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損保ジャパン日本興亜の
革新的取り組みの軌跡
多くの企業が、ビジネス変革に耐えうる基盤を作るべく、長年使い
続けた情報システムの刷新に取り組んでいます。この「モダナイ
ゼーション」には、複雑化したシステムへの対応、新たなテクノロ
ジーの有効活用といった、超えるべき課題が存在します。損保業
界のリーダー企業、損保ジャパン日本興亜は、Java EE 7を採用
し、業務システムの再構築を通じたマイクロサービス化を実現しま
した。この革新的取り組みの軌跡から、モダナイゼーションのポイ
ントを解説します。
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損保ジャパン日本興亜は、グローバルトップ10水準の損害保険会社になる
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ま す。これ にとも な い、基 幹 システムをCOBOL か らJavaへ、アー キ
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ことを目指し、10年先を見据えた「未来革新プロジェクト」に取り組んでい
テ クチ ャー を モ ノリシック(Monolith)な も の か ら、マイクロ サ ー ビ ス
(Microservices)を中心としたものに変更しました。そこには信頼性と俊敏
性を備えたシステムの構築という狙いがあります。
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マイクロサービスとは何か？
そして、その本質とは
マイクロサービスとは、個別に独立した機能がつながることで1つの処理を
実 現するアーキテクチャーのことです。
「Monolith to Microservices」
は、ユーザーインターフェース(UI)、ビジネスロジック、データサービスなど
が一枚岩のアーキテクチャーとして構成されていたものを、それぞれが1つ
1つ機能を持ったマイクロサービスとして再構築するという取り組みです。
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一般的なマイクロサービスのイメージ
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システム刷新の2つのコンセプト
「Reliability」と「Agility」

MICROSERVICES ARCHITECTURE

システム刷新では、保守と革新の要素の盛り込みかたについて検討が

User Interface

User Interface

行われました。システム刷新の背景には「VUCA」への対策がありまし
た。VUCAとは「Volatilit y(変 動 性)」
「 Uncer taint y(不 確実性)」

Microservices

「Complexity(複雑性)「Ambiguity(曖昧性)」の頭文字からなり、未
来は簡単には予測できないことを示しています。
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予測できないという特徴を備えた未来に対し、自社が持っている保守
Microservices

Microservices

Microservices
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性と革新性をかけ合わせる、つまりは歴史とともに積み上げてきたシス
テムに対し、どのように新しいテクノロジーを融合させるか。ここから
生まれたのが2つのコンセプト「Reliability(信頼性)」と「Agility(俊敏
性)」です。
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3S Simple, Slim, Speedy

かつてうたわれていたマイクロサービスのメリットは、
「疎結合化による
保守コストの削減」
「テスト削減などによる開発速度の向上」
「各種メ
リットを享受することによるビジネスの加速」などでした。しかし、実際
には「ミッションクリティカルであるエンタープライズとの相性」
「開発

CRM

現場における曖昧さによる混乱」
「インテグレーションスパゲティなどの

Claim

"Microservices HELL(マイクロサービス地獄)"」という課題や懸念

Policy
System
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があったのも事実です。
そのため、マイクロサービスの導入について正しく判断するには、
「マイ
クロサービスの本質とは何か」を知ることが必要です。

Contract

損保ジャパン日本興亜は、マイクロサービスの本質を「サイズ」
「結合

BI

度」
「境界」という3つの観点から掘り下げています。導入自体が目的化
しないためにも、ビジネス上のメリットを享受するために何を知ってお

Agility

くべきかを考えることは欠かせません。

Easy to Connect

"保守"と"革新"、システム刷新のコンセプト、新アプリケーション概要と
いう、3つの観点から、損保ジャパン日本興亜がどのような判断のもとで、
Java EE 7とマイクロサービスの導入に取り組んだのかを解説します。

Big Data

トラディショナルな企業が
革新的な事業に取り組む意義
損保ジャパン日本興亜は損害保険分野で、国内マーケットシェアが約
26.7%でトップであると同時に、創業1888年という歴史ある保険会社
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of
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System

AI

でもあります。そのような企業が「保険の先へ、挑む(Innovation for
Wellbeing)」というブランドスローガンを掲げ、革新的な取り組みに力
を入れている状況は、“保守” と “革新” という、相反するように見える2
つのゴールを目指すことを意味しています。歴史あるトラディショナル

Reliability(信頼性)は、System of Record(SoR)、つまり、データを記

な企業でありながら、革新的な事業にも積極的に取り組んでいく、その

録する分野を主に対象としています。SoRの分野では、顧客管理(CRM)

理念がシステム刷新の取り組みにもつながっています。

や取引管理(Contract)、分析機能(BI)、ポリシー管理(Policy)などのシス
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テムが存在し、関連するさまざまなデータが存在します。こうしたシス

削減につなげます。Simple、Slim、Speedyの"3S"をまさに実現する

テムについては「Simple、Slim、Speedy」という"3S"の特徴を備え、

ものです。

予測できない未来を見据えた信頼性を持つシステムの構築を目指しま

New Architecture

した。
Agility(柔軟 性)は、System of Engagement(SoE)と呼ばれる顧 客
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System

と直接対峙する領域を対象としたもので、システムとしては、ビッグ
データやIoT、AI、フロントシステムなどが存在します。こうした顧客と
直接対峙する分野で必要となるのは、SoRと隣合わせに配置して、簡単

Policy View
Policy
Management

Agent

れることで、取り組みに柔軟性が生まれ、それがビジネスの俊敏性を向

Sales Support

上させます。これらを踏まえて、損保ジャパン日本興亜はアプリケー
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ション開発を進めていきました。
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にAPIでつなげられるようにすることです。
この簡単につながる仕組み(Easy to Connect)により両分野が接続さ
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アーキテクチャー変更で解決した
3つの課題
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損保ジャパン日本興亜は複数回の統合合併を経験しており、現行シス
テムもその歴史を反映したものでした。システムに対しては、顧客や代
理店担当者、営業担当者、バックオフィス担当者、コールセンタースタッ
フなどさまざまな役割を持った人間がアクセスします。しかし、システ

Java EE 7と
WebSphere Liberty採用の理由は

ムが複数に分かれているため、システムごとにデータとバッチ処理が必
要とされていたのです。

Java EE 7を決断した背景には、ポピュラリティー (世間に広まってい

システムが持つ課題は3つありました。1つめは、機能の課題です。さま

る)、後方互換性、機能性という3つの要因があります。Javaは汎用的

ざまな機能が重複し、それを保守する作業も重複が発生していました。

な言語であるため、情報の収集が容易で、エンジニアが豊富であるとい

2つめは、データベースの課題です。システムごとにデータベースが存

う特徴を持っています。

在するため、データは重複し、非正規形で保存されていました。3つめ

また、古い仕様もサポートするJavaは、急な仕様変更によりアップデー

はバックエンドの課題です。バッチが肥大化し、処理に時間がかかって

ト作業を強いられることが稀という後方互換性により、エンタープライ

いました。また、密結合されていたため、バックエンドに修正が入るた

ズの信頼性が必要なシステムに適用しやすくなります。

びにデータベースを修正する必要がありました。

機能性の点では、Webシステムを作るためのJSF(JavaServer Faces)

上記3つのレイヤーそれぞれに対してソリューションを適用できるアー

や、疎 結合システムを可能にするCDI(Contexts and Dependency

キテクチャーが必要になります。機能については、シングルライン化を

Injection)、データベースアクセスを容易にするJPA(Java Persistence

図りました。これまでは顧客や代理店などの担当者はさまざまなシステ

API)など有用な機能が揃っています。適用したいコンポーネントを自

ムにアクセスしていましたが、これを1つのシステムにアクセスできるよ

由に適用できることが、実現の幅を広げます。

うに改修し、重複の排除と保守工数の削減を実現しました。

VUCAの時代にあって進化し続けられること、信頼性と俊敏性の両方

データベースは、保険業務にあわせて正規化することで重複が排除さ

を兼ね備えていたのがJava EE 7でした。

れ、バックエンドに対してもデータを簡単にレプリケーションできること

Java EE 7を利用する上で必須となるアプリケーションサーバーには

を目指しています。

IBMが提供するWebSphere Libertyを採用しています。WebSphere

バックエンドでは、このレプリケーションを使い、データベースへのアク

Libertyの選択には、Java EE 7を完全にサポートしており、8年連続

セスを直接参照からレプリカ参照に変えました。これによりシステムが

国内シェアNo.1という実績を持つ信頼性を考慮しました。俊敏性につ

疎結合になり、一方の修正作業がもう一方に影響を与えるケースが限

いても、カーネルアーキテクチャーにより、1つ1つのモジュールが独立

定的となりました。

しているため、起動時間が短く、追加対応をすばやく実施できることが

このようにして3つのレイヤーにソリューションを適 用し、営業 店の

メリットでした。さらに、マイクロサービスやコンテナー、OSSへの対応

BPR(業務プロセス改革)をあわせて実施することで、作業時間の54%

の早さも評価されたポイントです。
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マイクロサービスアーキテクチャー
採用の経緯

企業の革新を支える
IBMのテクノロジーとソリューション

マイクロサービスについては、
「サイズ」
「結合度」
「境界」のうち、どれが

損保ジャパン日本興亜のモダナイゼーションで採用されたJava EE 7

本質的な要素なのかが検討されました。

やマイクロサービスを支えるインフラストラクチャーの俊敏性を高める

サイズを検討するには「再利用性」を考慮する必要があります。例え

技術としてコンテナー技術があります。

ば、損保のシステムの一部を生保など他のシステムに流用できるように

コンテナー技術については、Linuxコンテナー環境を提供するDocker

するには、共通機能と損保固有の機能という複数の機能を持ったアプ

と、多数のコンテナーを統合管理するオーケストレーションツールの

リケーションでは適合性が低く、再利用性を高めるためには単一機能

Kubernetesがデファクトスタンダードとなっており、そのメリットとし

にすることが求められます。これにより、開発速度やビジネス速度の向

ては、リソース効率が良いこと、ポータビリティー (移行の容易性)があ

上も期待できます。ただし、単一機能の場合、開発効率が落ちるケース

ること、環境の起動が早いことなどが挙げられます。

や、組織体制と合わない場合があります(コンウェイの法則)。サイズ

コンテナー環境を活用すると、開発テスト環境で作成したDockerイ

は、プロジェクト、機能、顧客、戦略などといった特性を見極めた上で決

メージを検証環境や本番環境にそのまま移行することが可能になりま

定することが重要で、それが再利用性を押し上げます。

す。また、クラウド環境での災害対策を行うことも容易となります。

結合度でのキーワードは「保守性」です。密結合に比べて疎結合は保

IBMでは、大きく2つのコンテナー環境を提供しています。1つは、パブ

守における開発効率が高く、テストもしやすいというメリットがありま

リック・クラウドでサービスとして提供されるコンテナー環境である

す。しかし、疎結合では、通信の発生により処理速度が遅くなりやす

「IBM Cloud Kubernetes Service」。もう1つは、オンプレミスに導

く、また初期開発が難しいという課題もあります。損保ジャパン日本興

入し、コンテナー環境を構築・運用する統合ソフトウェア「IBM Cloud

亜が出した答えは、速度や顧客の要件、機能上の特性を見ながら、最適

Private」です。

な結合度を選択するというアプローチです。処理の速さを求める場合

IBM Cloud Privateは、コンテナー技術とオープン・テクノロジーを

は密結合、保守開発の速さを求める場合は疎結合というように機能ご

ベースに企業の次世代システム基盤に必要となる技術を統合、包括的

との比較衡量を行い、保守効率とシステム性能のバランスを最適化した

に提供します。これらを活用することで、企業の革新的な取り組みを支

のです。

えています。

「独立性」の考慮も欠かせません。境界が曖昧だと、アジャイル開発や
DevOpsのような組織の独立を前提とする取り組みの足かせになりや
すく、厳密な境界を設けることでリリース速度を高速化できます。ただ
し、境界を厳密にすると、組織活動が特定の範囲に閉じてノウハウ共有
が難しくなり、ユーザー体験の一貫性を保ちにくい (C4 Modelが適用
しにくい)という課題もあります。これに対しては、全体に適用する場合
と個別に適用する場合の対象を明確化することで、組織力と個々の独
立性(リリース速度)を両立させることが必要です。
3つの要素について検討を進めると、マイクロサービスのサイズ、結合
度、境界はいずれも本質的な側面を持っていることがわかります。どれ
か1つの型にはめた適用は適していません。理論をそのまま「開発デザ
イン」に適用するのではなく、理論を生かしながら「開発プロセス」に
適用することがポイントです。
今回、損保ジャパン日本興亜は大規模なシステムの刷新に取り組んで
きました。その軌跡からは、システムのモダナイゼーションについて、革
新的なアーキテクチャーの導入が成功を約束するものではなく、アー
キテクチャーを思考の補助線と捉え、自社の特性にあわせたバランス
の良い適用が成功への近道である。そう読み解くことができます。
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