アプリケーション・
モダナイゼーションの基本

アプリケーション・モダナイゼーションとは何なのか。なぜ、いま必要とされるのか。本ホワイトペーパーでは、その基本から実現に
向けたロードマップ、ソリューション、アーキテクチャーの概要までを紹介する。

“2025 年の崖 ” 克服に向けた IT システムの方向性

今、ビジネスの最前線で話題に上っているのが「2025 年の崖」

たりなどの理由で複雑化、ブラックボックス化している。たとえ経営

という言葉である。経済産業省は、
「デジタルトランスフォーメー

者が DX を望んでも、課題を解決しなくてはならず、そのためには業

ションレポート〜 IT システム『2025 年の崖』の克服と DX の本

務自体の見直し、すなわち経営改革を求められる。一方で、現場サ

※１

格的な展開〜」 を発表した。

イドの抵抗も大きく、いかにこれを実行するかが課題となっている。

これによると、多くの経営者が、将来の成長、競争力強化のため

こうした課題を克服できないと、DX が実現できないだけでなく、

に、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出

2025 年以降、年間で最大 12 兆円、現在の約 3 倍の経済損失が

し、柔軟に改変するデジタル・トランスフォーメーション（以下、

生じる可能性がある。それが 2025 年の崖である。では、2025

DX）の必要性を理解しているという。

年の崖を、逆に飛躍のきっかけにするには何が必要なのか ( 図 1)。

だが、既存システムの多くは、事業部門ごとに構築されて全社横断

※１：IT システム
「2025 年の崖」
の克服と DX の本格的な展開（経済産業省）

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_
transformation/20180907_report.html

的なデータ活用ができなかったり、過剰なカスタマイズがなされてい
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( ラン・ザ・ビジネス : バリュー・アップ )

クラウドや共通基盤への投資活性化
技術的負債の解消
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Connected Industry の深化⇒実質 GDP130 兆円の押し上げ
図１ 2025 年の崖を飛躍のきっかけにするには

DX レポート〜 IT システム「2025 年の崖」の克服と DX の本格的な展開〜）

（出典：経済産業省 . デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会 2018 年 9 月 7 日発行
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アプリケーション・モダナイゼーションの進め方

2025 年の崖を飛躍のきっかけにするために技術面で重要

組み合わせて、短期間で米国のタクシー業界を震撼させる

なのが、クラウド・ネイティブ・コンピューティングだ。そして、

仕組みを構築したことで知られる。こうした事例が「破壊的

クラウドにネイティブなアプリケーションを実現するアプリ

イノベーション」として取り上げられ、その中核技術として

ケーション・モダナイゼーションの技術的要素が「マイクロ

マイクロサービスが注目されている。

サービス」である。 DX の実現には、新たなアイデアや市場
環境の変化をとらえビジネスにつなげるために、アプリケー

マイクロサービス化への具体的な戦略として、最も重要なのが

ションをいかに柔軟かつすばやく構築できるかが鍵となって

「リフト＆シフト」だ ( 図 2) 。 IT リソースをまずはモノリス

いる。これまでの基幹系システムが苦手としていた変化への

なままクラウド型へと移行（リフト）し、そこからさらに、ク

対応力が、マイクロサービスは非常に優れており、従来型

ラウドの長所を最大限に生かせる分散型のクラウド・ネイティ

のモノリシック（一枚岩）なシステムを、いかにマイクロサー

ブ・アプリへと進化（シフト）させるやり方である。

ビス化するかがポイントとなるのである。
クラウド・ネイティブ・アプリに移行できれば、クラウド基
マイクロサービスとは、 RestfulAPI などを介し、小さな複

盤を最大限に活用することで、 DevOps を前提にした素早

数のサービスをつなぎ、 1 つの大きなサービスを構 築する

いアプリケーションの開発とリリース、柔軟なアプリケーショ

手法のことで、 Uber が配車や GPS など細かなサービスを

ンの変更といった自由度が格段に高まる。

クラウド・イネーブルド・アプリにモダン化

<< モノリス >>
クラウド・イネーブルド・アプリ

<< マイクロサービス >>
クラウド・ネイティブ・アプリ

アプリ・パッケージ
アプリケーション
モジュール

リフト

<< モノリス >>
従来型アプリ

アプリ・パッケージ
アプリケーション
モジュール

シフト

アプリ・
パッケージ

アプリ・
パッケージ

アプリ・
パッケージ

サービス

サービス

サービス

データ

データ

データ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

データ
ハイパーバイザー
or
コンテナ

クラウド・プラットフォーム

データ
物理サーバー

クラウド・ネイティブ・アプリにモダン化

図 2 リフト＆シフトによるクラウド導入戦略

アプリケーション・モダナイゼーションの３つのパターン

クラウド・ネイティブ・アプリの狙いは、アプリケーションの保守

モノリス：ライブラリー・ベース
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密
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従来型のモノリスな仕組みは、UI、ビジネスロジック、データベー

ク

スアクセスといったライブラリー同士が密結合しているため、一度構

DB
アクセス

築したアプリケーションの変更が難しい。一方で、マイクロサービス
は各サービス間が疎結合であるため、ビジネス要件の変更があって
も柔軟にアプリケーションを変えられるのがメリットだ（図３）
。
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DB
アクセス

REST/
メッセージング
疎結合

アプリ
コントローラー
REST/
メッセージング
疎結合

REST/
メッセージング
疎結合

ビジネス
ロジック

DB
アクセス

REST/
メッセージング
疎結合

各アプリ・コンポーネントが密結合

各アプリ・コンポーネントが疎結合

アプリケーションの変更が難しい

アプリケーションの変更が容易

図 3 マイクロサービスのコンセプト
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BFF
API GW

ここで、既存のアプリケーションをモダナイゼーションする際のパ

ン分析・設計、開発、運用という流れで組むことが多い。ICT

ターンを見ていこう ( 図 4)。

アーキテクト、ソフトウェアエンジニア、SRE（Site Reliability

Engineering）エンジニアが担うのは従来どおりだが、ドメイン分
最も取り組みやすいタイプ I は、統合型のデータベース上で、イ

析・設計のフェーズを、ビジネス・スペシャリストが担当する点が

ンフラをコンテナ・ベースに置き換えることでクラウド対応のアプ

これまでとの大きな違いとなっている。

リケーションにリフトするパターンだ。また、タイプ II ではその上
のアプリケーションをマイクロサービスによって分散化させる。さ

注意しておきたいのは、アプリケーション・モダナイゼーション

らに、モダナイゼーションの最終形であるタイプ III では、データ

のプラットフォームは画一的なものではないということだ。アプリ

ベースも分散設計にすることで、基盤も含めた分散化を可能にす

ケーションの変更が頻繁でなければ現状のままモノリスな仕組み

る。データベースの運用やスキーマ更新を柔軟化できるのは大き

を残し、アプリケーションの新規開発や既存アプリの作り直しの

なメリットである一方、データベースの結果整合性を許容しなくて

みマイクロサービス化するといった方法が適しているケースもあ

はならないなどの課題も出てくる。流れとしては、低リスクのタイ

る。必ずしも、マイクロサービス化と分散データベースへの刷新

プ I から、アプリケーションのモダナイズであるタイプ II、さらに

がベストな選択というわけではないということだ。

データベースの改革へと段階的に着手するのが一般的なパターン
■コンテナと Kubernetes

と言える。

タイプ I の要であるコンテナは、アプリケーションの実行に必要
タイプⅢでは、データベースの容易な変更のため、各サービスを

な OS のライブラリーやランタイムをアプリケーションとともにパッ

介して分散データベースにアクセスするアーキテクチャーとなって

ケージ化し、開発、テスト、本番環境への簡単な移行や、高速起動、

いる。複数のサービスが 1 つのデータベースに直接アクセスする

高速スケールを実現する。代表的なサービスとして Docker、コン

ようなパターンを取った場合、データベース・スキーマの変更が

テナの管理ツールとして Kubernetes が知られている。

複数のサービス実装の変更に波及してしまう。これではデータベー
スの容易な変更が阻害される。そこで、データベース・スキーマ

仮想サーバーごとにゲスト OS の立ち上げが必要な従来型の仮想

変更によるアプリケーション・ロジックへの影響を最小化するため

マシン（VM）よりも、コンテナの方がホスト可能なアプリケーショ

に、各データベースにはそれぞれ特定の 1 つのサービスを介して

ンがずっと多いことや、処理が軽いこと、起動が非常に速いこと

アクセスするようなアーキテクチャーを取っているのだ。

が特徴だ。モノリスとクラウド・ネイティブ環境の双方向への展開
が容易であることが、モダナイゼーションの中核技術になっている
ことの理由であろう。

マイクロサービスでは、開発、運用の流れという観点で、ドメイ

タイプⅠ
アプリケーション

<< モノリス >>

クラウド・イネーブルド・アプリ

アプリ・パッケージ

アプリケーション
モジュール

タイプⅡ

タイプⅢ

<< マイクロサービス >>

<< マイクロサービス >>

クラウド・ネイティブ・アプリ

クラウド・ネイティブ・アプリ

アプリ・
アプリ・
アプリ・
パッケージ パッケージ パッケージ

アプリ・
アプリ・
アプリ・
パッケージ パッケージ パッケージ

サービス

サービス

サービス

サービス

サービス

サービス

アプリの
コンテナ対応

アプリの
マイクロサービス化

アプリと DB の
マイクロサービス化

統合 DB

統合 DB

分散 DB

D
B

図 4 アプリケーション・モダナイゼーションの 3 つのパターン
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■ DevOps の実現

具体的には、継続的デリバリーや継続的インテグレーション、ドメ

ここまで見てきたように、超分散型ともいえるマイクロサービスの

イン駆動設計、サイト・リライアビリティ・エンジニアリング、スク

アーキテクチャーを実装しようとした際に、その開発と運用の体制

ラムといった方法論を用いることが、DevOps の成功、ひいてはア

を組むのに重要なキーワードが DevOps である。

プリケーション・モダナイゼーションの実現へとつながっていく。言
うまでもなく、アプリケーション・モダナイゼーションによって実現

マイクロサービスでは、ドメイン分析・設計、開発、運用というプ

する変化対応力の高いシステム環境は、デジタル化によってめまぐ

ロセスを繰り返すアプローチを取る。それを実行するのは、
ビジネス、

るしく移り変わるビジネス要件への柔軟な対応力につながる。すな

アプリ開発と基盤担当者で混成する 1 チーム体制である。この時、

わち、DX の原動力になるのだ。

最も適している構築手法が DevOps の実現と切り離せないアジャイ
ル・プロセスなのである。

プラットフォームを最適化する IBM のソリューション

2025 年の崖を控え、その対応が必要となる中で、ビジネスで勝ち

という単位ではなく、数日または数時間で行う変革プラットフォー

抜くための最新のプラットフォームが必要になる。IBM では、
「IBM

ムである。オンプレミスのソフトウェアを活用することも、クラウド

Cloud Pak for Applications」や「IBM Cloud Pak for Integration」

に最適化された次世代のデータとソフトウェアを簡単に統合するこ

など、ユーザー企業をサポートする効果的な仕組みを提供している。

ともできる。

これらを活用していくことで、アプリケーション・モダナイゼーショ
ンを効率的に進めていくことができる ( 図 5)。

また、IBM Cloud Pak for Integration は、シンプルで迅速、安全
にシステムを統合するためのマルチクラウド・プラットフォームの実

IBM Cloud Pak for Applications は、クラウド・ネイティブ・アプ

装を支援する。

リの作成や既存のアプリケーションの最新化を、数週間、数カ月

業務分析

API 化

リフト

シフト

新業務開発

既存業務とアプリ
の棚卸し

既存アプリの
API 化

既存アプリの
コンテナ化

既存アプリの
マイクロサービス
対応

マイクロサービス
に基づいた
新規アプリ開発

モダン化計画

API 化された
既存アプリ

コンテナ化済み
既存アプリ

マイクロサービス化
済み既存アプリ

新規クラウド・
ネイティブ・アプリ

ストラングラー

ストラングラー

ストラングラーを活かし、ステップ・バイ・ステップでモダン化を推進
図 5 アプリケーション・モダナイゼーションのロードマップ例
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クラウド・
プラットフォームの最適化

デジタル・トランスフォーメーション（DX）を実現するには、
アプリケーション・モダナイゼーションが不可欠だ。しかし、
既存のアプリケー
ションの運用・保守をしながら、それらをモダナイズし、さらにクラウド・ネイティブなアプリケーションを新規開発するには、新たな
プラットフォームが必要になる。クラウド・プラットフォームを最適化するためのテクノロジーやソリューションを紹介する。

今後 10 年は、レガシーとクラウド・ネイティブなアプリケーションが共存

DX を実現するためのアプリケーション・モダナイゼーション

しかし、どちらのアプローチにおいても、いままでのやり方を

には２つのアプローチがある。その１つが、アプリケーショ

一気に変えることは困難である。10 年程度の長い期間をか

ン側からのアプローチだ。既存のアプリケーションを API 化

けて既存のシステムを少しずつ変更し、クラウド・ネイティブ

して外部に公開したり、コンテナ化やリファクタリングによる

化していく必要がある（図１）
。

マイクロサービス化によってモダナイズを行うこともあれば、

この間は、既存のアプリケーションを実行する環境を保守す

新規のネイティブ・アプリケーションに置き換えることもある。

ること、既存のアプリケーションをモダナイズしていくこと、

そしてもう１つのアプローチが、プラットフォーム側からのア

新規のクラウド・ネイティブなアプリケーションを構築するこ

プローチだ。CI/CD を取り入れてテストとデプロイがスムー

とが並行して行われる。これらを同時に進められるためのハ

ズにいくようにしたり、コンテナ技術を活用して運用の負荷

イブリッド／マルチクラウドに対応する新たなプラットフォーム

を軽減したりする。

が、いま求められている。

クラウドネイティブ

今後 10 年は、レガシーと
クラウドネイティブのアプリが共存
長期間にわたり柔軟に対応が必要
今日必要なものから明日必要なものへ

レガシー

時間

レガシーと
クラウドネイティブ
の共存と協働が進行

クラウドネイティブな
技術を活用して
DX を加速させていく

新規アプリケーションの構築
既存アプリケーションのモダナイズ
既存アプリケーションの実行

図１ レガシーとクラウド・ネイティブなアプリケーションが共存する時代
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Source: IBM Corporation

コンテナ対応済みのミドルウェアを提供する「IBM Cloud Paks」

オンプレミス、プライベート・クラウド、さまざまなパブリッ

２）として提供している。IBM Cloud Paks は IBM の各専

ク・クラウドにまたがって利用できる共通の基盤となるの

門家が可用性、拡張性、継続性、運用性についてデザイ

が、Kubernetes ベースのコンテナ・プラットフォーム「Red

ン・実装・テストしており、導入後すぐに利用することがで

Hat OpenShift」（以下、OpenShift）だ。ここでは、共通

きる。ソフトウェア・スタックのフル・サポートのほか、継続

運用サービスとして、ロギング、モニタリング、利用料計測、

的なセキュリティー・アップデート、コンプライアンス対応、

セキュリティー、アイデンティティ管理などの機能が提供さ

バージョン互換性なども実現し、開発・運用を効率化する。

れる。

2020 年 1 月現在、IBM では、ユースケースに応じて６つ
。
の IBM Cloud Pak を提供している（図３）

さらに IBM では、100 以上のソフトウェア／ミドルウェアを
（図
コンテナ化し、
OpenShift と一緒に「IBM Cloud Paks」

IBM Cloud Pak for
Applications

アプリケーションのビルド、拡張、
デプロイ・実行

IBM Cloud Pak for Data

データの収集と解析

IBM Cloud Pak for
Integration

アプリケーション、データ、
クラウド・サービス、API の統合

ロギング、モニタリング、利用量計測
セキュリティー、アイデンティティ管理

IBM Cloud Pak for
Automation

ビジネス・プロセスと意思決定、
コンテンツの変革

コンテナ・プラットフォーム

IBM Cloud Pak for
Multicloud Management

マルチクラウドの可視性、
ガバナンス、自動化

IBM Cloud Pak for
Security

セキュリティーのデータ、ツール、
ワークフローを結びつける

IBM containerized software
運用サービスと統合
セキュリティー準拠
オープンソース・コンポーネント含めパッケージ

共通運用サービス

Kubernetes ベース、ポータブル

図 2 IBM Cloud Paks のコンセプト

図 3 6 つの IBM Cloud Pak

OpenShift と IBM Cloud Paks によるコンテナ化の価値

従来のシステムは、インフラ上に仮想マシンを立て、その上
に OS、ミドルウェア、アプリケーションを導入する形態をとっ
ていた。そして、それぞれの仮想マシンに対して、モニタリン
グ、ロギング、情報収集、アラート、アップグレード、セキュ
リティー対応などを行う必要があった。１つ１つの環境を手

コンテナ

づくりで構成し、それを個別に運用していく必要があった。

コンテナ

コンテナ

Red Hat OpenShift (Kubernetes)

一方、OpenShift を利用することでモニタリング、ロギング、
情報収集、アラート、アップグレード、セキュリティー対応な
どを共通サービス化できる。これにより、OpenShift 上で稼

RHEL

働するミドルウェアを軽量化できるとともに、ミドルウェア自

Infrastructure

身が特定の環境に縛られないクラウド・ネイティブ化されるこ

図 4 コンテナ化の価値

とになる。また、その上で動くお客様アプリケーションについ
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てもコンテナ化することにより、さまざまな環境で稼働させら

役立つ。マイクロサービス化するときには 1 つ 1 つの環境を

れるようになる（図４）
。

コンパクトにすることが求められるからだ。

さまざまな環境で稼働するというのは、複数のパブリック・ク

コンテナ化によってアプリケーション開発環境は大きく効率

ラウドで稼働するという意味だけではない。多くの企業におい

化できる。
「Immutable Infrastructure」という考え方に

て開発環境、テスト環境、本番環境は別々に構築されている

より、実行環境を直接変更するのではなく、別途管理してい

だろう。それぞれの環境で使うソフトウェアやパッチレベルを

る構築に使った構成ファイルや設定ファイルを修正し、その

合わせたり、構成情報を揃えるには手間がかかるが、コンテ

ファイルをバージョン管理するという方法をとるからだ。さら

ナ化によって運用の負荷を低減することができる。

に、Kubernetes のポリシーベースの運用管理や、自己修
復機能があることもシステムの安定運用に大きな力を発揮す
るだろう。

またコンテナ化は、将来的にマイクロサービス化するときにも

「IBM Cloud Pak for Applications」の価値

IBM Cloud Paks のなかで、アプリケーションのビルド、拡

・既存アプリの実行

張、デプロイ・実行に関わるのが、
「IBM Cloud Pak for

現在の環境で、従来どおりアプリケーションを実行する。

Applications」（図５）である。

・既存アプリのモダナイズ
コンテナ環境へ移行が必要となったときに、それをサポート

IBM Cloud Pak for Applications は、以下の 3 つの価値を

するツール・知見を提供する。
・新規アプリの開発

統合して提供し、従来型のアプリケーションのハイブリッド／
マルチクラウドへの移行を支援するとともに、必要なツールと

新規アプリケーションをクラウド・ネイティブで作成するた

ランタイムを使用して革新的なクラウド・ネイティブ・アプリ

めの開発ツールや環境、各種オープンソースを統合して提

ケーションを開発できる基盤を提供する。

供する。

既存アプリの実行
と
新規アプリの開発

現在の環境で既存のアプリを継続して利用

アプリのモダナイゼーション

ハイブリッド環境へ自動的にデプロイできる Cloud-Native アプリを
最適な OSS を使用して新規開発

コンテナ開発へ移行をサポートする
ツール・知見を提供

WebSphere
Application Server
WebSphere ND
WebSphere Base
Liberty Core

Kabanero Enterprise

Red Hat
Runtimes

IBM Integrated
Application Runtimes
・Open Liberty
・Node.js
・Eclipse Microprofile ・Apache Tomcat
・Spring Framework ・LoopBack

Integrated DevOps

IBM Mobile Foundation

IBM Cloud Private
従来の ICP の全てを OpenShift への
移行パスとして提供

Mobile
Services

・Appsody ・Tekton
・KNative ・Operator Framework

Red Hat OpenShift
フル機能の OpenShift を
永続もしくは月額ライセンスで提供

図 5 IBM Cloud Pak for Applications の概要
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IBM モダナイゼーション
& 開発ツール

Transformation Advisor
WebSphere Migration Toolkit
ローカル開発と連携する
IDE 拡張

Included with
all components
Cloud Pak for Applications ユーザーは
無償で利用・サポート

IBM Cloud Pak for Applications には、複数のオープンソー

既存アプリケーションのモダナイゼーションに関しては、

スを組み合わせてコンテナ上のアプリケーションを開発・テス

「Transformation Advisor」 が 用 意 さ れ て い る。 こ れ

（図６）
ト・管理できるようにした「Kabanero Enterprise」

は、オンプレミス環境で実行されていた Java EE のアプリ

が含まれる。ツールを１つ１つ組み合わせて開発環境を構築

ケーションを、コンテナ上で実行できるかを分析したり、ど

するのは容易ではないが、開発者がすぐに使えるかたちで提

ういう手順が必要かを分析しレポートしたりできる。また、

供されており、しかも IBM のサポートが付いているから安心

「WebSphere Migration Toolkit」や、ローカル開 発と連

して利用できる。また、Kabanero Collection というテンプ

携する IDE 拡張機能などにより、コンテナ環境への移行をサ

レートや、管理のためのアーキテクト・ツール、開発者向けツー

ポートする。

ルなども充実している。
これまで見てきたように、IBM Cloud Pak for Applications

Kabanero で作成したアプリケーションをテスト・本番で実

を利用することで、
既存アプリケーションの利用、
モダナイゼー

行するランタイムも各種用意されており、なかでも「Liberty

ション、新たなネイティブ・アプリケーションの開発がスムー

ランタイム」はスピーディーな開発に対応する軽量の次世代

ズに行えるようになる。

ランタイムだ。

アプリケーションの
モダナイズ
Transformation Advisor
JavaEE アプリケーション の
モダナイズ

開発

ビルド

管理

Appsody

Java

Tekton

Operator

コンテナでの Cloud Native
アプリ開発をシンプルにする
オープン・プロジェクト

Eclipse OpenJ9
Eclipse Microprofile
JAKARTA EE
spring boot
Open Liberty

Kubernetes Native な CI/CD
環境を構築する オープン・
プロジェクト
Continuous Delivery
Foundation プロジェクト

ステートフルなアプリケー
ションを管理するためのフ
レームワーク

Eclipse Codewind
VS Code, Eclipse, Eclipse Che
など IDE にプラグインを提供
コンテナで開発していること
を意識することなく、アプリ
開発を可能にする

チーム開発を促進する
Kubernertes Native な
統合開発環境

Razee
複数クラスタにまたがる
Kubernetes リソースの
ロールアウトを自動化
アプリケーションの
稼働環境を可視化

Node.js
Node.js
Express フレームワーク

Swift

Eclipse Che

基盤レイヤー

開発言語と
ランタイム

Swift
Kitura フレームワーク
Go Postgre

Kubernetes

KNative

Istio

コンテナ・オーケストレーション

サーバーレス

サービス・メッシュ

図 6 Kabanero Enterprise

関連サービス情報
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アプリ・モダナイゼーション
を実現するデータ連携手法

デジタル・トランスフォーメーション（DX）の実現に欠かせないデータ活用。では、モダナイズされたアプリケーションに、オンプレ
ミスやさまざまなクラウドに散在するデータをスムーズに連携させるには、どうすればよいのか。API 連携、システム /SaaS 連携、イ
ベント管理などのデータ連携ソリューションについて事例を交えながら紹介する。

散在するデータを、いかにスピーディーかつセキュアに連携するか

DX を実現するうえで、データは言わば “ 燃料 ” の役割を果

インテグレーションでは、エンタープライズ・サービス・

たす。アプリケーションをモダナイズするときに、燃料であ

バス（ESB）が中心であった。ESB による連携は現在で

るデータをいかにスムーズに供給するかが大きな鍵になる。

も有効だが、今日のデジタル IT（SoE）では、ハイブリッ

データを適切な場所に運んだり、つなげたりする “ パイプラ

ドクラウド / マルチクラウド、モバイル、IoT などデータ

イン ” が重要だということだ。また、企業が DX の実現を考

の保管場所やフォーマットが多岐にわたり、連携しなけ

える中で、多様なデータを活用するためには、人工知能（AI）

ればならないデータが複雑になっている。SoR から SoE

や機械学習（ML）の利用も視野に入れて、データを連携

のような環境の変化により ESB だけでは対応できないこ

することが有効になる。

とも増えており、インテグレーションにもモダナイズが必
要となっている。アプリケーション・モダナイゼーション

DX では、データはもちろん、データを活用するための仕

を実現していくうえで、さまざまな場所に格納されている

組みを、連携したり、統合したりする “ インテグレーション ”

データを、シンプル、スピーディーかつセキュアに連携す

が必要になる。これまでのエンタープライズ IT（SoR）の

ることが求められている。

IoT/Mobile

Cloud Native Technology

API エコノミー

Blockchain
Microservice

イベント処理

メッセージング

Event Streams
( 商用 Kafka)

MQ

API

大容量データ

API

SFA,etc

API
API 連携

ファイル転送

API Connect

基幹系

情報系

Aspera

ERP

FTP / ETL / SOA
スピーディ

セキュア

図１ インテグレーションの方法
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SaaS

シンプル

アプリ連携
(SaaS 連携 )
App Connect

具体的には、
「イベント処理」
「メッセージング」
「API 連携」

合するインテグレーションや、環境ごとにインテグレーション

」などの方
「ファイル転送」
「アプリ連携（ERP/SaaS 連携）

を分散することが必要になっている（図１）
。さらには、それ

法によって、より細かな粒度でデータやサービスを連携・統

らを統合管理できるようにすることも考えておく必要がある。

「メッセージング」と「イベント処理」による非同期連携

メッセージングは、データや命令をメッセージとして、次の処

る。例えば、EC サイトでミカンとリンゴをショッピングカート

理や別のシステムへ非同期で送信する仕組みであり、
「送達

に入れたが、リンゴを戻してミカンだけをオーダーしたという

の信頼性」
「揮発性」
「擬似リクエストリプライ」を特徴とし

場合、
これまでは、
ミカンを購入したという記録しか残せなかっ

ている。メッセージが確実に届き、処理された後で確実に消

た。一方、イベント処理を活用することで、ミカンを購入した

去されることを保証するだけでなく、非同期でありながらリア

事実はもちろん、リンゴをキャンセルしたという途中の行動も

ルタイムのように処理することも可能だ。

容易に取得できる。つまり、ユーザーが、商品を購買するま
でのカスタマー・ジャーニー（行動データ）を追うことができ、

IBM では、Fortune100 に掲載されている企業の 85%、世

イベントをトリガーにしてアクションを起こすイベント・ドリブ

界トップ 100 の銀行の 94% が採用しているメッセージング・

ンなアプリケーションを構築することも可能だ。

（以下、MQ）を提供している。
ソリューション「IBM MQ」
発売から 25 年が経過した実績と信頼性に加え、常に最新

ただし、起きた事実のすべてを把握するイベント処理では、

のテクノロジーを搭載し続けており、イベント処理との連携、

大量のデータを処理しなければならないため「スケーラビリ

REST インターフェースでのアクセス、SaaS 連携のためのイ

ティー」が重要になる。また、書き換えを想定していない「不

ンターフェースなども提供されている。

可変データ」であり、発生したデータを順番に登録する「履
歴データ」であることが特徴だ。

メッ セ ー ジ ン グ は 主 に SoR（Systems of Record） で
利 用されてきた連 携 技 術だが、 近 年 SoE（Systems of

IBM では、Apache Kafka をベースにしたイベント・ストリー

Engagement）用途で利用されている連携技術が「イベント

（以下、
ミング・プラットフォームである「IBM Event Streams」

処理」だ（図２）
。IoT 機器や Web サイトなどから大量のイ

Event Streams）を提供しており、オンプレミス環境、または
「IBM Cloud」上で稼働する。

ベントを収集することで、大規模なデータ分析に役立てられ

モバイル

ブラウザー

アプリケーション
サーバー

データベース

データ・ソース
データベース
●
ファイル
●
KVS (NoSQL)
●
メッセージ・キュー
●

イベント・ソース
Web サイト・トラッキングや SNS のクリック・ストリーム
( ページビュー、クリック、いいね、コメント追加など )
IoT データ (GPS、温度センサー、振動、加速度センサーなど )
●
アプリケーション・ログ
( ユーザー情報、ロール、パラメーター、呼び出し可否、エラー情報など )
●
システム・ログ
●

●

図 2 多様なイベント・ソースへの対応が必要
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● Event Streams 事例：荷物の状況を詳細に把握できる
ようになり、顧客満足度が向上

www トラフィック

CDN and
cache

欧 州の大 手 海 運 会 社では、 DX の実 現に向けて、 増 加
する有 効 なデ ータに素 早く対 応できるようにするため

API トラフィック
(api.maersk.com)

Bot Manager and Site Shield

に、積荷トラッキングシステムに Event Streams を採

Global Traffic Manager

用した（図３）。

API Gateway (SaaS)
データセンター US
Service
Containers
Event
Streams

以 前 の RDB を中 心としたシステムでは、 依 頼した 荷
物 や 受 け 取 る 予 定 の 荷 物 について、 各 中 継 ポイント

データセンター US
Service
Containers
Event
Streams

データセンター US
Service
Containers
Event
Streams

IBM Event Streams

における状 況しか 把 握できなかった。しかし、 Event

Streams を採用したことで荷 物がいまどんな状 況にあ

RDB

るのかを詳しく把握できるようになり、顧客満足度を向

レガシー DB

図 3 IBM Event Streams

上させることができた。

「API 連携」「SaaS 連携」による他のアプリケーションとの連携

システムやデータへのアクセスを API 化することで、別のア

管理・保護し、さまざまなエンドポイントと統合することが可

プリケーションとの連携が容易になる。また、API を公開す

能になる。API 作成の自動化、開発者によるセルフサービス・

ることで、他の企業がその API を利用して新しいサービスを

アクセス、組み込みのセキュリティーとガバナンスの実現など、

構築することも可能になる。これによって、ユーザーに新た

API ライフサイクル全体を管理する包括的なソリューションと

な価値を提供できるようになるとともに、自社ビジネスへの

なっている。

。すでに、
送客にも役立ち事業拡大につながっていく（図 4）
金融業界においてはフィンテックといったスタートアップ企業

また、システム連携やクラウドサービス（SaaS）との連携に

との API 連携によるサービス展開が数多く実現しており、製

役立つのが、「IBM App Connect」だ。いまや企業では多

造、流通、情報 / 通信業界などの他業界においても導入が

様なクラウドサービスが利用されており、それらのデータを

進みつつある。API 連携によってエコシステムを形成すること

オンプレミスのシステムと連携したり、複数の SaaS と連携

が、DX を実現するうえで重要なポイントの一つと言える。

したアプリケーションで利用したりすることで新たなビジネス
価値を引き出すことができる。App Connect はさまざまな

IBM で は、「IBM API Connect」（ 以 下、API Connect）

ERP、SaaS アプリケーション、および、データソースに対

を提供している。API Connect は、API ゲートウェイにより、

応したコネクターを提供しているため、素早くデータ連携を

マルチクラウド環境にあるデータやシステムの API を公開・

実現することができる。

新規ビジネスの発想を持つ第三者の開発者集団
( 例：Fintech 企業 )
＋

ー

API 仕様の公開や
開発コミュニティー
への場の提供

アクセス数に応じた課金モデル
による収益への貢献

UI・アプリ開発 の
エコシステム化

オンプレミス

API 化
API

送客の
エコシステム化

Gateway

API

コア・ビジネスの API 公開

図 4 API 連携によるエコシステムの実現
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ESB

SoR

● API Connect 事例：開発者向けポータルによる効率的

API
API
ゲートウェイ ゲートウェイ

開発者 -A

な API 管理を実現
世界最大規模の家具量販店では、既存の Web サイトをモ

自社データセンター

開発者 -B

バイル対応して顧客の利便性を高め、ビジネス拡大につな

オンラインショップ

開発者向け
API ポータル・サイト

開発者 -C

げていくために、まずはビジネス・ロジックの API 化を実施

API

API

会員カード

し、次の段階で API を利用したアプリケーションをマルチク
ラウド上に次々と開発していった。ここで課題となったのが、

API
ゲートウェイ

API
ゲートウェイ

API
ゲートウェイ

Google Cloud Platform

Amazon Web Services

Microsoft Azure

API

API

複数の API を管理しなければならない煩雑さだ。そこで、

拠点

API

マルチ・クラウド配備の API ゲートウェイ

API Connect を導入し、開発者向けポータルによる効率的
。
な API 管理を実現した（図 5）

図 5 多様なクラウドに配備した API を一元管理

メッセージング、イベント処理、API 連携、SaaS 連携などを統合管理する「IBM Cloud Pak for Integration」

MQ、Event Streams、API Connect、App Connect といっ

Cloud Pak for Integration は、コンテナ技術に対応し、デ

た IBM ソリューションは、単独で利用することができるが、

プロイ先はオンプレミスをはじめ、マルチクラウドにも対応す

部分最適で導入するとツールの管理やメンテナンスが煩雑化

る。
シングル・コンソールや共通ログ機能、
シングルサインオン、

してしまう。IBM では、メッセージング、イベント処理、API

仮想プロセッサー・コア (VPC) によるシンプルな課金体系に

連携、高速ファイル転送、SaaS 連携といったデータやアプ

より、低コストかつスピーディーにクラウド連携の環境を構築

リケーション連携を統合管理するためのプラットフォーム製品

できる。

である「IBM Cloud Pak for Integration」を提供している。

① IT業界をリードするクラウド連携機能群をプラットフォーム化

API連携、SaaS連携、メッセージング、イベント処理、高速ファイル転送

②
IBMデプロイ先はオンプレそしてマルチクラウドにも対応
Cloud Integration Platform
③
43

IBM Cloud Pak for Integration
Container/Kubernetes技術を使用したIcPがベース
企業向けを意識したEnterprise Gradeの提供
シングル・コンソール、共通ログ機能、シングル・サインオン、VPCよるシンプルな課金体系
App Connect
Enterprise

API Connect

DataPower

MQ
Advanced

Event
Streams

Aspera

図 6 クラウド連携を統合管理する「IBM Cloud Pak for Integration」
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ハイブリッド／マルチクラウド
環境における IT マネジメント

アプリケーション・モダナイゼーションを実装した後には、どのような運用管理環境が求められるのか―。トラディショナルな従来の

IT 環境とクラウド中心のクラウド・ネイティブ環境の新旧システムが混在した、ハイブリッド／マルチクラウド環境における新しい IT
マネジメントのあり方を紹介する。

SoR と SoE が混在するハイブリッド環境をいかに効率的に運用するか
アプリケーション・モダナイゼーションを実現するためには、

混在する中、運用管理すべき IT 環境は複雑化、高度化の一

プラットフォームの最適化はもちろんのこと、開発体制や環境、

途をたどるばかりだ。

データ連携のモダナイゼーションも重要となる。だが、それだ
けではまだ最大限の効果を発揮することはできない。それらに

例えば、トラディショナルな環境（SoR）の運用管理では、

加えて、運用のモダナイゼーションを実現することが重要だ。

システムの安定稼働が重視され、厳格なプロセスに基づく
運用管理が求められる。一方、クラウド・ネイティブ環境

今後、クラウド中心のクラウド・ネイティブ環境でアプリケー

（SoE）の運用管理では、アジャイルな運用によって顧客中

ション・モダナイゼーションを目指していくにしても、まだしば

心の管理が求められる。これからのハイブリッド環境／マル

らくはトラディショナルな従来の IT 環境との共存環境が続いて

チクラウド環境では、SoR の要件と SoE の要件を兼ね備え

いく。新旧システムがハイブリッド環境／マルチクラウド環境に

た、
一貫性のある運用管理が求められるということだ（図１）
。

厳格なプロセスに基づく運用業務の実現

アジャイルな運用

一元的な管理

運用の高度化：情報分析／自動化／コグニティブの適用
システムの安定性を管理
トラディショナル (SoR)
従来の IT 環境

マルチプラットフォーム
オンプレミス

運用の高度化：顧客体験中心
顧客体験を管理

ハイブリッド

新旧混在する環境
IaaS

図１ ハイブリッドクラウドに必要な新たな IT マネジメント
1

Kubernetes

クラウド・ネイティブ (SoE)
クラウド中心の環境

PaaS

SaaS
マルチクラウド

ここで、SoR の運用管理と SoE の運用管理の違いを整理し

た機能が必要となる。さらに、SoR のプロセスは ITIL に基づ

ておこう。SoR の運用管理は、ウォーターフォール型であり、

いているのに対して、SoE のプロセスは DevOps や Lean に

SoE の運用管理はアジャイル型である。プロジェクトの規模や

基づいている。つまり、SoR が安定的、正確、安全であるこ

数では、SoR は少数・大規模だが、SoE は多数・小規模。

とを重視するのに対して、SoE は変化的、更新、改善を意識

ライフサイクルは、SoR が 2 〜 3 年なのに対し、SoE は 2 〜

した運用になっているということだ。

3 カ月である。また組織の面から見ると、SoR が開発、基盤、
運用の機能別組織であるのに対し、SoE は開発、基盤、運用

このような SoR と SoE の運用管理の違いを理解したうえで、

が一体となった小規模チーム。SoR と SoE ではツールに対し

運用管理の考え方や手法、活用するツールをモダナイズしてい

て求められる要件も異なり、SoE の開発、運用プロセスに合っ

く必要がある。

運用管理のモダナイゼーションのノウハウをまとめた「CSMO」

従来の ITIL に基づく運用管理を行いながら、ハイブリッド

その際には「IBM Cloud Garage Method」によるコンサ

クラウドやマルチクラウド環境を効率的に運用管理するた

（図 3）
。
ルティングを受けることも可能だ（図 2）

めには、どんな考え方や手法が必要になるのか ―。そ
れらのノウハウをまとめたのが、IBM の「Cloud Service

「組織」
の観点では、
CSMO を少し詳しく紹介しよう。例えば、

Management and Operations」（CSMO）だ。

SoR ではアプリケーション開発部門とインフラ運用部門が
別々の組織だったが、SoE ではシステム全体を統括する運

CSMO は、ハイブリッド環境、マルチクラウド環境のための

用担当者のほかに、クラウドの運用担当者、アプリケーショ

サービス・マネジメント体系であり、IT およびクラウドの運

ン開発にも関係する運用担当者、サービスやインフラの信

用管理に関する計画、設計、提供、運用、および制御につ

頼性を支援する SRE（Site Reliability Engineering）など、

いて、「組織」「プロセス」「ツール」「カルチャー」の観点

事業部内も含めて、既存のロールと新たなロールにより運

からベスト・プラクティスがまとめられている。それを実践

用をどう変えていくべきかを考える必要がある。

するうえでは、各企業で独自にアレンジする必要があるが、

IBM Cloud Garage Method

CSMO (Cloud Service Management and Operations)
組織改革
人材育成

カルチャーの改革
意識改革

Cloud Service Management and Operations (CSMO)

ハイブリッドクラウド / マルチクラウド環境
のサービスマネジメント体系として、ツール、
プロセス、組織、カルチャーの観点で、リファ
レンス実装と実績あるベスト・プラクティス
をまとめたものとその支援サービス

革新的なソリューションを開発、構築するた
めのクラウド業界のベスト・プラクティスで
ある Design Thinking、リーン・スタートアッ
プ、アジャイル開発、DevOps などを組 み合
わせた方法論

運用プロセスの
改善と変革

最適なツールの選定と
組み合わせ
図 2 これからの運用管理の指針となる「CSMO」
2

DevOps
CentOps
SRE
CloudOps
Deveoper

「プロセス」の観点では、SoR では 1 つ処理をしたら承認

「ツール」の観点では、インシデント管理を例にとると、

処理を行い次の処理に移り、処理と容認を繰り返す。変更

SoR ではヘルプデスクのためのツールがあり、関係者で電

履歴はデータベースに保存して、監査に利用するといった

話やメールなどのツールを使って情報共有を行い、その中

ワークフロー的な運用管理プロセスであり、構成情報も構

でインシデント対応していた。SoE では、開発から運用管

成管理データベース（CMDB）などに保存したり、Excel

理までのすべてのメンバーが、チャットツールを活用するな

で管理したりしていた。一方 SoE では自動化を徹底し、運

ど、よりコラボレーティブにインシデント対応する体制を実

用管理プロセスが人手を介さずに自動的に処理されるよう

現することが求められる。

になることが推奨される。

現在
ITIL
ウォーターフォール
● アドホックな自動化
● 独自技術の活用
● ベンダー・ロックイン

変革

●
●

変革後
ハイブリッド / マルチクラウド展開
徹底的な自動化
● オープンテクノロジー・ベース
● アプリと運用の可搬性
● Infrastructure as code
● 新ロール (DevOps、SRE、etc) 対応
●

ツール

プロセス

組織

カルチャー

●

図 3 CSMO による運用プロセスの改善と変革

事例：CSMO でインシデント管理の自動化を実現（アメリカン航空）

アメリカン航空では、
早い時期からCSMO を採用し、
デジタル・

インシデント管理から開始した理由は、現在の運用管理オペ

トランスフォーメーション（DX）の一環としてアプリケーショ

レーションでは、SLA の向上が見込めないためだ。インシデ

ン・モダナイゼーションに取り組んでいる。オンプレミスの既

ント管理を徹底的に自動化することで、システムの停止時間

存アプリケーションをマイクロサービス化し、クラウドに移行。

を最小化することを目指している。同時に、人、カルチャー、

開発手法も、ウォーターフォールからアジャイルに変更した。

ツール、プロセスも変更。既存のツールとクラウド・ネイティ

同時に運用管理のモダナイゼーションも実施している。

ブな運用管理実現のための新たなツールを連携し、運用管
理プロセスの自動化を実現した。

具体的には、CSMO のベスト・プラクティスを活用して、
トラディショナル IT とクラウド IT の両方を管理できるツー

これにより、インシデントが発生した場合、関係者にチャット

ルチェーンを構築。継続的な運用管理の改革に取り組ん

ツールで通知、情報共有し、必要なアクションを決定して実

でいる。運用管理は範囲が広いことから、まずはインシデ

行する対応プロセスを自動化。インシデント対応が終わった

ント管理の分野から改革を推進し、他の分野へ拡大してい

ら、ランブックに記録し、次に同じインシデントが発生したと

く計画だ。

きに生かしている。これにより、運用管理のアジャイル化を
実践している。

運用のモダナイゼーションを実現するための IBM のツール

CSMO を実践するために IBM では、以下のようなハイ

備えたソリューション「IBM Cloud Pak for Multicloud

ブリッドクラウドやマルチクラウドで稼働する企業シス

Management」を提供している（図 4）。
「IBM Cloud Cost and Asset Management」は、ハイブ

テムの一元管理を実現するため、管理機能やツールを
3

リッド／マルチクラウド環境で、どれだけのコストがか

App Management」、マルチクラスタ管理の「IBM

かっているか、どれだけのリソースを使っているか、ど

Multicloud Manager」により、インフラからアプリ

んな資産があるかを管理して、リソースを最適化できる。

ケーションまで包括的な管理ができる。特に、IBM

また、
「IBM Netcool Operations Insight」は、ハイブリッ

Multicloud Manager は、IBM Cloud は も ち ろ ん、

ド環境にも対応した運用業務監視と管理を実現し、リア

Kubernetes に対応するさまざまなクラウド環境を 1

ルタイム分析により問題を識別することができる。

つのコンソールで統合管理することが可能だ。アプ
リケーションの可搬性だけでなく、運用管理の可搬

そのほか、インフラ管理の「IBM Cloud Automation

性も両立できるため、ベンダーにロックインされな

Manager」、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン 管 理 の「IBM Cloud

い世界を実現できる。

既存のエンタープライズ
向けツール

業務監視と管理
IBM Netcool Operations Insight

アプリケーション管理
インフラ管理
IBM Cloud Automation Manager

IBM Cloud App Management

マルチクラスタ管理

アプリ | ミドルウェア
VMware | OpenStack |
Power | ホスト

Red Hat
OpenShift

IBM Multicloud Manager

Red Hat OpenShift

共通運用コア基盤

トラディショナル環境

コスト & アセット管理
IBM Cloud Cost and Asset

Google
Cloud
Platform

Amazon
Web
Services

Microsoft
Azure

図 4 運用のモダナイゼーションを実現する IBM ソリューション
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