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
●
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●
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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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
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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
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図 6 クラウド連携を統合管理する「IBM Cloud Pak for Integration」
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