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1. スピード：デジタルビジネスにおける必須要素
 デジタルビジネスと言えば、モバイルデバイス、インテリジェント・センサー、ウェアラブルデバイス、仮
想現実、チャットボット、ブロックチェーン、機械学習などの革新的なテクノロジーが思い浮かびます。ま
たデジタルビジネスは、従来のビジネスモデルに破壊的革新をもたらし、これまでの企業や業種のあり方
を覆す、新たなデジタル・ネイティブ・ビジネスの急速な台頭を反映していると捉えられることもあります。
大半の組織にとってデジタルビジネスが意味するのは、組織的なアジリティの文化への転換です。この文
化において、目まぐるしいスピードで発生する需要を満たすことができるのは、より迅速で柔軟な開発お
よび提供モデルだけです。ほとんどの組織では、テクノロジー基盤を一から再構築したり、新たな体制や
考え方をすぐに導入したりする余裕がありません。そのため、文化、プロセス、テクノロジーにおける段階
的かつ根本的な転換を採用することで、スピードとアジリティに対応しています。 

 ソフトウェアは、ユーザーのビジネスへの関わり方や、企業が競争力を維持するためのイノベーション
において、ますます重要性を増しています。アプリケーションの開発と提供のスピードは、デジタルビジネ
スにおける新たな必須要素となっています。 

 クラウドネイティブ方式とは、クラウド・コンピューティングのアジリティと自動化に最適なサービスと
プロセスを使用し、クラウドの原理に基づいて既存アプリケーションのモダナイズと新たなアプリケー
ションの構築を行うことを言います。この e ブックでは、現状からクラウドネイティブ・アプリケーション
方式を導入するまでの流れを、ステップ別に詳しく説明します。

2. クラウドネイティブ・アプリケーションとは
 クラウドネイティブ・アプリケーションとは、クラウド・コンピューティング・モデルを活用するために構
築されたアプリケーションであり、スピード、柔軟性、品質を向上させると同時に導入リスクを軽減しま
す。クラウドネイティブ方式で重要なのは、その名前とは裏腹に、どこにアプリケーションが導入されるか
ではなく、どのようにアプリケーションが構築、導入、管理されるかです。

 クラウドネイティブ方式は、マイクロサービス・アーキテクチャに類似しています。しかし、マイクロサー
ビスはクラウドネイティブ・アプリケーションの構築による成果の 1 つと言えますが、プロダクション環境
でマイクロサービスを管理できる成熟度に到達するまでには長い道のりがあります。クラウドネイティブ・
アプリケーションがもたらすあらゆるメリットを活用するのに、マイクロサービスは必須ではありません。
多くの組織が、同じ原理を使った、より優れたモジュール式モノリスの構築に力を入れることで、クラウド
ネイティブ方式のメリットを実現しています。 

 クラウドネイティブなアプリケーションの開発および提供への移行は、文化やプロセス、アーキテク
チャ、テクノロジーを巻き込む多角的な取り組みです。そのため、これは目的地というより、そこにたどり
着くための道筋であり、導入に困難を伴うこともある変化のサイクルを表します。

「『クラウドネイティブ』
という形容詞は、 
アプリケーション、 
アーキテクチャ、 

プラットフォームや 
インフラストラクチャ、 

プロセス全体を 
表現したもので、 
これらすべてが 
合わさることで、 

変化への迅速な対応や
予測不可能性の低減を
サポートする運用を、 

低コストで実現します」

『MICROSERVICES FOR JAVA 

DEVELOPERS』の著者
RED HAT チーフアーキテクト

CHRISTIAN POSTA  

(クリスチャン・ポスタ) 

出典：『DEFINING CLOUD NATIVE:  

A PANEL DISCUSSION (クラウド 

ネイティブを定義する：パネル・ 

ディスカッション)』 

INFOQ 2017 年

「デジタル化が進んでいる
企業はシェアを伸ばす 

可能性が 8 倍高く 

なりますが、 

依然としてデジタル 

ネイティブ企業には 

後れを取っています」

ベイン・アンド・カンパニー 

による調査： 

従来型企業のための 

デジタル化への道筋と 

コンテナの役割

http://jp.redhat.com
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3. 従来型アプリケーションとクラウドネイティブ・アプリケーションの比較
 クラウドネイティブ・アプリケーション開発と従来型アプリケーション開発の違いを考えると、どのよう
な面で変化が必要なのかが浮き彫りになります。

表 1. 従来型アプリケーションとクラウドネイティブ・アプリケーション開発の比較

従来型 クラウドネイティブ

重点 寿命の長さと安定性 市場への投入スピード

開発手法 ウォーターフォール型、準アジャイル
開発

アジャイル開発、DevOps

チーム体制 開発、運用、QA、セキュリティの 

各チームが独立
DevOps チームによる連携

提供サイクル 長期的 短期的かつ継続的

アプリケーション・ 
アーキテクチャ

密結合 

モノリシック

疎結合 

サービスベース

アプリケーション・プログラミング・ 

インタフェース (API) ベースの通信

インフラストラクチャ サーバー中心 

オンプレミス向けの設計

インフラストラクチャ依存

垂直方向のスケーラビリティ 

ピーク容量に合わせた 

事前プロビジョニング

コンテナ中心

オンプレミスとクラウド向けの設計

インフラストラクチャ間での移植性

水平方向のスケーラビリティ

オンデマンド・キャパシティ

3.1 従来型アプリケーションの開発と提供
 事業運営の基盤となっているアプリケーションの多くは、デジタル・エクスペリエンスを念頭に設計さ
れていません。こうしたアプリケーションは長い寿命を特徴とし、密結合のモノリスとして構築されてい
ます。ほとんどの場合、提供されるかなり前に設定され、明確に定義された仕様に従って一定期間をかけ
て構築されます。

 こうした開発方式は、大部分がウォーターフォール型、またシーケンシャルで、長い期間を要していま
した。ようやく最近になって、準アジャイルな体制が取り入れられています。アプリケーションの開発、テ
スト、セキュリティ・コンプライアンス、導入、管理の各ステージは機能分野別に独立していて、それぞれ
異なるチーム、役割、担当業務に分かれ、コミュニケーションはチーム内でのみ行われていました。 

 こうしたアプリケーションは、テクノロジー環境にかかわらず 1 つのアプリケーションにユーザー・イン
タフェース、各種アプリケーション・サービス、データアクセスのためのコードなどのコンポーネントを搭
載した、大規模で多機能な密結合アプリケーションとして構築されていました。たとえば、密結合のモノ
リスとして構築された e コマースアプリケーションの場合、一般に、e コマース Web サイトで商品を購入
するために必要な Web ユーザー・インタフェース、商品カタログ、ショッピングカート、おすすめの商品、
商品の評価とレビュー、支払いシステムなどのコンポーネントの機能が、すべて 1 つのアプリケーション
に含まれています。

 従来型のアプリケーションの大部分は、アプリケーションに求められるピーク容量に合わせて、インフ
ラストラクチャが事前にプロビジョニングされていました。拡張に関しては、垂直方向の拡張によってサー
バーのハードウェア容量を増やすことで実現していました。

http://jp.redhat.com
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プライベート・ 

データセンターから 

パブリッククラウドに 

移行するモード 1*  

アプリケーションのうち、 

クラウドネイティブ・ 

アーキテクチャを 

指針として書き換えられる 

ものは、2017 年には 10%  

未満であったのに対し、
2020 年までには  

50% を超えます。

ガートナー：『Why You Must 

Begin Delivering Cloud-Native 

Offerings Today, Not Tomorrow 

(今後ではなく、今すぐにクラウド
ネイティブの提供を始めるべき 

理由)』2018 年 1 月

3.2 クラウドネイティブ・アプリケーションの開発と提供
 市場への投入スピードを重視するクラウドネイティブ・アプリケーション開発では、サービスと API 

ベースのアジャイルな開発および継続的デリバリーを行うアプローチが求められます。こうした機能は、
DevOps による開発チームや提供チームの枠を超えたコラボレーション、モジュール式アーキテクチャ、
オンデマンドで水平方向の拡張が可能な柔軟なインフラストラクチャによって実現し、複数の環境をサ
ポートし、アプリケーションに移植性をもたらします。 

 先進的なクラウドテクノロジーによる柔軟性とアジリティを獲得するため、組織は従来型アプリケー
ションをクラウド環境に移行し、より優れたアジリティとオンデマンドのコンピューティング容量を活用
したいと考えています。

 しかし、従来型プラットフォームに組み込まれた運用機能の多くは、クラウド環境ではすでに不要で
使用されていないか、クラウド環境自体によって簡単に提供および使用できるかのいずれかです。クラウ
ド環境では、ホストのライフサイクル管理が単純化されるだけでなく、組織はイミュータブル・インフラス
トラクチャの原則を活用し、1 つのアプリケーション・インスタンスのニーズに合わせてホストを調整でき
ます。 

 アプリケーションのクラウドネイティブ化への道筋は組織によって異なります。マイクロサービスを作
成するだけでは、デジタルビジネスに求められるサービス品質と提供頻度は達成できません。同様に、ア
ジャイル開発や IT の自動化をサポートするツールを導入するたけでは、クラウドネイティブ方式によるス
ピードの向上を実現できません。クラウドネイティブ化の成功を決めるのは、体制、テクノロジー、プロセ
ス、考え方すべてなのです。

 * ガートナーは、「バイモーダル」を、予測可能型と探求型という 2 つの異なる業務スタイルを連携させて管理する体制と
定義しています。モード 1 は、予測可能性が高く、よく理解されている分野に最適です。モード 1 は、レガシー環境をデジ
タル世界に適した状態に刷新する上で、すでに分かっていることを活用することに重点を置きます。モード 2 は探求型で、
新たな問題を解決するために実験しながら、不確実性の分野の最適化を図ります。

http://jp.redhat.com
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4. クラウドネイティブ・アプリケーションの開発と導入の 4 つの原則
 クラウドネイティブ・アプリケーション開発は、サービスベースのアーキテクチャ、API ベースの通信、コ
ンテナベースのインフラストラクチャ、DevOps プロセスという 4 つの重要な原則に基づいて、クラウド・
コンピューティング・モデルを最大限に活用するアプリケーションを構築し、運用する方式です。

 
 

サービスベースの 
アーキテクチャ

マイクロサービスなどのサービスベースのアーキテクチャは、モジュール式で疎結
合のサービスの構築をサポートします。ミニサービスなど、疎結合とサービスベー
スの設計に配慮したその他のモジュール式アーキテクチャを使用すれば、組織は
複雑性を増すことなくアプリケーションの作成スピードを上げることができます。

 
 

API ベースの通信

サービスは複雑性を軽減し、導入、拡張、メンテナンスのオーバーヘッドを削減す
る、軽量でテクノロジーに依存しない API で公開されています。企業は公開 API 

を通じ、社内外で、新たな機能やビジネスチャンスを生み出すことができます。 

API ベースの設計では、ネットワークを介したサービス・インタフェース経由の呼
び出しを通じてのみ通信が可能であるため、直接接続、メモリモデルの共有、他
チームのデータストアの直接読み取りといったリスクを回避できます。この設計に
よって、アプリケーションおよびサービスの提供範囲が、さまざまなデバイスや形
式へと拡大されます。

 
 

コンテナベースの 
インフラストラクチャ

クラウドネイティブ・アプリケーションでは、テクノロジー環境の枠を超えた共通
の運用モデルと、パブリック、プライベート、ハイブリッドを含むさまざまな環境
やインフラストラクチャの枠を超えた真のアプリケーション移植性を実現するた
め、コンテナを利用します。コンテナテクノロジーはオペレーティング・システム
の仮想化機能を使って、利用可能なコンピューティング・リソースを複数のアプリ
ケーション間で分割すると同時に、アプリケーションの安全性と相互の独立性を
保証します。 

クラウドネイティブ・アプリケーションには水平方向のスケーラビリティがあり、
多くの場合コンテナ・インフラストラクチャ内での自動化を通じ、単純にアプリ
ケーション・インスタンスを増やすことで、容量を追加できます。 

コンテナはオーバーヘッドが少なく高密度であるため、多数のコンテナを同一の
仮想マシンまたは物理サーバー内でホストすることができ、クラウドネイティブ・
アプリケーションの提供に最適です。 

 
 

DEVOPS プロセス

クラウドネイティブ方式のためのアプリケーション開発では、継続的デリバリー
を行うアジャイル手法と、アプリケーションの構築および提供において、提供
に関わる開発、品質保証、セキュリティ、IT 運用などのチームの連携を重視する 

DevOps の原則に従います。

アーキテクチャ コミュニケーション インフラストラクチャ プロセス

サービスベース API 駆動型 コンテナ DEVOPS

http://jp.redhat.com
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「優れた構成のモノリスを
構築できないのに、 

優れた構成の 

マイクロサービスを 

構築できるでしょうか」

SIMON BROWN 氏
CODINGTHEARCHITECTURE.

COM/PRESENTATIONS/

SA2015-MODULAR-MONOLITHS

5. クラウドネイティブ・アプリケーションへの道：8 つのステップ
ステップ 1：DEVOPS に基づく文化と体制への転換
 クラウドネイティブ・アプリケーションを実現する上で、アプリケーションをより迅速かつ効率的に構
築して導入するため、開発および IT 業務チームにはさまざまな面での転換が必要です。業種や規模にか
かわらずすべての企業が、DevOps 文化を形成する幅広いアクティビティ、テクノロジー、チーム、プロセ
スのすべてを考慮する必要があります。新しいテクノロジー、迅速化されたアプローチ、より密接なコラ
ボレーションを活用するには、組織が本当の意味で DevOps の原理と文化的価値観を受け入れ、こうし
た価値観を中心とした組織を編成しなければなりません。 

 複数の分散環境、高度にカスタマイズされたレガシー・アプリケーション、そして急速なデジタル・イノ
ベーション時代の新たなアプリケーション・ワークロードの管理が複雑であるがゆえに、組織によっては 

DevOps の実施に困難が伴うことがあります。しかし、DevOps 体制をアプリケーション・ポートフォリオ
全体に拡大できる可能性が絶たれたわけではありません。

 DevOps 文化の導入で重要なのは、ツールとテクノロジーだけではありません。アプリケーションの開
発と提供のための、より統合された連携アプローチを受け入れることに、皆が意欲と信頼を持つことです。
オープンソース・ソフトウェア・プロジェクトの文化は、DevOps 文化を構築するためのガイドとなり得ます。 

 Red Hat Open Innovation Labs では、組織の DevOps プロセスの指針として、実験的な取り組み、
フェイルファスト (早い段階で失敗すること)、透明性のある意思決定、信頼感と協力を高めるための評価
と報酬の活用を推奨しています。イノベーションを促進するために設計されたこのような環境では、チー
ムは革新的なオープンソース・テクノロジーを活用して迅速にプロトタイプを構築し、DevOps を体験し、
アジャイルなワークフローを導入することができます。

DevOps 実現に向けた取り組みに役立つ Red Hat Open Innovation Labs に関する詳細をご覧い
ただけます。 
e ブックをダウンロードする
 
ステップ 2：高速モノリスを使用した既存アプリケーションの高速化
 アプリケーションのクラウドネイティブ化に向けた取り組みを開始するにあたって、組織は新規開発に
のみ重点をおくべきではありません。ビジネスを運営し収益を創出する上で、多くのレガシー・アプリケー
ションは必要不可欠であり、単純に置き換えることができないためです。必要なのは、新たなクラウドネ
イティブ・アプリケーションと統合することです。では、既存のモノリスをどのように高速化できるのでしょ
うか。既存のモノリシック・アーキテクチャを、モジュール式でサービスベースのアーキテクチャと API ベー
スの通信に移行する、高速モノリス方式を採用することによってです。 

 モノリシック・アプリケーションをマイクロサービスにリファクタリングするという負担の大きい作業に
取りかかる前に、組織はまず、モノリシック・アーキテクチャの安定した基盤を構築する必要があります。
モノリシック・アプリケーションと聞くと、アジリティを欠く印象がありますが、多くの場合、問題の原因
はモノリシック・アプリケーションの構築方法にあります。一方、高速モノリスなら、複雑さやコストを増
大させることなく、マイクロサービスが持つアジャイルなメリットの多くを実現できます。

 高速モノリス方式を使用することで、アプリケーションは、確かな設計方針と適切に定義されたドメイ
ン境界に従って構築されることになります。このアプローチでは、必要に応じて、より段階的かつリスク
の少ない方法でマイクロサービス・アーキテクチャに移行することもできます。この方法で高速モノリスを
展開することで、マイクロサービス・アーキテクチャの確かな基盤が構築されます。 

 たとえアプリケーションが高速モノリス方式で設計されていないとしても、既存のモノリスをコンテナ
ベースのプラットフォームに移行することで、高速化を図ることができます。この移行により、導入と提供
にかかる時間が短縮され、投資利益率 (ROI) が向上します。移行後にモノリスのインテグレーションや
機能を構築する場合は、クラウドネイティブな技術やアプローチを利用できます。 

 段階的なアプローチによって、無理のないペースで、既存のモノリスをより細かいコンポーネントに分
割する作業から始めることもできます。

http://jp.redhat.com
http://www.codingthearchitecture.com/presentations/sa2015-modular-monoliths
http://www.codingthearchitecture.com/presentations/sa2015-modular-monoliths
http://www.codingthearchitecture.com/presentations/sa2015-modular-monoliths
https://www.redhat.com/ja/services/consulting/open-innovation-labs
https://www.redhat.com/ja/resources/open-innovation-labs-ebook
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ステップ 3：開発の迅速化に向けたアプリケーション・サービスの活用
 ソフトウェア開発の迅速化においては、常に再利用性が鍵となってきました。クラウドネイティブ・ア
プリケーションも例外ではありません。しかし、再利用可能なクラウドネイティブ・アプリケーションのコ
ンポーネントが持つメリットを最大限に引き出すには、基盤となるクラウドネイティブ・インフラストラク
チャに最適化し、統合する必要があります。 

 基盤となるコンテナベースのインフラストラクチャに最適化され、統合された、既存のキャッシュサー
ビス、ルールまたはワークフローエンジン、インテグレーション・コネクタ、モバイルおよび API 管理機能、
データ仮想化サービス、メッセージブローカ、サーバーレス・フレームワークを利用できるなら、これらを
作り直す理由はありません。SaaS (Software-as-a-Service) であっても、PaaS (Platform-as-a-Service)、
iPaaS (integration Platform-as-a-Service) であっても、こうしたアプリケーション・サービスはすぐに使
える開発者用ツールと言えます。

 開発者が開発を迅速化し、新しいアプリケーションをより短期間で市場に投入できるようにするには、
クラウドネイティブ・アプリケーションで、こうした種類のサービスを 1 つまたは複数利用することが必要
な場合があります。DevOps とコンテナがクラウドネイティブ・アプリケーションの提供と導入を迅速化
するのに対し、アプリケーション・サービスは開発を迅速化します。

 たとえば、クラウドネイティブ・アプリケーションの開発者は、コンテナベースのインフラストラクチャ
で優れた性能を発揮するだけでなく、CI/CD パイプライン、ローリングおよびブルー・グリーン・デプロイ
メント、オートスケール、フォールトトレランスなどのプラットフォーム機能を活用することに特化して構築
されたアプリケーション・サービスを活用できます。

 
ステップ 4：作業に適したツールの選択
 IoT (モノのインターネット)、機械学習、AI (人工知能)、データマイニング、画像認識、自動運転車など、
ソフトウェア研究分野が増えた結果、ソフトウェア開発のフレームワーク、言語、アプローチが多様化して
います。

 言語やフレームワークの選択肢が個別のビジネス・アプリケーションのニーズに沿ったものになるにつ
れ、クラウドネイティブ・アプリケーションの開発はその多様性を増しています。この複雑化に対処するう
えで、クラウドネイティブな開発のためにフレームワーク、言語、アーキテクチャの適切な組み合わせをサ
ポートする、コンテナベースのアプリケーション・プラットフォームのメリットを活かすことができます。

 クラウドネイティブな開発では、作業に適したツールの選択も求められます。クラウドネイティブ・アプ
リケーションの実装方法が、12 ファクター方式、ドメインベースの設計、テストベースの設計および開発、
モノリスファースト、高速モノリス、ミニサービス、マイクロサービスのいずれを使用したものであろうと、
クラウドネイティブ・プラットフォームは、選択された開発要件をサポートするためのフレームワーク、言

サーバーレス

すべて JavaScript クラウドネイティブ Java

リアクティブ軽量および組み込み

図 1. 一層多様化が進むクラウドネイティブ・アプリケーション開発

http://jp.redhat.com
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語、アーキテクチャの適切な組み合わせを提供する必要があります。さらに、基盤となるコンテナベース
のプラットフォームは、テクノロジーの変化に合わせて継続的にアップデートされる、一連の精選された
ランタイムおよびフレームワークをサポートする必要があります。

ステップ 5：セルフサービス型オンデマンド・インフラストラクチャの実現
 アジャイル方式は、開発者によるソフトウェアの迅速な作成とアップデートを可能にしてきましたが、
必要なときに必要なところでタイムリーなインフラストラクチャ・アクセスを行うための効率的なメカニ
ズムがありません。アプリケーションをプロダクション環境にリリースする場合、市場投入までのスピード
全体に影響が出ます。インフラストラクチャが安価で、エンジニアの人件費が高額なこの時代にあって、
チケットを申請してから IT 運用部門がリソースをリリースするまで何週間も待つというのは、もはや持続
可能なモデルではありません。 

 セルフサービス型でオンデマンドのインフラストラクチャ・プロビジョニングは、開発者が必要なとき
に必要なインフラストラクチャにアクセスできるため、不正なシャドー IT に代わる強力なオプションとな
ります。しかし、このモデルが効果を発揮するのは、動的で複雑になりがちな環境全体を、IT 運用チーム
が制御し可視化できる場合に限られます。  

 コンテナおよびコンテナ・オーケストレーション・テクノロジーは、基盤のインフラストラクチャへのア
クセスを抽象化して単純化し、データセンター、プライベートクラウド、パブリッククラウドなど、さまざま
なインフラストラクチャ環境の枠を超えた堅牢なアプリケーション・ライフサイクル管理を実現します。コ
ンテナ・プラットフォームはさらに、セルフサービス、自動化、アプリケーション・ライフサイクル管理の機
能を可能にします。このモデルでは、開発者および運用チームが一貫性のある環境を迅速にスピンアップ
できるため、開発者はインフラストラクチャのプロビジョニングにつきものの障害や遅延に手間取ること
なく、アプリケーションの構築に集中できます。

 標準化もまた、セルフサービスモデルの重要な要素です。組織は、標準化によって一貫した自動化およ
び提供を行うことで、ビジネス上の目標を達成できます。プロセス標準化では、アプリケーションを新し
い環境にリリースするなどのタスクに必要なイベントやアクティビティの正確な順序をマッピングします。

 また、コンテナによってアプリケーションの移植性ももたらされ、クラウドプロバイダーを問わず導入
および実行できる、クラウドネイティブ・アプリケーションの作成などが可能になります。移植性により、
いつでも、どのクラウドプロバイダーでも選択でき、1 つのクラウドプロバイダーから別のプロバイダーに
容易に移行できます。また、関連コストを最適化し、特定のクラウドプロバイダー API に合わせたコー
ディングを行うことなくマルチクラウド・アプリケーションを開発できるようになります。 

クラウドネイティブ化への道をサポートする、さまざまな体制や技術についての詳細をご覧ください。 
OPEN PRACTICE LIBRARY を見る
 
ステップ 6：アプリケーションの提供を高速化する IT 自動化
 IT やインフラストラクチャの自動化は、手動による IT 作業を排除し、クラウドネイティブ・アプリケー
ションの提供を迅速化する上で必要不可欠です。自動化は、ネットワークとインフラストラクチャのプロ
ビジョニングから、アプリケーションの導入と構成管理に至るまで、あらゆる作業またはコンポーネント
に統合して適用できます。

 IT 管理ツールと自動化ツールが作成する反復可能なプロセス、ルール、フレームワークにより、市場投
入時間の遅延につながる多大な労働力が不要になる、または低減することができます。さらに、 自動化
の機能とアプリケーションは、コンテナのようなテクノロジーやDevOpsのような手法を、クラウドコン
ピューティング、セキュリティ、テスト、監視や警告などの幅広い分野へと適用することができます。つま
り、自動化は価値実現までの時間全体を迅速化し、IT の最適化とデジタル・トランスフォーメーションに
おける鍵となります。

http://jp.redhat.com
https://rht-labs.github.io/practice-library/
https://www.redhat.com/ja/topics/containers
https://www.redhat.com/ja/topics/devops
https://www.redhat.com/ja/topics/cloud
https://www.redhat.com/ja/topics/cloud
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継続的デリバリー (CD)  

は、チームが価値ある 

ソフトウェアを 

短いサイクルで 

製作するのと同時に、 

常にソフトウェアを 

リリース可能な 

状態にするという、 

ソフトウェア・ 

エンジニアリング 

方式です。CD では 

確実かつ低リスクな 

リリースが可能なため、 

ユーザーからの 

フィードバック、 

マーケットの転換、 

ビジネスストラテジーの 

変更をソフトウェアに 

組み込むことで、 

こうした変化に 

継続的に適応させる 

ことができます。 

ガートナーによる定義

 長期的には全面的な自動化が統合された形で実現するほか、優れた効率性や DevOps 体制とイノベー
ションのスピードアップをもたらします。 

e ブック「企業の自動化」で、IT 自動化が果たす重要な役割に関する詳細をご覧ください。 
e ブックをダウンロードする
 

ステップ 7：継続的デリバリーと高度なデプロイメント技術の導入
 リリースサイクルが長いということは、つまり、ソフトウェアのバグの検出から解決までに長い時間を要
するだけでなく、顧客や市場のニーズに対するタイムリーな対応が本質的に困難であることを意味しま
す。モバイル、Web、IoT アプリケーションなど、トラフィック量の多いアプリケーションの場合、未解決の
バグがあると多数のユーザーに影響が出ます。その結果、カスタマー・エクスペリエンスの低下、セキュリ
ティや安全性の問題、生産性の低下や収益の減少につながります。社内で利用するビジネス・アプリケー
ションであっても、アプリケーションの停止やソフトウェアのバグ対応の遅れにより、多大なビジネスコス
トが発生することがあります。

 アジャイル開発手法の発展により、「release early, release often (短いサイクルで頻繁にリリースす
る) 」モデルが生まれました。DevOps と継続的デリバリーのアプローチでは、この手法の適用範囲がさ
らに拡大しました。開発、運用、品質保証、セキュリティの担当チームを密接に連動させることで、ソフト
ウェアの提供プロセスを改善します。その結果、変更されたコードを短期間で確実にプロダクション環
境にリリースすることで、開発者に迅速にフィードバックを提供できます。この反復的かつ迅速なフィード
バックループは、CI/CD によって可能となります。このループによってインフラストラクチャの自動化が、自
動化されたテストや脆弱性スキャン、セキュリティ・コンプライアンス、規制チェックなどアプリケーショ
ン提供のあらゆる側面をカバーする、自動化されたエンド・ツー・エンドの提供体制へと拡張されます。
提供パイプラインの自動化の目的は、運用機能に影響を及ぼすことなくアップデートを提供し、提供リス
クを低減することにあります。

 継続的デリバリー (CD) を実現するための最初のステップは、継続的インテグレーション (CI) の実現
です。CI システムは、さまざまなソース・コントロール・リポジトリの変更を監視し、適用されるテストをす
べて実行し、ソースコントロールの各変更に基づいてアプリケーションの最新バージョンを自動的に構築
するビルドシステムです。その一例として Jenkins が挙げられます。

Red Hat Ansible® Automation などの先進的な自動化テクノロジーがどのように CI/CD を可能
にするかをご覧ください。
ホワイトペーパーをダウンロードする

IT 自動化の指針
1. IT 運用の自動化へ向けて、プログラムによる組織規模の自動化手法を導入するうえでサービ
ス要件の設定を目的とした、組織全体でのコラボレーションに基づく対話を取り入れる。

2. 自動化言語やプロセスの学習支援の基盤として、自動化サンドボックスを検討する。

3. 自動化について真剣に検討する。手動制御による安心感を残したい気持ちを抑えて、不要なマ
ニュアル作業をすべて排除する。 

4. 体系的な方法により、小さく達成可能なステップに分けた段階的な自動化の取り組みを検討
する。着手した後は、各段階が次の段階への足がかりとなり、自動化の体制が組織に浸透して
いく。

5. まず、1 つのタスクやサービス (コンピュート、ネットワーク、ストレージ、プロビジョニングな
ど) の自動化から始める。次に、その自動化を他者と共有し、体系的な方法で発展させる。 

6. セルフサービス・カタログ (ユーザーができることを増やし、デリバリーを迅速化) を導入する。

7. 計測、監視、チャージバックのポリシーとプロセスを導入する。

http://jp.redhat.com
https://www.redhat.com/ja/engage/automated-enterprise-ebook-20171115
http://redhat.com/ja/resources/ansible-continuous-integration-delivery-whitepaper
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「高度な 
デプロイメント技術は、 

イノベーションに構造と 

明確性をもたらします。 

デプロイメント方法論が 

成熟することで、 

本当の意味での実験、
フィードバック、分析を 

行える環境が生まれます。
実験環境の改善が、 

優れたイノベーションに 

つながります」

RED HAT デベロッパー・ 

エクスペリエンス部門取締役
BURR SUTTER (バー・サッター)

REDHAT.COM/JA/ENGAGE/

TEACHING-AN-ELEPHANT-TO-DANCE

 高度な導入パターンにより、ソフトウェアリリースに伴うリスクを低減し、顧客に予期せぬ悪影響を与
えることなく対照実験環境を構築することを目指します。組織全体を通じてイノベーションを増進する上
で、この目標は不可欠です。 

 導入手法の高度化により、デリバリーの本質が変わります。これまでは週末の営業時間外に行われる、
メンテナンス期間やダウンタイムを伴う作業であったものが、通常の営業時間内に行うルーティーン作
業となります。プロダクション環境にダウンタイムが一切生じないばかりか、作業中も顧客はアプリケー
ションを利用可能となります。

 こうした手法では、新しいアプリケーションの導入に伴って顧客が経験する不便さを解消することで、
組織はビジネス上求められる頻度でアップデートやリリースを提供できます。以下に一般的な導入手法
の例を挙げます。アプリケーションのユースケースによっては、ゼロダウンタイム導入が実現可能です。

 ローリング・デプロイメントは、1 つのアプリケーションのすべてのインスタンスを一度にアップデート
するのではなく、各インスタンスがトラフィックを受信しないようにロードバランサーから除外すること
で、インスタンスを個別にアップデートする導入形態です。インスタンスのアップデートが完了すると、再度
ロードバランサーに追加されます。すべてのインスタンスがアップデートされるまで、このプロセスが続き
ます。 

 ブルー・グリーン・デプロイメントは、2 つのまったく同じ環境を、一方はアクティブ、もう一方はアイド
ル状態で運用する体制を言います。まずアイドル環境に変更内容を導入し、プロダクション環境での変
更を検証してから、ライブトラフィックを更新済みの環境に切り替えます。前のバージョンへのロールバッ
クは、単純にトラフィックを元の環境に戻すことで可能ですが、データの移行も考慮されていることが条
件となります。

 カナリア・デプロイメントは、2 つのまったく同じ環境を使用するという点ではブルー・グリーン・デプ
ロイメントに類似していますが、導入の制御方法が異なります。新しいリリースをデプロイした後、一部
の小数のユーザーがプロダクション環境でリリースのテストを行います。新しいリリースの検証が成功す
ると、トラフィックを段階的に新バージョンへと移行します。この間、すべてのユーザーが新しいリリース
に移行するまでは結果の監視と検証が続きます。

Teaching an elephant to dance (ゾウにダンスを教える) 
e ブックをダウンロードする 
 
ステップ 8：モジュール式アーキテクチャへの転換
 ソフトウェア作成手法の 1 つであるマイクロサービスベースのアーキテクチャでは、アプリケーションを
互いに独立した最小コンポーネントに分割します。すべての機能を 1 カ所にまとめるという、従来のモノシ
リックなアプリ構築の手法とは異なり、マイクロサービスは 1 つ 1 つが独立し、同じタスクを達成するた
めに連動します。このソフトウェア開発手法は、細分化でき、軽量で、似通ったプロセスを複数アプリ間
で共有できるという特長があります。マイクロサービス・アーキテクチャは基盤として特定のインフラスト
ラクチャを必要とするものではありませんが、最適なのはコンテナベースのプラットフォームです。

 極めて大規模なチームや 1 日に複数回プロダクション環境へのデプロイを行う場合には、マイクロ
サービスベースのアーキテクチャを展開することでさらなるメリットが得られる可能性があります。アー
キテクチャの観点からは、マイクロサービスでは各サービスを独自のデプロイメント単位に分ける必要
があります。そして各マイクロサービスは、(多くの場合、それぞれが担当のライフサイクルを持つさまざ
まチームによって) 個別に管理され、デプロイされます。

 しかし、マイクロサービス・アーキテクチャの導入には投資とスキルが必要であるため、組織にとって
障害が大きすぎる場合があります。アナリストおよびこの分野の専門家は、マイクロサービスの導入にあ
たってモノリスファーストのアプローチを推奨しています。これは、たとえマイクロサービス・アーキテク
チャの構築を目指している場合でも、まずはモノリスとしてアプリケーションを構築するという方式です。
この手順の目的は、まずアプリケーションのドメインをよく理解し、その上でマイクロサービスに変換でき

http://jp.redhat.com
https://www.redhat.com/ja/engage/teaching-an-elephant-to-dance-20180321
https://www.redhat.com/ja/engage/teaching-an-elephant-to-dance-20180321
https://www.redhat.com/ja/resources/middleware-teaching-elephant-to-dance-ebook
https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html
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るドメイン内のコンテキスト境界を見極めることです。したがってこのアプローチでは、アプリケーション
のドメインやコンテキスト境界を把握しないうちに一連のマイクロサービスを構築する場合に生じる、修
理コストなどの技術的負債を回避できます。

 マイクロサービスに代わる選択肢として、ミニサービスがあります。ミニサービスとは、ドメインによっ
て分割されたサービス群であり、通常アプリケーションサーバーで実行されます。ミニサービスなら、マイ
クロサービスベースの設計やインフラストラクチャのような複雑さを回避しながら、アジリティ向上や規
模の拡大を実現できます。ミニサービスでも、アジャイル、DevOps、CI/CD 方式に投資し、理想的にはコ
ンテナベースのインフラストラクチャと組み合わせて先進的なアプリケーションサーバーまたはマルチフ
レームワーク、マルチアーキテクチャ、マルチ言語のサービスを構築する必要があります。 

 マイクロサービスやミニサービス、モノリスファーストなど、クラウドネイティブ・アプリケーション開発
に向けたさまざまフレームワーク、言語、アプローチをサポートするプラットフォームは、アプリケーショ
ンのクラウドネイティブ化を成功させるための鍵となります。

6. クラウドネイティブ・アプリケーションのビジネスケース
 デジタル・トランスフォーメーションにおける優先順位は企業によって異なります。先進的なクラウドネ
イティブの原理へと移行しながら、既存のアプリケーション・アーキテクチャとインフラストラクチャのモ
ダナイズを図る企業もあれば、新しいビジネスモデルとアプリケーションでイノベーションを進める企業
もあります。目的やビジネス・ユースケースはそれぞれ違っていても、すべての企業が共通して目指してい
るのは、スピード、柔軟性、デジタルレディネスの向上です。クラウドネイティブ・アプリケーションの一般
的なユースケースは、ビジネスの課題別に以下の 4 つのカテゴリに大別されます。

http://jp.redhat.com
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「新たな銀行の 

買収後の稼働初日、 
プロダクション環境に  

10 の変更を導入し、 
発生した不具合は  

0 件でした」
KEYBANK、DEVOPS 主任

JOHN RZESZOTARSKI 氏

デプロイメント時間： 

12 週間から 1 週間に短縮

現在の 
アプリケーションの  

90% は、2023 年に 
なっても依然として 
使用されることが 
予測されるが、 

そのほとんどには 
モダナイズのための 

十分な投資が行われない 
見込みである 

ガートナー： 
「アプリケーションのモダナイズは
ビジネス主導で、継続的、かつ 

マルチプラットフォームであるべき
である」 

2018 年 1 月

ビジネスの課題 1：アプリケーション提供の迅速化
目的：
 顧客への既存および新規のアプリケーション提供を迅速化する。 

アプローチ：
 コンテナによって開発、運用、セキュリティ、QA などのチームを一体化する共通プラットフォームを実
現し、インフラストラクチャやアプリケーション・テクノロジーによらない DevOps を活用します。チーム
は DevOps アプローチにより、自動化や CI/CD 体制を通じて、迅速かつ確実にソフトウェアをリリース
できます。コンテナベースの自動化を通してデプロイメントの問題に対処することで、IT の提供ペースにビ
ジネスのペースを合わせるのではなく、アプリケーション提供サイクルを迅速化してビジネスのペースに
合わせることができます。

お客様事例：
 米国の大手銀行 15 社の 1 つである KeyBank は、Web エクスペリエンスのアップデートと新たなモ
バイル向けの Web アプリの作成を通じて、デジタルチャネルのモダナイゼーションに着手しました。
KeyBank は Red Hat OpenShift® を使用してモノリシック・アプリケーションからマイクロサービスへと
移行し、自動化された継続的デリバリー・パイプラインを構築したことで、四半期単位で行っていたデプ
ロイメントを週単位に短縮することができました。 

 
ビジネスの課題 2：既存アプリケーションのモダナイズ
目的：
 既存アプリケーションのモダナイズによって、市場や顧客に合わせた変更を迅速化する。

アプローチ：
 価値あるビジネス・アプリケーションの多くは、デジタル時代向けに設計されていないレガシー・アプ
リケーションです。しかし、rip-and-replace (完全な置き換え) 方式が必ずしも適切な、あるいは採算が
合うアプローチであるとは限りません。さらに、レガシー・アプリケーションの中にはモダナイゼーション
に適さないアプリケーションもあります。

 従来型アプリケーションのクラウドへの移行が実行可能な場合は、基盤となるインフラストラクチャ
に依存しないコンテナを使用することができます。その結果、アプリケーションをオンプレミス・インフラ
ストラクチャからクラウドに移植できます。このとき、クラウドネイティブ化のため、必要に応じてアプリ
ケーションのリファクタリングおよび再構築を行う場合があります。コンテナ・プラットフォーム方式では、
プラットフォームの自動化機能と DevOps 体制を活用することで、既存のアプリケーションの移行を単
純化できます。

 

お客様事例：
 毎日、主要な金融市場のうちで最も早くオープンするオーストラリア証券取引所 (ASX) は、世界の金
融サービスセクターにおいて重要な役割を担っています。安定性、安全性、そしてパフォーマンス性の高
い運用が求められる一方で、ASX のレガシー・アプリケーションサーバー・プラットフォームはますます一
貫性と安定性を欠き、コストがかさんでいました。そこで ASX は、新しいテクノロジーによってデジタル・
プラットフォームをモダナイズする取り組みとして、Red Hat JBoss® Enterprise Application Platform 

を導入し、アプリケーションサーバーの堅牢な基盤を構築することにしました。初回デプロイメントの対
象には、ASX の基幹的な企業間 (B2B) Web アプリケーションである、ASX Online が含まれていました。
これは、規制要件を満たしつつ、市場向けに価格、企業による発表、極めて重要なレポート機能を提供す
るものです。

「Red Hat JBoss 
Enterprise Application 

Platform では、 
エキスパートによる 

サポートが受けられるため、
日々の運用に関して 

心配する必要がありません」

オーストラリア証券取引所
コーポレート・テクノロジー部門 

前ゼネラルマネージャー

アプリケーションの 
再起動スピードが  

60 倍にスピードアップ

 プラットフォームの 
サポートにかかるコストと 

時間の削減により、 
革新的なサービス開発に 

リソースを活用可能

http://jp.redhat.com


14jp.redhat.com E ブック クラウドネイティブ・アプリケーションへの道

「Red Hat OpenShift 

Container Platform には
本当に感心しています。 

これは革新的です。 

素早いデプロイと 

容易なコンテナ管理が 

可能です」

アムステルダム・スキポール空港
シニア・テクニカル・アプリケーション・ 

コーディネーター
MICHAEL AALBERS 氏

新たな API の導入スピードが 

 50% アップ

「この取り組みで最も 

興奮を覚えるのは、 

今後の IT のあり方を 

改革している 

ということです。 

ビジネスとしての 

当行の取り組み方を 

根底から覆し、当行全体の
あり方を変えるプロセスに 

着手しています」

最高情報責任者 (CIO)

WAYNE MARCHANT 氏

ビジネスの課題 3：新しいクラウドネイティブ・アプリケーションの開発
目的：
 新しいアプリケーションの開発を迅速化することで、新たなビジネスチャンスに対応する。

アプローチ：
 短期間でアイデアをサービスや製品に変え、新たな環境における成果を評価し、さらに適応させるこ
とができる組織にとって、ビジネスや顧客の需要の変化はビジネスチャンスとなります。クラウドネイティ
ブ方式で新たなアプリケーションを構築することにより、サービスベースのアーキテクチャ、API によるイ
ンテグレーション、コンテナ化されたサービスとオーケストレーション、DevOps 体制、自動化、ツールを
活用しながら、アイデアを革新的なアプリケーションに変換するプロセスの迅速化を一歩進めることが
できます。

 

お客様事例：
 オランダのスキポール国際空港は、年間 6,400 万人が利用するヨーロッパ第 3 の国際空港です。スキ
ポール空港は、2018 年までに世界一デジタル化が進んだ空港となることを目指しています。この目標を
達成するには、クラウドに依存しないプラットフォームを利用してアプリケーション開発を迅速化する必
要がありました。スキポール空港のデジタル化ストラテジーにおける重要な分野の 1 つは、利用客に搭
乗ゲート、ターミナル、チェックイン時間などの情報を提供する Flight API などの、API によるサービス
提供です。スキポール空港では、Red Hat OpenShift Container Platform を利用して社内の IT チームお
よびビジネスパートナー向けのセルフサービス型マルチクラウド・プラットフォームを構築することで、新
しいサービスの開発時間の短縮を実現しています。

 
ビジネスの課題 4：ビジネス・イノベーションの促進
目的：
 ビジネスで求められるペースに合わせて、組織全体でイノベーションを迅速化する。

アプローチ：
 目まぐるしく変化する世界では、立ち止まっていては他の組織に後れを取ることになります。IT チーム
は、顧客に喜ばれ、社員がよりスマートに業務を遂行できるようサポートする新しい機能とサービスをい
ち早く導入しようと競い合っています。成功の鍵は、絶えずイノベーションを続けることであり、新しいツー
ルとテクノロジーだけでは不十分です。成功するには、革命的な考え方によって組織全体のイノベーショ
ンと実験をサポートする新たな文化、ツール、プロセスが必要です。

お客様事例：
 オーストラリアの Heritage Bank は、創業 142 年の、同国内で最も歴史ある金融機関です。市場での
競争の激化と責務の拡大に直面し、より迅速にソフトウェアを提供する方法を見つける必要がありまし
た。Heritage Bank では、Red Hat Open Innovation Labs をチームに浸透させることで、革新的なバン
キング・ソリューションと、優れたパフォーマンスを発揮するチームを構築することができました。今もそ
して今後もずっと、より良いソフトウェアをより短期間で継続的に開発できるチームです。

Heritage Bank に関するビデオ

http://jp.redhat.com
https://www.redhat.com/ja/about/videos/heritage-bank-drives-cultural-change-red-hat-open-innovation-labs#description
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RED HAT がサポートします
 Red Hat は、デジタル化およびクラウドネイティブ化における現状と優先事項に応じて、お客様をサ
ポートするテクノロジーとサービスをご提供します。

 クラウドネイティブのユースケースが 1 つに絞られる組織もあれば、同時に複数のユースケースを優先
させなければならない組織もあります。漸進的なアプローチでも革新的なアプローチでも、クラウドネイ
ティブ化への道は極めて独自のものであって、直線的なものとは限りません。どの道を選んだとしても、ア
プリケーションをより迅速に市場に投入するには、適切なテクノロジー、DevOps 体制、文化が必要です。 

 Red Hat は、クラウドネイティブ・コンテナ開発プラットフォームである Red Hat OpenShift で、お客
様の取り組みをサポートします。Red Hat OpenShift Application Runtimes は、クラウドネイティブ・ア
プリケーションを構築するためのオープンソース・ランタイムとフレームワークを提供し、OpenShift 上で
コンテナ化されたランタイムを通じて開発期間を迅速化します。Ansible の自動化および管理テクノロ
ジーを含む、一連の Red Hat JBoss Middleware テクノロジーを OpenShift にデプロイできます。 

 複雑なデジタル・トランスフォーメーションの道のりを迷うことなく進めるよう、Red Hat コンサル
ティングでは、戦略的なアドバイスや深い専門知識でサポートします。Red Hat のコンサルタントが、
Red Hat Open Innovation Labs から Discovery Session、そしてプロジェクト実施計画に至るまで、ク
ラウドネイティブ化の取り組みにおけるあらゆるステップでお手伝いします。

図 2. Red Hat を利用したクラウドネイティブ化

デジタル進化 デジタル革新

クラウドネイティブのユースケース

RED HAT の製品とサービス

アプリケーション
提供の迅速化

既存
アプリケーションの
モダナイゼーション

新しい
クラウドネイティブ・
アプリケーションの

開発

ビジネス
イノベーションの

促進

http://jp.redhat.com
https://www.openshift.com/
https://www.redhat.com/ja/technologies/cloud-computing/openshift/application-runtimes
https://www.redhat.com/ja/topics/automation
https://www.redhat.com/ja/topics/automation
https://www.redhat.com/ja/services/consulting
https://www.redhat.com/ja/services/consulting
https://www.redhat.com/ja/services/consulting/open-innovation-labs
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RED HAT について 

エンタープライズ・オープンソース・ソフトウェア・ソリューションのプロバイダーとして世界をリードす
る Red Hat は、コミュニティとの協業により高い信頼性と性能を備える Linux、ハイブリッドクラウド、コ
ンテナ、および Kubernetes テクノロジーを提供しています。Red Hat は、新規および既存 IT アプリケー
ションの統合、クラウドネイティブ・アプリケーションの開発、Red Hat が提供する業界トップレベルの
オペレーティングシステムへの標準化、複雑な環境の自動化、セキュリティ保護、運用管理を支援します。
受賞歴のあるサポート、トレーニング、コンサルティングサービスを提供する Red Hat は、Fortune 500 
企業に信頼されるアドバイザーです。クラウドプロバイダー、システムインテグレーター、アプリケーショ
ンベンダー、お客様、オープンソース・コミュニティの戦略的パートナーとして、Red Hat はデジタル化が
進む将来に備える企業を支援します。

jp.redhat.com 
#F12255_0518

クラウドネイティブ化に取り組んでいますか？
 Red Hat がどのようにアプリケーションのクラウドネイティブ化の取り組みをサポートできるかを
ご紹介します。

• Red Hat コンサルティングのサービスについてご紹介します。Red Hat Consulting Discovery 

Session で、ベストプラクティスやプランニングに関するガイダンスを受けられます。

• Services Speak ブログでは、役立つ情報やヒントなどが見つかります。

• お客様の DevOps の成熟度は？クラウドネイティブ化への取り組みに向けた準備はどの程度でき
ていますか？イノベーション能力診断評価テストを受けて確認しましょう。

E ブック クラウドネイティブ・アプリケーションへの道
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