
Slack で加速する 
開発ライフサイクル
質の高いコードを素早く構築できるプラットフォームとして、
多くの開発者に選ばれる理由とは
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はじめに
社内のソフトウェア開発者やエンジニアリング
チームが、1 日に何度もデプロイを繰り返せる
としたら？変更のリードタイムに 1 日もかから
ず、大規模なインシデントの復旧に 1 時間もか
からないとしたらどうでしょう？

そのようなデリバリーパフォーマンスを実現す
る鍵となるのが、開発者の速度（機能やバグ修
正を速やかにリリースする力）です。経営コンサ
ルティング企業の McKinsey & Company に
よれば、開発者の速度が高い企業は、それ以外
の企業を 4～5 倍上回る業績を上げています。

しかし、開発者の速度を高めるには、しかる
べきツールが必要です。実際に McKinsey 
の調査でも、「クラス最高のツールは開発
者の速度を高める主な要因」だと判明し
ています。また DevOps Research and 
Assessment（DORA）によると、最高の成果を
出しているエンジニアが「使いやすいツールを
利用している確率は 1.5 倍高い」ことが明らか
になりました。

さまざまな業界でリモートワークが当たり前に
なるなか、エンジニアは広く分散したチームと
連携しながら仕事を進めています。これは、エ
ンジニアがかつてないほど多くのツールやソフ
トウェアを扱っていることを意味します。そして
そうしたツール間でのコンテキストの切り替え
が常に発生すると、コードのリリースに使うべき
貴重な時間が減ってしまうのです。

Slack は、エンジニアリングの技術スタックを統
合し変革するチャンネルベースのメッセージプ
ラットフォームです。開発者は Slack を中心とし
て、機能開発のためのコラボレーションや、コー
ドのデプロイ、インシデント管理を行うことがで
きるのです。

実際、半数以上の開発者は、質の高いコードを
速やかに構築するためのプラットフォームとし
て Slack を選んでいます。ここからはその理由
を説明しましょう。

コードを速やかに 
構築・デプロイ
エンジニアはコードを作ってリリースするため
に、さまざまなツールやチームメンバー、ステー
クホルダーと連携しなければいけません。しか
し機能要件のスコープであれ、プルリクエスト
のレビューであれ、コードレビューが重複した
り、通知が埋もれてしまったり、やり取りがバラ
バラに行われたりなどうまくいかないことは多
々あります。

「最高の成果を出しているエンジ
ニアが使いやすいツールを利用
している確率は 1.5 倍」
出典 : 『Accelerate State of DevOps』、 DevOps 
Research and Assessment、2019 年

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#development-environments-and-tools
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
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コードを効率よく速やかに構築するには、人間
とシステム両方のレベルでそうしたつまずきが
起こらないようにしなければいけません。

Slack は、適切なメンバーが必要なタイミング
で、必要な情報やツールを利用してコラボレー
ションできるハブを提供することで、開発チー
ムの速度を高めます。

「Slack は、私たちの人的システムと機械的シ
ステムを有意義なかたちでつなぐ接点です。そ
れにより、テスト、デプロイ、計画、運用プロセ
スにおけるスピードと質が高まり、見える化が
進みます」。Slack Frontiers 2020 でこう語っ
たのは、Etsy で Senior Director of Engineering 
を務める Shawn Carney 氏です。

IDC Research の調査によると、Slack を使う一
般的なエンジニアリングチームでは、期限内に
リリースした機能が 24% 増加したこともわかり
ました。ここからはその仕組みを紹介します。

チャンネルでチームの見える化
とコラボレーションを向上
Slack のチャンネルは、プロジェクトやトピッ
ク、チームに関するすべての情報を整理できる
場です。エンジニアがチャンネルを使うと、開発

サイクルを 1 つのツール上で管理し状況を把握
できるようになります。さらに計画の策定やプル
リクエストのトリガーができるほか、コードの質
を高めるためのフィードバックをリアルタイムで
共有することも可能です。

エンジニアリングチームがまず使いたいのは次
のチャンネルです。

• #devel-新規アプリ  : モバイルアプリの要件
や仕様の設定にかかわるチャンネル。メン
バー全員が参加

• #dev-チーム-スタンドアップ  : チームメン
バーがその日のタスク報告や、翌日の計
画、ヘルプ要請のやり取りをするために毎
日使うチャンネル

• #product-質問  : カスタマーサポートチーム
や非技術部門のメンバーが高度な機能につ
いて質問するほか、バグや製品の問題につい
て GitHub や Jira などのツールでリクエスト
を出す前にやり取りするチャンネル

https://www.youtube.com/watch?v=EXBpY5xTpbE&feature=emb_logo&ab_channel=Slack
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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チャンネルなら、必要なメンバーに必要なタイ
ミングで必要なトピックに参加してもらうことも
簡単です。

• ステークホルダーは、開発者であれ、プロジ
ェクトマネージャーであれ、VP であれ、チー
ムの状況やプロジェクトの進捗を一目で確
認できます。

• エンジニアは、ステークホルダーに進捗を共
有したり、コードのレビュー依頼のために同
僚を追いかけたりする時間を減らし、自分の
仕事に専念できる時間を増やせます。

• さまざまな部門からなるチームは、プロジェ
クト専用のチャンネルに集まって要件や機能
について議論できます。

• チームリーダーは、時間をかけずに効率的
にスタンドアップ・ミーティングやディスカッ
ションを開催できます。

Slack チャンネルは記録の場ともなります。チャ
ンネル内のあらゆるドキュメント、決定事項、会
話は簡単に検索することができるからです。メー
ルに添付された製品の仕様書を見失うことはも
うありません。仕様書が添付されたメッセージ
をチャンネルにピン留めしておけば、あとでチ
ャンネルサイドバーからすぐに確認できます。

チャンネルを使えばチームワークのスピードが
高まります。その結果、コードのビルドとデプロ
イの効率が向上するのです。

Slack を使うエンジニアリングチームでは、市
場投入までの時間を平均 23% 短縮したほか、
コードのテストや開発サイクルの繰り返しにか
かる時間も 27% 短縮しています。

Slack のインテグレーション
で効率を加速
コンテキストの切り替えもまた、エンジニアが
抱える主な課題の 1 つです。1 つのハブで開発

サイクルを管理していない限り、チームは複数
のツールをまたいで仕事を進めなければいけま
せん。しかしツールを絶えず行き来するような
状況では、開発プロセスはスムーズに進まず効
率が下がります。

DORA によると、パフォーマンスの高いチーム
では仕事の「ほぼ全範囲でツールを自動化し、
頻繁にツールチェーンに連携させている」とい
うことがわかりました。上記の課題を考えると、
これは特に意外な結果ではありません。 さら
に IDC Research は、「3 種類以上のアプリを
連携させると、企業の生産性が平均で 37% 向
上する」ことを明らかにしています。

「3 種類以上のアプリを連携さ
せると、企業の生産性が平均で 
37% 向上する」
出典 :  『Unlocking collaboration : Making software 
work better together』、IDC Market Spotlight、2020 年

エンジニアがツールを行き来するのではな
く、技術スタックを 1 つのプラットフォー
ム、つまり Slack に連携させましょう。すぐ
に使える Slack アプリなら、エンジニアは
Slack 上でアプリのアラートを受け取った

「Slack は、私たちの人的システム
と機械的システムを有意義なか
たちでつなぐ接点です。それによ
り、テスト、デプロイ、計画、運用
プロセスにおけるスピードや質が
高まり見える化が進んでいます」
Shawn Carney 氏
Senior Director of Engineering、Etsy

https://slack.com/help/articles/205239997-Pin-messages
https://slack.com/help/articles/205239997-Pin-messages
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://slack.com/resources/why-use-slack/unlocking-collaboration-making-software-work-better-together
https://slack.com/resources/why-use-slack/unlocking-collaboration-making-software-work-better-together
https://slack.com/resources/why-use-slack/unlocking-collaboration-making-software-work-better-together
https://slack.com/apps
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り、コマンドを実行したりすることができ
ます。その数は AWS、PagerDuty、Azure 
Repos、Jira、GitHub をはじめ 2,400 種類以
上にも上ります。

これらのインテグレーションを利用すれば、プ
ルリクエストの確認も、コードのマージも、QA 
プロセスの管理もすべて、Slack から離れること
なく実行できるのです。

IBM では Slack のインテグレーションを利用し
て、さまざまなアプリからのシステムアラートを
チームのチャンネルに送っています。例えば、開
発者がユーザーストーリーをソースコードのレ
ビューに提出したとしましょう。すると、チーム
の Slack チャンネル内でシステムが通知をトリ
ガーし、レビューすべき新規のコードがあること
をメンバーに知らせます。レビュー担当者はその 
Slack メッセージから直接システムにアクセスし
て、コードをレビューすることができます。

チームの #help-desk（ヘルプデスク）チャン
ネルではプルリクエストの通知を集めてピア
コードレビューを自動で促し、リクエストが承
認されるとチームに通知します。このおかげで
チームメンバーは、アプリを切り替える手間を
かけなくても最新の情報を得ることができるの
です。また IBM のチームでは、ビルドのステー
タスが変更されたことをチームに知らせるのに 

Jenkins/Travis CI インテグレーションを活用
しています。

Slack を使っていると、チームはコードレビュー
の通知がそれぞれ必要な時に届くことや、タス
クを迅速に終わらせるために必要な情報が手
に入ることをわかっているため、ペースを落とさ
ず仕事を進められるのです。

ワークフロービルダーで 
タスクを自動化
コンテキストの切り替えをなくすには、特定のタ
スクを単に自動化してしまうという方法もあり
ます。ワークフロービルダーは、Slack 上ですぐ
に使えるノーコードの自動化ツールです。これを
活用すれば、チームは価値の高い仕事により集
中できるようになります。ワークフロービルダー
を使って、次のような定型タスクや反復タスク
を簡単に自動化してみましょう。

• 最新状況を把握。メンバーに最新状況を 
Slack に投稿してもらえば、スタンドアップ・
ミーティングを非同期的に行うことができ、
仕事の勢いを中断させずに済みます。ワーク
フロービルダーなら、毎日または毎週のリマ
インダー設定が簡単なので、特定のメッセー
ジのスレッドに返事を投稿するよう全員に依
頼したり、重要な質問や評価に的を絞ったク
イックフォームを作成して回答で状況を把握
したりすることもできます。

http://slack.com/apps/A6L22LZNH-aws-chatbot
http://slack.com/apps/A1FKYAUUX-pagerduty
http://slack.com/apps/AKPEA4W4Q-azure-repos
http://slack.com/apps/AKPEA4W4Q-azure-repos
http://slack.com/apps/A2RPP3NFR-jira-cloud
https://slack.com/apps/A8GBNUWU8-github
https://slack.com/blog/transformation/how-the-engineering-team-at-ibm-uses-slack-throughout-the-development-lifecycle
http://slack.com/apps/A0F7VRFKN-jenkins-ci
https://slack.com/features/workflow-automation
https://slack.com/slack-tips/daily-reminder-to-post-standup-in-channel
https://slack.com/features/workflow-automation
https://slack.com/features/workflow-automation
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• アプリの展開をモニタリング。ワークフロー
ビルダーを Datadog などのツールと併用す
ると、ダッシュボードやモニタリングシステム
のデータをチームの Slack チャンネルへ定
期的に送ることができます。

• コードのデプロイを通知。ワークフロービル
ダーを使うと、レビュー期間後、全サーバー
へのデプロイが滞りなく完了した際に「全部
クリア」というメッセージを自動投稿するアク
ションを設定できます。

Hearst Media の DevOps チームでは Slack 
を使い始める前、従業員から Jira や GitHub 
などのソフトウェアツールへのアクセス権をリ
クエストされるたびに、同じ質問を繰り返すこ
とにうんざりしていました。例えば、「あなたの
メールアドレスは？」とか、「ユーザー名は？」と
か、「必要なアクセスレベルは」などです。

それが今では、リクエストの提出から承認ま
でを Slack 上で完結できるようになりました。
その起点となるのは、ワークフロービルダー
で作成されたクイックリクエストフォームで
す。DevOps チームのメンバーは、フォームに記
入された回答をダイレクトメッセージで受け取
り、リクエストをワンクリックで承認します。リ
クエストが承認されると、それをカスタム Slack 
アプリがピックアップして、タスクを完了させる
仕組みです。

ワークフロービルダーは、状況を見える化した
まま応答スピードを落とさず、チームが重要な
仕事に集中できるようにします。

https://slack.com/slack-tips/query-from-graphs-on-a-dashboard-with-datadog
https://slack.com/slack-tips/update-teammates-on-your-work-status
https://slack.com/customer-stories/hearst
http://slack.com/apps/A2RPP3NFR-jira-cloud
http://slack.com/apps/A8GBNUWU8-github
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• PagerDuty アプリは社内のローテーション
を見える化し、アラートのステータスを追跡
します。

• Stack Overflow for Teams インテグレー
ションでは、誰かがチャンネルで質問するた
びに、Etsy の Stack Overflow への投稿を
作成したり、メンバーを Stack Overflow の
検索結果にリンクさせたりできます。このイ
ンテグレーションを使うと、エンジニアは社
内システムに関する質問やナレッジをチャン
ネル内で共有できるため、同じことを繰り返
す手間がかかりません。

• Announcebot は、新着情報が全員に行き
渡るようインフラストラクチャ通知チャンネ
ルの変更を知らせます。

Etsy のエンジニアは、こうしたアプリやカスタ
ムワークフローのおかげで、ツール間でのコン
テキストの切り替えに貴重な時間を費やさずに
済んでいるのです。

Slack API で 
ビジネスプロセスをつなげる
Slack が提供するさまざまな API を利用する
と、カスタムアプリによって Slack の体験をさ
らに高めたり、自社に合うようカスタマイズした
り、強化したりすることができます。開発チーム
はアプリから Slack のプラットフォーム全体に
アクセスできるので、自社独自の技術スタック
の最上層に Slack を置いて、ユーザビリティを
高めることも可能です。

オンラインショッピングサイトを運営する Etsy 
では、デプロイからサポートチケットの更新に
至るまであらゆることに Slack API で構築し
た何十ものカスタムアプリを活用しています。 
Etsy では本番環境にプッシュされるすべての
コードに対して 4 万回以上のソフトウェアテス
トを実行しており、1 日にプッシュされるコード
の数は平均 22 に上ります。これほど大量のテス
トができるのは、自動化のおかげです。ここで
は、Etsy が Slack Frontiers で共有したカス
タムボットをいくつか紹介します。

• Pushbot は Etsy が自社開発したレガシーボ
ットで、プッシュの調整を行います。開発者は
デプロイの際に #push（プッシュ）チャンネ
ルで、キューに追加したいことをコマンドで 
Pushbot に知らせます。それを受けてボット
は、行われるべきテストが確実に実行される
ようにするほか、テストにおいてプッシュの
基本ルールを必ず適用できるようにします。

• Devbot は、Jenkins と Deployinator（Etsy 
が Ruby のウェブフレームワークを使って開
発した Sinatra アプリ）からのメッセージを
取り次いで、Etsy 内のさまざまなスタックの
デプロイをまとめるメッセンジャーボットで
す。このカスタムボットはビルドのステータス
をプルダウンし、DM（と専用の Slack チャン
ネル）でエンジニアに直接メッセージを送信
し、プッシュ担当のメンバーが最新状況を共
有できるようにします。

http://slack.com/apps/A1FKYAUUX-pagerduty
http://slack.com/apps/A018QU4F7S7-stack-overflow-for-teams
https://api.slack.com/start/overview
https://www.youtube.com/watch?v=EXBpY5xTpbE&feature=emb_title&ab_channel=Slack
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サービスの信頼性を向上
サービスのインシデントやダウンタイムは、
混乱やコストの増加を招きます。具体的なコ
ストは組織の規模や業界によって異なります
が、Ponemon Institute の調査によれば、予
期せぬサービス停止がもたらすコストは平均で 
1 分あたり 9,000 ドルです。上層部からは当然、
なるべく早く解決せよという大きなプレッシャー
がかかります。

しかし対応会議や電話、メールのような従来の
コミュニケーションプロセスでは対応スピード
が落ちるのが通例です。

会議であれ電話であれ、リアルタイムのコミュ
ニケーションでは、新たなメンバーが加わるた
びに対応を中断して状況を説明しなければいけ
ません。メールやチャットツールを使えば状況
をすぐに共有できますが、全員がそのコミュニ
ケーションに参加できるわけではありません。
そうすると蚊帳の外に置かれたチームメンバー
が知らずに重複作業を行う可能性があるほか、
解決後の重要な学びが受信トレイやプライベー
トチャットのなかに埋もれてしまいます。

そこで必要なのが、会議のようなスピードと見
える化に加えて、メールのような流れのわかり
やすさとアーカイブ性を実現するツールです。

Slack は、インシデント管理に最適な指令セン
ターになります。エンジニアは、インシデントを
すぐさま発見し、問題を速やかに解決して、包
括的な事後レビュー報告書を作成するのに必
要なデータを手に入れられるのです。また営業
担当やカスタマーサービスチームのメンバー、
経営幹部などの関係者に対して、最新の解決状
況を Slack 上で直接知らせることもできます。

映画チケット販売会社の Fandango で Chief 
Technology Officer を 務める Paul Zimny 氏
は次のように話しています。「インシデントに対
応するためにチームが Slack に集まり、それま
でのコミュニケーションをすべて時系列で確認
できるのはとても助かります。インシデントが真
夜中に発生した場合はなおさらです」。

技術チームの見積もりでは Slack の導入以降、
チャンネルとインテグレーションを利用して応
答ワークフローを合理化することで、バグの問
題解決に要する平均時間を 19% 短縮できた
そうです。

インシデント管理専用の 
Slack チャンネルを作成
チームが何らかの問題に気づいたら、専用の 
Slack チャンネルを作成して、インシデントの履
歴をすべて 1 か所に集めましょう。インシデン
トチャンネルは、エンジニアやほかのチームの
メンバーがインシデントの状況を速やかに把握
するのに役立ちます。

https://www.vertiv.com/globalassets/documents/reports/2016-cost-of-data-center-outages-11-11_51190_1.pdf
https://slack.com/customer-stories/fandango
https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
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サービスの信頼性を向上

カスタムワークフローを使えば、チャンネル作
成を Slack に任せることもできます。Slack はア
ラートに基づいてインシデントチャンネルを作
成し、適切なメンバーをチャンネルに追加しま
す。さらに新たに作成されたチャンネルについ
て #エンジニアリング に自動投稿するようボッ
トを設定することも可能です。これによってほ
かのメンバーはチャンネルの存在を知ることが
できます。

急成長中の商業銀行である Tyro では、インシ
デントが特定されるとすぐに Slack インテグ
レーションが自動で動きます。PagerDuty が
アラートを出し、Zapier が専用の Slack チャン
ネルを作成するのです。ボットによってチャンネ
ルに集められた関係者は、インシデント情報を
確認できるほか、解決策の特定に向けて連携し
ます。

Tyro の解決責任者は、インシデント管理の一
環として CAN（Condition, Action, Need : 状
況、アクション、必要性）レポートを発行し、イ
ンシデントの最新状況を全員に報告します。

かつてこのプロセスでは、あちこちからさまざま
な情報をコピーしては貼りつけていました。し
かし今ではワークフロービルダーで解決責任者
が Slack から直接入力できるフォームを使って
います。

「ワークフローのおかげで、インシデントの解
決プロセス全体を通していつでも簡潔に状況
を共有できるようになりました。解決責任者の
間ではこれが標準となっています」と、Tyro で 
Program Leader を務める Timothy Kersten 
氏は話します。

インシデント専用チャンネルは、問題の解決を
スピードアップするだけではなく、問題からの
学びも簡単になります。インシデントの解決後
は、Slack チャンネルがファイルやスクリーンシ
ョット、エラーメッセージ、チームのディスカッ
ションが詰まった検索可能なアーカイブになる
からです。

IBM で Executive IT Specialist を務める 
Thomas Lawless 氏は次のように話します。
「私たちの事後検証はインシデントチャンネル
をベースにしています。履歴がすべて残っている
ので、推測やあやふやな記憶に頼らなくて済む
のが何よりも助かっていま」。

「私たちの事後検証はインシデン
トチャンネルをベースにしていま
す。履歴がすべて残っているので、
推測やあやふやな記憶に頼らな

くて済むのが何よりも助かってい
ます」
Thomas Lawless 氏
Executive IT Specialist、IBM

https://slack.com/customer-stories/tyro
https://slack.com/blog/transformation/how-the-engineering-team-at-ibm-uses-slack-throughout-the-development-lifecycle
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インテグレーションと自動化で
反応スピードを改善
チームの視点で見ると、インシデントはアラート
を最初に受け取った時点で始まります。しかし
顧客の目から見れば、たいてい問題はそれ以前
に始まっています。スピードは何よりも重要であ
り、大事なアラートが受信トレイのなかに埋も
れるような事態は何としても避けなければいけ
ません。

PagerDuty など重要なモニタリングアプリと
のインテグレーションを使うと、豊富なインシ
デントアラートが即座にチャンネルに送られる
ため、チーム全体が問題を把握できるように
なります。エンジニアは問題に対応するため 
Slack にすぐさま集結し、直接インシデントの
詳細を確認したり、関連チームのメンバーをア
ラートにタグづけしたり、アクションをトリガー
したりすることができます。

またアラートのインテグレーションによって、エ
ンジニア以外のメンバーがサービスの問題を把
握することも可能です。例えばサポートチームの
技術者が #dev-ops- 通知チャンネルをモニタ
リングすることで、自分たちが対処できる顧客体
験の問題をすばやく特定することもできます。

通信企業の Vodafone は、PagerDuty インテ
グレーションを利用して顧客向けイベントのモ
ニタリングやエスカレーションを行っています。
本番環境でインシデントが発生すると、Slack 
上で担当チームの実際の担当者にまで、数ミリ
秒以内に通知が届きます。

「適切なメンバーに必要なタイミングでア
ラートを送って連絡できるので、解決までの
平均時間が大幅に短縮できます」と話すの
は、Vodafone の元 Director of Technology 
Strategy and Architecture である Matt Beal 
氏です。

Vodafone では Slack を導入する前、根本原因
を特定するのに 15～20 分かかっていました。そ
れが Slack を利用することで、解決までの平均
時間を 5 分未満に短縮できたのです。

エンジニアは Slack 上で直接アラートとやり取
りすることで、インシデント対応に着手するス
ピードが大幅に上がり、結果的に応答時間を
全体的に短縮することができます。この実現に
大きな役割を担っているのがカスタムワークフ
ロー（または「Slack ボット」）です。

ゲーム開発会社の Riot Games は、Slack 上で 
Sentry のインテグレーションを利用して、クラ
ッシュに関するロバスト解析と診断をオペレー
ション用とモニタリング用のチャンネルに直接
送信しています。プレーヤーがゲームをしている
最中にクラッシュが発生すると、アプリはクラ
ッシュ直前のユーザーのアクションやスクリー
ンショットなど膨大な量の有益な情報を自動的
に共有します。

これらイベントの概要は該当する Slack チャン
ネルへ自動で投稿されます。それを受けてチャ
ンネルで待機中のエンジニアがボタンを使って
同僚にイベントを割り当てたり、インシデントの
詳細を確認したり、インシデントを直接解決し
たりしています。

Riot Games では、不具合に関する Slack の会
話スレッドを将来の参照用に取っておくため
に、Jira と ServiceNow のインテグレーショ
ンも利用しています。

http://slack.com/apps/A1FKYAUUX-pagerduty
https://slack.com/customer-stories/vodafone
https://slack.com/blog/collaboration/riot-games-software-development-slack
http://slack.com/apps/A011MFBJEUU-sentry
https://slack-customers.slack.com/apps/A2RPP3NFR-jira-cloud
https://slack.com/help/articles/360001933108-ServiceNow-for-Slack
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Netflix では、問題の解決をスピードアップさ
せるべく、Dispatch というカスタムのオープ
ンソース型インシデント管理ソフトウェアを 
Slack と API で連携させました。そのカスタ
ムの Dispatch と Slack のインテグレーション
には、次のような機能が組み込まれています。

• 件名と説明の入力だけで済む簡単なレポート
フォームを開くスラッシュコマンド。これは、
従業員がインシデントをできるだけ早く報告
できるようにするためのものです。

• インシデントチャンネルに誰かが加わると参
加者に通知する自動通知。参加者の名前、 
チームの拠点、そのインシデント対応におけ
る役割が含まれます。

• インシデントチャンネルの新規参加者への
自動歓迎メッセージ。Dispatch ではすぐに
使える情報や全リソースへのリンクをまとめ
て、このメッセージとともに送ります。（この
自動化によって、インシデント管理者とその
他の参加者は状況を説明する必要がなくな
り、参加者はすぐに対応を始めることができ
ます）。

• インシデント管理者がほかの参加者に役
割を割り当てるスラッシュコマンド。その
参加者がまだチャンネルのメンバーでなけ
れば、Dispatch がチャンネルに追加して役
割を割り当てます。役割の変更が行われる
と、Dispatch はチャンネルの全員に通知し
ます。

https://slack.com/blog/collaboration/engineers-netflix-pagerduty-slack
https://netflixtechblog.com/introducing-dispatch-da4b8a2a8072
https://api.slack.com/interactivity/slash-commands
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• インシデント管理者やレポート担当者が対応
状況や概要の報告書を素早く作成して適切
な関係者と共有できるスラッシュコマンド。

• Slack は、エンジニアやその他のステークホ
ルダーがインシデントのためにすばやく効率
的に集結できるハブとなります。アラートを
追いかけたり、適切なメンバーを探し回った
り、ダッシュボード間でコンテキストを切り
替える必要はありません。その代わり、チー
ムは本当に重要なこと、つまり問題を解決し
てエンドユーザーの満足を取り戻すことに専
念できるのです。
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開発者のエンゲージメントと 
チームの生産性を向上
優秀な人材をつなぎ止めるのは簡単なことで
はありません。実際、ソフトウェア業界ではあら
ゆる業界のなかで離職率が最も高くなっていま
す。また Stripe による調査によると、経営幹部
が自社にとっての脅威だと考える項目トップ 5 
において、開発人材の不足が資本金調達よりも
上位にランクインしました。

この問題を解決するには、従業員が最高の成果
を生み出せる環境を用意し、今の仕事に満足で
きるようにしなければなりません。世界的な分
析・コンサルティング企業である Gallup の報
告によれば、従業員のエンゲージメントが高い
組織の離職率は、たとえテクノロジー業界のよ
うな離職率が高い業界でも 24% 低いことがわ
かっています。

Gallup によれば、従業員の多く（60%）は「役
割のなかで自分が最も得意なこと」に専念でき
ることが重要だと答えています。 つまり従業員
は、価値の低いタスクに時間を浪費するのでは
なく、成功につながる仕事をしたいと考えてい
るのです。

特にこれはエンジニアに言えることです。 
DORA の調査によると、成果の高い開発者が
燃え尽き感を訴える割合は、意外にも平均的な
開発者のわずか半分です。仕事の満足度には達
成感が欠かせません。

開発人材をつなぎ止めるためには、最高の成果
が出せるツールを用意しましょう。McKinsey 
の調査では、ソフトウェア開発ライフサイクル
の各段階でエンジニアが最高のツールを使える
ようにしている企業では、開発者の満足度と定
着率が 47% 高いことがわかりました。

Stack Overflow が実施した 2020 
Developer Survey によれば、プロの開発者
の 53% が Slack を利用しており、Slack は開発
者向けコラボレーションツールとして GitHub 
の次によく使われています。

エンジニアは、独自のチャンネルや通知設定、
インテグレーション、カスタムワークフローで 
Slack をパーソナライズすることで、自分がやり
やすい仕事の進め方を Slack に反映させること
ができるのです。

53%
Slack を使うプロの開発者の割合
出典 : 『2020 Developer Survey』、Stack 
Overflow、2020 年

チャンネルで 
コラボレーション文化を促進
Slack チャンネルは、エンジニアがコラボレー
ションを通じて貢献感と帰属意識を得られる理
想的な場です。

Royal Bank of Canada（RBC）のインナーソー
スコミュニティでは Slack を利用して、ソフトウ
ェアを共同で開発するオープンソースの取り組
みを組織全体に広げた文化を積極的に育んで
きました。インナーソース文化は、コラボレーシ
ョンやオープンなコミュニケーション、実験とフ

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-industries-with-the-highest-turnover-rates
https://stripe.com/files/reports/the-developer-coefficient.pdf
https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx
https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx
https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-collaboration-tools
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-collaboration-tools
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#work
https://slack.com/customer-stories/rbc
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ィードバックに根ざしています。同社では Slack 
という誰でも参加できるオープンなスペースで
開発者をより大きな RBC のコミュニティへとつ
なげることで、その文化を実現させました。

Slack チャンネルでは従業員が気兼ねなく質問
できます。またさまざまなチームや部門のメン
バーが必要な時にサポートしてくれるため、必
要な情報を手に入れるのも簡単です。

コラボレーションが改善すれば、パフォーマンス
が向上します。例えば RBC では、Slack 上で共
有された開発環境の設定や運用方法に関する情
報はインデックス化され、あとから検索すること
ができます。こうしてすぐに情報にアクセスでき
ることで開発プロセスが効率化され、以前なら
数時間、長い時には数日もかかった仕事が、今で
は数分で完了するようになりました。そして、誰
かが質問をしたときは、同じチャンネルを使って
いる別の開発者が必ず助けてくれるのです。

透明性は、文化のためだけではありません。時間
を節約し、余分な仕事を減らし、結果的に仕事
の満足度やエンゲージメントを高めるのです。

「開発者が力を取り戻せば、そう
した文化を促進して力をつけら
れるようになるのです」
Paul Whyte 氏
元 Head of Systems Engineering、Vodafone U.K.

インテグレーション開発者の 
イノベーション高速化
インテグレーションと自動化は、生産性を高め
るだけではありません。エンジニアがイノベーシ
ョンを起こし、チームやプロジェクトにとって最
適なワークフローを作れるようになるのです。

Vodafone のエンジニアリングチームでは、テン
ポの速いアジャイルや DevOps の手法をうまく
活用して開発タイムラインを短縮させるために、
連帯感を築いて開発者が力を発揮できるように
する必要がありました。

「Slack は、そんな組織を築く助けになりまし
た」と話すのは、Vodafone U.K. でかつて Head 
of Systems Engineering を務めていた Paul 
Whyte 氏です。「開発者が力を取り戻せば、そう
した文化を促進して力をつけられるようになる
のです」。

Vodafone の システムエンジニアリングチーム
では、Slack のさまざまなインテグレーションを
活用し、新たなコードの改善にかける時間を短
縮しています。「超高速でデプロイを実行する
うえで、Slack は重要な役割を果たしています」
と、Whyte 氏は話します。「Slack インテグレー
ションによって、開発者はごく短期間で開発用マ
シンからテスト環境、そして本番環境へとデプロ
イを進められるのです」。 その結果、Vodafone 
ではこれまでにデプロイ期間を 3 か月から 30 
分にまで短縮することに成功しました。同社で
は引き続きさらなる短縮を目指しています。

Slack を利用するエンジニアリングチームで
は、開発者の生産性が 16% 向上しています。ま
た、企業の 87% は、Slack によって開発者のコ
ラボレーションが改善すると答えています。

Slack なら、人と機械の「いいとこ取り」ができ
るため、開発者の繰り返しタスクを最小限に減
らし、意欲高く取り組める仕事に専念してもら
えるのです。

https://slack.com/customer-stories/vodafone
https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
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質の高いコードを  
Slack で素早くリリース
リモートワークが当たり前になるなかで、コラボ
レーションの重要性はかつてないほど高まって
います。それを実現するうえで、エンジニアリン
グチームがつながり、助け合い、仕事を進めら
れる共有空間は欠かせません。

Slack は、そのような共有環境になります。Slack 
ならチームのテクノロジーやナレッジ、メンバー
を 1 か所に集約できるため、エンジニアは本当
に重要なこと、つまり卓越した製品やサービスを
生み出すことに専念できるのです。

Slack で開発ライフサイクルを変革する方法に
ついてさらに詳しくは、Slack の営業チームに
お問い合わせください。

https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rOUfAAM
https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rOUfAAM


Slack について
Slack は、皆さんの仕事をよりシンプルに、より
快適に、より有意義にするチャンネルベースのメ
ッセージプラットフォームです。企業が Slack を
使うと、必要なメンバー、情報、ツールを 1 つに
まとめて仕事を進めることができます。

FTSE 100 企業から身近な小売店まで、世界中の
何百万人もの人々が Slack でチームをつなげてシ
ステムを連携させ、ビジネスを加速しています。

ここに書かれた内容は情報提供のみを目的としたもので、拘束力のある約束ではありません。購入の決定に際して本内容に依拠し
ないでください。すべての製品や機能の開発、リリース、タイミングは Slack の単独の裁量によるものであり、変更される可能性が
あります。
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