションが加速する
中、企業のニーズに即応するために、ソフトウェア開発
やオペレーションに求められる IT の役割が変化してい
ます。そのような中、昨今、DevOps が注目されています。
DevOps は、開発部門と運用部門が連携して協力する
ことで、ビジネスやユーザー部門からの要求を迅速かつ
効率的に実現することを目的とした開発手法です。
NTT コムウェアでは DevOps の実現に必要な CI/CD
（Continuos Integration/ Continuos Delivery）ツールを
トータルに提供するクラウド型ソフトウェア開発環境サ
ービス「SmartCloud

DevaaS 2.0（以下、DevaaS 2.0）」

の提供を 2017 年 7 月に開始し、2018 年 2 月にサービ
スメニューを大幅に拡充しました。
DevaaS 2.0 は開発用クライアントや試験サーバーに
加えて、開発管理や試験ツールを備えた CI/CD サーバ
ーを提供しています（図 1 参照）
。NTT グループの多く
のソフトウェア開発実績で培ったノウハウをもとに、開
発者視点から最適化された Web ポータルを用意し、直
感的操作を可能にしました（図 2 参照）
。豊富な CI/CD
ツ ー ル の 提 供 と サ ポ ー ト や DevOps 導 入 に 関 す る

図1

SmartCloud DevaaS 2.0 のサービスメニュー

DevOps コンサルティングサービスも提供しています。

DevaaS 2.0 の特長
◆ DevOps を実現する CI/CD プラットフォーム：コン
テナ仮想化ベースの CI/CDプラットフォームにより、豊
富な開発ツールや試験ツールの提供、お客さまの DevOps
導入を推進し、ビジネスサイクルの高速化を実現します。
◆開発者向けポータルによる効率的な環境構築：開発者
自身がポータルから容易に開発環境を作成可能であり、
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図2

DevaaS 2.0 の画面
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開発環境準備にかかわる期間を大幅に短縮します。

ミング（区切り、節目）を設けます。NTT コムウェアの

◆スムーズな導入を支援するマネージド型サービス：お

プロジェクトでは、3 週間のスプリント、3 ヶ月のシー

客さまの開発環境を調査分析し DevOps 導入を支援する

ズン、12 ヶ月のビジョンという設定が、開発マイルス

コンサルティングサービスから、16 種類の CI/CD ツー

トーンとビジネスイベントとの親和性が最も高いと判断

ルの技術的問い合わせをサポートするサービスまで、一

しています（図 4 参照）。

貫してお客さまの DevOps 推進を強力にご支援します。

NTT コムウェアにおける DevOps 導入事例
意義の理解、行動特性の変革、本質的な KGI/KPI 設定
NTT コムウェアでは最初に DevOps に関する「目線
合わせ」を行います。「自分たちがなぜ DevOps に取り
組まなくてはいけないのか」、「DevOps とは何なのか」、
チーム全員が認識するところから始めます。次に開発、

3week
・タスクの実行周期
・最短のリリース可能周期

運用といった所属部門を問わず、全員がお客さまと接す
る機会を増やし、お客さまの考え方を理解し、潜在的欲

Season

Sprint

図4

3month
・機能開発のマイルストン
・標準的なリリース周期
・品質評価の単位
・ロードマップのコマ単位
・資産計上の単位

Vision

Short term

12month
・投資計画等予算の単位
・中期ビジネス戦略の見直し
・ロードマップの見直し
・開発計画の策定

DevaaS 2.0 サービス開発プロジェクトの計画

求など自発的に考えるように行動特性を変革します。
「取
組みで何を獲得したいのか」ということを明確にし、プ
ロジェクトの成長を目標とする達成条件（KGI ／ KPI）
（図
3 参照）をプロジェクトのメンバー自身が設定し全員が
合意、コミットします。

DevOps に最適化したルール「DevOps 特区」
DevOps を実践する際、従来型の SoR 向け開発、運用
ルールが大きな障害になります。DevOps でも同等のコン

徹底した業務の省力化、アジャイル・トレーニング
アジャイル開発の本格導入
開発プロセスのオートメーション化
継続的リリースにおける運用の解決
顧客体験を取り入れた IT 戦略策定・実践のサイクル化
継続的発展による新たな価値創造・ビジネスの拡大
図3

KGI/KPI の設定

開発ポートフォリオの重要性
短期から中長期視点で開発上のマイルストーンと、企
業に必要な計画や手続きであるビジネスイベントを紐づ
けるために、タスク実行の単位、プロダクトリリースの
単位、ビジネスプランの単位でそれぞれ検証を行うタイ

お問い合わせ先

プライアンス・ガバナンスだと評価できるよう、DevOps
に最適化したルール「DevOps 特区」を制定しました。

NTT コムウェアが目指す DevOps
NTT コムウェアでは DevOps の意義を、「お客さまの
ビジネスのために活用し実践することで、お客さまと共
に自分たちも勝つためのもの」と考えています。お客さ
まと一緒に勝ち続ける DevOps を NTT コムウェアは目
指します。
※「SmartCloud」
「
、DevaaS」は、
NTT コムウェア株式会社の登録商標です。
※ Git、Git ロゴは、Software Freedom Conservancy, Inc の登録商標です。
※ Docker は、Docker、Inc. の米国およびその他の国における商標また
は登録商標です。
※ The Jenkins logo is licensed under the Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.（https://jenkins.io/）
※ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国
における登録商標または商標です。
※ AWS（Amazon Web Services）は、米国その他の諸国における、
Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

NTT コムウェア株式会社 ネットワーククラウド事業本部
サービスプロバイダ部 DevOps サービスセンタ E-mail：smartcloud-i@nttcom.co.jp
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