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CDO 澤田嵩善 フロントエンドエンジニア、インタラクションデザイナーを経験し、2017 年から株式会社メルカリへジョインし、
メルカリ Now の立ち上げやメルペイの立ち上げを務める。現在はデザインエンジニアとして技術、デザインの両方
を担う。
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● SRE as a Service

○ Site Reliability Engineering をベースとした技術支援サービス

● Waroom

○ インシデントマネジメント SaaS

Topotalが提供するサービス
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事業成長に対して課題がありませんか？ 5

機能のリリースに
時間がかかる

サービス拡大に伴う
アクセス増加に対応
できない…

同じような障害が何
度も起きてしまう
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事業成長の課題と解決例 6

事業のボトルネック 対策例

機能のリリースに時間がかかる
Infrastructure as Code や CI/CD の導入
によって、コード修正〜デプロイまでのプ
ロセスを自動化・高速化する

同じような障害が何度も起きてしまう
オブザーバビリティプラットフォームを構
築し、より詳細な情報をもとに原因特定→
根本解決を行う

サービス拡大に伴うアクセス増加に対応で
きない

オーケストレーションシステムを構築し、
リソースの増減対応を自動化する

ボトルネックを根本解決するためには、DevOps フィードバックループ
を加速させるための仕組みの導入が必要
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開発現場・SREチームが抱える課題 7

仕組みを導入すべきではあるが、なかなか進めることがむずかしい

採用がなかなか
できない

日々の業務に手が取られ
てしまい、手が回らない

どこを改善すれば
よいのかわからな
い

専門知識や経験が不足
しており、改善に着手
できない
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SRE as a Serviceについて 8

Topotal は、DevOps の課題を 
Site Reliability Engineering で
解決します。

お客様の SRE チームや開発チー
ムの中で協力して、事業成長に
必要な仕組みの導入支援を行い
ます。
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SRE as a Serviceで提供する分野 9

SRE as a Serviceは、大まかに6つの分野に分けて提供しております。
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SRE as a Service 詳細 10

支援分野 支援例

Containerization

- Dockerfile の作成・変更
- コンテナレジストリの構築（ex. ECR、GCR を用いたプライベートコンテナレジストリの構築）
- Twelve-Factor App に基づいた既存アプリの変更支援（ex. 環境変数への切り出しや依存関係の明確化など）

Infrastructure as 
Code

- Terraform、Ansible、Itamae を用いたインフラのコード化
- API ベースのインフラ自動化
- イベント駆動のオートスケール

Orchestration

- AWS、GCP、Azure におけるオートスケールの実装支援
- ECS、EKS、AKS、GKE の設計・構築・設定支援
- Helm、Kustomize を用いた構成管理
- サービスメッシュ導入支援
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SRE as a Service 詳細 11

支援分野 支援例

CI/CD 

- CI/CD パイプラインの自動化（ex. Jenkins、Github Actions、CodeBuild、ArgoCD）
- 無停止デプロイの設計・実装支援（ex. Blue-Green Deployment、Rolling Deployment）
- 負荷テスト環境の設計・構築支援（ex. artillery、mysqlslap）

Security

- 脆弱性スキャン（ex. Trivy、Dependabot、Vuls）
- IPS/IDS、WAF、ウィルススキャンソフトの導入（ex. Trend Micro Cloud One、CloudFlare WAF、WafCharm）
- 監査証跡の設計・導入（ex. Auditbeat、Falco、CloudTrail）
- ABAC や RBAC の適切な権限設定支援（ex. AWS IAM、Cloud IAM、Azure RBAC）

Observability

- 監視・メトリクス収集（ex. Prometheus、Datadog、CloudWatch）
- アラートマネジメント（ex. Alertmanager、Pagerduty）
- APM（Application Performance Management）の導入（ex. New Relic、Scout APM）
- ログ集約、管理、分析基盤の設計・構築（ex. BigQuery、Athena、Elastic Stack、Glue、Kinesis、Fluentd）
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支援までの流れ 12

1. NDAの締結後、現環境の情報ヒアリング
必要に応じて Slack Connect / GitHub アカウント共有

2. 基本契約書・個別契約書の締結（受発注書）

3. 支援範囲とスケジュールの合意
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費用 13

課題の優先順位を決め、支援を実施いたします

支援内容

課題のヒアリングと深堀り
アカウント情報、インフラ構成の把握
タスク化とゴール設定
タスクの遂行
 ※必要に応じて隔週または月次でお打ち合わせを実施

期間 3ヶ月〜

費用 月額  360,000円〜
（稼働目安: 週1程度）

契約形態 準委任契約
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インシデント対応ツールWaroomの提供 15

＜事前申込中＞
Waroom は、システム障害時のインシデント対応の確実性と恒久対応を支援
し、「システム障害時のインシデント対応のコストを削減するツール」です

Waroomの特徴

- 対話形式のインシデント対応
- 対応手順の提示を自動化
- 対応詳細をタイムライン形式でストック
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インシデント対応ツールWaroomの提供

現場の課題例

手順を見つけるのに時間がかかってし
まい、対応着手までの時間がかかる

=> インシデントと手順の紐付けが行
われ、自動的に提示されます。対応の
たびに手順を探し出す必要はありませ
ん。
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インシデント対応ツールWaroomの提供

現場の課題例

インシデントの対応方法がわからな
い。対応中に手順を読み飛ばしてしま
う。

=> 対応内容がステップごとに表示さ
れ、対話形式で対応ができます。もう
対応に迷う心配はありません。
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インシデント対応ツールWaroomの提供

現場の課題例

インシデントの振り返りをするのに時
間がかかる

=> 手順実行やステータス変更などのア
クティビティをストックします。タイ
ムライン形式で残るので、時系列に
沿って対応履歴を一覧できます。

18



© Topotal, Inc.

インシデント対応ツールWaroomの提供

今後追加予定の機能
βリリース以降、以下の機能拡充を行います。また、リリース当初より多言語化対応を行い、数年後にはセキュ
リティインシデントにも対応する予定です。
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- SRE、DevOps の実践環境の整備

- ポストモーテム、MTTAやMTTRの可視

化、直近で作業したユーザへの通知など

- 自動化・省力化

- アラートをトリガーにFaaSを実行、しき

い値の簡易調整など

- コミュニティ形成

- 復旧スクリプト共有プラットフォーム

の提供

- AI によるインシデント対応の効率化

- Waroom bot による対応の提案、リマ

インド、一次対応の自動化など

- 最新技術を活用した完全自動化、障害予知


