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イベント処理、統合、アジャイル開発プラクティスのトレンド

成功を収めている企業は、経営の効率とカスタマエクスペリエンスの改善から最大限にメリットを 引き出すに
は、ビジネスとテクノロジのイニシアチブを密接に整合させることが必要不可欠であると 知っています。お客様
の声、取引、業務などの情報からインサイトを得ようとするエンタープライズソフトウェアのイニシアチブの多
くで現在注目されているのは、ビジネスリーダーに有益な情報をもたらしうるイベント、すなわちビジネス環境
における変化です。これまでは、そうしたイベントを記録、収集、処理するバッチ処理 ETL（抽出、変換、読み込
み）などの従来のテクノロジが足かせとなり、イベントに含まれるインサイトをスピーディに引き出すことができ
ませんでした。      

リアルタイムのデータ収集、優れた接続性と広い帯域幅、かつてなくスケーラブルなデータストア、 
コンピューティング性能の向上といったテクノロジの急速な進歩により、企業の業務形態のみならず、ビジネス
リーダーの思考も変化しています。企業は、企業自身とエコシステムを正確に「見る」ことができ、その上で必要
に応じて事業経営を迅速かつ効率的に調整できるようになったのです。企業の対応速度が上がれば、IT 部門
も対応速度を上げなければなりません。ソフトウ
ェア開発サイクルの周期を短縮してイテレーシ
ョンを迅速に回し、ビジネスに即したアプリ
ケーションを提供する必要があります。

今日の企業では、高パフォーマンス、高スケー
ラビリティのイベントドリブンアプリケーション
を提供するマイクロサービスとコンテナの導入
が進んでいます。このアーキテクチャとアジャイ
ルのプラクティスの組み合わせは、アプリケー
ション開発のライフサイクルに劇的な変化をも
たらしています。開発チームは、短期間で、縦割
り組織を横断してアプリケーションとインテグレーションを改善できるようになりました。俊敏なテクノロジプ
ラットフォームがあれば、俊敏なビジネスを実現して、競合他社に対して優位に立てます。 

イベントドリブンアーキテクチャ（EDA）は、マイクロサービスを活用して最大限のインパクトをもたらす手法と
して 注目を集めています。EDA は「イベントの生成、検知、使用、およびイベントへの対応を促進するソフトウ
ェアアーキテクチャのパターン」です1。イベントドリブンアプリケーションは、バッチではなく個別のイベントを
処理し、プッシュベースの通信により並列して実行されます。バッチおよびポーリングテクノロジを排除すること
により、ビジネスプロセスと分析がスピードアップします。今日、EDA によりアプリケーションとデータを全社的
に統合することで、企業全体だけでなくその枠を越えたリアルタイムの意思決定と状況の把握が実現されてい
ます。

1 K. Mani Chandy Event-Driven Applications: Costs, Benefits and Design Approaches,California Institute of Technology, 2006

今日の企業では、高パフォーマンス、高スケーラビリティのイベン
トドリブンアプリケーションを提供するマイクロサービスとコン
テナの導入が進んでいます。このアーキテクチャとアジャイルの
プラクティスの組み合わせは、アプリケーション開発のライフサ
イクルに劇的な変化をもたらしています。 



イベントドリブンアーキテクチャにより、トレーダー向けダッシュボードの株価通知フィード、エンタープライズ
アプリケーション、新たな Web とモバイルアプリケーションの統合など、あらゆる種類のイノベーティブなソフ
トウェアが開発されています。EDA により、急速に変化するビジネス環境に企業も顧客もリアルタイムで対応
できるようになります。
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企業にはビジネスの変化の速さに合ったアジャイルなインテグレーションアプローチが必要

成功を収めている企業のインテグレーション
戦略はより強固で次の機能が含まれる：

クラウドベースの
統合プラットフォーム

成功を収めている企業
成功していない企業

レガシー統合用のレガ
シーコネクタ/ツール
および API

コード不要の
統合ツール
イベント処理/メッ
セージキューイング/
アプリケーション
メッセージング

64%
57%

60%
44%

53%
27%

40%
28%

成功を収めている企業はアジャイルインテグレーション戦略を採用し、API を
毎週ないし毎日リリース/更新しており、その頻度はあまり成功していない企業の 
3 倍近くに上ります。

3X

出典：Agile Integration Is Critical to Successful Digital Transformation、Red Hat からの依頼で Forrester Consulting に
よって 2018 年 9 月に実施された調査

強固なプラットフォームの構築

Apache Kafka はフォールトトレラントで、高スループット、低レイテンシ、水平にスケールできるパブリッシュ/
サブスクライブ型のイベント分散システムであるため、EDA のテクノロジとしての採用が進んでいます。Kafka 
は、イベントストリーミングアーキテクチャとストリーム処理アプリケーションの基盤です。Kafka はよく 
Kubernetes と組み合わせて使用されるため、Kafka と Kubernetes は最新のイベントストリーミングテクノロ
ジのトップとなっています。 

Kubernetes は、Google によって 2014 年にオープンソース化されたコンテナ管理システムです。コンテナのデ
プロイメント、スケーリング、運用を、複数のホストのクラスタで自動化します。Kubernetes を使用することで、
コンテナのデプロイメントや継続的な管理、たとえばアプリケーションのレジリエンスを高めるための自動正
常性チェックを簡素化できます。 

https://www.redhat.com/en/resources/agile-integration-critical-to-digital-transformation-forrester-analyst-report


Kafka と Kubernetes の組み合わせは、マイクロサービスアーキテクチャによるエンタープライズ統合を実現す
る強固なイベントストリーミングプラットフォームの構築によく使用されます。この 2 つのプラットフォームは、
多数のデプロイメントで柔軟性、レジリエンス、高パフォーマンス、スケーラビリティが実証されています。
Fortune 500 企業の 1/3 以上が Kafka を採用しています。旅行企業の上位 10 社、保険企業上位 10 社中 8 
社、通信企業上位 10 社中 9 社、銀行上位 10 行中 7 行が名を連ねています3。多くの企業が、毎日 1 兆を上回
るメッセージを処理しています。Kafka と Kubernetes の普及により、これらを扱うオンライントレーニングや
大学の講座は大幅に増えました。

Kafka と Kubernetes を組み合わせることで、アプリケーション間のデータのストリーミングと統合を実現する
イベントドリブンリアルタイムデータパイプラインを構築できます。これにより、異なるチームが独立に開発し
た個別にスケーリングできるモジュールまたはサービス/マイクロサービスからソフトウェアが構成されるモデ
ルの採用が促進されます。 

本 eBook では、ストリーム処理、データ統合、Web サイトでの行動追跡などのイベントドリブンエンタープラ
イズアプリケーションを構築するための最も一般的な方法を解説します。また、Red Hat AMQ Streams が提
供する、リアルタイムのソフトウェアとビジネスのイノベーションの基盤となる Apache Kafka（OpenShift 上で
実行）の柔軟なエンタープライズグレードのディストリビューションについて説明します。 
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3 https://dzone.com/articles/what-is-kafka

https://dzone.com/articles/what-is-kafka
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設計パターンと活用シナリオ
AMQ Streams は Red Hat による Apache Kafka のエンタープライズディストリビューションです。Apache 
Kafka プロジェクトのコアコンポーネントで構成されています。Kafka に対する AMQ Streams の付加価値の多
くは、Kubernetes で Kafka を使用できること、つまり Kubernetes の Red Hat ディストリビューションである 
OpenShift を使用することによるものです。 

OpenShift で Red Hat AMQ Streams を使用するとは、Kubernetes で Kafka を使用することです。分散型の
データストリームと、ストリームを処理するマイクロサービスベースのアプリケーションをサポートするエンター
プライズグレードのイベントドリブンのアーキテクチャを実現できます。AMQ Streams は、大規模な高スルー
プットのシナリオに特に適しています。これは、Kafka 独自のパーティションによってスケーラビリティの要件に
対応することができるためです。 

次に示す新しい設計パターンの例（開発者がアプリケーション設計においてよくある問題の解決に使えるベス
トプラクティス）には、イベントドリブンエンタープライズの基盤となる Red Hat AMQ Streams のパワーがよく
表れています。

ストリーム処理
▪ アプリケーションは、AMQ Streams で接続されたイベントドリブンサービスの集合として構成されます。
▪ 複数のイベントストリームを大規模に対処、処理、変換できる連続稼動のリアルタイムアプリケーションを

実現します。
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ユーザー：工場操業管理者、データサイエンティスト、ビジネスアナリスト、現場管理者

ビジネス上の利点：工場の停止時間の短縮、製造数の向上、機械を危険な状態で運転するリスク
の軽減、製品品質の向上

他のソリューションと比較して優れている点：信頼性が高くレイテンシの低いイベントストリー
ミングアーキテクチャにより、機械学習モデルをリアルタイムで処理できます。

ユーザー：CFO、COO、データサイエンティスト、ビジネスアナリスト 

ビジネス上の利点：異常を検知するまでの時間を週単位から秒単位に短縮、コストの削減、不正行
為の抑制 

他のソリューションと比較して優れている点：Kafka と Kubernetes が実現する信頼性が高く低
レイテンシの 共有イベント分散により、すべての事業部門が同じイベントに取り組んで一貫性のある
重要なインサイトを取得できます。

使用事例：
製造工場において、機械学習のマイクロサービスを使用した IoT ベースの環境モニタリングにより、イベント

を処理し、必要に応じてミッションクリティカルな機械を事前予防的に交換します。

使用事例：
与信、入出金、取引といった複数のシステムにわたる顧客行動の履歴およびリアルタイム分析に基づいて金銭

の不正行為を検知すると同時に、業界規制を厳格に遵守していることを証明できます。 
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データの統合
▪ イベントやデータ変更のストリームをキャプチャして他のデータシステムに提供します。
▪ イベントのストリームをリアルタイムで処理すると同時に、別のデータベースに履歴分析と保持のためにパブ

リッシュするために広く用いられています。
▪ 変更データキャプチャ（CDC）により、ETL バッチに代わって、別個のデータベース間のよりタイムリーできめ

細かい更新が可能になります。

ユーザー：ビジネスアナリスト、データサイエンティスト、COO、CFO、CEO、地域マネージャ、店
舗 管理者、バイヤー

ビジネス上の利点：すべてのデジタル店舗と実店舗について、日単位ではなく秒単位で価格と在
庫のイベントと変更が照合され、顧客満足度、売上、リピート販売が増加

他のソリューションと比較して優れている点：日々の数十億件の価格設定および在庫イベント
を処理し、価格設定と在庫を最適化するための運用ツールやアラートを作成できます。Kafka により、
環境間のイベント共有、A/B テストの実施、高度なリアルタイム分析が実現します。

使用事例：
小売ダッシュボードが意思決定者向けにリアルタイムのトレンドを表示すると同時に、取引と経営のデータ
がエンタープライズデータレイクに保存されて履歴分析が実行され、より優れたインサイトが得られます。

ユーザー：COO、代理店、ビジネスアナリスト、部門管理者

ビジネス上の利点：レガシーのコアデータシステムとビジネスの新しいアプリケーションおよび
チャネルを接続することで、エンタープライズスケールの新たな EDA を 1 年以内にロールアウトし、
イベントのレプリケーションやストリーミングにかかる時間を日単位から秒単位に短縮

他のソリューションと比較して優れている点：複数のシステムにイベントをストリーミングおよ
び複製することで、IT 部門の作業のスピードと効率が向上し、顧客に関するインサイトをリアルタイ
ムで提供する最新のアプリケーションをロールアウトできます。

使用事例：
多国籍保険企業は、メインフレームからマイクロサービスベースの EDA に切り替えることで、社内と対面

運用の Web/モバイルのデータの整合性と一貫性を確保しています。
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その他の設計パターン

Web サイトのアクティビティトラッカー
▪ ユーザーアクティビティのトラッキングパイプラインをリアルタイムのパブリッシュ/サブスクライブ型フ

ィードとして再構築することで、スケーラビリティが向上し、イベントをアプリケーションに対してスト
リームとして公開して複雑な処理と分析を行えます。 

▪ ページビューやオブジェクトビューなどのイベントで Web サイトのナビゲーションが構成されます。ア
クティビティは、アクティビティタイプごとに 1 つのトピックとして中心となるトピックにパブリッシュさ
れます。

▪ 実際の使用例：Web サイトにおいて、リアルタイムの顧客クリックストリーム分析を用いてアドオンや
追加製品を即時に推奨すると同時に、イベントを他のアプリに送って製品需要を予測します。

イベントドリブンエンタープライズ 
▪ 従来のメッセージブローカーやメッセージングアーキテクチャに代わるものです。

▪ 大規模、高スループット、ビルトインのパーティショニング、レプリケーション、フォールトトレランス。

▪ 実際の使用例：ある銀行では、モノリシックなメインフレームアプリケーションにイベントドリブンマイ
クロサービスを段階的に追加して、取引処理を更新し、バッチジョブを不正の検知と報告用のリアルタ
イムのストリーミングアプリケーションに置き換えました。

ビジネス指標の集中管理
▪ 分散型アプリケーションから統計を集計して、業務データの集約フィードを生成します。

▪ 業務データを分析して AMQ Streams トピックとして分散型アプリケーションに統計を提供できます。
これにより、効率的にビューをまとめて、データをさまざまな方法で処理することができます。

▪ 実際の使用例：以前は分断されていたサプライチェーンデータを組み合わせて、依存関係のタイミング
予測の精度を向上し、複数の拠点の生産スケジュールを自動的に最適化しています。

ログの集約
▪ ログメッセージを、AMQ Streams トピックで流れるイベントとしてパブリッシュします。

▪ これまでテキストファイルに埋もれていた詳細をイベントとして扱い、マイクロサービスベースの分散型
アプリケーションによりストリームで処理します。

▪ レプリケーションにより、レジリエンスの向上と優れたパフォーマンスを実現します。

▪ 複数のサービスがログデータをリアルタイムまたは非同期で処理できるシンプルな環境を構築します。

▪ 実際の使用例：複数の拠点、クラウド、ISP において、企業の知的財産が改ざんされた可能性がある場
合にリアルタイムで検知できます。



AMQ Streams による Apache Kafka と Kubernetes を使った
イベントドリブンのエンタープライズアプリケーションの提供

Red Hat AMQ は、自社の要件に合わせてエンタープライズグレードのコンポーネントを柔軟に選択できるイベ
ントストリーミングテクノロジスイートです。AMQ Streams は、エンタープライズグレードのコンテナオーケス
トレーションプラットフォームである OpenShift（Red Hat 版 Kubernetes）で動作します。この組み合わせによ
り、モジュール式の、スケーラビリティとスループットに優れた分散型イベントストリーミングアーキテクチャが
実現します。

Kafka は複数のステートフルサービスとして実行されるため、AMQ Streams により自動化していない場合は、
Kubernetes で Kafka を運用することは通常は困難です。Red Hat AMQ Streams により自動化することで、イ
ンストール、構成、アップグレードといった Kafka と Kubernetes に関してつまづきやすい点を解決できます。
OpenShift により、AMQ Streams のイベントストリーミングアプリケーションにおいてコンテナのスケーリング、
負荷分散、リカバリを自動化でき、ローリングアップデートやカナリーデプロイメントによって本番稼動の要
件を満たすことができます。 

この自動化により、企業の IT チームは、俊敏なイベントドリブンエンタープライズを実現するためのアプリケー
ションをより迅速に構築およびデプロイできます。AMQ Streams は、OpenShift 上で実行される他の多くのア
プリケーションやフレームワークとの統合性に優れているため、EDA イニシアチブに弾みがつきます。統合のレ
ベルが深く、クラスタのロールアウトに合わせてトピックやユーザーを構成できるため、個別に手作業を行う必
要はありません。Red Hat AMQ Streams は、マイクロサービス、データストリーミング、イベントソーシング、イ
ベント処理を簡素化します。 

OpenShift に簡単にデプロイできる AMQ Streams は、Kafka のパワーを活用したいイベントドリブンエンター
プライズに最適のテクノロジです。AMQ Streams には、デプロイメントを効率化する Apache Kafka および 
Zookeeper 向けビルド済みコンテナイメージと、Apache Kafka のクラスタ、トピック、ユーザーを Kubernetes 
上で管理および構成するためのオペレータが用意されています。オペレータとビルド済みコンテナイメージの組
み合わせにより、IT 部門は本番環境で使えるイベントドリブンプラットフォームをすぐに用意できます。

AMQ ファミリの一員としての AMQ Streams

Red Hat AMQ は、エンタープライズアプリケーションの高速、軽量、安全なイベント分散を実現します。AMQ 
コンポーネントは、業界標準の通信プロトコルに対応し、多数のプログラミング言語と運用環境をサポートし
ています。企業は、AMQ をイベントドリブンの基礎としてビジネスクリティカルな独自のリアルタイムアプリ
ケーションを構築できます。

AMQ の構成コンポーネントは次のとおりです。 
▪ AMQ Streams（Strimzi および Apache Kafka ベース）は、マイクロサービスなどのイベントドリブンアプリ

ケーションが超高スループット、超低レイテンシでデータを共有するための分散型バックボーンを提供します。

▪ AMQ Broker（Apache ActiveMQ Artemis ベース）は、スピード、効率、可用性、永続性に優れた ピュア Java 
のマルチプロトコルイベントブローカーです。Red Hat エンタープライズアプリケーションプラットフォーム
（EAP）のメッセージングエンジンとして使用されます。AMQ Clients は、あらゆるアプリケーションをイベン
トドリブンアプリケーションに変えるための API スイートです。Apache Qpid JMS、Apache Qpid Proton、
Azure AMQP.NET Lite をベースとしています。 
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▪ AMQ Interconnect（Apache Qpid Dispatch ベース）は、高速、低レイテンシのイベントルーターです。クライ
アントやブローカーをパブリック/プライベートクラウドをまたいで結ぶフォールトトレラントなイベントネット
ワークを構築できます。

▪ AMQ Online（enmasse プロジェクトベース）は、インストール、構成、メンテナンスの手間なく必要なときに
必要な場所でイベントサービスをプロビジョニングできるセルフサービスの開発者プラットフォームです。複数
の開発チームが 1 つのシンプルなコンソールで必要なブローカーとクエリをプロビジョニングできます。Red 
Hat AMQ は Red Hat Integration 製品の 1 つであるため、 同一プラットフォームから API のような同期イン
タラクションとストリームを使用して統合を実現することが可能です。

結論

Apache Kafka ベースの Red Hat AMQ Streams が提供する分散型イベントストリーミングインフラストラク
チャにより、マイクロサービスと分散型アプリケーションは可用性の高い環境で超高スループット、超低レイテ
ンシでデータを共有できます。 

AMQ Streams を OpenShift 上で実行することで、継続的なモニタリングと高可用性機能を備えた 
Kafka-on-Kubernetes エコシステムのデプロイ、管理、アップグレード、構成を単純化して自動化することがで
きます。この組み合わせは強固な分散型バックボーンを実現します。マイクロサービスなどのアプリケーション
が超高スループット、超低レイテンシでデータを共有できるほか、革新的で先を見据えたエンタープライズソ
フトウェアのための強力で柔軟な基盤を提供します。

AMQ Streams で構築されたイベントストリーミングのアプリケーションエコシステムを活用することで、ビジネ
ス全体の状況を把握し、状況をふまえてリアルタイムで意思決定を行うことが可能になります。社内のパート
ナー、ビジネスパートナー、サプライヤ、お客様とのリアルタイムの連携の構築と維持には、イベントストリー
ミングテクノロジは不可欠です。OpenShift の AMQ Streams は、ビジネスの推進力となるソフトウェアイノ
ベーションを構築、デプロイ、迅速に改善するための基盤です。詳細については、
https://www.redhat.com/en/technologies/jboss-middleware/amq をご覧ください。 

https://dzone.com/articles/what-is-kafka
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Red Hat AMQ が実現するエンタープライズ、クラウド、モノのインターネット向けの柔軟な
メッセージング機能

標準
プロトコル

ブローカー
▪ キュー、Pub/Sub
▪ 充実した機能
▪ JMS 2.0 準拠
▪ クラス最高の性能
▪ Apache ActiveMQ
   Artemis ベース

オンライン
▪ OpenShift ベースのスケーラブルな「セルフサービス」Messaging-as-a-Service ユーテ

ィリティ
▪ 自己管理および Red Hat 管理のデプロイメントで利用可能（AMQ Online）

相互接続
▪ メッセージのルーティン

グ
▪ ハイブリッドクラウド向

けの安全なメッセージン
グのバックボーン

▪ Apache Qpid Dispatch 
Router ベース

ストリーム
▪ 永続的な Pub/Sub
▪ 再生可能ストリーム
▪ 高いスケーラビリティ
▪ Apache Kafka ベース

Polyglot 
クライアント

共通管理
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RTInsights は、垂直産業の管理職や IT 企業のプロフェッショナルを対象とする、専門家主導の独立した Web 
リソースです。AI、リアルタイム分析、IoT によって企業の業績を高め、新しいビジネスモデルに変革する方法を
紹介します。混乱しがちなアプローチの数々やベンダーによるソリューションについて、わかりやすい説明を提
供します。弊社は、独自のサービスと専門分野に関する深い知識を組み合わせて提供することによって、弊社の
パートナーに製品マーケティング、見込み客の獲得、ソートリーダーシップ活動などを向上させます。

オープンソースのソフトウェアソリューションプロバイダーとして世界をリードする Red Hat は、IBM グループの
一員です。コミュニティとの協業により、高い信頼性と性能の Linux、ハイブリッドクラウド、ミドルウェア、スト
レージ、および仮想化テクノロジーを提供しています。Red Hat は、受賞歴のあるサポート、トレーニング、およ
びコンサルティングサービスも提供しています。企業、パートナー、オープンソースコミュニティからなるグロー
バルネットワークを結ぶ中心的存在として、Red Hat は必要とされる革新的なテクノロジーを創出してリソース
を解放することを通じて、お客様の IT の未来における成長とそのための準備を支援します。




