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Step1.
アプリケーションの
作成

るようになります（図 2 ）。このように、普
段とは違うプログラム言語でもアプリケー
ションを作ることに気軽にトライすることが
できます。
アプリケーションを開発する場合、アク
セスするデータベースやID管理の要件を
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サービスの追加
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BlueMixが提供しているサービスと連携
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図 1. BlueMix UIでのアプリケーション作成、サービス追加

アプリケーションの実行

のサービスと連携することで、アプリケー
ションの機能拡張を迅速かつ効率的に行
えます。データベースの専門要員を手配
実行ボタンをクリック

する必要もありません。また、複数のサー
ビスを組み合わせることで、さらにアプリ
ケーションの拡張性が高まります。
●継続的、反復的なアプリケーション更新
Eclipseで開発したアプリケーションを

アプリケーション名

ランタイム情報

実行環境ステータス

アクションボタン(左から、起動・停止、実行、削除)

図 2. BlueMix UIのダッシュボード画面

手軽にBlueMix上にアップロードして検証
することができます。修正した内容の動作
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ビジネス成長を支える
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アプリケーションをアップロードする方法
にはいくつかありますが、本コラムでは代

動作検証から見る
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客接点でお客様のニーズを満たし頻繁に
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●アプリケーション実行環境の迅速な構築

利用してもらう必要があります。そのため

らデプロイする方法です（図 5 ）。Cloud

開発者でも容易に実行環境を構築できる

には、頻繁なアプリケーションの更新・改

FoundryのEclipseプラグインを開発者の
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不要になり、開発に専念できるようになりま
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が、ビジネスの成長に大きく影響する時代
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作業から解放され、生産性が高まります。

だということです。この大きな変化に対応す

●サービス連携による拡張性の高い

る取り組みとして、ぜひBlueMixを活用し

作成したアプリケーションを画面上でド
ラッグ・ドロップすると、サーバーにアッ

アプリケーション開発

プロードするアプリケーションの詳細情

あらかじめ用意されたデータベースなど

た開発・運用体制をご検討ください。

Step1.アプリケーションの開発
Step2.BlueMixサーバーへの接続

Step3-1.アプリケーション名の指定
ドラッグ後、設定画面がポップアップ

Step3-2.ホスト名、
ドメイン名、
メモリー・サイズの指定

1.開発した
アプリケーション

3.ドラッグして
デプロイ

図 3. MongoDBの接続情報

図 4. VCAP_SERVICESの活用例

2.BlueMix
サーバーへの接続

Step3-3.サービス名の選択

図 5. Eclipse IDEでのアプリケーション・デプロイ
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