
Orange Labsとは
Orange Labsは、フランスの多国籍通信会社
Orangeの研究開発部門です。研究チームと
イノベーションチームは世界の 13ヶ所の 
ラボで業務を行っています。Orange Labsは、
新しいテクノロジーを使って顧客のニーズ
に対応し、ビジネスチャンスを発掘および創
出することで未来の目標を形にしています。

アプリケーションを迅速に 
ユーザーに提供
Orange Labsは、Web、モバイル、バックエン
ドオフィスアプリケーションなどのソフト
ウェア開発プロジェクトだけでなく、ルー
ター、セットトップボックス、様々な
IoT(モノのインターネット )などのハード
ウェアと通信機器のコンポーネントの出荷
も管理しています。このように環境が多様な

ため、ベリフィケーション＆バリデーション
(Vモデル )、アジャイル、DevOpsなどの異
なる開発手法が使用されています。完全な
DevOpsモデルへの全面移行が全社的な戦略
ではあるものの、様々な手法のサポートは常
に必要となります。 

Orange Labsの Testing Community Manager
である Yann Helleboid氏がすべての ITプロ
ジェクトに自動テストを実行できる製品品
質管理ソリューションを見つけるにあたっ
て最も困難だったのは、この柔軟性を確保す
ることでした。「私たちは長年 Micro Focus
のテストソリューションを使用してきまし
た。Micro Focus ALM Octaneのベータプロ
グラムに参加することが決まったときは興
奮しました。私たちは、開発チームとテスト
チームのコラボレーションを改善できるソ
リューションを必要としていました。開発者
とテスターの多くは Macと Linuxで作業し
ているのですが、製品オーナーはWindows
環境です。新しいテストソリューションは、
この両方をサポートできるものでなければ
なりませんでした。」

ALM Octaneがもたらす選択肢と柔
軟性
Orange全社の多様なプロジェクトに必要と
されるのは、モバイルアプリケーション、
IoT機器、通信ネットワークのコンポーネン
ト、アプリケーションのモニタリングソ
リューション、バックエンドオフィスのアプ
リケーションなどのテストを管理できる完
全に柔軟なテストのアプローチです。600を

Orange Labs
Micro Focus ALM Octaneにより、600を超えるプロジェク
トを管理するデジタル変革をサポート、全世界のコラボレー
ションを改善、市場投入までの時間を短縮

概要

 ■ 業界
電気通信業

 ■ 所在地
フランス (プラットフォーム ) + 全世界 (ユー
ザー )

 ■ 課題
開発チームとテストチームがグローバルにコラ
ボレーションでき、様々な手法をサポートする
柔軟性を持った統一された製品品質管理ソ
リューションの導入

 ■ 製品とサービス 
Micro Focus ALM Octane

 ■ 主な成功要因 
 + 柔軟で、使いやすく、拡張できるテストソリュー
ション

 + アプリケーションの市場投入までの時間を短縮
 + 世界中のチームのコラボレーションが改善
 + 自動化されたセルフサービスポータルによる自
律的な使用

 + アップグレードが容易で最新の機能にアクセス
できる

お客様成功事例
アプリケーションデリバリー管理

「ALM Octaneは、様々な課題に対応
でき、デジタル変革の目標をサポート
してくれます。リリースの提供スピー
ドを早めることができたほか、自動化
されたすべてのテストを 1つのプラッ
トフォームで扱えるため、管理が容易
になり、開発チームとテストチームの
コラボレーションが改善しました。」

YANN HELLEBOID氏
Testing Community Manager
Orange Labs



超えるテストプロジェクトのそれぞれに複
数のテスト要素が含まれており、ワークス
ペースは 1ヶ所、ユーザーは 3,000名に及
びます。Orange Labsにとって、新しいソ
リューションではユーザーがチームにおい
て最も効率的な作業方法を選べることが重
要でした。Helleboid氏はこう説明します。
「ユーザーに選択肢を与えることは、真のマ
インドセットの変化であり、これは私たち
のデジタル変革の一部でした。私たちは、
ユーザーに特定のツールや手法を押し付け
たくはありません。ALM Octaneは、私たち
が求めていたオープンさをもたらしてくれ
ました。APIにより、2つの異なるエコシス
テムに簡単に拡張できます。また、様々な
方法で作業できる機能が豊富に備わってい
ます。ALM Octaneのテストワークスペース
のオーナーは管理者として設定されている
ため、使用するモジュールを決めることが
でき、好みに合わせてワークスペースを設
定し、ワークフローを設計して、ユーザーを
追加して高度なコラボレーションを行えま
す。これらのすべてを自動化されたセルフ
サービスポータルから管理できるため、統
括チームが権限処理の管理に時間を取られ
ることはありません。」

2年間で既存のすべてのテストプロジェクト
が ALM Octaneに移行され、この間の新規
のテストプロジェクトは最初から ALM 
Octaneで管理されることになりました。
ALM Octaneは全社的なテストソリュー
ションスタンダードとして推奨されていま
すが、使用は必須ではありません。しかし、

どんなマシン、OS、ブラウザーからも簡単
にアクセスできることと優れた柔軟性によ
り、ALM Octaneの採用は順調に増加してい
ます。テストプロジェクトのオーナーは、
ALM Octaneの様々な機能をすべて確認して
自分の経験を他のプロジェクトと共有する
ことを推奨されています。この協力的な
フィードバックの循環によってユーザーに
優れた体験がもたらされたことにより、口
コミで社内での ALM Octaneの使用が拡大
しました。

高度なコラボレーションと 
アップグレードの容易さ
ALM Octaneの IDEプラグインにより、開発
者とテスターが同じワークスペースでコラ
ボレーションできるため、テストプロジェ
クトの管理がはるかに効率的になりました。
グローバルな組織である Orange Labsは、
多数のコンポーネントを含む継続的インテ
グレーション、テスト、デリバリープロセ
スを実行しています。この要となるのが、
REST API テクノロジーにより Jenkins、
GitLab、Robot Frameworkなどのツールと
統合された ALM Octaneです。ALM Octane
は、同一のプロジェクト内の開発とテスト
が異なる原則を採用している場合でも、す
べての開発手法についてテストプロジェク
トを管理することができます。

Helleboid氏は、アップグレードのプロセス
についてこのように語ります。「ALM 
Octaneを導入したことによる大きな利点の

1つは、アップグレードが容易なことです。
従来は数週間かかることもありましたが、
ALM Octaneでは 3～ 4ヶ月ごとにアップグ
レードを行っています。わずか 2時間ほど
で完了するので、新機能をすぐ使うことが
できます。」

ALM Octaneによるデジタル変革の
目標の達成
Helleboid氏は次のように付け加えます。
「ALM Octaneは、様々な課題に対応でき、
デジタル変革の目標をサポートしてくれま
す。リリースの提供スピードを早めること
ができたほか、自動化されたすべてのテス
トを 1つのプラットフォームで扱えるため、
管理が容易になり、開発チームとテストチー
ムのコラボレーションが改善しました。」

彼はこのように締めくくります。「長年に渡
る私たちと Micro Focusのパートナーシッ
プの一環として ALM Octaneのベータプロ
グラムに参加したことは意義ある決定でし
た。ソリューションの成熟段階でロードマッ
プに関与することができたため、私たち独
自の環境に最適なものとなりました。Micro 
Focusと私たちのパートナーシップは強さを
増しています。この協力を通じて、どんな
ユーザーにも適したテスト管理ソリュー
ションを提供するという目標を達成できる
でしょう。」
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「ALM Octaneを導入したことによる大きな利点の 1つは、
アップグレードが容易なことです。従来は数週間かかる 
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アップグレードを行っています。わずか 2時間ほどで 
完了するので、新機能をすぐ使うことができます。」

YANN HELLEBOID氏 
Testing Community Manager

Orange Labs
お問い合わせ先：
www.microfocus.com

 統合されるサードパーティソリューション
 ■  Jenkins
 ■ GitLab
 ■ Robot Framework

クラウド環境
 ■  プライベートクラウド

開発手法
 ■  アジャイル
 ■ Vモデル
 ■ スクラム
 ■ DevOps
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