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注意 

本書は、情報提供の目的のみのために提供されるものです。本書の発行時点における 

AWS の現行製品と慣行を表したものであり、それらは予告なく変更されることがあります。

お客様は本書の情報および AWS 製品の使用について独自に評価する責任を負うものと

します。これらの情報は、明示または黙示を問わずいかなる保証も伴うことなく、「現状のま

ま」提供されるものです。本書のいかなる内容も、AWS、その関係者、サプライヤー、または

ライセンサーからの保証、表明、契約的責任、条件や確約を意味するものではありませ

ん。お客様に対する AWS の責任は、AWS 契約により規定されます。本書は、AWS とお

客様の間で行われるいかなる契約の一部でもなく、そのような契約の内容を変更するもの

でもありません。 
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要約 

このホワイトペーパーでは、お客様のソフトウェア開発環境において継続的インテグレーション

と継続的デリバリー (CI/CD)、および アマゾン ウェブ サービス (AWS) のツールを使用するこ

との特徴と利点について説明します。継続的インテグレーションおよび継続的デリバリーは、

DevOps のベストプラクティスであり、DevOps イニシアチブの重要なパートです。  
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ソフトウェアデリバリーの課題 

今日の企業は、急激に変化する競争環境、進化し続けるセキュリティ要件、およびパフォー

マンスとスケーラビリティの確保という課題に直面しています。企業は、運用の安定性と迅速

な機能開発のギャップを埋める必要があります。継続的インテグレーションと継続的デリバリー 

(CI/CD) は、システムの安定性とセキュリティを維持しながら、迅速なソフトウェアの変更を可

能にするプラクティスです。 

Amazon は、Amazon.com のリテールの顧客、Amazon の子会社、アマゾン ウェブ サービ

ス (AWS) が新機能のデリバリーに関するビジネスの要求に基づいて、新しく革新的なソフト

ウェアのデリバリー方法を必要とするであろうことを、、早い時期に認識していました。

Amazon のような規模では、迅速、安全かつ確実に、さらに機能停止を許容せずにソフトウ

ェアをデリバリーするために、何千もの独立したソフトウェアチームが並行して作業しなければ

なりません。 

ソフトウェアを高いスピードでデリバリーする方法を学ぶことによって、Amazon やその他の先

進的な組織は DevOps の先駆者となりました。1DevOps は、組織が迅速にアプリケーショ

ンとサービスを提供する能力を高める、カルチャー的な考え方、プラクティス、およびツールの

組み合わせです。DevOps の原則を使用することで、組織は、従来型のソフトウェア開発お

よびインフラストラクチャ管理のプロセスを使用する組織よりも速いペースで製品を進化させ、

改善することができます。このスピードにより、組織は顧客により良いサービスを提供し、市場

競争力を高めることができます。 

2-pizza チームやマイクロサービス/サービス指向アーキテクチャ (SOA) などの DevOps の原

則のいくつかは、このホワイトペーパーの対象範囲外となっています。2このホワイトペーパーで

は、Amazon が築き上げ、継続的に改善している CI/CD の機能について説明します。

CI/CD は、ソフトウェア機能を迅速かつ期待通りにデリバリーするための鍵です。 

現在 AWS は、このような CI/CD 機能を一連の開発者向けサービスとして提供していま

す。AWS CodeStar、3 AWS CodeCommit、4 AWS CodePipeline、5 AWS 

CodeBuild、6 および AWS CodeDeploy がそのサービスになります。7DevOps を実践する

開発者や IT 運用のプロフェッショナルは、これらのサービスを使用してソフトウェアを迅速、安

全かつ確実にソフトウェアをデリバリーできます。これらを組み合わせることで、アプリケーション

のソースコードの安全な保存とバージョン管理を行うことができます。AWS CodeStar を使用

することで、これらのサービスを利用してエンドツーエンドのソフトウェアのリリースワークフローを

迅速に構成することができます。既存の環境に対しては、AWS CodePipeline が既存のツ

ールによる独立したサービスを統合できる柔軟性を持ちます。これらは高い可用性と容易に

統合可能なサービスとして、他の AWS サービスと同様に、AWS マネジメントコンソール、

AWS API、AWS SDK を通じてアクセスすることができます。 

https://aws.amazon.com/codestar/
https://aws.amazon.com/codecommit/
https://aws.amazon.com/codepipeline/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/codedeploy/
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継続的インテグレーションおよび継続

的デリバリーとは 

このセクションでは、継続的インテグレーションと継続的デリバリーのプラクティスについて説明し

ます。また、継続的デリバリーと継続的デプロイの違いを説明します。 

継続的インテグレーション 

継続的インテグレーション (CI) とは、開発者が定期的にコードに対する変更をセントラルリポ

ジトリにマージし、その後自動化されたビルドとテストが実行されるソフトウェア開発手法で

す。CI は、ほとんどの場合ソフトウェアリリースプロセスのビルドまたはインテグレーションステージ

を差し、自動化コンポーネント (CI やビルドサービスなど) およびカルチャー的要素 (例えば、

頻繁に統合することを学ぶこと) などを必要とします。CI の主な目標は、バグを早期に発見

して対処し、ソフトウェアの品質を向上し、新しいソフトウェアアップデートの検証とリリースにか

かる時間を短縮することです。 

継続的インテグレーションでは、より小さなコミットと、統合するためのより小さなコードの変更

に焦点を当てます。開発者は、定期的な間隔で、少なくとも 1 日に 1 回コードをコミットしま

す。開発者は、コードリポジトリからコードをプルし、ビルドサーバーにプッシュする前に、ローカ

ルホスト上でコードがマージできることを確認します。このステージでは、ビルドサーバーで様々

なテストを実行し、コードのコミットを許可または拒否します。 

CI を実装する際の基本的な課題には、共通のコードベースへのより頻繁なコミット、単一の

ソースコードリポジトリの維持、ビルドの自動化、テストの自動化などがあります。さらに、本番

環境に類似した環境でのテスト、チームへのプロセスの可視性の提供、開発者がアプリケー

ションのすべてのバージョンを容易に取得できるようにすることなどの課題があります。 

継続的デリバリーおよびデプロイ 

継続的デリバリー (CD) とは、コードの変更によって自動的なビルド、テスト、本番環境へのリ

リースの準備を実施するソフトウェア開発のプラクティスです。ビルドステージが完了した後でテ

スト環境または本番環境、あるいはその両方にすべてのコード変更をデプロイすることで、継

続的インテグレーションを拡張します。継続的デリバリーは、ワークフロープロセスを使用して完

全に自動化するか、重要なポイントで手動ステップを使用して部分的に自動化することがで

きます。継続的デリバリーが適切に実装されている場合、開発者は、標準化されたテストプ

ロセスをパスしたデプロイ可能なビルドアーティファクトを常に手元に持つことになります。 
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継続的デプロイを使用すると、開発者からの明示的な承認なしでリビジョンが本番環境にデ

プロイされ、ソフトウェアリリースプロセス全体が自動化されます。これにより、製品ライフサイク

ルの早い段階で継続的なフィードバックループを実現することができます。 

継続的デリバリーは継続的デプロイとは異なる 

継続的デリバリーに関する誤解の 1 つとして、コミットされたすべての変更が自動テストをパス

した直後に本番環境に適用されるということがあります。しかし、継続的デリバリーの主眼は、

すべての変更を即座に本番環境に適用することではなく、すべての変更を本番環境に適用

する準備が整った状態にすることです。 

本番環境に変更をデプロイする前に、本番デプロイを承認し、監査することを保証する意思

決定プロセスを実装します。この決定は人が行い、その後ツールを使用して実行することがで

きます。  

継続的デリバリーを使用することで、稼働の決定はビジネス上の決定となり、技術的な決定

ではなくなります。技術的な検証はコミットごとに行われます。 

本番環境への変更のロールアウトは、破壊的なイベントではありません。デプロイは、技術チ

ームに次の変更セットに対する作業の中断を要求することはなく、プロジェクト計画、引き渡

しドキュメント、またはメンテナンスウィンドウも必要としません。デプロイは、テスト環境で複数

回実行されることで検証された反復可能なプロセスになります。8 

継続的デリバリーのメリット 

CD は、プロセスの自動化、開発者の生産性の向上、コード品質の向上、および顧客への

アップデートデリバリーの迅速化など、多数のメリットを提供します。 
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ソフトウェアリリースプロセスの自動化 

CD は、自動的にビルドし、テストし、本番リリース向けに準備したコードをチェックインする方

法をチームに提供します。これにより、ソフトウェアデリバリーが効率的で弾力性があり、迅速

かつ安全なものになります。 

開発者の生産性の向上 

CD のプラクティスは、開発者を手動作業から解放し、複雑な依存関係を解消し、焦点をソ

フトウェアの新機能の提供へと戻すことで、チームの生産性を向上させます。開発者は、コー

ドをビジネスの他の部分と統合し、どのようにコードをプラットフォームにデプロイするかに時間を

費やすのではなく、必要な機能を提供するロジックのコーディングに集中することができます。 

コード品質の向上 

CD は、バグが後になって大きな問題に発展する前に、デリバリープロセスの早い段階でバグ

を発見して対処するのに役立ちます。プロセス全体が自動化されているので、チームは追加

のコードテストを簡単に実行できます。より多くのテストをより頻繁に行う手法により、チームは

変更の影響に関する即時のフィードバックを得て迅速に反復することができます。これにより、

チームは高い安定性とセキュリティを確保してコードの品質を向上することができます。開発

者は、迅速なフィードバックを通じて、新しいコードが動作するかどうか、破壊的な変更やバグ

がもたらされていないかを知ることができます。開発プロセスの早い段階で発見されたミスは、

修正が最も容易です。 

更新の迅速なデリバリー 

CD は、チームが迅速かつ頻繁に更新を顧客にデリバリーするのに役立ちます。CI/CD を実

装すると、機能やバグ修正のリリースを含むチーム全体の速度が向上します。企業は、市場

の変化、セキュリティの課題、顧客のニーズ、およびコストのプレッシャーに対してより迅速に対

応することができます。例えば、新しいセキュリティ機能が必要な場合、テストチームは、自動

テストを備えた CI/CD を実装し、高い信頼性を持って修正を迅速かつ確実に本番システム

に導入できます。これまで数週間から数ヶ月かかっていたことが、数日または数時間で実行

できるようになります。 
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継続的インテグレーションと継続的デリ

バリーの実装  

このセクションでは、あなたの組織で CI/CD モデルの実装を開始する方法について説明

します。このホワイトペーパーでは、組織がどの程度成熟した DevOps およびクラウド移

行モデルを構築し、CI/CD パイプラインを使用しているかについては議論しません。

DevOps の道のりを支援するために、AWS にはリソースとツールを提供できる数多くの

認定 DevOps パートナー9がいます。AWS クラウドへの移行準備の詳細については、

AWS クラウド変革の成熟度モデルのホワイトペーパー10を参照してください。 

継続的インテグレーション/継続的デリバリーへの道筋 

CI/CD は、パイプラインとして描くことができます (図 1 を参照)。ここでは、一方の端で新しい

コードが引き渡され、一連のステージ (ソース、ビルド、ステージング、および本番環境) でテス

トされた後、本番環境で使用できるコードとして公開されます。組織が初めて CI/CD を使

用する場合、このパイプラインに反復的な方法でアプローチできます。つまり、小さく始めて各

ステージで反復することです。これにより、組織の成長に役立つ方法でコードを理解し開発で

きるようになります。 

 

図 1: CI/CD パイプライン 

CI/CD パイプラインの各ステージは、デリバリープロセスの論理ユニットとして構造化されてい

ます。さらに、各ステージは、コードの特定の側面を吟味するゲートとして機能します。コード

がパイプラインを進むにつれて、より多くの側面が検証され続けるため、後のステージではコー

ドの品質が高くなると想定されます。早い段階で問題が明らかになると、そのコードはパイプラ

イン上の進行が停止します。テストの結果は即座にチームに送信され、ソフトウェアがステー

ジをパスしなければ、それ以降のビルドやリリースはすべて停止されます。 

これらのステージは提案です。ビジネスニーズに基づいてステージを適応させることができます。

一部のステージは、複数のタイプのテスト、セキュリティ、およびパフォーマンスのために繰り返

すことができます。プロジェクトの複雑さやチームの構造によって、一部のステージを異なるレベ

ルで複数回繰り返すことができます。例えば、あるチームの最終成果物に、次のチームのプロ

https://aws.amazon.com/devops/partner-solutions/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/AWS-Cloud-Transformation-Maturity-Model.pdf
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ジェクトが依存する場合があります。つまり、最初のチームの最終製品は、続いて次のチーム

のプロジェクトでアーティファクトとしてステージングされます。 

CI/CD パイプラインの存在は、組織能力の成熟に大きな影響を与えます。組織は、開始

時点から複数の環境、多くのテストフェーズ、およびすべてのステージでの自動化を備えた完

全に成熟したパイプラインを構築しようとするのではなく、小さなステップから開始する必要が

あります。高度に成熟した CI/CD 環境を持つ組織であっても、パイプラインを継続的に改

善する必要があることに留意してください。 

CI/CD に対応した組織の構築は長い道のりであり、その道には多くの目的地があります。次

のセクションでは、継続的インテグレーションから始まり継続的デリバリーのレベルに至るまで、

組織が取り得る道筋について説明します。 

継続的インテグレーション 

 

図 2: 継続的インテグレーション — ソースとビルド 

CI/CD の 道のりにおける最初のフェーズは、継続的インテグレーションでの成熟度を高めるこ

とです。すべての開発者が定期的にコードをセントラルリポジトリ (CodeCommit や GitHub 

にホストされているもの) にコミットし、すべての変更をアプリケーションのリリースブランチにマー

ジしていることを確認する必要があります。開発者は、単独でコードを保持するべきではあり

ません。一定期間だけフィーチャーブランチが必要な場合、可能な限り頻繁に上流からマー

ジして最新の状態に維持する必要があります。完全な作業単位での頻繁なコミットとマージ

は、チームが規律を確立するために推奨され、プロセスによって促進されます。コードを早期か

つ頻繁にマージする開発者は、将来的に抱える統合の問題が少なくなる可能性が高いで

す。 

また、アプリケーションのテストユニットをできる限り早く作成し、コードをセントラルリポジトリにプ

ッシュする前にこれらのテストを実行するよう開発者を促す必要があります。ソフトウェア開発

プロセスの早い段階で発見されたエラーは、修正が最も低コストで容易です。 
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コードがソースコードリポジトリのブランチにプッシュされると、そのブランチを監視するワークフロ

ーエンジンがビルダーツールにコマンドを送信し、コードをビルドし、制御された環境でユニットテ

ストを実行します。ビルドプロセスは、迅速なフィードバックのために、コミットステージで発生す

る可能性があるプッシュやテストを含む、すべてのアクティビティを処理するために適切なサイズ

にする必要があります。ユニットテストカバレッジ、スタイルチェック、静的分析などのその他の品

質チェックもこのステージで実行できます。最後に、ビルダーツールは、1 つまたは複数のバイナ

リビルドおよびアプリケーション用のイメージ、スタイルシート、ドキュメントなどの他のアーティファ

クトを作成します。 

継続的デリバリー: ステージング環境の作成 

 

図 3: 継続的デリバリー — ステージング 

継続的デリバリー (CD) は、次のフェーズであり、ステージング環境へのアプリケーションコード

のデプロイを伴います。ステージング環境は、本番環境スタックのレプリカであり、より機能的な

テストを実行します。ステージング環境は、テスト用に事前準備した静的環境を使用する

か、アプリケーションコードのテストおよびデプロイ用にコミットされたインフラストラクチャと設定コ

ードを使用して動的な環境をプロビジョンし設定することもできます。 
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継続的デリバリー: 本番環境の作成 

 

図 4: 継続的デリバリー — 本番環境 

Infrastructure as code (IaC) を使用してステージング環境を構築した後、同様にして本

番環境を非常に迅速に構築できます。 

継続的デプロイ 

 

図 5: 継続的デプロイ 

CI/CD パイプライン の最後のフェーズは、継続的デプロイです。これは、本番環境へのデプロ

イなどのソフトウェアリリースプロセス全体の完全な自動化を含む場合があります。完全に成

熟した CI/CD 環境では、完全に自動化され、コードを高い信頼性で本番環境へデプロイ

することが可能になります。 
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成熟とその先 

組織が成熟すると、CI/CD モデルの発展が継続し、以下の改善点のより多くが盛り込まれ

ます。 

 特定のパフォーマンス、コンプライアンス、セキュリティ、およびユーザーインターフェイス 

(UI) テストのためのステージング環境の追加 

 アプリケーションコードに加え、インフラストラクチャおよび設定コードのユニットテスト 

 コードレビュー、問題の追跡、イベント通知などの他のシステムやプロセスとの統合 

 データベーススキーマの移行との統合 (該当する場合) 

 監査およびビジネス上の承認のための追加ステップ 

複雑な複数環境の CI/CD パイプラインを持つ最も成熟した組織であっても、改善を求め続

けています。DevOps は最終目的地ではなく、道のりです。パイプラインに関するフィードバッ

クは継続的に収集され、スピード、拡張性、セキュリティ、および信頼性の改善は、様々なパ

ートの開発チーム間のコラボレーションとして実現されます。 

チーム 

AWS は、CI/CD 環境を実装するために次の 3 つの開発者チーム：アプリケーションチー

ム、インフラストラクチャチーム、およびツールチーム (図 6 を参照) を組織することを推奨して

います。この組織構成は、急速に変化するスタートアップや大企業組織、および Amazon 

自身でこれまでに構築され、適用されてきた一連のベストプラクティスを示しています。チーム

は、2 枚のピザが食事として十分なグループ、すなわち約 10～12 人よりも大きくするべきで

はありません。これは、グループサイズが拡大し、コミュニケーションパスが増加するにつれて有

意義な会話が限界に達するというコミュニケーションのルールに従っています。11 
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図 6: アプリケーション、インフラストラクチャ、およびツールチーム 

アプリケーションチーム 

アプリケーションチームは、アプリケーションを作成します。アプリケーション開発者は、バックロ

グ、ストーリー、およびユニットテストを担当し、指定されたアプリケーションターゲットに基づいて

機能を開発します。このチームの組織上の目標は、開発者がコア以外のアプリケーションタス

クに費やす時間を最小限に抑えることです。 

アプリケーションチームは、アプリケーション言語における機能的なプログラミングスキルを持つだ

けでなく、プラットフォームスキルとシステム構成の理解を持ち合わせる必要があります。これに

より、チームは単独でアプリケーションの機能の開発と強化に集中することができます。 

インフラストラクチャチーム 

インフラストラクチャチームは、アプリケーションの実行に必要なインフラストラクチャを作成およ

び構成するコードを記述します。このチームは、AWS CloudFormation などの ネイティブ 

AWS ツール、または Chef、Puppet、Ansible などの汎用ツールを使用することがあります。

インフラストラクチャチームは、必要なリソースの指定を担当し、アプリケーションチームと密接

に連携します。インフラストラクチャチームは、小規模なアプリケーションでは 1 人または 2 人 

のみで構成されることがあります。 

チームは、AWS CloudFormation や HashiCorp Terraform などのインフラストラクチャプ

ロビジョン手法のスキルを備える必要があります。また、チームは、Chef、Ansible、Puppet、

Salt などのツールを使用した構成自動化のスキルを高める必要もあります。 
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ツールチーム 

ツールチームは、CI/CD パイプライン を構築および管理します。このチームは、パイプラインを

構成するインフラストラクチャとツールを担当します。このチームは 2-pizza チームの一部では

ありませんが、組織内のアプリケーションおよびインフラストラクチャチームによって使用されるツ

ールを作成します。組織は、ツールチームがアプリケーションチームおよびインフラストラクチャチ

ームの成熟の一歩先を行くように、ツールチームを継続的に成熟させる必要があります。 

ツールチームは、CI/CD パイプライン のすべての部分を構築して統合するためのスキルを備

えなければなりません。これには、ソース管理リポジトリ、ワークフローエンジン、ビルド環境、テ

ストフレームワーク、およびアーティファクトリポジトリの構築が含まれます。このチームは、AWS 

CodeStar、AWS CodePipeline、AWS CodeCommit、AWS CodeDeploy、AWS 

CodeBuild などのソフトウェアに加え、Jenkins、GitHub、Artifactory、TeamCenter お

よびその他の類似ツールを実装することも選択できます。組織によっては、これを DevOps チ

ームと呼ぶことがありますが、我々はそれを推奨していません。その代わりに、DevOps をソフ

トウェアデリバリーにおける人、プロセス、およびツールの総和として考えることをお勧めします。 

継続的インテグレーションと継続的デリバリーにおけるテ

ストステージ 

上記の 3 つの CI/CD チームは、CI/CD パイプライン の様々なステージでソフトウェア開発サ

イクルにテストを組み込む必要があります。全体として、テストはできるだけ早期に開始する

必要があります。以下に示すテストのピラミッドは、Succeeding with Agile で Mike Cohn 

により提示されている概念です。12これは、テストのコストとスピードとの関係において、さまざま

なソフトウェアテストを示しています。 
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図 7: CI/CD テストのピラミッド 

ユニットテストは、ピラミッドの底にあります。これらは、実行が最も高速で、最も低コストです。

したがって、ユニットテストはテスト戦略の大半を占める必要があります。目安としては、約 

70% です。このフェーズで発見されたバグは迅速かつ安価に修正できるため、ユニットテスト

にはほぼ完全なコードカバレッジが必要です。 

サービス、コンポーネント、および統合の各テストは、ピラミッドでユニットテストの上に位置しま

す。これらのテストには詳細な環境が必要なため、インフラストラクチャ要件においてコストが

高くなり、実行が遅くなります。次のレベルは、パフォーマンスとコンプライアンスのテストです。こ

れらは、本稼働品質の環境を必要とし、さらにコストが高くなります。UI およびユーザー受け

入れテストは、ピラミッドの最上部にあり、同様に本稼働品質の環境を必要とします。 

これらのすべてのテストは、高品質なソフトウェアを保証するための完全な戦略の一部です。し

かし、開発スピードのためには、ピラミッドの下半分のテストの数とカバレッジが重要視されま

す。 

以下のセクションでは、CI/CD のステージについて説明します。 

ソースのセットアップ 

プロジェクトの開始時には、生のソースコードと設定、およびスキーマの変更を保存できるソー

スをセットアップすることが不可欠です。ソースステージでは、GitHub または AWS 

CodeCommit などでホストされているソースコードリポジトリを選択します。 
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ビルドの設定と実行 

ビルドの自動化は、CI プロセスにとって不可欠です。ビルドの自動化を設定する際、最初の

タスクは適切なビルドツールを選択することです。Java 向けの Ant、Maven、Gradle、

C/C++ 向けの Make、JavaScript 向けの Grunt、Ruby 向けの Rake などの多くのビルド

ツールがあります。お客様にとって最適なビルドツールは、プロジェクトのプログラミング言語やチ

ームのスキルセットによって異なります。ビルドツールを選択したら、すべての依存関係をビルド

スクリプトおよびビルドステップに明確に定義する必要があります。また、最終的なビルドアーテ

ィファクトのバージョンを作成することもベストプラクティスです。これにより、デプロイおよび問題

の追跡が容易になります。 

ビルドステージでは、ビルドツールはソースコードリポジトリへの変更を入力として受け取り、ソフ

トウェアをビルドし、次のタイプのテストを実行します。 

ユニットテスト – コードの特定のセクションをテストして、期待されていることをコードが実行す

ることを確認します。ユニットテストは、開発フェーズでソフトウェア開発者が実行します。この

ステージでは、静的コード分析、データフロー分析、コードカバレッジ、およびその他のソフトウ

ェア検証プロセスを適用することができます。 

静的コード分析 – このテストは、ビルドおよびユニットテストの後にアプリケーションを実際に実

行することなく実施されます。この分析は、コーディングエラーおよびセキュリティホールを見つけ

るのに役立ち、コーディングガイドラインへの準拠を確認することもできます。 

ステージング 

ステージングフェーズでは、最終的な本番環境を反映した完全な環境が作成されます。以

下のテストが実行されます: 

統合テスト – ソフトウェア設計に対してコンポーネント間のインターフェイスを検証します。統

合テストは、反復的なプロセスであり、堅牢なインターフェイスおよびシステムの整合性の構築

を容易にします。 

コンポーネントテスト – さまざまなコンポーネント間のメッセージの受け渡しとその結果をテスト

します。このテストの主な目的は、コンポーネントテストにおける冪等性を確保することである

場合があります。テストには、非常に大きなデータボリューム、または境界条件や異常な入力

が含まれる可能性があります。 

システムテスト – システムテストをエンドツーエンドでテストし、ソフトウェアがビジネス要件を満

たしているかどうかを確認します。このテストには、UI、API、バックエンドロジック、および終了

状態のテストが含まれる場合があります。 
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パフォーマンステスト – 特定のワークロードで実行する際のシステムの応答性と安定性を判

定します。パフォーマンステストは、スケーラビリティ、信頼性、リソース使用状況など、システム

のその他の品質属性を調査、測定、または検証するためにも使用されます。パフォーマンステ

ストのタイプには、負荷テスト、ストレステスト、スパイクテストなどが含まれます。パフォーマンス

テストは、事前定義された基準に対するベンチマークに使用されます。 

コンプライアンステスト – コード変更が機能以外の仕様や規定の要件に準拠しているかどう

かを確認します。これにより、定義済みの基準を実装し満たしているかどうかを判定します。 

ユーザー受け入れテスト – エンドツーエンドのビジネスフローを検証します。このテストは、ステ

ージング環境でエンドユーザーにより実行され、システムが要件仕様書の要件を満たしている

かどうかを確認します。通常、お客様はこのステージにアルファテストおよびベータテストの方法

論を採用しています。 

本稼働 

最後に、これまでのテストに合格した後に、本番環境でステージングフェーズが繰り返されま

す。このフェーズでは、コードを本番環境全体にデプロイする前に、新しいコードをサーバーの

小さなサブセット、あるいは 1 つのサーバーや 1 つのリージョンのみにデプロイすることで最終的

なカナリアテストを完了することができます。本番環境に安全にデプロイする方法の詳細につ

いては、「デプロイ方法」のセクションで説明しています。 

次に、これらのステージとテストを組み込むためにパイプラインを構築する方法について説明し

ます。 

パイプラインの構築 

このセクションでは、パイプラインの構築について説明します。まず、CI に必要なコンポーネン

トだけでパイプラインを確立し、その後より多くのコンポーネントとステージを使用した継続的デ

リバリーパイプラインに移行します。また、このセクションでは、大規模なプロジェクト向けに 

AWS Lambda と手動承認を使用する方法、複数のチーム、ブランチ、およびリージョンの計

画方法についても説明します。 

継続的インテグレーションのための実用最小限のパイプラインから開始する 

継続的デリバリーへ向けた組織の歩みは、実用最小限のパイプライン (Minimum Viable 

Pipeline（MVP）) から始まります。「継続的デリバリーの成熟度」で説明したように、チー

ムは、コードスタイルのチェックやデプロイのない単一のユニットテストを実行するパイプラインの

実装などの、非常にシンプルなプロセスから開始することができます。 
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主なコンポーネントは、継続的デリバリーのオーケストレーションツールです。このパイプラインの

構築を支援するために、Amazon は AWS CodeStar を開発しました。 

図 8: AWS CodeStar 設定ページ 

AWS CodeStar は、AWS CodePipeline、AWS CodeBuild、AWS CodeCommit、お

よび AWS CodeDeploy を使用し、統合されたセットアッププロセス、ツール、テンプレート、お

よびダッシュボードを備えています。AWS CodeStar は、AWS でアプリケーションを迅速に開

発、ビルド、およびデプロイするために必要なすべてを提供します。これにより、お客様のコード

のリリースの高速化が可能になります。既に AWS マネジメントコンソールに精通し、より高い

レベルの制御を求めるお客様は、最適な開発ツールを手動で設定し、必要に応じて個々の 

AWS サービスをプロビジョニングできます。 

 

 

https://aws.amazon.com/codestar
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図 9: AWS CodeStar ダッシュボード 

AWS CodePipeline は、迅速かつ信頼性の高いアプリケーションおよびインフラストラクチャ

の更新のために、AWS CodeStar または AWS マネジメントコンソールを通じて使用できる 

CI/CD サービスです。AWS CodePipeline は、お客様の定義するリリースプロセスモデルに

基づいて、コードの変更があるたびにコードのビルド、テスト、デプロイを実施します。これによ

り、機能とアップデートを素早く、信頼性の高い方法でデリバリーできます。GitHub などの広

く利用されているサードパーティーサービス用の構築済みプラグインを使用したり、独自のカス

タムプラグインをリリースプロセスの任意のステージに統合したりすることで、エンドツーエンドソリ

ューションを簡単に構築できます。AWS CodePipeline では、料金の支払いは使用した分

だけです。初期費用や長期契約の義務はありません。 

AWS CodeStar と AWS CodePipeline のステップは、ソース、ステージング、および本番環

境用の CI/CD ステージに直接マッピングされます。継続的デリバリーが望ましいですが、ソー

スレポジトリをチェックしてビルドアクションを実行する単純な 2 ステップパイプラインから開始す

ることができます。 
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図 10: AWS CodePipeline — ソースおよびビルドステージ 

AWS CodePipeline では、ソースステージは GitHub、AWS CodeCommit、および 

Amazon Simple Storage Service (S3) からの入力を受け入れることができます。ビルドプ

ロセスの自動化は、継続的デリバリーを実装して継続的デプロイに移行するための重要な最

初のステップです。ビルドアーティファクト作成への人的関与を排除することにより、チームの負

担を軽減し、手作業のパッケージングによるエラーを最小限に抑え、消費可能なアーティファ

クトのより頻繁なパッケージ化を開始できます。 

AWS CodePipeline は、フルマネージド型のビルドサービスである AWS CodeBuild とシー

ムレスに連携するため、コードをパッケージ化しユニットテストを実行するビルドステップをパイプ

ラインに容易に設定できます。AWS CodeBuild により、ビルドサーバーのプロビジョニング、

管理、スケーリングが不要になります。AWS CodeBuild では、スケーリングが継続的に行わ

れ、複数のビルドが同時に実行されるため、ビルドは実行までキューで待機する必要がありま

せん。AWS CodePipeline は、Jenkins、Solano CI、TeamCity などのビルドサーバーとも

統合されています。 

例えば、以下のビルドステージでは、3 つのアクション (ユニットテスト、コードスタイルチェック、

およびコードメトリクスの測定) が並行して実行されます。AWS CodeBuild を使用すること

で、負荷を処理するためにビルドサーバーを構築またはインストールする必要なく、これらのス

テップを新しいプロジェクトとして追加できます。 
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図 11: AWS CodePipeline — ビルド機能 

図 10 に示されているソースおよびビルドステージは、プロセスおよ

び自動化を支援すると同時に、継続的インテグレーションへチーム

が移行することを支援します。この成熟度では、開発者はビルドお

よびテスト結果に定期的に注意を払う必要があります。また、開

発者は健全なユニットテスト基盤を成長させ、保守する必要もあ

ります。これにより、チーム全体の CI/CD パイプラインへの信頼が

増し、さらなる導入が支持されるようになります。 

継続的デリバリーパイプライン 

継続的インテグレーションパイプラインを実装し、サポートプロセスを

確立した後、チームは継続的デリバリーパイプラインへの移行を開

始することができます。この移行には、チームがアプリケーションのビ

ルドおよびデプロイの両方を自動化することが必要になります。 

継続的デリバリーパイプラインは、ステージングおよび本稼働ステッ

プが存在することを特徴とします。この本稼働ステップは、手動承

認後に実行されます。 

継続的インテグレーションパイプラインを構築したのと同様に、チー

ムは、デプロイスクリプトを記述することで継続的デリバリーパイプラ

インの構築を段階的に開始することができます。 

アプリケーションのニーズに応じて、いくつかのデプロイステップを既存

の AWS のサービスを使用して抽象化することができます。例え

ば、AWS CodePipeline は、Amazon EC2 インスタンスおよびオ

ンプレミスで実行中のインスタンスへのコードデプロイを自動化する

サービスである AWS CodeDeploy、Chef を使用してアプリケーシ

ョンを操作しやすくする設定管理サービスである AWS 

OpsWorks、およびウェブアプリケーションおよびサービスのデプロイとスケーリングのためのサー

ビスである AWS Elastic Beanstalk と直接統合されています。 

AWS は、AWS CodeDeploy をお客様のインフラストラクチャおよびパイプラインに実装し統

合する方法に関する詳細なドキュメントを提供しています。13 

チームがアプリケーションのデプロイの自動化に成功した後、様々なテストでデプロイステージ

を拡張できます。例: 

http://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/getting-started-w.html#getting-started-w-create-deployment
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図 12: AWS CodePipeline — デプロイステージでのコードテスト 

Ghost Inspector、Runscope、Apica などのサービスを使用して、すぐに使用開始可能な

その他の統合を追加することができます。 

Lambda アクションの追加 

AWS CodeStar と AWS CodePipeline は、AWS Lambda との統合14をサポートしていま

す。この統合により、実行環境上のカスタムリソースの作成、サードパーティーシステム (Slack 

など)との統合、および新しくデプロイされた環境のチェックの実行など、幅広いタスクを実装で

きます。 

Lambda 関数は、以下のタスクを実行するために CI/CD パイプラインで使用できます。 

 AWS CloudFormation テンプレートを適用または更新して、環境に変更を

適用する。 

 AWS CloudFormation を使用してパイプラインの 1 つのステージにおいてオンデマ

ンドでリソースを作成し、別のステージでそれらを削除する。 

 CNAME 値をスワップする Lambda 関数 を使用して、アプリケーションバージョンを

ゼロダウンタイムで AWS Elastic Beanstalk にデプロイする。 

 Amazon EC2 Container Service (ECS) の Docker インスタンスにデプロイする。 

 AMI スナップショットを作成し、ビルドまたはデプロイの前にリソースをバックアップす

る。 

 IRC クライアントへのメッセージのポストなど、サードパーティー製品とパイプラインとの

統合を追加する。 

https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/how-to-lambda-integration.html
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手動承認 

承認に必要な AWS Identity and Access Management (IAM) のアクセス権限を持つ

承認者がアクションを承認または拒否できるように、パイプラインの実行を停止したいポイント

のステージに、承認アクションを追加します。 

アクションが承認されると、パイプラインの実行が再開します。アクションが拒否された場合、ま

たはパイプラインがそのアクションに到達して停止してから 7 日以内に誰もアクションを承認ま

たは拒否しない場合、その結果はアクションの失敗と同じとなり、パイプラインの実行は続行

しません。 

 

図 13: AWS CodeDeploy — 手動承認 

CI/CD パイプライン におけるインフラストラクチャのコード変更のデプロイ 

AWS CodePipeline は、AWS CloudFormation をパイプラインの任意のステージでデプロ

イアクションとして選択できます。その後、スタックの作成や削除、または変更セットの作成や

実行など、AWS CloudFormation で実行する特定のアクションを選択することができます。

スタックは、AWS CloudFormation の概念であり、関連する AWS リソースのグループを表

します。コードとしてのインフラストラクチャをプロビジョンするためのさまざまな方法があります

が、AWS CloudFormation は、最も包括的な AWS リソースのセットをコードとして記述で

きる、スケーラブルで完全なソリューションとして AWS が推奨する包括的なツールです。我々

は、AWS CodePipeline プロジェクトで AWS CloudFormation を使用して、インフラストラ

クチャの変更とテストを追跡することを推奨しています。15 

http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-whatis-concepts.html#d0e3952
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-whatis-concepts.html#d0e3929
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/continuous-delivery-codepipeline.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/continuous-delivery-codepipeline.html
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サーバーレスアプリケーション用の CI/CD 

AWS CodeStar、AWS CodePipeline、AWS CodeBuild、および AWS 

CloudFormation を使用して、サーバーレスアプリケーション用の CI/CD パイプラインを構

築することもできます。これらは、AWS Lambda に基づくアプリケーションであり、イベントによ

ってトリガーされる Lambda 関数で構成されています。サーバーレスアプリケーションの開発

者は、AWS CodePipeline、AWS CodeBuild、および AWS CloudFormation の組み

合わせを使用して、AWS Serverless Application Model を使用して構築されたテンプレ

ートで表現される AWS サーバーレスアプリケーションのビルド、テスト、およびデプロイを自動

化できます。詳細については、AWS Lambda のドキュメント、Lambda ベースのアプリケーシ

ョンのデプロイメントを自動化する16を参照してください。 

複数のチーム、ブランチ、リージョン用のパイプライン 

大規模なプロジェクトの場合、複数のプロジェクトチームでさまざまなコンポーネントに取り組む

ことがよくあります。複数のチームが単一のコードリポジトリを使用する場合は、各チームが独

自のブランチを持つようにマッピングすることができます。それに加え、プロジェクトの最終的なマ

ージのための統合ブランチまたはリリースブランチが必要です。サービス指向アーキテクチャまた

はマイクロサービスアーキテクチャを使用する場合、各チームは独自のコードリポジトリを持つこ

とができます。 

最初のシナリオで、単一のパイプラインを使用した場合、1 つのチームがパイプラインをブロック

することで他のチームの進捗に影響が及ぶ可能性があります。チームブランチ用に特定のパイ

プラインを作成し、最終製品のデリバリー用に別のリリースパイプラインを作成することをお勧

めします。 

AWS CodeBuild とのパイプラインの統合 

AWS CodeBuild は、組織がほぼ無制限の規模で可用性の高いビルドプロセスを構築でき

るよう設計されています。AWS CodeBuild は、多くの一般的な言語向けのクイックスタート

環境に加えて、指定した Docker コンテナを実行する機能を提供します。 

AWS CodeCommit、AWS CodePipeline、AWS CodeDeploy との緊密な統合の利点

に加えて、Git および CodePipeline の Lambda アクションとも同様に統合できる点で、

CodeBuild ツールは非常に柔軟性があります。 

ビルド前後のアクションを含む各ビルドステップ、または CodeBuildツールで実行するアクション

を指定する buildspec.yml ファイルを含むことで、ソフトウェアを構築することができます。 

http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/automating-deployment.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/automating-deployment.html
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CodeBuild ダッシュボードを使用して、各ビルドの詳細な履歴を表示できます。イベントは、

Amazon CloudWatch Logs ログファイルとして保存されます。 

 

図 14: AWS CodeBuild の CloudWatch Logs ログファイル 
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Jenkins によるパイプラインの統合 

Jenkins ビルドツールを使用して、デリバリーパイプラインを作成することができます。これらの

パイプラインは、継続的デリバリーのステージを定義するためのステップを定義する標準的なジ

ョブを使用します。17しかし、このアプローチは、大規模なプロジェクトには最適ではない可能

性があります。これは、Jenkins の再起動時にパイプラインの現在の状態が維持されず、手

動承認の実装が容易ではなく、複雑なパイプラインの状態を追跡することが困難になる可能

性があるためです。 

代わりに、AWS CodePipeline Plugin18 を使用して Jenkins による継続的デリバリーを実

装することをお勧めします。Pipeline プラグインにより、Groovy のようなドメイン固有言語を

使用して複雑なワークロードを記述することができ、複雑なパイプラインを編成するために使

用できます。Pipeline プラグインの機能は、パイプラインで定義された現在の進行状況を視

覚化する Pipeline Stage View Plugin、異なるブランチのビルドをグループ化する Pipeline 

Multibranch Plugin などのサテライトプラグインを使用することで拡張できます。 

パイプラインの設定を Jenkinsfile に保存し、ソースコードリポジトリにチェックインしておくこと

をお勧めします。これにより、パイプラインコードの変更を追跡することができます。Pipeline 

Multibranch Plugin を使用する際には、これはさらに重要になります。また、パイプラインを

ステージに分割することもお勧めします。これにより、パイプラインステップが論理的にグループ

化され、Pipeline Stage View Plugin でパイプラインの現在の状態を視覚化できるようにな

ります。 

図 15 は、Pipeline Stage View Plugin で視覚化された 4 つの定義済みステージを備えた 

Jenkins パイプラインのサンプルを示しています。 

 

図 15: Pipeline Stage View Plugin で視覚化された Jenkins パイプラインの定義済みステージ 

https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/AWS+CodePipeline+Plugin
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デプロイ方法 

継続的デリバリープロセスでは、新しいソフトウェアバージョンのロールアウトについて、複数の

デプロイ戦略とバリエーションを検討できます。このセクションでは、一括デプロイ(インプレース

デプロイ)、ローリング、イミュータブル、およびブルー/グリーンという最も一般的なデプロイ方法

について説明します。これらの方法のうちどれが AWS CodeDeploy と AWS Elastic 

Beanstalk でサポートされているかを示します。 

次の表は、各デプロイ方法の特徴をまとめたものです。 

方法 デプロイ失敗の影響 デプロイ所

要時間 

ゼロダウン

タイム 

DNS 

の変

更な

し 

ロールバック

プロセス 

コードのデ

プロイ先 

一括デプロイ ダウンタイム 
 

☓ ✓ 再デプロイ 既存のイン

スタンス 

ローリング 単一のバッチがサービス

停止状態。新しいアプリ

ケーションバージョンを実

行している、失敗前の

すべてのバッチ。 

† ✓ ✓ 再デプロイ 既存のイン

スタンス 

追加バッチを

使用したロー

リング 

(beanstalk) 

最初のバッチが失敗し

た場合、影響は最小

限。それ以外の場合は

ローリングと同様。 

† 

✓ ✓ 再デプロイ 新規およ

び既存のイ

ンスタンス 

イミュータブル 最小限 

 

✓ ✓ 再デプロイ 新規のイン

スタンス 

ブルー/グリー

ン 

最小限 

 

✓ ☓ 古い環境への

切り替え 

新規のイン

スタンス 

 

一括デプロイ (インプレースデプロイ) 

一括またはインプレースデプロイは、既存のサーバー群に新しいアプリケーションコードをロール

アウトするために使用できる方法です。この方法では、1 つのデプロイアクションですべてのコー

ドを置き換えます。フリートのすべてのサーバーを一度に更新するため、ダウンタイムが必要と

なります。既存の DNS レコードを更新する必要はありません。デプロイが失敗した場合、操

作を復元する唯一の方法は、すべてのサーバーにコードを再デプロイすることです。 
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AWS Elastic Beanstalk では、このデプロイメントは All at Once19 と呼ばれ、単一およびロ

ードバランサーを備えたアプリケーション向けに利用できます。AWS CodeDeploy では、この

デプロイ方法はインプレースデプロイと呼ばれ、デプロイメント設定 AllAtOnce20 があります。 

ローリングデプロイ 

ローリングデプロイを使用すると、フリートは複数の部分に分割されるため、フリート全体が一

度にアップグレードされません。デプロイプロセス中は、新旧の 2 つのソフトウェアバージョンが

同じフリートで実行されています。この方法では、ゼロダウンタイムの更新が可能になります。

デプロイが失敗した場合、フリートの更新された部分のみが影響を受けます。 

カナリアリリースと呼ばれるローリングデプロイ方法のバリエーションの 1 つには、最初に非常に

小さな割合のサーバーに新しいソフトウェアバージョンをデプロイすることが含まれます。このよう

にして、破壊的変更の影響を最小限に抑えながら、ソフトウェアが本番環境でどのように動

作するかを少数のサーバーで確認することができます。カナリアデプロイでエラー率が上昇した

場合、ソフトウェアはロールバックされます。それ以外の場合は、新しいバージョンを使用する

サーバーの割合を徐々に増加します。 

AWS Elastic Beanstalk は、Rolling および Rolling with additional batch21 の 2 つの

デプロイパターンを使用し、ローリングデプロイのパターンに従っています。これらのオプションを

使用すると、サーバーを停止する前にアプリケーションをスケールアップし、デプロイ中に完全な

機能を維持することができます。AWS CodeDeploy は、このパターンを OneAtATime およ

び HalfAtATime22 のようなパターンを使用したインプレースデプロイのバリエーションとして実

現しています。 

イミュータブルおよびブルー/グリーンデプロイ 

イミュータブルパターンは、新しい構成またはバージョンのアプリケーションコードを使用した全

く新しいサーバーセットを起動することで、アプリケーションコードのデプロイを指定します。この

パターンは、シンプルな API コールで新しいサーバーリソースを作成するクラウドの機能を活

用します。 

ブルー/グリーンデプロイ戦略は、別の環境の作成を必要とするイミュータブルデプロイの一種

です。新しい環境を起動しすべてのテストが合格すると、この新しいデプロイにトラフィックが移

行します。重要なのは、古い環境、つまり「ブルー」環境は、ロールバックが必要となる場合に

備えてアイドル状態に保たれることです。 

http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.rolling-version-deploy.html
http://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/deployments.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.rolling-version-deploy.html
http://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/deployment-configurations.html
http://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/deployment-configurations.html
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AWS Elastic Beanstalk は、イミュータブル、23およびブルー/グリーンデプロイパターンをサポ

ートしています。24また、AWS CodeDeploy は、ブルー/グリーンパターン25をサポートしていま

す。AWS のサービスがこれらのイミュータブルパターンを実現する方法の詳細については、

AWS でのブルー/グリーンデプロイのホワイトペーパー26を参照してください。 

データベーススキーマの変更 

最新のソフトウェアは、データベース層を備えていることが一般的です。通常、データとデータ

の構造の両方を格納するリレーショナルデータベースが使用されます。継続的デリバリープロ

セスでは、そのデータベースの変更が必要となることがよくあります。リレーショナルデータベース

の変更の処理には特別な考慮が必要であり、アプリケーションバイナリをデプロイする際とは

異なる課題が発生します。通常、アプリケーションバイナリをアップグレードする場合、アプリケ

ーションを停止し、アップグレードを実行し、その後再起動します。アプリケーションの状態につ

いてはほとんど気にする必要がありません。これは、アプリケーションの外部で処理されます。 

データベースをアップグレードする場合は、データベースには多くの状態が含まれながら比較的

少ないロジックと構造が含まれているため、状態を考慮する必要があります。 

変更が適用される前後のデータベーススキーマは、異なるバージョンのデータベースとして見な

す必要があります。Liquibase や Flyway などのツールを使用してバージョンを管理すること

ができます。 

一般的に、これらのツールは、以下の方法に類似したものを採用しています。 

 データベースのバージョンを保存するテーブルをデータベースに追加します。 

 データベースの変更コマンドを追跡し、バージョン管理された変更セットにそれらを束

ねます。Liquibase の場合、これらの変更は XML ファイルに保存されます。

Flyway は、わずかに異なる方法を採用し、変更セットは独立した SQL ファイルとし

て扱われるか、より複雑な移行のためには独立した Java クラスとして扱われる場合

もあります。 

 Liquibase は、データベースのアップグレードを要求されると、メタデータテーブルをチ

ェックし、最新のバージョンを使用してデータベースを最新化するために実行する変

更セットを決定します。 

http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/environmentmgmt-updates-immutable.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.CNAMESwap.html
http://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/welcome.html#welcome-deployment-overview-blue-green
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/AWS_Blue_Green_Deployments.pdf
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ベストプラクティスのまとめ 

以下は、CI/CD のためにすべきこと、してはいけないことのベストプラクティスの一部を挙げて

います。 

すべきこと: 

 インフラストラクチャをコードとして扱う。 

o インフラストラクチャコードにバージョン管理を使用する。 

o バグトラッキング/チケット管理システムを利用する 

o 変更を適用する前にピアレビューを実施する。 

o インフラストラクチャコードのパターン/設計を確立する。 

o コード変更の場合と同じように、インフラストラクチャの変更をテストする。 

 開発者を 12 人以下の自立したメンバーで構成されるチームに統合する。 

 長い期間フィーチャーブランチを維持するのではなく、すべての開発者に、メイントラン

クにコードを頻繁にコミットさせる。 

 組織全体で Maven や Gradle などのビルドシステムを継続的に採用し、ビルドを

標準化する。 

 コードベースの 100% のカバレッジを目標として開発者にユニットテストを構築させ

る。 

 ユニットテストが期間、数、およびスコープにおいてテスト全体の 70% を占めているこ

とを確認する。 

 ユニットテストが最新のものであり、見過ごした部分がないことを確認する。ユニットテ

ストの失敗は、バイパスするのではなく修正する必要がある。 

 継続的デリバリーの設定をコードとして扱う。 

 ロールベースのセキュリティ制御 (つまり、誰が何をいつできるか) を確立する。 

o 可能な限りすべてのリソースを監視/追跡する。 

o サービス、可用性、および応答時間にアラートをセットする。 

o キャプチャーし、学習し、改善する。 

o チームの全員とアクセスを共有する。 
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o メトリクスとモニタリングの計画をライフサイクルに組み込む。 

 標準的なメトリクスを維持し、トラックする。 

o ビルドの数。 

o デプロイの数。 

o 変更が本番環境に到達するまでの平均時間。 

o 最初のパイプラインステージから各ステージまでの平均時間。 

o 本番環境に到達する変更の数。 

o 平均ビルド時間。 

 各ブランチとチームごとに区別された複数のパイプラインを使用する。 

してはいけないこと: 

 大規模で複雑なマージを伴う長期的なブランチを維持すること。 

 手動テストを実行すること。 

 手動の承認プロセス、ゲート、コードレビュー、セキュリティレビューを持つこと。 

まとめ 

継続的インテグレーションと継続的デリバリーは、組織のアプリケーションチームにとって理想的

なシナリオを提供します。開発者は、コードをリポジトリにプッシュするだけです。このコードは、

インテグレーション、テスト、デプロイ、および再テストが行われ、インフラストラクチャとマージさ

れ、セキュリティと品質のレビューを経て、非常に高い信頼性でデプロイする準備が整った状

態になります。 

CI/CD を使用すると、コードの品質が向上し、破壊的変更がないことに高い確信を持ってソ

フトウェアの更新を迅速にデリバリーできます。リリースの影響は、本稼働および運用のデータ

と関連付けることができます。これは、次のサイクルの計画にも役立てることができます。このこ

とは、組織のクラウド移行において不可欠な DevOps プラクティスの 1 つです。 
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その他の資料 

このホワイトペーパーで説明されているトピックの詳細については、以下の AWS ホワイトペー

パーを参照してください。 

 Overview of Deployment Options on AWS 

 AWS でのブルー/グリーンデプロイ 

 AWS での Jenkins 

 AWS におけるマイクロサービス 

 AWS での Docker: クラウド上でコンテナを実行する 

寄稿者 

本書の執筆に当たり、次の人物および組織が寄稿しました。 

 David Stacy、DevOps シニアコンサルタント、AWS プロフェッショナルサービス 

 Mikhail Prudnikov、シニアソリューションアーキテクト、AWS 

 Asif Khan、ソリューションアーキテクト、AWS 

 Xiang Shen、シニアソリューションアーキテクト、AWS 
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