技術解説 4
■

IBM Services Platform with Watson
IT 自律運用を支援する運用知識の共創プラットフォーム

今、企業ITの運用現場は、デジタル・トランスフォーメーションと内部システムの維持というシステムの複雑性の
増加と技術者の枯渇に直面し、生産性の向上が重大な課題となっています。2017年7月に発表した「IBM Services
Platform with Watson」により、
IBMは労働集約型の運用からサービスの自律運用への変革を推進しています。自動
化の技術を展開しデータの力を活用することで、
強靭な業務基盤を構築できます。本稿では、
サービス・プラットフォー
マーとしてのIBMの取り組みと戦略について紹介します。

1. ITシステム運用現場における自動化への期待

に従事しています。IBMのストラテジック・アウトソー
シングの現場においても、トヨタ生産方式に倣ったLEAN

技術の進歩により顧客接点を強化したさまざまな新サー

手法を活用したプロセスの効率化
［2］
、グローバル・リ

ビスが登場し、
現在業界の垣根を越えたデジタル競争時代

ソースの活用、自動化ソリューションの適用など、アウ

に突入しています
［1］
。企業ITは市場の変化に対応する

トソーシングの黎明期からお客様とともに挑戦してきた

ために、顧客のデジタル体験を創り出すSoE（Systems

業務改革の歴史があります。この業務改革の次の段階と

of Engagement）と業務プロセスを支援する SoR

して、2017年7月に発表したのがAI
（コグニティブ技術）

（Systems of Record）
を共存させてきました。システ

を活用した「IBM Services Platform with Watson」

ムの維持管理を行うIT部門は、
クラウドやオープンソース

（以下、Platform）
です
［3］
。運用現場に入り込んできた

の活用により複雑化する課題を解決していく必要があり

自動化技術は、属人化を排除し、運用知識の源となる運

ます。また、
新たな事業領域への経営資源の投入は、
運用

用データを生成します。その運用データをコグニティブ・

人材の新領域へのシフトを加速し、
技術者が枯渇する状況

サービスが分析し知的財産とすることで、継続的な運用

への対応も急務となっています。

改善を実現できます。Platformは、人がITを運用する形

IT部門の活動を支える運用のアウトソーサーは、サー
ビスの品質向上と効率化の両立を目指し、日々業務改善

態から、ITが自律的にサービスを継続する形態への変革
を可能とするITのサービス・プラットフォームです。

③Client Insight Dashboards

②IBM Watson

デザイン
ITaaS環境

管理
④Automated
Service
Delivery

最適化

①Data Lake
図 1. IBM Services Platform with Watson の概要図
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2. IBM Services Platform with Watsonの構成
プラットフォーマーの4強である GAFA（Google、

ト管理、問題管理、変更管理）チケットや自動化処理ロ
グ、サービス・リクエストやその他操作に関わるあらゆ
る記録が含まれます（表1①）
。データレイクを学習デー

Amazon、Facebook、Apple）をはじめ、新興スター

タとして活用するコグニティブ・エンジンであるIBM

トアップのUber、そして企業のデジタル変革を推進し

Watson
（以下、Watson）は、最適な運用フィードバッ

ているGEなどの取り組みで知られるようになったサー

クをデータより抽出します（表1②）
。このフィードバッ

ビス・プラットフォームは、デジタル・ビジネスにおけ

クを基に運用の自動化が推し進められます。システム

るイノベーションのベストプラクティスと言われていま

のデザインはオートメーション化されたサーバー構築や

す。従来型のパイプライン事業は、直線的なプロセスの

「Infrastructure as Code」
（技術解説「Infrastructure

最適化の中で、パイプの入り口から入った原材料に対し

as CodeとServer Lifecycle Automationの活用」
49

て付加価値を付け最終製品を生み出すビジネスモデルです。

ページ参照）
のような継続的デリバリー環境によって自動

一方でプラットフォーム型のビジネスは、高付加価値の

化・標準化されます。また、ITサービスマネジメント領

マーケット・プレースにサービスの作り手と買い手を引

域ではモニタリングからセキュリティー・コンプライアン

き合わせ、そこで生じる双方のインタラクションや情報

スまで効率的な自動処理を推奨します。自動化モニタリン

交換を源泉とすることでデータの新しい価値を創造して

グはさまざまなパフォーマンス・インデックスから最適

いく事業形態です
［4］
。IBMはITサービスをプラットフォー

な資源配分とビジネスKPIの相関に基づく改善のループ

ム化することにより、これまで運用コストの積み上げで

をドライブします。

あったパイプライン型の従来ITシステム運用から、企業

アントレプレナーのDavid Sacks氏は、
Uberのビジネ

ITで知識を共有し価値を共創するプラットフォーム型運

スにおいて地理的飽和度が高いと、
高いネットワーク効果

用への脱却を推進していきます。

が期待できると指摘しました
［5］
。観測によると、
ある地

Platformを構成するコンポーネントを図1に示しま

域のドライバーが多いほど配車時間の短縮などのサービ

す。業務基盤であるお客様のアプリケーション稼働環境

ス品質が向上し、顧客満足度の向上が見られ乗車需要が

は、IT環境のサポート・ポータルとなる機能（コンシュー

高まります。その結果ドライバーの収入が増え、
さらに多

マブル・サービス）
の組み合わせにより構成されます（ITaaS

くのドライバーが参加します。サービス利用者が増えれ

環境）
。ITaaS環境を維持管理するにあたり、Platform

ば増えるほどサービスの価値が高まるネットワーク効果

はデータレイク、コグニティブ・サービスおよびインサ

が、
Uberのビジネスをスケールしたのと同様、
Platform

イト・ダッシュボードを共通機能（コモン・サービス）
と

においても世界中の運用現場がつながることで、
コグニティ

して提供します。世界中の運用現場から収集される運用

ブ・サービスからの運用フィードバックが高度化して、
品

データを蓄積するデータレイクには、IPC（インシデン

質が逓増するという効果が期待できます。

表 1. IBM Service Platform with Watson の 4 つのコンポーネントの役割

① Data Lake

インシデントや自動化対応ログ、サービス・リク
エストや操作に関わるあらゆるデータを収集。
運用現場で培ってきたアセットや知見をナレッ
ジベースとして蓄える。

② IBM Watson

データレイクを学習データとして活用したコグ
ニティブ・システム。インシデントや自動化対応
ログなどを学習して最適な運用フィードバック
をデータから抽出する。

③ Client Insight Dashboards

顧客ごとの運用データのダッシュボード。デー
タ分析に基づく解析システムへの入り口。運用
環境の自動化評価やリスク評価などの視点を
提供する。

④ Automated Service
Delivery

自動 化 エンジンを 組み込 んだ自動 化された
サービス・デリバリー機能が、お客様のIT環境
のデザイン、管理およびパフォーマンスの最適
化を行う。

Watsonによって導き出された洞察が、個々の運用現
場にビジュアルにフィードバックされるという価値をも
。
たらすのが、インサイト・ダッシュボードです（表1③）
顧客ごとの運用データのダッシュボードが、データ分析
に基づく解析システムへの入り口となり、運用環境の自
動化評価やリスク評価などの視点を提供します。
Platformの構成要素として、ITaaS環境のデザイン、
管理とパフォーマンスの最適化を行うのが自動化エン
ジンを組み込んだサービス・デリバリー機能です（表1④）
。
次章では、自動化がITシステム運用現場にもたらす意義
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について解説します。

タイミングに稼働しているべきシステム機能が正常に稼
働している“オールウェイズ・オン”の状況を維持します。

3. オートメーションの意義

コンプライアンスの自律的制御を行うContinuous

ITシステム運用の自動化は、シェルスクリプト化によ

Compliance（以下、CC：継続的なコンプライアンス維

る実機操作のオートメーションに始まり、実機ログイン

持機能）とRisk-based Continuous Patching（以下、

前後のワークフローを含めたITサービスマネジメント業

RCP：重要度に応じた自動的なパッチ適用機能）は、セ

務プロセスの自動化へと発展しています。IBMの自動化

キュリティー脆弱性診断とリスク発見時の修正適用を自

ポートフォリオは、システムの導入設定から障害時対応、

動的に行うため作業の遅延や抜け漏れを防ぎ、システム

日々のオペレーションに至るまで、サービスのライフサ

の堅牢性を高めます。年々高度化、巧妙化するサイバー

イクルの全局面を範囲とするソリューション・ラインナッ

脅威に対応するため、企業ITのセキュリティー対策は事

プとなっており、簡単に追加できるコンシューマブル・

業活動に必須の投資としてとらえる必要があります［6］
。

サービスとして“as a Service型モデル”で提供してい

しかし、サーバー台数が数百〜数千台にもなる企業ITの

ます（図2）
。

セキュリティー管理には多大な労力がかかるのも事実で

自動化の適用により、運用現場ではマニュアル・オペ

す。結果として、脆弱性チェック周期の長期化、セキュ

レーションからの人手解放による省力化だけでなく、次

リティー・パッチが出ても更新適用をしないパッチ・レ

に挙げる2点の重要な側面があります。

ベルの凍結・固定化や、セキュリティー対策を実施する
管理対象サーバーの選別と限定化が常態化している運用

（1）
非機能要件を支えるレジリエントな業務基盤の確立

現場も少なくありません。CCとRCPは、従来マニュア

Automated Service Delivery の中核をなすのが

ルで実施していたセキュリティー対策について効果を発

「Dynamic Automation」
（以下、DA）
です。DAは、問

揮するだけではなく、これまで手が届かなかったスコー

題判別や回復作業を自動化することで、平均修復時間

プについても対策を可能とし、堅牢な企業ITを作りま

（MTTR）の短縮という直接的効果をもたらします。さ

す。システムは常に変化します。管理対象の増加やアプ

らに、ヒューマンエラーに起因した二次障害を抑止します。

リケーションの変更の際、運用は迅速な変更が求められ

実績値として、4,000台規模のサーバー環境において、

ます。スケールしたシステムに対して自動化は迅速で正

MTTRを19時間から28分へ短縮し、重大障害を89％

確、かつ柔軟な非機能要件の対応を可能とすることでサー

抑止した事例があります。DAは機械による継続的なモ

ビスの継続性を高めます。

ニタリングに基づく自動化を実現し、業務が必要とした

ビジネスへのインパクト

IBM Watson:

7
1

2

3

Automated
Environment
Build:

Automated
System
Hygiene:

コンプライアンスに
準拠し、監査性の高い
サーバーの自動構築

Continuous Compliance,
Risk-based Continuous Patching
含むセキュリティー管理の自動化

構築

管理

学習能力と自動化の進化

4

5

Dynamic
Automation:

Self Service
Delivery:

イベントの確認、
削減、
自動修復、
および測定と分析の
自動化

事前定義された
セルフサービス
カタログによる
変更作業の自動化

変更
図 2. 自動化ソリューション・ラインナップ
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6

Robotic
Process
Automation:

Analytics,
Measurement,
Visualisation:

ITとビジネスの
両方のプロセス
自動化

自動化と先取りした
改善にフォーカスした
深い洞察

実行

（2）
トランザクション内容の記録によるデータの充実

では情報としての意味を見いだすのが困難です。Platform

運用現場ではIPCチケットなど、日々運用データが作

のデータ処理は、
複数のデータを比較し組み合わせ、
自然

られています。これまでのマニュアル作業の報告書では

言語処理とビジュアライゼーション技術を用いた分析を

漏れてしまっていたデータもオートメーションによりロ

行います。システムの状態遷移や、
業務影響範囲、
どのよ

ボット化することで蓄積されるデータの量と正確性が向

うな自動化処理が実行されたのかという省略されない大

上します。障害対応の自動化対応では、監視システムを

量のログの分析は、
人の眼では感知できない微細なレベル

導入し障害の検知と初動対応を早める運用が一般的です。

で発生事象と相関をとらえ、
システム全体の稼働状況をモ

監視対象項目の絞り込み、監視間隔や閾値の定義には高

ニタリングします（
「認知」の補強）
。また、
Platformは単

度な設計が要求されますが、人では対応しきれないため

一の運用サイトだけではなく、
世界中でクロスサイトのプ

発生時に何もアクションを取らない無視イベントも多く

ロファイリングを作成し、
あらゆるトランザクションが持

発生しているのが現場の実態です。これらのイベントは

つ意味や相関関係から学習します。ある運用サイトにお

消去され、運用の記録として残るのは、書き手によって

いて初めてのインシデントが発生したとしても、
Platform

記述粒度にばらつきのある運用報告書のみという環境も

が障害種別を識別し、
大量のデータの中に発見された対応

珍しくありません。DAは発生するトランザクションの

実績から適用可能な自動化ロジックを特定し、
提示します

内容を余すところことなく記録します。従来消去されて

（
「判断」の補強）
。この洞察を基に、
サービス改善に向け

いたNOP（ノー・オペレーション）処理であったとして

た自動化適用のサイクルを素早く回すことが可能になり

も潜在的な問題の兆候としてシステムの重要なイベント

ます（
「実行」の補強）
。図3で、
従来運用とPlatform運用

として保存します。人工知能であるWatsonは人間には

における障害対応フローを比較します。単一サイトにい

処理しきれないデータでも統計的に処理し、自動化によ

る技術員へのスキルに依存する従来運用と比べ、
クロスサ

る均質で過不足ないデータ取得がPlatformにおける運

イトの知見を活用しながら正確さとスピードという面で

用知識共創の源泉となります。

ITサービスの価値を継続的に向上させるサイクルを実現
するのがPlatformにおけるデータの力です。

4. データの価値

2017年末時点で、データレイクには、全世界から

データの活用における主要な効果は、
「認知」→「判断」

1,000以上の運用チームが接続され、5,500万件のイベン

→「実行」という行動の各段階における精度の向上と迅速

トデータ、1,700万件のインシデント、1,000万件のサー

化です
［7］
。障害対応業務において、監視イベント、
IPC

ビス要求、300万件の変更管理チケットが蓄積され、シ

データ、
DAの実行記録などの運用データは、単一サイト

ステムの稼働とともに増え続けています。世界中の運用

従来運用

イベント発生

オペレーター 検知

・対応不要
・非監視対応

自動

手順書による
一次対応

二次復旧対応

SE
コール

・状況確認のみ
・様子見対応
・サービス再起動

・一次対応で復旧

人手

重要障害

重要障害対応

・障害復旧

インシデント管理

IBM
Services Platform
with Watson
運用

自動タスクの実装
運用改善の実装

自動SEコール

イベント発生

監視制御
一次対応の自動化 自動連携

他サイト

・不要アラート抑止
・自動通知

自動化エンジンによる エスカ
自動対応
レーション

二次復旧
対応

重要障害

重要障害
対応

・自動修復・データ収集
・稼働チェック

データレイク

インシデント管理
図 3. 障害対応業務フローの変革
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現場からのデータに基づくコグニティブな知の共有と継

Platformのデータ分析精度と、品質改善のためのインサ

承により、ITaaS環境の変化にも柔軟に対応できる強靭

イトも、ネットワーク効果が働きフィードバックが高度

なビジネス基盤が構築できます。

化することで洗練されていきます。効果を確認しながら

5. コグニティブ運用の課題と展望

自動化領域を拡張し、PDCAの改善サイクルを継続的に
重ねるアプローチが有効です。

運用の知識をデータから抽出するコグニティブなアプ

最後に、Platformは未だ発展途上にあります。変更と

ローチが有効になってきたことにより、クロスサイトで

インシデントの相関分析による変更管理作業のリスク・

データの分析を行い、有効な自動化手段の発見や未知の

アセスメントや、コグニティブにアラートの根本原因特

事象への素早い対応が可能となりました。従来のパイプ

定まで行う次世代DA、お客様からのRFPを読み解き最

ライン型運用からプラットフォーム型運用へのシフトは、

適 な オ ー ケ ス ト レ ー シ ョ ン・ パ タ ー ン を 提 示 す る

リソースとスキルに依存した労働集約型運用から脱却し

Cognitive Solution Designerなど、コグニティブ・

ます。今後さらに現場改革を推し進めサービスの自律

サービスの進化と合わせ今後導き出せるインサイトも増

運用を実現するためには、以下の2つの課題が考えられ

えていきます。IBMは今後もお客様とともに、ITシステ

ます。

ム運用現場の業務改革を推進していきます。

（1）
日本品質
サービス・プラットフォームにおいて、サービスの量
がある量を超えてデータの相互作用が始まる時点をクリ
ティカル・マスと呼びます。Platformにおいて全体の
サービス品質を高めるためには、クリティカル・マスに
到達するまでユーザー企業を拡大する努力が必要です。
データを提供できる運用チームの数が少なく限定的になっ
てしまった場合、蓄えられるデータも限定され、提供さ
れるインサイトは質量ともに不十分なものになってしま
います。
一般的に日本のお客様は品質の要求が高いことが知ら
れています。データを活用するPlatformは、その高品質
な運用実績のデータがなければ日本の運用品質レベルに
は到達できません。日本の運用チームが参加し日本語の
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データを増やすことが日本のIT現場改革には非常に重要
です。また、その高品質な運用データは世界の運用チー
ムの品質を向上させることにつながります。

（2）
運用現場のマインド・チェンジ
ITシステム運用の自動化は、効率化の側面を重視して
採否と展開プランが決定される傾向があります。日々の
改善活動と同様に、各運用チームにおいては、通常業務
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ルな手法で自動化領域の拡張に取り組む姿勢が肝要です。

ストラテジック・アウトソーシングのお客様の運用現場改革に取り組んでいる。

年より現職。自動化の推進、IBM Services Platform with Watsonの展開により、
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