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01 インシデント解決における
課題

企業はお客様や従業員により価値あるデジタル体験を
提供し、市場での成功や人材確保するという、負けられな
いレースを闘っています。
競争上の優位を維持するため
に、CIO とそのチームは、
サイト・リライアビリティ・エンジ
ニアリング運用モデルに移行して、
アプリケーションの回
復力と堅牢性を確保しようとしています。
その一方で、
チ
ームは革新的な新機能をお客様に迅速に提供しなけれ
ばなりません。

しかし、現状では、最も成熟した SRE チームであっても課
題に直面しています。特にハイブリッドクラウドとクラウド
ネイティブ・テクノロジーにより作成された、急増するデー
タが課題になっています。
チームは動的で複雑なアプリケ
ーションの責任を担っています。
多くの場合、
そのアプリケ
ーションは複数のクラウド環境にわたって稼働していま
す。
SRE は、
サービス・レベル目標の達成、
ダウンタイム、
障害などの問題を事前に理解、解決、予防するための作
業を行う中で、多種多様なツールやシグナルから状況を
理解する必要があります。

AI による IT 運用 (AIOps) では、人間と機械の知力を強力
に組み合わせ、最も必要な箇所とタイミングに洞察を提
供することを目指しています。
これまでサイロ化されてい
たチームが連携し、革新的で障害に強いアプリケーショ
ンからビジネス結果を出すにつれ、SRE は異なるチャネ
ルにまたがる AI インサイトのバックボーンや、開発/セキ
ュリティー/運用 (DevSecOps) プロセスを活用する態勢
を整えています。
これにより、
コストの最適化、
リスクの最
小化、企業やユーザーにとっての価値の最大化につなが
ります。
SRE の課題は、
アプリケーション・チームが革新的な新機
能をより速く提供していく中で、
さまざまなシステムに対
し SRE モデルの安定性、信頼性、可用性をリアルタイム
で改善することです。
そのためには、
オンプレミス、
マネー
ジド・クラウド、
プライベートクラウド、
パブリッククラウド
から成るハイブリッドな環境で作り出される大量のデー
タから、洞察と裏付けを賢く導き出さなければなりませ
ん。
この状況は、優秀な担当者に不要な負荷をかける可
能性があります。

真の成功を実現するために、SRE はアプリケーションや
IT の障害を事前に察知し、
ユーザーに影響が及ぶ前にイ
ンシデントを解決したいと思っています。
しかし、多くのチ
ームは、予想外の繰り返し発生する問題によって見通し
がきかないままです。
迅速な対応や解決の自動化どころ
か、
インシデントの検出、切り分け、診断、解決をしようと
してはノイズに圧倒されています。

多くの場合、SRE は解決策を迅速に特定することに苦労
しています。
チームは、
メトリック、
トポロジー、
イベント、
ログ、
チケット、
アラート、
チャット会話など複数のデータ・
ソースから必要なデータの選別に、多くの時間を費やし
ます。
アプリケーションが再び安定するとすぐに、次の障
害に対応しなければなりません。
チームには、根本的な
修正を行い、解決策を検証するような時間はありませ
ん。
まして、次の問題を予測するなどもありません。

これらの状況を改善するため、SRE チームは、
インシデン
トの管理と解決に AI と自動化を活用したインテリジェ
ントな IT 運用を検討しています。
インシデント管理の自
動化に AI の活用を検討する際には、以下の質問が役立
ちます。
– 自部門の SRE モデルでは回復力を高めるために自
動化とツールを使用していますか?

– システム利用者はインシデント解決のスピードと運
用効率に満足していますか?

– SREはノイズとインシデントを削減するためのプロア
クティブなアラートを受け取ることができますか?
– SRE は、迅速な解決にむけ問題を切り分けるのに役
立つ、隠れたパターンやコンテキストを見つけるイン
テリジェントなツールを使用していますか?
– SRE は既存の ChatOps ワークフローで洞察や推奨
を受け取って、
コラボレーションを強化し、意思決定
を迅速化できていますか?

「2020 年までに、企業の約 50%
がアプリケーション・パフォーマ
ンス・モニタリング (APM) と共に
AIOps テクノロジーを積極的に使
用して、
ビジネス実施と IT 運用の
両方に洞察を提供するようになる
でしょう。
現在の 10% 以下という
数字から大幅に増加することにな
ります。
」1
– ガートナー社

では、IT 運用に AI と自動化を適用することにより、SRE
がいかに企業のアプリケーションの回復力と堅牢性を確
保して、貴重な時間と能力をイノベーションの推進に活
用できるようになるのか見ていきましょう。

02 AIOps による
インテリジェントな運用

AI と機械学習 (ML) は、SRE を負担のかかる手作業から
解放し、価値の高い作業やイノベーションに集中できるよ
うにする手段として浮上してきました。
AI で可能になると言われてたことが急速に現実となっ
てきています。
SRE チームはインテリジェントなIT 運用
を行うため、AIを活用しはじめています。
例えば過去の
経験からパターンを見つけ、洞察を構築するMLモデルを
作成といったことです。
AIと自動化による運用, つまり
AIOps は、膨大な量のデータを管理し、事前対応、
インシデント解決をサポートします。
さまざまな業種において、AIOps に次の観点で高い期待
を寄せています。
– IT 運用全体に自動化された、
インテリジェントな、
単一の管理レイヤーの提供
– 増え続ける運用データの収集・統合

– リアルタイム分析と過去の経験に基づいて重要なイ
ベントやパターンをインテリジェントに特定

– 迅速な対応と修復のためにインシデントの原因を診断
– 影響を受けるアプリケーション・コンポーネントを特
定し、
チームが重要なユーザー・エクスペリエンスの
安定した提供に集中することが可能

– SRE がインシデントや障害により迅速に、
かつ事前対
応が可能

– ユーザー・エクスペリエンスやサービス・レベルの
目標基準の達成

03 アプリケーション中心の
IT 運用のための AIOps

AI を導入した単一のインテリジェントで自動化された IT
運用プラットフォームは、
オープンなハイブリッドクラウド
環境で DevSecOps を実践する際に、
チームが自由にコ
ラボレーションできるようにします。
サービスの責任を担
うさまざまな役割間において、役割の担い手が1人であ
っても複数のチームであっても、
アプリケーション中心の
ビューが効果的なコラボレーションを推進します。
AIOps
は、ChatOps ダッシュボードを使用したユーザー・エクス
ペリエンスでの共有コンテキストを強化します。
インシデ
ントの問題解決やコンテキストの理解のためにチームが
選択したツールを活用することにより、SRE がより迅速に
対応し、
コラボレーションして、
インシデントを診断、修正、
予防できるようにします。
アプリケーション中心のアプローチでは、
お客様のサービ
ス・レベル目標 (SLO) を達成し、
プライバシー規則を遵守
するために、DevSecOps プロセス全体にわたって、統合
されたセキュリティーとコンプライアンスが設計段階から
組み込まれるようにします。
ポリシー主導の実装と統合コ
ンプライアンス評価により、DevSecOps ワークフローに、
自動化されたガバナンス、
リスク、
およびコンプライアンス
の体制を確立します。

アプリケーション中心の IT へのアプローチに AI を核と
することで、SRE チームは作業を簡素化、自動化、優先順
位付けすることができ、
インシデントの管理と解決を迅速
化および自動化できるようになります。
この結果、優秀な
人材が、新規プロジェクトや価値の高いサービス提供な
どにより集中できるようになります。

04 AI による IT インシデントの
解決

IBM Research のイノベーションを採用した IBM Cloud
Pak for Watson AIOps は、SRE と IT 運用チームが、
アプ
リケーションに影響するインシデントに対して、事後では
なく事前に対応できるように支援します。
これは、IT
運用の中核に AI を採用したツールです。
Cloud Pak for
Watson AIOps を使用すると、IT 運用に関わるツール群
のあらゆる側面で AI を活用して、復旧力と効率性を向上
させることができます。
任意のクラウドで、必要に応じたデ
プロイを選択できます。

Cloud Pak for Watson AIOps は、
サイロ化された IT スタ
ックやツールに分散されたデータを統合することにより、
アプリケーションと IT 環境を一元的に可視化し、複雑な
問題を解決できるようにします。
このソリューションは、
ML と自然言語処理 (NLP) を使用して、構造化データと
非構造化データをリアルタイムで紐付けます。
これにより、
SRE は迅速に隠れた洞察を明らかにし、原因を診断し、
解決方法を特定できるようになります。

利用しているツールチェーンとの統合

ご使用のツールチェーンを AI で強化することにより、優れ
たモニタリング、
アラート、
コラボレーションのツールを使用
することができ、作業や運用の効率がアップします。

Cloud Pak for Watson AIOps は、事前構築された AI モデ
ルに対しアプリケーションからのデータで調整することに
より、
ご使用の環境に固有の、価値ある新しい洞察を提供
します。
この製品は、
さまざまなチャンネルから出される構
造化および非構造化データのシグナルを識別して収集しま
す。
通常は、
ツールやダッシュボードを切り替え、
コンテキス
トに合わせて調べていきますが、
その必要はありません。
洞
察や推奨は、
チームが使用している ChatOps ワークフロー
やコラボレーション・ツールに事前対応できるように提供さ
れます。

Cloud Pak for Watson AIOps は、
ログ、
メトリック、
アラー
ト、
アプリケーション・トポロジー、
チケットなどからの受
信データを監視し、ばらばらのデータをつなぐことによっ
て潜在的な問題を浮き彫りにします。
これは SRE に実用
的な洞察を提供し、SRE がデータを理解して、
すべてのワ
ークフローにコンテキストを適用し、真の単一のソースか
ら問題解決を自動化できるようにします。
環境の理解

非構造化データ
– ログ
– チケット
– 将来: チャット・
コラボレーション

構造化データ
– トポロジー
– メトリック
– イベント
– アラート

IBM Cloud Pak for
Watson AIOps からの洞察

– さまざまなチャネルから
のシグナルを統合
– 非構造化データ分析か
ら隠れた異常や類似の
インシデントを検出
– フィルタリングやトリア
ージによる省力化

インシデント解決までの時間短縮

AIOps により、SRE は、はるかに少ない労力で、
スローダ
ウンや障害により迅速に、
かつ事前に対応できるようにな
ります。
迅速な対応や修復のために原因を診断でき、場
合によっては人間の介入なしにこれらの問題を自動的に
解決できます。

「企業の 50% が、重大なインシデントを事前に察知す
るために、AI を積極的に採用してアプリケーション・
パフォーマンス・モニタリング (APM) ツールを強化する
でしょう。
ほとんどの既存の APM ツールでは限られた
コンテキストしか提供されないため、
サイト・リライア
ビリティ・エンジニアには、洞察を効果的に活用して収
益、
リスク、
コストを改善する手段がありません。
AI がパ
ターンを認識して予測する機能は、
そのギャップを埋め
るための完璧なツールとなります。
」1
– ガートナー社

IBM Cloud Pak for Watson AIOps の機能により、
インシデント分析、
診断、解決、回避に要する時間が短縮されます。

改善されたインシデント解
決策の提供

– 洞察、
アドバイス、次善
のアクションを提供しワ
ークフローを加速

•

•

チームの ChatOps 上で
リアルタイムに実行
報告用に外部ツールや
ダッシュボードと統合

インシデント分析とインテリジェントな診断

正常な状態を学習し、異常を自動的に検知するためのベ
ースを構築することで、
これまでの人手によるルールの管
理から SREを解放できます。
インシデント分析とインテリ
ジェントな診断は以下を提供します。

–
–
–
–

異常検出
根本原因分析
リアルタイム履歴トポロジー
次に取るべきアクションの推奨

インシデント解決

異常予測、
イベントのグループ化、
インシデントの推定原
因、次善アクション推奨などの洞察はすべて、Slack など
の ChatOps 環境で提供され、
その結果コラボレーション
や意思決定が改善されます。
IBM Cloud Pak for Watson
AIOps は、
インテリジェントなアラートのグループ化と、
トポロジー洞察による問題原因の検出により、
ノイズを
排除して、通知を効率的に活用できるよう支援します。
インシデント解決は以下のものを提供します。
–
–
–
–
–
–

点在するデータ間の連携
ChatOps ツール
インテリジェンス・アラートとアラートのグループ化
トリアージ
インシデントの類似性
トポロジーの洞察

インシデント回避

IBM Cloud Pak for Watson AIOps は、過去のインシデン
トから予測して洞察を引き出して解決方法を推奨するの
で、人間が行うよりも迅速かつ正確に、根本原因を特定
し、解決策を提案できます。
インシデント回避は以下のも
のを提供します。

IBM Cloud Pak for Watson AIOps の
メリット

使い慣れたツールと統合
任意のコラボレーション・プラットフォームと連携します。
Slack や Microsoft Teams など、
チームが使用している
ChatOps ツールに、
アラートを直接提供します。

アプリケーション中心の IT アプローチ
さまざまなコンポーネントにビジネス・コンテキストを導入
します。
IBM を利用すると、
オンプレミスとクラウド環境にわ
たってアプリケーションと実装ポリシーが一貫して一様に理
解され、真の単一のソースが提供されます。
アプリケーション
中心の IT アプローチにより、
チームはプロセスを管理してま
とめて、
よりインテリジェントな DevSecOps ワークフローを
作成することができます。
実行可能な洞察
実行可能な洞察を提供して、即応性を向上させます。
サイロ
化されたツール間の膨大な量の非構造化データと構造化デ
ータをリアルタイムで相関させることにより、隠れた洞察を
明らかにして原因を迅速に診断します。
説明可能な AI と根
拠に支えられた洞察によって、優れた推論のための相関、因
果関係、
パターン識別の信頼性を構築します。問題とその対
応の優先順位付けに役立つ、包括的な洞察を提供します。

インテリジェントな統合
データ全体にわたる点をつないで、
問題を迅速に診断します。
SRE は、
トポロジー、
ログ、
チケット、
アラートからのデータを
ふるい分けるためにかなりの時間を要することがあります。
IBM Cloud Pak for Watson AIOps は、
異常の明確な情報を、
原因との関連と共に提供し、
迅速な調査と解決を支援します。
さまざまな分野のチームが同じデータにアクセスして、推奨
を信頼することができます。

次のステップ

– 次善アクション推奨に向けた自動のランブック
– コードの脆弱性分析
– 変更とバージョン管理

データの力を元に AI を活用してインシデントや障害を事
前に察知し解決するために必要な実用的な洞察を SRE
に提供します。

SRE にとっての
AIOps のメリット

AI が IT 運用の未
来を築く: 準備はで
きていますか?

障害への対応

AI による IT インシデ
ント解決についてご
説明します。

今すぐアセスメント
を始めましょう。

インシデント解決の
シミュレーションを
ご覧いただけます。

Web セミナーを視
聴する

開始する

デモを見る(英語)

詳細情報

IBM Cloud Pak for Watson AIOps の詳細について
は、IBM 担当者または IBM ビジネス・パートナーに
お問い合わせいただくか、次の Web サイトをご覧く
ださい。
https://www.ibm.com/jp-ja/cloud/cloud-pakfor-watson-aiops
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