企業が優秀な人材を
見つけられるよう支援
マイクロサービスと
コンテナ・リソースの最適化

Instana(IBM グループ企業 )
3 分で読めます

マイクロサービスとコンテナ・リソースの最適化
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athMotion は、 企 業

への応募者と採用担

当者をつなぐ、クラウ

ド・ベースの人材獲得および

雇用主ブランディングのプラッ

トフォームです。応募者は採

用プロセス中にこのプラット

フォームを使用して、特定の

企業とその企業文化について

理解を深めます。これにより、
有意義な応募者体験を提供で

き、優秀な人材を引き付ける

ことができます。

PathMotion 社は、新たな市場に参入す

るために、この運用を拡張する必要があ

りました。同社は、オンプレミスのモノリ

シック・アプリケーションのモダナイズと、

マイクロサービスの構築を行い、可観測

Google Kubernetes Engine (GKE) での

社は、コンテナ化されたマイクロサービス

Google Cloud Platform (GCP) お よ び

性の実 現に着 手しました。PathMotion

で得られる、スピードと複雑性に対応でき

る最新の可観測性とモニタリング機能を備

えたソリューションを必要としていました。

マイクロサービスとコンテナ・リソースの最適化

「マイクロサービス間
の通信能力を計測
し、プラットフォー
ム内 のすべてのコ
ンポー ネント間 の
接 続 パフォーマン
スを把 握すること
が、非常に重要で
した。
」

3

PathMotion 社 の プ

ラットフォームを使用
する企業のメリット

200%
優秀な応募者の増加率

PathMotion 社 の イ

ンフラストラクチャー
への Instana の影響

10%
仮想マシンの削減率

PathMotion 社、DevOps エンジニア、

Mehdi Mahfoudi 氏

マイクロサービスとコンテナ・リソースの最適化
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マイクロサービスとコンテナの
自動モニタリング
PathMotion 社は、アプリケーションの

モニタリングと可観測性について複数の

ベンダーを検討した結果、Instana® を

選択しました。Kubernetes のようなコ

ンテナ・オーケストレーション・プラッ

トフォームで実行されるマイクロサービ
ス・アーキテクチャーやソフトウェアのパ

フォーマンスを自動的に視覚化し、モニ
ターできる機能があることが、選択の決
め手となりました。

「Instana は、Kubernetes クラスター

内で十分に使用されていないリソースを
特定するのに役立ちます。マイクロサー

ビスがどのように相互作用しているのか
を確 認 できるの で、Kubernetes ノー

ドを最適化して、実稼働環境を常に最

大のパフォーマンスで運用するのに必要

な仮想マシンのみを実行しています。
」と

PathMotion 社の DevOps エンジニアで

ある Mehdi Mahfoudi 氏は述べています。

マイクロサービスとコンテナ・リソースの最適化
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最適化されたリソースと
迅速な開発
PathMotion 社は、仮想マシンを約 10%

削減できました。ノード数の削減により、
別の場所に多くのリソースを割り当てられ

るようになります。また、容量を増やす
必要がある時には、リソースに負荷がか

かっているという警告を Instana が表示

するため、数秒以内に GCP で新規サー
ビスをスピンアップすることができます。

GCP インフラストラクチャーを頻繁に保守

する必要がなくなったことで、PathMotion

社は、CI/CD パイプラインの改善により

多くの時間を費やせるようになりました。

さらに、 パッチ、 パフォーマンス向 上、

PathMotion の新機能に関する開発とデ

プロイメントを加速するためのツールを、
開発者に提供することに重点を置けるよ

うになりました。これによって開発者は、
自身の仕事にやりがいを感じ、会社の利

益につながるスキルの向上に意欲的に取

り組んでいます。

マイクロサービスとコンテナ・リソースの最適化
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PathMotion 社について

Instana 社 (IBM グループ企業 ) について

で、人材採用に新たな一面を切り開きます。

ウド、プライベートクラウド、ならびにモバイル・デバイスや IBM

プラットフォームを使用することで、有能な応募者数が 200% 以上

最新のクラウドネイティブ・アプリケーションを運用している企業に、

PathMotion 社 は、企業が優秀な人材とのつながりを支援すること
PathMotion 社のお客様では、同社のオンライン・ディスカッション・
増加し、内定承諾率が 65% 向上しました。PathMotion 社のオフィ

スは、パリとロンドンにあります。

製品・サービス
• Instana®

IBM グループ企業の Instana 社は、オンプレミス、パブリッククラ

Z® のメインフレーム・コンピューターなどのあらゆる場所で複雑な
自動化されたアプリケーション・パフォーマンス監視機能を備えたエ

ンタープライズ可観測性プラットフォームを提供します。

ハイブリッド・アプリケーション内のコンテキストの複雑な依存関係
を検出する、AI を活用した Instana の検出機能により、最新のハ

イブリッド・アプリケーションを管理できます。また、Instana は、
開発パイプラインを可視化してクローズド・ループの DevOps の自
動化を実現します。

こうした機能は、お客様がアプリケーション・パフォーマンスを最適
化のために実用的なフィードバックを提供し、イノベーションを可能

にしてリスクを軽減し、サービスやビジネス・レベルの目標を達成す

ソフトウェア・デリバリー・
ると同時に、DevOps が効率性を向上させ、
パイプラインにさらなる価値をもたらすことができるようにします。
詳細については、instana.com を参照してください。
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政府、ヘルスケア

ビジネス上の課題

ブレーキンゲ地域評議会は多数の IT システムとさまざまな
監視技術を保有していましたが、それらは一元的に可視化が
されておらず、連動しながら体系的にアラームやアラートに
対処することはできませんでした。

ソリューション

ブレーキンゲ地域評議会では、IBM ビジネス・パートナー
の Atea 社と Compose IT Nordic AB 社がアジャイル方式
で Compose Operation Platform を実装した結果、膨大
な数の IT システムを総合的な視点で捉えて一元的に監視
することができるようになりました。Compose Operation
Platform には IBM® Watson AIOps Event Manager アプ
リケーションと Compose Collection モジュールが組み込ま
れており、イベント管理やアラート・ルーティングを動的に実
行できます。

成果

全体像の把握

多数の独立した IT システムの全体を把握
し、監視やアラーム管理に役立てます。

事前対応型の運用の強化

事前対応型の運用が強化され、インシデ
ント対応時間が短縮されます。

手作業を最小限に

手作業によるアラームおよびインシデント
対応を最小限にとどめます。

ブレーキンゲ地域評議会
IT システムの総合的な監視

および管理

1863 年に創設された ブレーキンゲ地域評議会 ( 外部リンク ) は、スウェーデン

南部ブレーキンゲ県の医療、公共歯科治療、公共交通機関、地域開発、文化、
教育を所管しています。ブレーキンゲ県には 5 つの地方自治体があり、約 16 万
人が居住しています。ブレーキンゲ県は全国最小の県で、スウェーデンの国土全
体に占める割合は 1% 未満です。

Jens Svendsen

ブレーキンゲ地域の
システム管理者

「Watson AIOps は、多様な
ソースから情 報を収 集し、
1 カ 所 で 集 中 管 理 する 能
力が非常に優れています。
」
—Compose IT Nordic AB 社
(IBM ビジネス・パートナー )、プ
ロフェッショナル・サービス主任、
Markus Carlsson 氏

共有する

多数の IT システムと低
い可視性

多くの政府機関と同様に、スウェーデ
ンのブレーキンゲ地域評議会は、その
関係機関全体に膨大な数の IT システ
ムやアプリケーションを保有していま
した。それらすべてのシステムの監視
を担当する IT インフラストラクチャー
部門は、困難な課題に直面していまし
た。それぞれのシステムに対して多種
多様な監視ソリューションがあるうえ
に、その環境を一元的に可視化する
手段がありませんでした。ツール間の
統一性がないため作業が重複し、問
題の解決に長時間を要していました。
統合されたイベント監視ソリューショ
ンがないため、IT 担当者はアラーム
の真偽を体系的に区別することができ
ず、最終的には手作業でアラームとテ
レメトリーを関連付けるよりほかあり
ませんでした。

Atea 社のプロジェクト・マネージャー、
Anna Trägårdh 氏は次のように述べ

ています。「お客様はモニタリングの
全体を把握する必要がありました。お
客様は、組織としてより効果的かつ事
前対応的に IT システムの全体を把握
したいと考えていました。
」

優先順位やお客様固有の要求事項を
見極めるために、Atea 社は事前調査
の実施を提案し、ブレーキンゲ地域評
議会のニーズについて、調査と可視化
を行い、候補となるソフトウェア・ソ
リューションを検討しました。事前調
査の終了時、ブレーキンゲ地域評議
会に最適なソリューションとして浮上
したのが、現在は IBM Cloud Pak®
for Watson AIOps に含まれている
Watson AIOps Event Manager アプ
リケーションでした。

次に Atea 社は、経験豊富なコンサ
ルタント企 業でありシステム・イン
テグレーターでもある Compose IT
社 に 話 を持 ちか けました。 同 社 の
Compose Collection モジュールは、
Watson AIOps ソリューションの補完
を目的に設計されています。2019 年
3 月、Compose IT 社はデモンスト
レーションを実施して、お客様に適し
た Watson AIOps ソフトウェアの機能
を説明し、夏までに運用を開始できる
ことを確約しました。

Compose Operation Platform を実

装しました。これにより、複数の環境
にまたがる地域評議会の IT システム
を一元的に表示することができます。
また、AI や機械学習機能から実用的
な洞察が得られます。このソリューショ
ンでは、同じ問題に関連したイベント
を自動的にグループ分けし、コンテキ
ストを確認して早期解決を図ることが
できます。

「Watson AIOps は、多様なソースか
ら情報を収集し、1 カ所で集中管理
する能力が非常に優れています」と
Compose IT 社のプロフェッショナル・
サービス主任、Markus Carlsson 氏
は述べています。

「 Watson AIOps Event
Manager に 組 み 込 ま れ た
Compose Collection ソフト
ウェア・モジュールは、お客
様にとって申し分のない機能
を実現するツールでした。
」

Compose IT 社は、システム統合や
コンサルティングのほかに、総合的ソ
リューションの重要なコンポーネント
も提 供しました。 同 社の Compose
Collection ソフトウェア・モジュールで
ある Dynamic Dashboard、Dynamic
Event Management、Event Routing、
Reports and Visualization には、統
合型ダッシュボードやイベント分類エ
ンジンが装備されているため、ブレー
キンゲ地域評議会は Watson AIOps
システムでイベントをより効果的に管
理できます。

—Compose IT Nordic AB 社 (IBM
ビジネス・パートナー )、セールス・
ディレクター、Peter Håkansson 氏

統合型イベント監視ソ
リューション

Atea 社とCompose IT 社のチームは、
ブレーキンゲ地域評議会の IT インフ
ラストラクチャー部門の担当者やその
他のステークホルダーとの協業を開始
しました。Atea 社は、事前調査の実
施中にこのプロジェクトのリスク、依
存関係、問題点、オポチュニティーを
特定し、ビジネス要件を文書化してい
ました。この詳細なレポートは、実装
チームの実装ロードマップとして大変
役立ちました。

Watson AIOps ソリューションでは、

さまざまな情報源の監視と視覚化を行
い、複数のシステムに関する重要な情
報を得ることができます。Compose
Collection モジュールを使用すると、
それらの情報を分類し、どのアラート
を誰に表示するかを指定することがで
きます。これにより、ユーザーには関
係のある情報だけが表示され、アラー
トとアラームは適切な受信者に送信さ
れます。Watson AIOps の包括的シ

チ ー ム は、Watson AIOps Event
Manager ソリューションを組み込んだ
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「成功要因の 1 つは、お客様と
協業するための事前調査を実
施できたことと、価格よりも価
値を重視したことです。
」

—Atea 社 (IBM ビ ジ ネス・ パ ート
ナー )、プロジェクト・マネージャー、
Anna Trägårdh 氏

ステムに Compose Collection ツール
が加わることで、お客様はドリルダウ
ン機能や強化されたアラーム機能を使
用し、グループの作成やビューのカス
タマイズが可能になります。

Compose IT 社のビジネス開発ディ
レ ク タ ー、Hans Wahlgren 氏 は、
Watson AIOps などの監視ソリュー
ションに動的なイベント管理を組み込
むことの重要性を次のように述べてい
ます。
「このような運用センターにおける目
下の課題の 1 つは、多数のスクリー
ンに数千件のアラームやイベントが表
示されることです。ユーザーは、その
中でどれが本当に重大なイベントなの
かを明確に判断できません。
」現在で
は、対処が必要なイベントとアラーム
だけがユーザーに表示されます。
Atea 社と Compose IT 社の合同チー

ムは、アジャイル方式によるデプロイ
メントを選択し、プロジェクトの進行
に伴って発生するお客様のニーズに適
切に対応していきました。スプリント
期間中の作業で、チームはシステムと
Watson AIOps アプリケーションを統
合してお客様に提供し、フィードバッ
クを受け取りました。2019 年の初夏、
確約どおりこのソリューションの運用

が実際に開始されました。
その後、
チー
ムは秋まで一時的に活動を中断後、
2020 年の初めにプロジェクトの最終
スプリントを終了し、1 年でプロジェク
トを完了しました。

一元的な可視化により
誤警報が減少
Atea 社および Compose IT 社との協
業で Watson AIOps Event Manager

ソリューションを実装した結果、ブレー
キンゲ地域評議会は大量の IT シス
テムを単一のソリューションで監視で
きるようになりました。この全体的な
可視性は、Compose Collection モ
ジュールの動的なイベント管理、ダッ
シュボードの視覚化、イベント・ルー
ティング機能によって強化されます。

地域評議会は、さまざまな役割、ス
テークホルダー、およびそのニーズに
応じたビューを表示することができま
す。ユーザーは地域評議会の施設マッ
プでアラームを視覚化し、グラフィカ
ル・レポートをリアルタイムで表示す
ることができます。
システムの可視性が向上したほか、関
連性や重大度の低いアラートがシステ
ムによって除外されるため、アラーム
数が減少しました。さらに、アラート
とアラームは適切な人物に送信される
ため、アラームの手動処理が削減さ
れ、インシデント対応時間も短縮され
ました。

監視操作を一元化することで、IT イ
ンフラストラクチャー部門の生産性が
向上し、事前対応型の対応ができるよ
うになりました。IT インフラストラク
チャー部門内と各部署間の両方で明
確な役割と責任が設定され、確実な
プロセスとルーチンの開発が進むにつ
れ、さらなる改善が期待されます。

Compose IT 社 の セ ー ル ス・ ディ
レ クタ ー、Peter Håkansson 氏 は
「Watson AIOps Event Manager に
組み込まれた Compose Collection
ソフトウェア・モ ジュール は、 お 客
様にとって申し分のない機能を実現
するツールでした」と述べています。
Compose Collection モジュールは、
Watson AIOps Event Manager アプ
リケーションに事前に組み込まれ、短
時間でカスタマイズと実装ができるた
め、お客様は早期に成果を実感でき
ました。
「お客様は表示の一元化による成果を
目の当たりにしました」と Håkansson
氏は述べています。「システムを増設
するさまざまなオポチュニティーにも
気付かれたのでしょう。お客様は今、
この単一ビュー・システムに統合でき
るものは他にないか検討し始めてい
ます。
」

プロジェクト・チームは、最初に指定
された短期間の運用開始期限を遵守
し、お客様の成果の達成を支援する
ことができました。その主な理由は、

Atea 社がシステム統合で Compose
IT 社と連 携する前 に、 事 前 調 査 を

済ませていたからです。プロジェクト
が開始されたときには、従うべき明
確なロードマップが既にありました。
Trägårdh 氏は「成功要因の 1 つは、
お客様と協業するための事前調査を
実施できたことと、価格よりも価値を
重視したことです」と述べています。

Håkansson 氏は、アジャイル方式が
このプロジェクトのもう 1 つの重要な
成功要因であると考えています。「ま
るで 1 つの会社のようでした。私はク
ライアント、Atea 社、お客様と協力
し合いました。クライアントやサプライ
ヤーなど、プロジェクトでの立場にこ
だわらず、まさに全員が一致団結して
いました。実に快適でした。
」

Trägårdh 氏も同意見です。「私たち
が担当したのは小さな部分でしたが、
早期に成果を収めることができまし
た」
と彼女は話しています。
「Compose
IT、Atea、そしてお客様で構成され
たチームは 1 つのグループのようで、
所属による区別はありませんでした。
このグループで私たちが維持していた
透明性が、もう 1 つの成功要因であ
ると考えています。これは、プロジェ
クト・マネージャーとしての私の意見
であり、このプロジェクトでの総合的
なメリットを実感しています。
」
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ソリューション・コンポー
ネント
• IBM Cloud Pak® for Watson
AIOps

詳細情報はこちら
今回ご紹介した IBM ソリューションについ
て詳しく知りたい場合は、お近くの IBM 担
当員または IBM ビジネス・パートナーに
お問い合わせください。

Atea 社について

IBM ビジネス・パートナーである Atea 社
( 外部リンク ) は、1968 年にスウェーデン
のシスタで創設された、同国の主要 IT 企
業です。「IT でスェーデンを構築する」と

いう同社のモットーには、全国に世界水準
の IT インフラストラクチャーを構築すること
で、よりスマートで革新的なスウェーデンの
基盤を形成する取り組みが反映されていま
す。Atea 社は、顧客の IT 環境の運用お
よび管理を合理化する製品やサービスを専
門に扱っています。顧客との距離を近づけ
るため、同社はスウェーデン国内の 30 カ
所にオフィスを構えています。従業員数は
2,600 人で、そのうち 1,500 人はコンサ
ルタントです。

Compose IT Nordic AB 社について

IBM ビジネス・パートナーである Compose
スウェーデンのストッ
IT 社 ( 外部リンク ) は、
クホルムに本社を置き、IT 運用、IT サー

ビス管理、アプリケーション・パフォーマン
ス管理の分野で 25 年以上にわたってカス
タマイズ・ソリューションおよびサービスを
提供しています。同社は、北欧の公共部門、
民間部門、ならびに大半の業界にサービス
を提供しています。Compose IT 社は、ス
トックホルム、イェブレ、エステルスンドに
オフィスがあり、約 25 人の従業員でおよ
そ 4,000 万スウェーデン・クローナを売り
上げています。

