クラウドネイティブで構築
一度つくれば、どこでも動く
クラウドネイティブで構築するアプローチは、開発、スピード、
パフォーマンスを向上させると同時に、レガシー・システムよりも
高い柔軟性を実現します。クラウドネイティブ開発は迅速な
イノベーションを推進します。
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クラウドネイティブとは

クラウドに向けたアプリケーションを作成するための
アジャイルなアプローチです。

クラウドネイティブ・
アプリケーションを構築する理由
企業がビジネスの新たな価値を構築、反復、
提供できるようにします。

クラウドネイティブへの第一歩:
戦略的アプローチ

アプリケーションを革新するためのより迅速な道筋を策定します。

IBM Garage: クラウドネイティブの
文化を支えるメソッド
それぞれの企業にあったクラウド・ジャーニーを作成する、
IBM の方法論を詳しく説明します。

まとめ

クラウドネイティブを導入により、アプリケーション開発の効率、
生産性、スピードを向上します。
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クラウドネイティブで構築:
一度つくれば、どこでも動く

クラウドネイティブとは
クラウドネイティブのアプリケーション開発は、クラウドの
柔軟性と拡張性を生かして新しいアプリケーションを開発
するためのアジャイルなアプローチです。クラウドネイティブ・
アプリケーションは従来のモノリシックなアプリケーション
とは異なり、マイクロサービスと呼ばれる、クラウド環境に
展開されている複数の独立した要素を使って構築されます。
このアプローチの利用により、ソフトウェア開発チームは
新しい機能をスピーディーに追加できます。
コンテナにパッケージされたサービスで構築された
アプリケーションの開発、マイクロサービスとしての展開、
アジャイルなプロセスを用いた弾力性のある
インフラストラクチャー上での管理には、
クラウドネイティブなテクノロジーが使用されます。

このように、クラウドネイティブでの構築によって、
開発者は手のかかるモノリシックなアプリケーションを
扱う代わりに、マイクロサービスを組み合わせてより
大きく完全なアプリケーションを作成できるだけでなく、
マイクロサービスを個別に更新および保守
できるようになります。このような独立性により、
開発者はアプリケーション本体の機能を損なったり、
開発を遅らせたりすることなく、機能を追加、改良、
ロールバックできます。
コンテナ基盤のアプリケーション開発の現場

アプリケーションは、アプリケーションを 1 つの単位として
開発、更新、改修する「モノリシック」なアーキテクチャー
によってではなく、それらをマイクロサービス (単独の
サービスを実行し、アプリケーション・プログラミング・
インターフェイス (API) を通じて相互に通信できる小さい
アプリケーション) として構築できます。マイクロサービスは
それぞれ 1 つのビジネス機能しか実行しません。
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クラウドネイティブ・
アプリケーションを構築する理由

クラウドネイティブへの第一歩:
戦略的アプローチ

このアプローチの導入には幅広いメリットがあります。

新たに構築する場合:
現在のモノリシック・アプリケーションを扱うよりも、
クラウドネイティブ開発のプラクティスを利用して新しい
アプリケーションを開発する方が簡単な場合もあります。新規に
構築する理由はさまざまで、企業文化、認識されているリスク、
コンプライアンス上の制約などが要因として挙げられます。
新しいアプリケーションを構築する場合、開発者は過去の設計上の
制約を受けることなく、革新的なテクノロジーをユーザーに提供
したり、さまざまな試行をしたりすることができます。

クラウドネイティブのアーキテクチャーとアプリケーションは、
サービス開始までの時間短縮、拡張性、より優れたカスタマー・
エクスペリエンス、管理のしやすさ、コンテナ化とクラウド標準技術の
採用によるコストの削減、ベンダーロックインのないより信頼
できるシステムなどを実現します。

AI、モノのインターネット (IoT)、
クラウドネイティブ・
アプリケーションは迅速に展開し、 アナリティクス、ブロックチェーン
需要に応じて拡大縮小できます。 などの先進テクノロジーにより、
アプリケーションの機能を強化
できます。

クラウドネイティブ・
アプリケーションは、アジャイル
および DevOps プロセスを採用し
反復して改善が行われるため、
従来型のモノリシックな
アプリケーションよりも容易に
管理できます。

改善は負担なく行うことができ、
システム停止や利用者の
エクスペリエンスの混乱を
引き起こすことはありません。
規模の拡大縮小をより簡単に
行えることが実証されています。

今後 3 年で、約 4 分の 3 の非クラウド・アプリケーションがクラウドに
移行すると予測されています。1 しかし、クラウドネイティブ・
アプリケーション開発に進むには、いくつかの決定すべき点があります。
例えば、既存のアプリケーションをモダナイズするのか、それとも
新しいアプリケーションを構築するのかです。

モダナイズする場合:
多くの場合、新しいアプリケーションをスクラッチで書く必要は
ありません。既存のアプリケーションをモダナイズすれば、
クラウドの俊敏性、柔軟性、拡張性を生かしつつ、これまでの投資と
ビジネス・ロジックを利用できます。コンテナ化、拡張、分解、
リファクタリングのいずれの方法でも、従来型のモノリシックな
アプリケーションをクラウドネイティブ・アプリケーションに更新
できます。
クラウドネイティブ・アプリケーションを新たに作成する場合も、
また既存のアプリケーションをモダナイズする場合も、開発者は
以下のような一貫した原則に従います。

マイクロサービス・アーキテクチャーのアプローチに従う:
停止させることなくアプリケーションを段階的、自動的、かつ
継続的に改善できるよう、アプリケーションをマイクロサービスに
まで分解します。

コンテナを利用して柔軟性と拡張性を最大化する:
コンテナは、ソフトウェアが場所を問わずに実行できるよう、すべての
コードと依存関係もまとめて一緒にパッケージします。これによって
ハイブリッドクラウド環境における柔軟性と移植性を最大限に
高まります。コンテナはKubernetesを使用することにより、
スピーディーに規模を拡大縮小することもできます。

アジャイル手法を導入する:
アジャイル手法は、プロセスの作成と改良をスピードアップします。
開発者はユーザーのフィードバックに基づいて更新を素早く繰り返し、
現行のアプリケーション・バージョンを可能な限りエンド・ユーザーの
期待に沿うものにします。
クラウドネイティブ・アプリケーションを正しい手順に沿って構築
することは、ときには困難な作業となります。アプリケーションと
ワークロードを最適な場所で実行できるようにするために、
パブリッククラウドおよびプライベートクラウド用のコンテナ・
インフラストラクチャーである Kubernetes を効果的に導入する
必要があります。
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IBM Garage:
クラウドネイティブの文化を
支えるメソッド

スキル・ギャップが原因で、75% を超える企業がデジタル・
ディスラプションを体験すると予想されています。2
入手しうる最善の自動化ツールを導入したとしても、
そのツールを使用するのに必要なプロセスを理解
していなければ、その導入によるメリットを享受
することは難しいと言えます。

開発チームには、クラウドネイティブ・アプリケーションの
構築に関するコンサルティングの専門知識を備えた
パートナーと、実際のビジネス・ニーズを解決する
アプリケーションを設計・構築できる、イノベーションの
ための拠点が必要です。また、より速く動いて
コンセプトを作成し、よりスマートに仕事し、働き方を
根本から強化することのできる文化が必要です。

まとめ: 「クラウドネイティブで
構築」という必然性
チームがそのツール、手法、文化においてクラウドネイティブで
構築するアプローチに従えば、効率性と生産性が高まり、
データ・セキュリティーが改善されて、ユーザー満足度も
向上します。
さまざまな業界で市場をリードする企業は、
クラウドネイティブを既にそのアーキテクチャー、
プラクティス、テクノロジーに導入しています。今
求めらているのは、創造的破壊、行動と意欲です。
速やかに高い業績を生み出すエクスペリエンスの創造を
始めるのは、今しかありません。
今すぐ始める

このすべてが IBM Garage Method を通じて提供されます。
これはエンドツーエンドのサービスの方法論であり、
お客様がクラウド・ジャーニーを順調に進んでいくための、
反復可能で安全な、信頼できる道筋を定義しています。
これによって企業は、その企業に最適なパブリック、
プライベート、ハイブリッドの各クラウドに、
アプリケーションをより円滑に移行、モダナイズ、構築し、
それらを効率的に管理できるようなります。
IBM Garage を利用することで、企業は確固とした変革を
スタートアップ企業並みのスピードと大企業並みの
規模で進めることができ、チームは IBM のエキスパートと
肩を並べて共同でクラウドネイティブ・
アプリケーションを作成することにより新しいスキルを
身に着けることができます。
IBM Garage の活用
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その他の参照
リソース

妥協のないクラウド
高い柔軟性と移植性を実現するプラットフォームで、
迅速かつ確実に構築できます。

今すぐ始める
190 を超える独自のサービスを使って、
今すぐ構築を開始できます。

アプリケーションの革新性を高める
アプリケーションをモダナイズし、イノベーションを
迅速に進める方法をご覧ください。
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