お客様事例

株式会社日本総合研究所
SMBC グループの
DX 推進を支える
デジタルプラットフォームの
効率的な監視／テストを

Instana で実現

製品・サービス・技術情報

・IBM Observability by Instana APM

株式会社日本総合研究所（以下、日本総研）は、三井住友フィナンシャルグループ（以下、SMBC グループ）が進める
デジタル変革（DX）の中で社内外に提供する各種サービスの IT 基盤として
「デジタルサービスプラットフォーム」を
2020年12月より運用しています。パブリッククラウド上に構築された同プラットフォームの立ち上げに際して課題と
なったのが、Red Hat OpenShiftなどのコンテナ技術などを活用したクラウドネイティブ環境の運用監視を、いかに
効率的に行うかということでした。同社は主要なツールを比較検討した末、導入や監視設定が容易で競合ツール
と比較して低コストな「IBM Observability by Instana APM」
を採用。三井住友銀行が開発を進める温室効果ガス
（GHG）排出量可視化サービス
「Sustana（サスタナ）」
などが稼働するデジタルサービスプラットフォームの効率的な
監視を実現したほか、サービス開発段階におけるアプリケーションの負荷テストでも活用し、ボトルネックの迅速な
特定に役立てています。

課題

ソリューション

効果

・ パブリッククラウド上にRed Hat OpenShiftなどのコンテナ技術を利用して構築した
デジタルサービスプラットフォーム上のクラウドネイティブ環境の運用監視を効率的に行う
・ クラウドネイティブ対応運用監視ツールとして、オンプレミス版に加えてSaaS 版が提供され、
導入や監視設定が容易でシンプルな料金体系の IBM Observability by Instana APM を採用
・ Instanaにより、クラウドネイティブ環境の効率的な運用監視を実現
・ Webアプリケーション開発時の負荷テストでもInstana を活用し、ボトルネックを迅速に特定
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SMBCグループの DX 推進基盤となる
クラウドネイティブ環境の運用監視が課題に
SMBCグループの総合情報サービス企業として、シンクタンク、

コンテナ・サービス「Red Hat OpenShift Dedicated」を、

コンサルティング、IT ソリューションの3つの 機能により、

モバイル・アプリケーション用の環境として Google Cloud

グループ各社のビジネスを根幹から支えている日本総研。

Platform（GCP）上で Firebase を利用しています。

同社の DX システム開発部では現在、SMBC グループが DX

このデジタルサービスプラットフォームの立ち上げに際して、

の一環として社内外への提供を始めたデジタル・サービスや

大きな課題となったのが AWS 上のコンテナ環境で動作する

モバイル・アプリケーションの基盤としてデジタルサービス

Web アプリケーションの運用監視でした。それまで日本総研

プラットフォームを運用しています。

が運用してきたオンプレミスのシステムとは異なり、コンテナ

デジタルサービスプラットフォームの大きな特徴は、アプリ

技術などを使ったクラウドネイティブなアプリケーションは

ケーションの開発からテスト、本番まで、全ての環境をパブ

開発開始からローンチまでの期間が数カ月と短く、その間に

リッククラウド上に置いている点です。その理由について、

開発、テスト、リリースまでの作業をスピーディーに行います。

日本総研の SMBC グループ向けシステムを管轄する部門と

「従来のシステムは監視設定を行うだけでも多くの時間が

して唯一、パブリッククラウド上のシステム開発／運用を担当

かかり、監視ツールに設定するパラメーター値を決めて運用

する組織として2019年に発足した DXシステム開発部 次長の

管理部門に申請し、1カ月に一度の更新タイミングで運用

吉田 孝太郎氏は次のように説明します。

に組み込んでもらっていました。それと比べると、クラウドの

「金融機関が抱えるオンプレミスの膨大なシステムは運用保守

世界はスピード感が 全く異なります」とDX システム開発部

に莫大なコストがかかり、DX 推進のための新たな試みへの

部長代理の林﨑 誠氏は話します。

投資余力を削がれてしまうという問題があります。そのような

これまでとは監視の対象も異なります。レガシーなシステムの

技術負債を作らずに IT を活用していく目的でパブリッククラ

監視ツールでは、主にリソース使用量やエラー・メッセージ、

ウドの活用に力を入れています。クラウドのイノベーティブな

プロセスが正常に動作しているかといったことを監視しますが、

技術を取り込み、それを使いこなす新たなメンバーを組織に

「クラウドではサービスの稼働状況やレスポンス性能など、

迎えることで、新しい考え方を生み出し、これまでにない効率

アプリケーションの動作をより細かく見なければなりません」

的かつスピーディーな開発や運用を実現していこうという

（吉田氏）。

狙いもあります」
（吉田氏）

日本総研は、このようなクラウドネイティブ環境に特有の

デジタルサービスプラットフォームでは現在、Webアプリケー

監視に対応したツールの活用が必要だと考え、2020年4月

ション用の環境として Amazon Web Services（ AWS）上で

よりソリューションの選定を開始します。

導入や監視設定が容易で
競合ツールと比べてコスト効果の高い Instana を採用
クラウドネイティブ対応運用監視ツールの選定に際して、日本

これらの要件を基に主要なツールを比較検討した末、日本

総研は「コンテナ上のシステムの状況をわかりやすく可視化

総研は2020年6月に
「IBM Observability by Instana APM」

して効率的に監視できる」
「 自動化などによって運用監視の

の採用を決めました。その理由の1つとして、林﨑氏は「導入

工数を削減できる」
「 導入が容易である」
「 問題発生時にスピー

の容易さ」
を挙げます。

ディーあるいは自動的な対応を実現できる」
といった要件に

「プラットフォームの立ち上げ当初はクラウドに関する私たち

加えて、
「SaaS 型でサービスとして利用できる」
ことを掲げます。

の経験が浅いこともあり、簡単に導入できることが重要でした。

「私たちの運用負担を軽減するために、自前のインフラや運用

Instana は他のクラウド監視ツールと比べて導入が非常に

管理が不要な SaaS 型のツールであることが必須でした」と

容易だと感じました」
（林﨑氏）

吉田氏は振り返ります。
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初期導入時のみならず、アプリケーションを新たに追加した

しています。
「クラウドはリソースが安いため、ついメモリーや

際の監視設定も簡単です。

CPU をたくさん搭載しがちですが、監視ツールがリソース

「試しに Instana を初めて触るメンバーだけでドキュメント

単位の課金だとそちらのライセンス料が膨らんで本末転倒と

を見ながら監視設定を行ってみました。と言っても、各ノード

なります。Instana はその心配がないことも大きな利点だと

にエージェントを入れるための YAML を書くだけです。これ

感じました」
と吉田氏は話します。

も雛型ファイルの必要個所に記入するだけで済 みました」

こうして Instana の 採用 を 決 め た 日本総研 は、AWS 上 の

（林﨑氏）

Red Hat OpenShift Dedicated によるコンテナ環境を対象

シンプルな料金体系でコストが膨れ上がらない点も魅力でした。

に2020年9月より導入を開始。デジタルサービスプラット

CPUコアやメモリー単位で利用料金が設定されている他の

フォームとともに同年12月より運用を開始しました。

ツールとは異なり、Instana はノード単位の課金方式を採用

Instanaで効率的な運用監視を実現。
開発時の負荷テストでもボトルネック特定に活用
デジタルサービスプラットフォーム では現在、企業の国内拠点

Sustanaはリリース後も順次、機能を拡張していく予定であり、

の GHG 排出量を可視化するサービスである Sustana などを

本番環境における稼働監視だけでなく、機能を追加した際の

運用しています。いずれもフロントエンド部とバックエンド

負荷テストでもInstana が活躍しそうです。

部のそれぞれについて開発、テスト、ステージング、本番の

また、デジタルサービスプラットフォームでは今後も新たなサー

4環境を持ち、全てのアプリケーションを Instanaで監視して

ビスの追加が計画されており、吉田氏は「それらのパフォー

います。

マンス監視を行うスタンダードなツールとしてInstana を活用

Instana により、複雑なクラウドネイティブ環境がわかりや

していきたい」
と語るとともに、同プラットフォームの発展に

すくリアルタイムに可視化され、監視画面をドリルダウンして

対する IBM の貢献にも期待を寄せます。

いくことでコンポーネント間の関係性が容易に把握できます。

「IBMとはレガシー・システムにおけるシステム・インテグレー

トラブルシューティングが迅速化されるほか、監視によるオー

ションでの付き合いが長く、Instana のような先進的なツール

バーヘッドが極めて低くシステムに負担がかからないこと、

での関係は始まったばかりです。今後も私たちの DX 推進に

本番環境の監視だけでなく、アプリケーション開発時の負荷

役立つソリューションがありましたら、ぜひご紹介いただき

テストでも使えることを日本総研は高く評価しています。

たいですね」
（吉田氏）

「Sustana は12月よりトライアル提供を予定しており、現在

SMBC グループの DX を促進するデジタルサービスプラット

（2021年11月の取材時）はそれに向けて負荷テストを行って

フォームの安定稼働を、Instana が支えていきます。

いる最中ですが、そこでも Instana を活用しています。負荷
テストツールで大量のリクエストを発行して負荷をかけ、レス
ポンスが遅い場合はどこの処理で時間がかかっているのか
を Instana で確認するといった具合です。処理内容を時系列
で追えるので、どこがボトルネックになっているのかがすぐに
わかります」
（林﨑氏）
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お客様の声
クラウドはリソースが安いため、ついメモリーや CPU を

Webアプリケーションの負荷テストでもInstana を活用し、

たくさん搭載しがちですが、監視ツールがリソース単位の

レスポンスが 遅い場合はどこの処理で時間が かかって

課金だとそちらのライセンス料が膨らんで本末転倒となり

いるのかを確認しています。処理内容を時系列で追える

ます。Instana はノード単位のため、その心配がないこと

ので、どこがボトルネックになっているのかがすぐにわか

も大きな利点だと感じました。

ります。
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次長
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シンクタンク、
コンサルティング、ITソリューションの3つの機能を持つ総合情報サービス企業。
「新たな顧客価値の共創」
を基本理念とし、
課題の発見、問題解決のための具体的な提案と、
その実行支援を行っている。IT を基盤とする戦略的情報システムの企画／構築、
アウト
ソーシング・サービスの提供をはじめ、経営戦略／行政改革などのコンサルティング、内外経済の調査分析／政策提言などの発信、新たな
事業を創出するインキュベーションまで、多岐にわたる企業活動を展開している。
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