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はじめに
 情報技術 (IT) システムは、先進的なエンタープライズをまとめ上げる綱のようなものです。IT は
内部システムの基盤であり、往々にして市場における重要な差別化要因となります。顧客、従業員、
パートナーに対して機能を提供する必要があり、それらの機能は常に進化し続けなくてはなりません。
しかし同時に、システムの複雑さ、および変化のスピードも増しています。オンプレミスかクラウドか
を問わず複数のロケーションにまたがるデプロイメントは日常的に行われ、数々のソフトウェア・テ
クノロジーが使用されているのに対し、そうしたシステムを支える各チームのスキルには大きなばら
つきがある場合があります。デジタル・トランスフォーメーションへの関心が高まる中、変化によるビ
ジネス上の利点は強調されますが、新しいテクノロジーによって真の価値を提供する方法にはあまり
触れられません。

 このような状況にあっては、環境の信頼性と生産性の間に根本的な対立状態が生まれます。シス
テムはまず、その運用において機能し続け、常に安全で予測可能なものである必要があります。しか
しその一方で、開発者と運用チームは、システムを迅速に進化させてユーザーに新しい機能上のメ
リットを提供し、組織全体が進歩の恩恵を受けられるようにしなくてはなりません。

 信頼性と生産性をめぐるこのような対立状態は多くの選択に影響を与えますが、急速な変化と向
上が求められる現在の状況においては特に問題になります。こうした状況にあって、IT チームは常に、
アプリケーション提供と開発における短期的な変化と長期的な変化の間で繊細なバランスを求めら
れます。たとえば、既存システムとインフラストラクチャの用途を新しい機能の開発に振り向けるか、
それとも開発および提供の機能を再設計するかといった選択があります。長期的な目標は、全社的
なアプリケーション環境に価値を付加し続け、同時にアジャイルな開発と提供により生産性を高め
ていくことです。

 多くの組織ではすでにハイブリッドクラウド IT を導入しており、IT システムはいくつものデータ
センターとパブリッククラウドにわたって高度に分散されているため、このような状況は単なる仮定
の話では済みません。さらに、クラウドネイティブおよびその他の分野で無数の新しい開発テクノロ
ジーが出現していて、開発チームの生産性を高める極めて大きな機会が新しく生み出されています。

 このガイドは、エンタープライズ・アーキテクトと IT リーダーが先進的な IT 戦略にどう取り組む
かを計画するための戦略の手引きとして作成されており、次の 3 つの要素が収束して向かう先に焦
点を当てています。
 1. 先進的な組織の成功における IT システムの重要性

 2. ハイブリッドクラウドと、複数のデータセンター、プラットフォーム、クラウドへの移行

 3.  クラウドネイティブなアプリケーション開発テクノロジーと、それらを既存のアプローチと組み合わせ
て、堅牢で生産性の高い IT システムを作成する方法

 この資料では、コンテキストの検討事項、戦略の課題、高レベルのアーキテクチャの検討事項に
ついて、事例を使って説明します。
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 この e ブックは、次の内容を扱います。
•  戦略的側面と高レベルのアーキテクチャ、特にさまざまなコンテキストに適用できる高レベルの概念に
焦点を当てています。デプロイメントに関する詳細な検討事項は扱いません。全体にわたって、より深
い技術的分析のためのリソースが提供されています。

•  グリーンフィールド開発だけを想定したものではありません。新しいシステムをゼロから構築できる幸
運な組織もあるかもしれませんが、本書のアドバイスのほとんどは、複雑な既存のシステムを進化させ
ることを想定しています。

•  一般的にどのようなテクノロジーが適用可能かについて説明しています。さまざまな場面における 
Red Hat® のお客様とテクノロジーの事例を紹介します。Red Hat はどの場面においても当社のツール
が適していると考えますが、本書で説明しているほとんどのアプローチは、他のテクノロジー環境に適
用することも、Red Hat と他のテクノロジーを組み合わせて使用することもできます。

 関連資料として、象にダンスを教える方法、クラウドネイティブ・アプリケーションへの道、コンテ
ナベース・アプリケーションの設計原則、その他 redhat.com のクラウドネイティブ・リソースのペー
ジから入手できるさまざまな e ブックも併せてご覧ください。

パート 1：先進的な IT の課題
 2017 年の初夏、新しく Red Hat の最高情報責任者 (CIO) に任命された Mike Kelly (マイク・ケ
リー) は難しい状況にありました。Red Hat には、著しい成長を遂げた堅牢な IT インフラストラク
チャがありましたが、そのインフラストラクチャをさらに大きく成長させなくてはならない状況が目
前に迫っていました。IT チームにとって、Red Hat の急速な成長は、限られた予算内での運用を継
続しつつその成長に先手を打って対応していく必要があることを意味していました。

Kelly の率いるチームは、この課題にどう取り組んだのでしょうか。

Red Hat IT の変革

 IT システムは、たとえて言えば組織の中枢神経系統のようなものです。情報を伝達し、アクション
を調整し、組織が機能するための数々のタスクを実行します。複数のアプリケーションで構成される
こうしたシステムの規模、密度、複雑さは、近年、ほとんどの組織で増加しています。Red Hat も例外
ではありませんでした。

 Red Hat は 2016 年までに、ビジネスのさまざまな部分にサービスを提供する、それぞれに機能が
異なる 1,000 近くの独立したアプリケーションとサービスを運用するようになっていました。これら
のアプリケーションは、さまざまなチームにより、さまざまなテクノロジースタックを使用して、多数
のデータセンターで冗長化されて実行されていました。Kelly のチームは、次の 3 つの部分からなる
課題を目標として設定しました。
 1. デジタルビジネスのスピードと適応性の要求に対応する

 2. デジタルシステムの可用性、レジリエンシー (回復力)、セキュリティを向上させる

 3. 運用コストを継続的に削減する

 この目標には、スピード、適応性、可用性、セキュリティを必要としながら、運用コストを削減しな
くてはならないという、典型的なジレンマが現れています。

 Red Hat の日常業務を支えているアプリケーションは、カスタム JavaTM やその他のアプリケー
ションから、SaaS (Software-as-a-Service) とデータストアの統合や、複雑なワークフロープロセ
スにまで及んでいました。

「多くのお客様と同様、 
Red Hat も 

『遅れないように 
ついて行くだけではなく、 

もっとうまくやれないのか』、 
『これから起こる 
どんなことにも 

十分に備えておくには 
どうすればよいのか』 
という真の問題に 
直面しました」

Red Hat CIO
Mike Kelly (マイク・ケリー)

Red Hat Innovation  
Labs は参加型のチーム 

研修プログラムで、 
お客様が極めて 

革新的なアイデアを 
迅速に実現する 
支援をします。1

 1 Red Hat Open Innovation Labs、2019 年。redhat.com/ja/services/consulting/open-innovation-labs
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プロジェクトの開始

 Red Hat IT がまず行ったのは、Red Hat Open Innovation Labs チームが Red Hat のお客様に
対して定期的に実施している徹底的な分析の情報を得ることでした。Red Hat の Open Innovation 
Labs は、組織が実際に抱えているビジネス上の課題をテクノロジーとプロセス変更により解決でき
るよう支援する参加型の研修プログラムを提供しています。Red Hat IT はこの連携により、目の前に
ある選択肢と最も差し迫った問題のいくつかに対処するためのオプションに関して、包括的な洞察を
得ることができました。

 このようにして作成されたプログラムは、Red Hat の IT プロセスの広範な分野にわたり次のよう
な変化をもたらすものでした。そうした変化の中には、すぐ変えられるものもあれば、時間をかけて
変えていくものもありました。
• マルチロケーションに展開するオンプレミスのフェイルオーバー・インフラストラクチャから、ハイブリッ
ドクラウド・インフラストラクチャへの転換。パブリッククラウドゾーンは、最初は 1 つのプロバイダーを
利用し、後に 2 つの異なるプロバイダーへと拡大する

• コンテナをデプロイメントの主要ユニットとして使用する、コンテナベースのクラウドネイティブなデプ
ロイメントおよびアプリケーション開発モードへの移行 

• ソフトウェア開発テクノロジーおよび手法の大幅な変更。各アプリケーションのニーズに応じて多種多
様なプログラミング言語を使用できるようにする

• コンテナの使用による大幅なコスト削減、および、稼働系と代替系の 2 系統を使用したフェイルオー
バー体制から 3 つのアクティブサイト間での相互フェイルオーバー体制への移行による信頼性の向上と
更新の迅速化 

• さまざまなアプリケーションへのアップグレード、アプリケーション・プログラミング・インタフェース 
(API) 導入の増加、およびこれらのアプリケーションを接続するアジャイル統合 

観測可能、測定可能な成果

 2019 年の初めまでに、このプログラムの成果は当初の変革目標を超えました (図 1 を参照)。その
取り組みは終わっておらず、チームは新しい課題や機会の発生に応じて、Red Hat の IT 環境を進化
させ続けています。このチームが採用した戦略によって、Red Hat は柔軟で信頼性の高いアプリケー
ション環境を作成できました。アプリケーションあたりのフットプリントが 55% 削減され、セキュリ
ティが向上し、ゼロダウンタイムのマルチサイト・ハイブリッドクラウド・デプロイメントが実現しまし
た。パイプライン提供の自動化により、機能の市場投入時間が 40% 短縮されました。2

図 1. クラウドネイティブなハイブリッドクラウドへの変換による Red Hat IT の成果 (出典：Red Hat IT 内部データ)

 2 Red Hat IT 内部データ
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 現在、IT チームのメンバーは (そして社内の誰もが)、数多くの方法で新しいアプリケーションをデプロ
イし、他のアプリケーションへのアクセスを共有できるようになっています。プロダクションシステムのイン
フラストラクチャはレジリエンシー (回復力) があり、コストも下がっています。

 また、Kelly のチームはこれを通して、変化に伴う社内の文化的課題を克服することを学びました。その
教訓は、チームの中の懐疑的な意見は、テクノロジーの導入を熱烈に支持する人たちの意見と同じくらい
重要であるということです。

 Red Hat IT の変革の詳細

迅速化か安定性か

 Red Hat IT のストーリーが示すように、新しいテクノロジーは先進的な IT 課題への対処に真のメリット
をもたらしますが、その適用には熟考と調整が必要です。短期的および長期的な変化をどのように選択し
ていくかという問題は、大規模組織では特に重大です。開発チームは迅速に行動し、新しく、より生産的
なテクノロジーを導入する必要があり、運用チームは信頼性と安定性を確保する必要があるためです。

 DevOps への移行により、この対立は組織内のさまざまなグループで共有されるようになりました。し
かし、DevOps を導入したとしても、通常、実践方法は組織ごとに異なります。また、強い圧力を伴う次の
ような動きによってテクノロジーの選択肢が多様化しているため、この課題はさらに深刻なものとなってい
ます。

• 大多数のエンタープライズ (最近の Flexera/ Rightscale レポート 4 によると 84%) は、マルチクラウド
戦略を推進しています。多くの場合、組織は事実上ハイブリッドクラウドになっています。ただしそれは、
単に各グループがそれぞれ別のクラウドプロバイダーを利用しているからというだけの理由です。

• 使用されるプログラミング言語の種類は、一般でもエンタープライズでも、爆発的に増え続けていま
す。大半のエンタープライズでは依然として Java と Javascript が有力ですが、用途ごとに、それを得
意とする他の言語の使用も増えてきています。(たとえば、2019 年に実施された Red Monk の公開デー
タ調査を参照してください。5)

• クラウドネイティブ・テクノロジーの導入、特にインフラストラクチャとしてのコンテナとコンテナ管理へ
の移行が加速しています。6 

 課題は、このような圧力のバランスをどのように取るかです。

効果的なハイブリッドクラウド・アプリケーション環境の作成と進化 

 アプリケーション環境という用語は、ある組織のアプリケーション提供および開発向けの一連の機能
を指すために使用されます。このような広い捉え方は意図的なものであり、先進的な IT の課題が持つ包
括的な性質の基礎になっています。具体的には、レガシーアプリケーションと新しいアプリケーションは
連携する必要があり、新しいテクノロジーは信頼性を損なうことなく価値を付加する必要があり、IT シス
テムはこれまで以上に多くの場所に存在します。

 組織のアプリケーション環境は、新しいアプリケーションがデプロイされ、ツールとプロセスが更新さ
れ、アプリケーションがデータとトランザクションを生成するのに応じて、絶えず変化します。最終的に、
環境がサポートするプロダクション・アプリケーションは、組織の従業員、パートナー、およびユーザーに
価値をもたらすものになります。

組織の 50% 以上が、 
ある程度の DevOps  

プラクティスを 
実装していますが、3  
最もコミットした  

(組織の) 導入者は、 
はるかに高い 

パフォーマンスの向上を 
実感しています。DORA が  

2018 年に実施した  
DevOps の状況に関する 

アンケートでは、 
導入によって前進する前に 
減速する場合が多いことを 

強調しています。

 3 Robert Stroud、「2018: The Year Of Enterprise DevOps」、Forrester ブログ、2017 年 10 月 17 日。 
https://go.forrester.com/blogs/2018-the-year-of-enterprise-devops/

 4 Flextera、「RightScale 2019 State of the Cloud Report from Flextera」、2019 年。 
https://info.flexerasoftware.com/SLO-WP-State-of-the-Cloud-2019

 5 Stephen O�Grady、「The RedMonk Programming Language Rankings: January 2019」、Red Monk ブログ、2019 年 3 
月 20 日。https://redmonk.com/sogrady/2019/03/20/language-rankings-1-19/

 6 Sarah Hippold、「Gartner identifies key trends in PaaS and Platform Architecture for 
2019」、Gartner プレスリリース、2019 年 4 月 29 日。https://www.gartner.com/en/newsroom/
press-releases/2019-04-29-gartner-identifies-key-trends-in-paas-and-platform-ar
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 組織のアプリケーション環境を組織全体で進化する単一のエコシステムと見なすことは、その環境が
提示する必要のあるプロパティと、個々の意思決定が行われる際にどのような対立関係が作用している
かを明確にするため、非常に有益です。

 信頼性と生産性、予測可能性と変化する能力、セキュリティと利便性、パフォーマンスとコスト、固定と
自由など、後のセクションで説明する妥協策の多くは、二者択一の提案のようで、互いに反して行われる
選択のように思えます。トレードオフは必要ですが、組織が優れているためには、IT は次の両方の選択肢
を提供する必要があります。

• 信頼性と生産性

• 予測可能性と変化する能力

• 高性能と低コスト

 慎重で戦略的なプランニングと焦点を絞った決定により、これらのニーズの多くを実現することができ
ます。

パート 2：戦略の手引き
 戦略フレームワークにはさまざまなアプローチがあります。この e ブックでは、Richard Rumelt 氏の
「Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters」7 に基づく、シンプルな 3 ステップ
のフレームワークを採用します。この 3 つのステップは、長期的な戦略を構成する意思決定の種類に関す
る大まかな概要を示します。Red Hat の社内チームの多くが、プランニングにこのフレームワークを使用し
ています。

 このモデルに基づいて、戦略に関する説明は次の 3 つのエリアに分けて行います。

1. 状況の評価と目標の設定�現状、課題と機会、および、行動に対する主な制約について理解します。
長期的な要素 (5 - 10 年でどうなりたいか) と短期的な見方 (今後 12 - 18 カ月でどうなるか) の両方を
含めるのが一般的です。

図 2. アプリケーション環境は価値を提供するアプリケーションをサポートします

 7 Richard P. Rumelt、「Good Strategy, Bad Strategy: The Difference and Why It Matters」、ニューヨーク、Crown 
Business、2011 年。
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2. ポリシーとガイドラインの設定：戦略の全体的な方向性、何が範囲内で何が範囲外か、特定の作業の
実行方法に関する一般的なプラクティスを決定する幅広い原則と取り組みのルールを把握します。ポ
リシーとガイドラインは通常、中期的に (少なくとも 1 年、できれば 4 - 5 年) 使えるものにします。

3. 次に何をするかの決定�組織を目標に近づけ、確立されたポリシーとガイドラインにさらに一致させる
ために、今すぐ実行すべき一連のアクションを決定します。

 パート 2 では、このストラクチャの最初の 2 つについて説明します。3 番目については、パート 3 (アー
キテクチャ) とパート 4 (何から始めるか) で詳しく説明します。

 後のセクションで説明するように、成功のために繰り返されるパターンの 1 つは、分散型権限の使用で
す。その結果、あらゆる戦略が、組織レベルで広範なポリシーとガイドラインを備えたマルチレベルの複
合概念として最も効果的なものとなり、個々のグループが自身のニーズに合わせて独自のローカルインス
タンスを追加するゆとりが生まれます。

状況評価と目標

 組織の IT 環境の状況評価を行う際には、既存のポリシー、人員、予測される使用量など、検討すべきこ
とが多数あります。重要な項目は各組織で異なりますが、高レベルの抽象化では、アプリケーション環境
全体に関して検討すべき重要な要素がいくつかあります。

図 3. IT ランドスケープの概略図

 具体的には、どの組織も次のものを所有している可能性があります。

• オンプレミスのデータセンターのセット、すなわち、1 つ以上のプライベート・ホスティング・サービス
とパブリッククラウドプロバイダーでホストされるインフラストラクチャ。多くの場合、プラットフォー
ムは、フェイルオーバーまたはデータ保護のためにあらゆる地域に分散しています。リージョンは、1 つ
以上のタイプのオペレーティングシステム、仮想化システム、プライベートクラウドのデプロイメント、ま
たはコンテナ化されたインフラストラクチャで構成されます。

• アプリケーションとアプリケーション開発ソリューションのセット。アプリケーションの観点から、こ
のセットには、組織またはサードパーティのコンサルタントによって作成されたカスタムコード、市販の 
(COTS) ソリューション、SaaS ソリューション、その他のさまざまなアプリケーションが含まれる場合
があります。さらに、組織は、カスタムコード、統合ソリューション、メッセージング、およびプロセス管
理をホストして個々のアプリケーションを接続するためのアプリケーション・サーバーやその他のテクノ
ロジーを所有している場合があります。

• インフラストラクチャのさまざまな部分を管理する開発者用ツール、プロセス、自動化、および管理機能。
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• アプリケーションを作成および運用する開発者と運用チーム、その結果得られたアプリケーションを使
用する従業員、顧客、パートナーなど、生産性を高めるためにアプリケーション環境を利用するさまざ
まなステークホルダー。

 これらの主要なコンポーネントの概要を捉えることは、アプリケーション環境全体の広さと厚さを一望
できるため有用です。

 目標に関しては、信頼性と生産性という、ほぼ普遍的な 2 つのエリアに焦点を当てます。

 しかし、組織に特有の、優先度の高い他の分野を検討する必要もあるでしょう。これから説明するガイ
ダンスの一部は他の共通するエリアにも対応するものと思いますが、多くの組織に共通の課題であるとい
うことから、信頼性と生産性に重点を置いています。

「生産性」とは

 本書において、「生産性」は組織全体とそのすべての従業員を指します。すなわち、組織全体でどのくら
いのことが達成されているかです。実際のところ、主に焦点を当てているのは、エンドユーザーが利用で
きるアプリケーションの改善を担当する IT、開発、運用チームの生産性ですが、さらに言えば、このアプリ
ケーションの改善は、組織のその他の部分での生産性向上にも大きく寄与します。パート 3 で説明するよ
うに、「開発者」と「ユーザー」の区別があいまいになっているエリアもあります。

明確な目標を設定する

 次の 3 種類の目標について熟慮することをお勧めします。

 1.  全般的な成果：アプリケーション環境によって向上させたいものは何か。

  2.  一般的なパターンとアンチパターン：アプリケーションやチームの成功例で再現したいものは何か。
避けたい失敗事例は何か。

 3.  特定のプロジェクトまたはイニシアチブでの利益：新機能、新しいテクノロジーのリクエスト、古い機
能の廃止など、進行中だが方向転換によって恩恵を受ける可能性があるアクティビティは何か。

ポリシーとガイドラインの検討事項

 目標を設定したら、次の課題は目標の達成につながるプロセスを作成することです。一般に、これは、
組織内のさまざまなグループが合意して従うことができる、十分な情報に基づいた明確なポリシーとガイ
ドライン一式を確立することによって最も効果的に機能します。

 ポリシーの正確なセットは、組織ごとに異なります。本セクションでは、大規模な IT 環境で機能するこ
とが確認されたポリシーのエリアに関するいくつかの検討事項について説明します。ここで取り上げるセッ
トは、世界中のさまざまなお客様と連携した経験に基づいており、現場の一般的な見識に適応するもので、
実際に有用であることが証明されています。

 取り上げるポリシーのエリアは、組織レベルで適用できるものです。クラウドネイティブおよびハイブ
リッドクラウド戦略のアドバイスですでに利用可能なアドバイスの一部 (たとえば、象にダンスを教える方
法や、アーキテクチャまたはマイクロサービスに関する多くの Martin Fowler 氏のブログ記事を参照) を
利用していますが、より抽象的なものです。後のセクションでは、テクノロジーに焦点を当てた実装に関す
るアドバイスについて言及します。
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分散型権限

 システム設計における分散化の傾向は何年にもわたって広がっており、テクノロジーでは、マイクロサー
ビスなどの手法に最も強く表れています。このアーキテクチャは、多くの種類のシステムにとって意味があ
り、クラウドネイティブ・テクノロジーが大きな進歩をもたらしたエリアの 1 つです。

 実装を検討する前に、分散化が重要な役割を担う別のレベルがあります。

 分散型システムは IT システムのすべての部分に適しているわけではありませんが、組織的な観点での
分散化は、ほとんどの場合メリットになります。コードの境界よりも、チーム間の責任の境界を構築するこ
とが重要です。このアプローチは、コンウェイの法則を引き合いに出しているだけのように思えるかもしれ
ません。しかし、組織では、マイクロサービスなどの分散型アプリケーション開発モデルの実装を急いで
いるせいで不正確に行われることがよくあります。

 このポリシーの原則を、集中型権限 -> 分散型権限と表します。

支配するのではなく権限を委譲する 

 一元化された IT が組織全体の他のチームに権限を与え、開発と運用の責任を共有する場合、権限を一
元化しようとするよりもうまく機能します。

 これは、中央のチームがすべての責任を委譲するという意味ではありません。他のチームが従わなけれ
ばならない重要なプロセスとシステムがあります。しかし、他のチームが責任を負うことができるのなら、
グループは組織全体を機能させることにもっと取り組めるようになります。これにより、次のことが可能に
なります。

• 信頼性の向上とベストプラクティスの共有の改善 (小規模のチームは中央のチームよりも早く問題を見
つける可能性があります) 

• 運用上の成果への個人投資の増加 

• 重要なものとそうでないものに焦点を当てた管理の明確化

 生産性の向上には次のようなものがあります。

• ローカルチームの能力の向上によって、コンテキストに対する規制の適応を迅速化する

• 自律性と所有の感覚が向上するため、小さな事柄に関する意思決定が迅速化する 

• 実行と目的意識に対する満足感の高まりによって、熱意が向上し、生産性もさらに向上する

 分散化は、テクノロジー、リモートワーク、意思決定の効率的な追跡方法、チームの編成によって可能
になる場合がありますが、何よりもまず問題なのは文化です。指示や責任におけるわずかな変化が、成
果に大きな違いをもたらす可能性があります。文化の問題について詳しくはパート 4 で説明します。また、
Red Hat のイノベーション文化によるエクスペリエンスの詳細は『The Open Organization』をご覧くだ
さい。10

「1 つの大きな決定で 
十分であるなら、 

1,000 の小さな決定は 
不要だ。優れた 

『基本方針』があれば、 
何をすべきかを正確に 

定義しなくても、 
アクションは一定の 
方向に導かれていく」
著書「Good Strategy, Bad Strategy」  

より翻案
Richard Rumelt 氏8

「リーダーシップとは、 
組織の人 と々 

日常的な行為に 
偉大なことを 

成し遂げるための 
能力を組み込み、 

それを 
リーダーという存在から 

切り離すことです」
米国海軍、潜水艦司令官

David Marquet 氏9

 8 Richard P. Rumelt、「Good Strategy, Bad Strategy: The Difference and Why It Matters」、ニューヨーク、Crown 
Business、2011 年。

 9 L. David Marquet、「Turn the Ship Around! A True Story of Turning Followers into Leaders」、ニューヨーク、Portfolio、
2013 年。

 10 JIm Whitehurst、「The Open Organization」、マサチューセッツ州ボストン、Harvard Business Review Press、2015 年。
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ユニバーサル機能 

 パブリッククラウドのデプロイメントとデータセンターの数が増えると、組織内で次のような新しいセグ
メンテーションが急増する可能性があります。

• Microsoft Azure でのみ利用可能なサービス、Amazon Web Services (AWS) でのみ利用可能なサー
ビス、企業データセンターでのみ利用可能なサービス

• 特定のグループが制御するホステッドシステムの特定のエリアでのみ利用可能なサービス 

 このような分離の中には、正当な理由 (セキュリティ・ファイアウォールやデータ保護) の下に存在する
ものもありますが、多くの場合、新しい機能をホストする場所を決めるためには非常に複雑なプロセスが
必要になります。異なる環境で同じタスクを実行する方法を習得することは困難であり、さらなる機能不
全にもつながります。

 検討すべき重要なポリシー転換は、1 つのグループ内で 1 つの課題を解決するという典型的な必要最低
限度のアプローチ、つまり、「機能 X が必要でした。環境 A でそれを選択あるいは構築しました。使用す
る必要がある場合は環境 A にあります」から、次のような解決に移行することです。

 「機能 X が必要でした。環境 A でそれを選択または構築して利用できるようにしました。必要に応じて、
環境 B、C、および D でまったく同じインタフェースまたは構成でロールアウトできます」

 すなわち、シングルユース機能 -> ユニバーサル機能です。

 単純で分かりきった概念のように思えますが、これについて前もって考慮がなされることはまれであり、
あったとしても軽く触れるだけです。

 一般原則として、ハイブリッドクラウド環境の機能は次のようなものであるべきです。

• 必要な数のデータセンターとクラウドで同じ形式で利用できる。可能な限り、同じ API、エンドポイン
ト、構成を使用する必要がある。

• データセンターとクラウド全体でシームレスに実行され、それらの場所を透過的に接続するメッセージ
ング、統合、ロギングとトレース、プロセス自動化などの分散型機能を備えている。

 注：サービスによっては、別のデータセンターまたはクラウドで「利用可能」であるということが、同じイ
ンスタンスが API のサービスとして他の場所からリモートで簡単にアクセス可能である、または、同じサー
ビスのローカルインスタンスが利用可能であることを意味する場合があります。

 インタフェースの統一性と、場所間でまったく同じ方法で機能を再作成する能力を要求することにより、
フェイルオーバー構成の作成がはるかに容易になります。新しい機能を計画および構成するときに事前作
業としてこのように信頼性を考慮しておくと、プロセスの後半で劇的な効果があります。

 このアプローチは、実行と再利用の統一性にもつながり、さまざまな場所でさまざまな基盤となる機
能を使用するよりも大きなメリットをもたらします。開発者の生産性の観点から、利用可能なサービスの
セットが同じだと、必要な学習量が減り、チームが習得したスキルの適用性が高まります。
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(いくつかの) 制約 = 自由

 組織内のより多くのチームが自律的に貢献し、運用できるようにしたいという願望には、原則として問
題ありません。しかし、それは実際のシステムにどのように影響するでしょうか。最も重要な点は、制御対
自由の観点から見ると明らかです。つまり、「自分の責任で自律的に動いていいとは言うけれど、山のよう
な制限とテクノロジーを押し付けているだけだ」というわけです。

• 制限が少なすぎると、ルールや実験が不足し、脆弱なアプリケーション環境が作られる可能性があり
ます。

• 制限が多すぎると、怒り、やる気の喪失、オリジナルの回避策の実行につながる傾向があり、最終的に
はさらに脆弱になります。この回避策には役に立つアイデアが含まれていることも少なくありませんが、
長期的な進歩を妨げることになります。

 成功するための質問は、「どの程度制限するべきか」ではなく、「どの部分を制限し、どの部分を緩める
べきか」です。

 このアプローチの有用な例は、運転規則です。以下に例を示します。

• 道路の左右どちら側を走行するかは、通常、厳密に義務付けられています。

• 使用できる車両の種類、色、パワー、モデルは、ドライバーがほぼ任意に選択できます。

 道路のどちら側を走行するべきかという 1 つのルールを厳しく適用することは、厳密に言えば自由を制
限しますが、このルールによりすべての人が道路のどちら側を走行するかが決まるため、結果的にはドライ
バーの判断力を助けます。また、法制上公道を走れる車種にはいくつかの制限がありますが、その制限は
それほどきつくなく、一般的にドライバーは制限されているとは感じません。つまり、厳しく適用される運
転規則の多くによって、他の部分での選択肢と自由が生み出されているのです。

 IT システムにおける課題の多くは、どこを厳しくし、どこを自由にできるかを確立することです。

これをポリシーの側面として表現すると、ガバナンスの障壁 -> 合意されたインタフェースになります。

 どのインタフェースとコアプロセスを厳重にし、すべての人に厳守させるかを確立することに取り組むと、
次のようなことにより信頼性にメリットがもたらされます。

• 主要なエリアにおける規範のモデリング (見本的行動) が強化される

• 上記のインタフェースとテクノロジーの選択について、グループ間でコミュニケーションを取る必要が生
じる

• ドリフト、変化、劣化を測定するための基準点が固定される

 意外にも、このアプローチは、次のような生産性の向上にもつながる可能性があります。

• 境界にあるインタフェースによって、ドメイン内でより根本的な変更が行われる。例：さまざまな実装テ
クノロジーの導入

• 潜在的な問題を事前に修正され、チームが他のグループとのやり取りに費やす時間が短縮される
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セルフサービス・プロビジョニング

 IT 機能を、最初に必要になる可能性のあるクラウドの場所 (ポリシーエリア 2) に関係なく、あらゆる場
所で有効にするという目標を設定することは、統一され、一貫性のある環境作成に対する水平方向の側
面であると考えることができます。しかし、この概念には垂直方向の側面もあります。これは、機能をどの
ように利用可能にするかに関する見方です。このアプローチについては、次のような一連の質問によってシ
ンプルに考えることができます。

「Developers� Exchange は、 
民間企業のエキスパートに 
州政府のビジネス上の 

問題の解決を 
支援してもらう際の 

多くの摩擦を取り除きます。 
あらゆる開発者が、 
アクセスの問題なく、 

ソースコードを 
ダウンロードして 

作業を開始できます」

ブリティッシュ・コロンビア州政府 
最高情報責任者室 

技術サービス副大臣補佐
Ian Bailey 氏11

図 4. IT システムのセルフサービス度チェック

 このプロビジョニングの連続体は、次の 2 つのことに対応しています。

 1. チームメンバーが必要なリソースを設定するために必要な時間と労力

 2. チームメンバーが特定のリソースにアクセスするために必要な潜在的なスキルレベル 

 この連続したつながりを、アプリケーション -> セルフサービスと表します。

 IT 環境で利用できる機能の多くは、テストとプロダクションで異なるインストール可能なアプリケー
ションで、特定の場所でのみ利用可能であり、正しくセットアップするにはかなりのスキルが必要になる場
合があります。アプリケーションとアプリケーション開発ツールのセルフサービスが多いほど、組織の生
産性が向上する可能性があります。たとえば、組織では次のことが可能になります。

• 開発者チームがリソースをプロビジョニングし、オプションを評価し、生産性を高めるために必要な時
間を短縮します。

• 専門知識を必要とすることが多い面倒なシステム設定の初期の障壁を取り除くことにより、個人がより
早く貢献できるようにします。

 このアプローチを使用することで得られる明確な信頼性のメリットもあります。

• サービス提供の自動化によるエラーとデバッグが減少します。特に、初期設定や構成中に、後で検出さ
れない問題につながる可能性のあるエラーが生じ、プロダクションでの実行が中断される可能性が減
少します。

• 個々のユーザーよりも、大規模な共有リソースベース全体の多くのユーザー向けに、プロビジョニング
時のサービスの可用性が高くなります。

• より適切に容量と予算を計画できるようになり、さらに信頼性が高く効率的なリソースの使用につなが
ります。

 11 Red Hat お客様導入事例、「ブリティッシュ・コロンビア州政府、オープンソースでサービスを向上」、 
https://www.redhat.com/ja/resources/government-of-british-columbia-case-study
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13e ブック クラウドネイティブとハイブリッドクラウドの融合：戦略ガイド

プロダクトマインドセットの導入

 マイクロサービスシステム12 および API ベースのアーキテクチャ13 の設計においてよく言及される強力な
原則は、「プロジェクトマインドセット」から「プロダクトマインドセット」に移行することです。具体的には、
プレッシャーが高く、継続的な IT システムの運用では、完了させたプロジェクトの数で評価しがちです。こ
のアプローチは、一度限りの問題やタスクには意味がありますが、その成果が他のチームによって使用さ
れる耐久性のあるシステム要素になることを意図している場合は理想的ではありません。

 この概念について考える方法の 1 つが、狩人と農民の違いを考えることです。狩人は、その日に必要な
獲物を捕まえればプロジェクトが完了し、満足な気持ちを味わえます。対照的に、農民は長い期間をかけ
て結果を出すために定期的な作業が必要です。アプリケーション環境全体について考えると、真の進歩は
コア資産の改善、または新しい資産の作成であり、これによりプロダクションの有意義なアップグレードと
改善を長期的に行います。

 このポリシー原則を、プロジェクト -> プロダクトと表します。

 IT システムを製品と見なすと、継続的なプロダクション、ユーザー、およびユーザーが必要とするもの
について検討することになります。では、変更を加えることを計画している場合、事前にそれを最も適切に
伝達する方法は何でしょうか。これらはすべて、顧客が使用する製品に適用されるものです。しかし、この
考え方を適用することは、次のようなあらゆるユーザーグループに影響を与えるあらゆるシステムにおいて
同等の価値があり、場合によっては不可欠ですらあります。

• パートナー

• 従業員

• 開発者

• 運用チーム

 プロダクト思考がなければ、システムが再利用されることはないでしょう。しかし、プロダクト思考への
コミットメントによって次のことが可能になります。

• 再利用可能なサービスおよび機能の所有権を明確にすることで信頼性を高め、より予測可能なアップ
グレード/ダウングレード/リタイアサイクルを作成し、運用チームやその他のチームが唐突な変更で驚
くことを少なくします。

• チームが利用するサービスおよび機能を強化することで生産性を向上させ、ローカルでの再構築や複
製の必要性を減らし、将来的に内部サービスが有益でテスト済みの外部向けサービスになる可能性を
生み出します。

 12 Martin Fowler および James Lewis、「Microservices」、Martin Fowler ブログ、2014 年 3 月 25 日。 
https://martinfowler.com/articles/microservices.html

 13 Manfred Bortenschlager および Steven Willmott、「The API Owner�s Manual」。 
https://www.redhat.com/ja/resources/3scale-api-owners-manual-ebook
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抗脆弱性への移行

 「障害を前提とした設計」の原則は、クラウドネイティブ開発で普及しています。コンテナ・インフラスト
ラクチャによって、障害モードでのスケールアップとスケールダウンがはるかに容易になり、Netflix に触発
されたカオスエンジニアリングの概念14 が、銀行のような、従来より保守的なセクターでも広く導入され
るようになっています。15 これらのアプローチはほぼ間違いなく、ライターの Nicolas Nassim Taleb 氏が
作った「抗脆弱性」という言葉のより一般的な概念を反映しています。Taleb 氏は最もシンプルな形式で、
その概念を次のように説明しています。「抗脆弱性は、回復力や堅牢性を超えるものです。回復力は衝撃
に抵抗して同じ状態を保ちますが、抗脆弱性の場合は改善します」16

 抗脆弱性のコア原則は、ストレスがかかることによってシステムが向上することです。理想的には、原則
は (それ自体を修正するシステムのように) 自動的に発生しますが、人間の介入による入念で永続的な改
善が重要です。

 抗脆弱性を支える、より繊細かつ重要なポイントは、人間の本能、および IT において一般的とされる
本能によって、改善のプログラムよりも脆弱なシステムの保護の方に焦点が当てられることです。私たち
は一般に、問題が必然的に発生した場合にどのように回復して成長するかを検討するのではなく、最初か
ら問題を回避することを目指しています。この傾向は、カオスエンジニアリングによるアプローチが実際に
はまだ稀である理由の 1 つです。ほとんどの IT システムは、孤立した脆いシステムの連続であり、ランダム
な要素によって障害が起こるのを防ぐための保護が施されています。

 IT の観点から見ると、抗脆弱性は実際には 2 つの異なる機能で構成されています。

 1. 可観測性、つまり障害や特定の不正な動作を検出する機能 

 2. 修復、つまり適切に反応してダメージを減らし、より強化されて回復する機能 

 これらの段階のいずれか、または両方に人間が介入する場合がありますが、迅速な対応のために自動
化がますます重要になっています。

 重要な思考の転換は、現在許容できる障害モードの範囲を検討することです。そして、それをどのように
検出できるでしょうか。障害からのデータをどのように分析できるでしょうか。障害の発生を機に成長す
るためには、どのようなシステムを導入する必要があるでしょうか。プロセスをどのように自動化できるで
しょうか。

 このポリシーの原則を、過保護に守られたシステム -> 抗脆弱性と表します。

 この方向転換は、IT 組織にとっておそらく最も困難であり、ほぼ間違いなく最も有益なものです。この
目標に向けた進歩が段階的なものであっても、大きな利益が得られます。信頼性の観点からは、各障害
を超えて体系的に改善するメカニズムを検討すると、システムは徐々に堅牢になります。生産性の観点か
らは、破損の心配が少ないため、実験サイクルが短くなります。

 14 Lori M. Cameron、「Chaos Engineering: It Sounds Scary, But Intentionally Harming Systems Can Find Bigger Bugs. 
How To Make The Cultural Shift, From Netflix Experts Who Do It」、Computer、2018 年 11 月 15 日。 
https://publications.computer.org/computer-magazine/2018/11/15/netlfix-chaos-engineering/

 15 Paris Cowan、「NAB deploys Chaos Monkey to kill servers 24/7」、IT News、2014 年 4 月 9 日。 
https://www.itnews.com.au/news/nab-deploys-chaos-monkey-to-kill-servers-24-7-382285

 16 Nassim Nicholas Taleb、「Antifragile: Things That Gain from Disorder」、米国、Random House、2012 年。
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15e ブック クラウドネイティブとハイブリッドクラウドの融合：戦略ガイド

 最後の重要な点は、脆弱性と抗脆弱性は最初はシステムと運用の観点で考慮されるかもしれませんが、
これらの概念は開発プロセス、製品開発、およびチームのコラボレーションにとっても同様に重要である
ということです。前進に寄与するプロセスはすべて、抗脆弱性を軸とした進歩による恩恵を受けることがで
きます。

コードとしての自動化

 自動化は前述の 2 つのポリシーのエリアで重要なコンポーネントとして指摘されていますが、非常に重
要なので、ここで焦点を当てたいと思います。

 今日の IT システムのほとんどは、自動化がなければ機能しません。しかし、多くの場合、以前の技術的
変更において設計された自動化が問題の一部になる可能性があります。すなわち、次のようなものです。

• 組織、あるいは世界でも、もはや一般的ではなくなったプログラミング言語で書かれている、特注の単
機能アプリケーション

• あまりにも複雑で入り組んでおり、もはや誰も触れないスクリプトのかたまり 

 良い自動化と悪い自動化の違いは何でしょうか。自動化のベストプラクティスについては Red Hat のエ
ンタープライズの自動化に関する e ブックで詳しく説明していますが、理解すべき一般的な原則は 1 つで
す。それは、暗黙的な自動化と明示的な自動化の違いです。

 暗黙的な自動化とは、その場で実行される 1 回限りのコードまたはスクリプトのことを言います。対して
明示的な自動化とは、コードとして認識され、システム構成の一部として明示的にバージョン管理、テスト、
更新、管理される自動化を言います。

 このポリシー変換を、手作業の構成 -> コードとしての自動化と表します。

 ほとんどすべての組織がシステムの多くの部分を手作業で構成しています。これらを明示的に管理され
るコードに変換すると、それは後になって大きな価値となります。以下に例を示します。

• 信頼性の観点からは、依存関係の欠落によるエラーの可能性を減らし、変更作業を迅速化し、変更プ
ロセスを統制します。

• 生産性の観点からは、よく理解されていないシステムのエリアを減らし、診断が難しい障害に費やされ
る時間を減らします。

• コードとしての自動化により、再利用性が向上し、習得にかかる時間を短縮します。

 概して、コードとしての自動化への移行は、構成をコードから分離するので、DevOps を真に成功させる
ための前提条件となります。

多層防御

 境界セキュリティは、長い間、IT セキュリティへのアプローチとしては不十分なままですが、多くの組
織は、インフラストラクチャ全体またはデータセンターのサブグループ内のいずれかで依然として境界セ
キュリティに依存しています。ハイブリッドクラウドのシナリオでは、アプリケーションが複数のデータセ
ンターとクラウドに分散されるだけでなく、これらの場所の中には、その間でデータフローのための統合
とチャネルを有するものがあります。この構成は、ある場所のシステムが侵害された場合、他の場所で望
まれないアクセスが生じる可能性があることを意味します。したがって、少なくとも 3 つの側面でセキュリ
ティを評価することには価値があります。
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1. 垂直方向�オペレーティングシステムから仮想化、コンテナ管理、コード実行ランタイム、アプリケー
ション管理に至るまで、優れたセキュリティには、スタック全体で一貫性のある最新のソフトウェアが
必要です。

2. 水平方向�マイクロサービスパターン、API、アプリケーション間の通信により、優れたセキュリティに
は、すべてではないにしてもほとんどの通信の暗号化、追跡、アクセス制御が必要です。

3. チームとライフサイクル�適切なテクノロジーと手順について調査し、それを選択したとしても、開発
チームと運用チームがそのテクノロジーとプロセスを使えることが必要です。可能な限り、これらのプ
ロセスは、開発サイクルの一部として自動化および実施する必要があります。

 検討すべき転換の 1 つが、セキュリティチームと開発チームを分けておくかどうかです。開発チームは名
目上セキュリティガイドラインに固執しますが、通常、プロダクションコードがデプロイされる前の短い期
間にセキュリティの問題を検討する必要があるだけです。それよりも、コラボレーティブでより分散された
アプローチの方が優れている場合があり、次のことが可能になります。

• 開発、運用、セキュリティ (DevSecOps) チームのより緊密なコラボレーション

• プロトタイピングの段階で最初から組み込まれるセキュリティ保護

• 可能な限り多くの中核となるセキュリティ手順を自動化し、開発環境と運用環境にハードウェアで組み
込み、セキュリティ上の意思決定を容易にする 

 このポリシーの原則を、境界セキュリティ -> 広範なセキュリティと表します。

 セキュリティが IT システムの信頼性に重要な影響を及ぼすことは明らかです。プロセスとデータの整
合性を守ることで、セキュリティはダウンタイムと壊滅的な損失のリスクを軽減します。しかし、セキュリ
ティモデルの検討、チーム間での責任の拡大、多くのプロセス (事前構成され、許可されたコンテナイメー
ジなど) の自動化には、リスクをさらに大きく削減するために、先回りしたプランニングが必要です。

 セキュリティは、埋め込まれたパスワード、データベースへのダイレクトアクセス、何らかのショートカッ
トなどではなく、複数の複雑な開発ステップを伴うことが多いため、生産性の低下とも捉えられます。短
期的にはそうかもしれませんが、プロセスの自動化とサポートが十分であれば、セキュリティによってその
後のリファクタリングが減り、インシデントに対応する時間もなくなるため、生産性を向上させることがで
きます。確立された再利用可能なセキュリティメカニズムを持つことで、最終的には開発者の仕事がはる
かに楽になります。したがって、セットアップと構成の複雑さを軽減することには、時間を費やす価値があ
ります。

ポリシーエリアの統括

 すべてのポリシーのエリアがあらゆる組織にとって等しく重要であるとは限りません。一部のエリアで
は、異なる選択の方が理にかなっている場合があります。しかし、IT システムを包括的に見た場合、ポリ
シーは大きなメリットを引き出すことができる主な領域を広くカバーしています。表 1 を参照してください。
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表 1. 推奨事項とそのメリットの概要

推奨事項 信頼性の向上 生産性の向上

分散型権限 • ベストプラクティスの適用が 
容易になる

• 重要なアイテムの制御と管理

• 最も重要な問題に焦点を当てる

• ローカルコンテキストと知識を
最大限に活用するための 
柔軟性

• 自律性と所有権に対する 
より高い認識

ユニバーサル機能 • 複数の場所からサービスを 
提供 (組み込みのフェイル 
オーバー)

• 実行の統一性

• サービスの速度

• 構成より規約 (どこでも 
同じように機能する)

• 移転可能なスキル

制約 = 自由 • モデリングの規律

• インタフェースに関する 
明示的なコミュニケーション

• ドリフト、変化、劣化を測定 
するための基準点を固定

• 境界に固定された 
インタフェースによって、 
ドメイン内でより根本的な 
変更を行う (例：多言語)

• 相互作用のパターンについて 
事前に合意している場合、 
グループ間で無駄になる時間が 
少なくなる

セルフサービス • エラーを回避するための 
サービス提供の自動化と 
スケールアップまたは 
スケールダウン

• サービスの高可用性 

• 容量のプランニングと効率の
向上

• セットアップの速度 

• 技術的な専門知識が少ない 
ユーザーが一部のサービスを 
使用できるようにする

プロダクトマインドセット • サービスの所有権の拡大と 
明確化

• アップグレード、ダウン 
グレード、リタイアなどの 
サイクルを予測可能にする

• 再利用できるより強力な 
コンポーネント

• ローカルで再構築する必要が
ない

• 同じ製品の内部および外部 
での使用がより効率的になる
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推奨事項 信頼性の向上 生産性の向上

抗脆弱性への移行 • 信頼性を大幅に向上 (あらゆる
障害から学び、修正する)

• 破損の許容範囲を拡大

• 依存関係を切り離して、 
カスケード障害を回避

• 破損の心配が少ない

• 実験サイクルの迅速化

コードとしての自動化 • 人間による作業をなくして 
エラーを削減

• 修正のデプロイが必要な場合
の変更を迅速化

• 変更プロセスの設計時に規律
を作成

• 冗長なタスクを削除または 
迅速化

• 障害が少ないため、 
イノベーションに割く時間が 
増える

多層防御 • セキュリティインシデントが 
少なくなり、アップタイムが 
向上

• 複数レベルでの問題に対する 
先回りしたプランニング 
によって、より多くのチーム 
メンバーがセキュリティに 
ついて考えるようになる

• 最初から一部のシステムに 
セキュリティを含める

• 責任の共有により、最初は 
進捗に遅れが生じても、 
最終的には全体的な 
スピードアップができる

ポリシーからアクションへ — いくつかのアドバイス

 ポリシーとガイドラインを確立したら、次のステップは、組織とデプロイされたシステムを望ましい状態
にするためのアクションを決定することです。これらのアクションは、計画通りの全般的な成果を生む、パ
ターンを強化する、あるいは特定のプロジェクトなどのために行われるものです。次の 2 つのセクションで
は、この重要な実装フェーズの検討事項について説明しますが、まずは、次の一般的なアドバイスから始
めます。

• 革命ではなく、環境全体の進化に着目しましょう。ほとんどの組織では、ビジネスのさまざまな部分で
すでにイニシアチブ、プロジェクト、および進行中のアクティビティが複合している状態のため、さらに
追加するのは困難な場合があります。環境全体のアプリケーション戦略による最も価値のあるコントリ
ビューションは、組織全体の健全性に照らして変化を評価することです。全体の進化は、いくつかのユ
ニットでの革命的な変化以上にこの目標をサポートします。このアプローチは、ヒーロー/ヒロインチー
ムにふさわしい場所がないことを意味するものではありません。実際、その成果は全体を改善する事例
として称賛されるべきものです。

• 目標と同じくらいシステムとメトリックについて考えましょう。多くの場合、改善の目標を設定するの
は比較的単純です。「X を向上する必要がある」と言うのは簡単です。しかし、こういった性質の目標は、
アクションを伴っていたとしても、短期間の突発的なアクティビティを誘引するだけかもしれません。よ
り効果的なアプローチは、この側面での環境のステータスを把握する 1 つ以上のメトリックを選択し、
そのメトリックを測定してそれを活用する行為を習慣づけるようにすることです。
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表 2. セクション 2 で説明したポリシーのエリアのサンプルメトリックとプロセス

推奨事項 サンプルメトリック プロセスの種類

分散型権限 問題の規模による評価で変更 
または例外を決定する時間

• ポリシー設定のための定期的な
グローバルおよびグループ計画
プロセス

• グループ間の変更要求または 
例外プロセス

どこでもアクセス 地域、データセンター、あるいは
クラウドごとのサービスの可用性
と速度またはサービスレベル契約 
(SLA)

• プロパティ間でのサービスを 
段階的に優先してロールアウト 

• 機能パリティの評価と継続的な
テスト

制約 = 自由 • 設計のフレームワーク、 
パターン、または 
ガイドラインの導入

• ソリューションのコンプライア
ンス

• 例外のリクエストの数

• インタフェース、製品、および 
内部サービスを組織全体で共有

• 中央のガイドラインの導入を 
定期的に認識

セルフサービス 速度、または使用されている API 
の「Time to First Hello World」
や「最初のサードパーティユーザー
までの時間」などのメトリックを
使用して主要なサービスまたは 
製品にアクセスするための 
ステップの数

利用可能なサービスのリストを 
定期的に更新し、ユーザーが 
それらにアクセスするために 
必要な時間を測定

プロダクトマインドセット 特定の製品またはサービスを使用
しているグループ、サービス、製品
の数

定期的な製品とサービスの 
リリース、フィードバックの 
メカニズム、変更を更新する 
ためのコミュニケーション手段、 
使用状況メトリックの共有

抗脆弱性への移行 障害後の回復時間の測定、および
同様の障害の再発に関する (希望
としては減少する) 傾向

• 定期的なカオステストを行い、 
脆弱性を検出するシステムで 
シミュレーションによる、 
あるいは実際の障害を誘発する

• システムに対する衝撃を誘発し、
その重大度の範囲を段階的に
拡大する
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推奨事項 サンプルメトリック プロセスの種類

どこでも自動化 手動でのデプロイ、構成、または
その他の手順の数、あるいは完全
な再デプロイにかかるエンドツー
エンドの合計時間を測定

最大の問題点を減らすための 
自動化メトリックと進行中の 
プログラムを定期的にレビュー

多層防御 • 検出およびキャッチした 
セキュリティインシデントの数

• セキュリティガイドラインを 
導入し、監視されている 
コンポーネントの数

• システムにストレスを与えるため
に、定期的に侵入テストやその
他のセキュリティテストを行う

• アクション後のレビュー

パート 3：成功のためのアーキテクチャ
 これまでのセクションで説明した戦略の原則は抽象的なので、さまざまなシステムに適用できます。で
あれば、論理的に導かれる次の質問は次のようなものになるでしょう。

• これらのシステムはどのようなものですか。

• 検討すべきコンポーネントは何ですか。また、それらはどのように編成されていますか。

 単体であらゆるケースに対応できるアーキテクチャなど存在しません。アーキテクチャの選択は常に
組織ごとに異なるものであり、多くの場合、中核となる強みを構築することを意味します。しかし、アプリ
ケーション環境の一般的な要素と、クラウドネイティブおよびハイブリッドクラウド・テクノロジーが適用
された際にそれらをどのように接続するかについて、マッピングすることは有用です。

 本セクションでは、これが意味するものの全体像を示し、先進的な IT にとって重要になっているいくつ
かのエリアについて掘り下げます。

全体像

 組織全体でのアプリケーション提供とアプリケーション開発向けの一連の機能としてのアプリケーショ
ン環境に関する以前の定義からアイデアを借りて、組織全体の大規模なアプリケーション環境の概要を
図 5 に示します。
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 本セクションでは、アプリケーション環境のコンポーネントとそれらがどのように接続されているかに
焦点を当てます。これらのレイヤーはそれぞれ、パート 2 で説明した戦略の原則に対して垂直方向である
と見なすことができます。戦略の原則は、これらのレイヤー全体に適用され、その設計に情報を与える必
要があります。区分は次のとおりです。

1. プラットフォームとアプリケーション提供：オペレーティングシステムおよびデータセンターレベルで
価値を提供するアプリケーションをインスタンス化するコードプロセスをホストするインフラストラク
チャ。

2. カスタムコードによるアプリケーション：革新的な機能を持ち、競合他社との差別化要因となるカス
タムコードベースのアプリケーションの実行をサポート。

3. 統合によるアプリケーション：ユーザーが直接使用する機能のエクスペリエンスを形成する、アプリ
ケーション間の通信をサポート。

4. プロセス自動化によるアプリケーション：コードの実行だけでなく、人間が関与するプロセス (ワーク
フロー)、および組織内の開発者以外のエキスパートが作成した論理的ルールを含むアプリケーション
をサポート。

5. 開発者用ツール、DevOps、および管理�チームメンバーの生産性とシステムの機能を維持するため
に、アプリケーション環境を包含する機能。

 各エリアについては、以下のそれぞれのセクションで説明します。さらに、これらの戦略とアーキテク
チャを実装する上で重要な成功要因は、人間によるプロセスとアーキテクチャのパターンに対処すること
です。システムを維持および進化させるチームダイナミクス、行動、文化はすべて、成功のための重要な要
素です。また、問題を解決するアプローチを組織として記憶しておくことも含まれます。これらの要素につ
いてはパート 4 で説明します。詳細な分析については『The Open Organization』18 をご覧ください。

図 5. IT アプリケーション環境の概要

 17 Red Hat お客様導入事例、「ルフトハンザテクニック、航空会社のオペレーションを最適化するためのクラウド・プラット
フォームを構築」。https://www.redhat.com/ja/success-stories/lufthansa-technik

 18 Jim Whitehurst、「The Open Organization」、マサチューセッツ州ボストン、Harvard Business Review Press、2015 年。

「浮かんだアイデアをすぐ 
形にすることができます。 

これは、私たちが 
今までに経験したことの
ないアジリティです」

ルフトハンザ テクニック  
AVIATAR テクノロジー &  

インフラストラクチャ責任者
Tobias Mohr 氏17
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 IT インフラストラクチャの区分には他にも、何を焦点とするかによって分ける方法があります。たとえば、
モバイルアプリケーションのサポートや IoT (モノのインターネット) などです。しかし、ここでのモデルは、
IT 環境を構成する接続された一連の要素全体の重要性を示すために意図的に構築されています。一般
に、ほとんどの IT 戦略アドバイスは、IT の多くに統合とプロセスが大きく関わっていることを無視して、カ
スタムコード開発のみに焦点を当てているか、特定のテクノロジースタックの導入を前提としています。

 ほとんどの大規模組織のアプリケーション環境は広大で多様であり、当然、さまざまな形態の開発が
行われています。一般的な組織は、数千もの個別のアプリケーション、さまざまな SaaS サービス、市販の
ソリューション、およびその他のシステムに基づいて運営されています。説明したアーキテクチャ層は、こ
れらのシステムのいくつかを接続する方法についての一般的な概要を示します。事例では、関連性がある
場合は Red Hat テクノロジーに言及していますが、当然他のベンダーによるソリューションも利用できま
す。十分に複雑なシステムは、多くのソースからのテクノロジーを活用する必要があります。そのため、以下
でテクノロジーに固有のアイテムが記載されている場合、あくまで一例として挙げているだけであることを
ご理解ください。

プラットフォームと提供 

 プラットフォームとアプリケーション提供テクノロジーの向上は、ほぼ間違いなく、これまでのクラウド
ネイティブおよびハイブリッドクラウド機能の最も明白な推進要素でした。プラットフォーム層は、アプリ
ケーションの実行、統合、および価値提供のための基盤になります。オペレーティングシステムから、仮想
化、コンテナ化されたデプロイメントへの転換により、さまざまな種類のデプロイメントと自動化が幅広
く可能になりました。このテクノロジーにおける転換は、組織内の開発者が、データセンター内、または多
数のパブリッククラウドやプライベートクラウドのうちのどこにデプロイするかに関係なく、まったく同じ
実行環境を利用できるという考えを促進します。

 複数のオンプレミスの場所を備えたハイブリッドクラウド環境では、次の点でさらに大きな利点があり
ます。

• 場所間でのエクスペリエンスの一貫性：同じオペレーティングシステムのバージョン、パッチレベル、そ
の他のシステム要素を可能な限り多くの環境で利用できるようになります。

• オンプレミス、仮想化、プライベートおよびパブリッククラウドシステム全体の統合管理：IT インフラ
ストラクチャ全体を同じ方法で簡単に追跡できます。

• セキュリティとコンプライアンスの制御：さまざまなクラウドとデータセンターのデプロイメントが急増
している場合でも引き続き重要です。

• 安定性、アジリティ、可用性の向上�多くの場合、インフラストラクチャ拡張の目的は、フェイルオーバー
と冗長性のために容量を追加することです。しかし、これらのデプロイメントに対して一貫したアプロー
チを取ることが重要です。そうしないと、外れ値の環境によって信頼性が損なわれる可能性があります。

 Red Hat のオペレーティングシステムとハイブリッドクラウドへのプライベートクラウド・アプローチの
詳細、および多くの顧客事例は、Red Hat のハイブリッドクラウド戦略に関する e ブックに記載されてい
ます。しかし、ここ数年で、複数のクラウド環境にわたる一貫したプラットフォームの作成に新たに加わっ
たものがあります。それはコンテナとコンテナ・プラットフォームの使用です。

 19 Rachel Bach、「Heaven�s Queen (Paradox Book 3)」、Orbit、2014 年 4 月 22 日。

「その場所は、 
その命を奪う一歩手前まで 
明らかにテラフォーミング 

されています。 
大陸が完全な正方形になる 
方法が他になかったのです」

「Heaven�s Queen」19 著者
Rachel Bach 氏

IT のテラフォーミング階層の
5 つのレベル： 

1) プラットフォーム ->  
土壌と栄養素 

 
2) アプリケーション ->  

原子の生命、植物、小動物 
 

3) 統合/メッセージング ->  
コミュニティ 

 
4) プロセス -> 文明 

 
5) 開発者用ツール/DevOps と 
管理 -> 生態系のプロセス、 

抑制と均衡 
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 コンテナは、先進的な IT で選択されるデプロイメント・インフラストラクチャになっています。このよ
うな構築は、アプリケーションをそのランタイム環境全体 (実行に必要なすべてのファイル) とともにパッ
ケージ化し、分離します。コンテナ・プラットフォームを介した迅速なデプロイメントと容易な管理により、
コンテナプラットフォームが利用可能な場所であればどこでも、アプリケーションのインスタンスをデプ
ロイ、更新、拡張できます。コンテナとコンテナ・プラットフォームは、ハイブリッドクラウド上のクラウドネ
イティブ・コンピューティングのビジョンを真に実現するものです。

 ハイブリッドクラウド環境では、コンテナ・プラットフォームを使用すると、次の方法によってすべての
データセンターとクラウド環境でまったく同じコンピュータ環境を作成できます。

• 各場所に同一のコンピューティング・インフラストラクチャを提供する 

• パッケージ化されたコンテナを、修正なしでハイブリッドクラウド環境内のどこでも実行できるようにする

• 運用チームがさまざまなコンテナクラスタ全体のワークロードを確認できるようにする 

• 各場所のリソースのスケールアップとスケールダウンを可能にする 

 コンテナ・プラットフォームは、基盤となるリソース上に抽象化レイヤーを作成し、どこでも再利用可能
で一貫性のあるものにします。Kubernetes ベースの Red Hat OpenShift® Container Platform は、これ
らの機能すべてとさらに多くの機能を提供します。現在、ユーザーのハイブリッドクラウドでは、Amazon 
Web Services (AWS)、Google Cloud Platform、および Microsoft Azure の 3 つの主要なパブリックク
ラウドのそれぞれでホストされているオファリングを組み合わせて使用することができます。ハイブリッド
クラウドでのコンテナ使用の詳細については、Red Hat のクラウドコンテナに関する e ブックに記載され
ています。

 プラットフォーム戦略に関する 3 つの検討事項は次のとおりです。

• プラットフォームを可能な限りセルフサービスにする：これにより、さまざまなチームが厳重で一貫性の
あるセキュリティモデルを備えながら、必要な容量とサービスにアクセスできるようにします。開発チー
ムが仮想リソースをセルフプロビジョニングできるようにすることは、スピードのために重要です。しかし、
セルフプロビジョニングにはシステムセキュリティを提供するためのバックイン制御が必要です。

• あらゆる場所にわたるプラットフォーム・インフラストラクチャ全体の信頼性�この検討事項には、
個々のシステムやデータセンターだけでなく、それらの相互依存性や、障害が発生した場合のポリシー
変更 (システムは単に「修復」されているのか、それとも今後の障害を防ぐために変更されているのか) 
も含まれます。

• 複雑なハイブリッドクラウド環境では自動化が重要�ハイブリッドクラウド管理が可能な状態を維持
するには、自動化を構築することが必須です。同時に、パート 3 で説明したように、自動化は管理する
必要のあるコードだと考えることが重要です。そうでなければ、自動化そのものがレガシーな問題にな
ります。

カスタムコードによるアプリケーション 

 アプリケーションコードはそれ自体では実行されません。ソースコードの実行は基盤によってサポート
されています。その基盤は、初期のアプリケーション・サーバーから、先進的なアプリケーション・サーバー
の組み合わせ、軽量の言語ランタイム、コンテナ管理との組み合わせへと、ゆっくりと進化してきました。
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 クラウドネイティブ・テクノロジーが定着するにつれ、コンテナ・インフラストラクチャと言語ランタイム
が、イノベーションのための最も柔軟な組み合わせになっています。組織がコンテナ・テクノロジーを導
入するにつれて、この組み合わせが主要なデプロイメントパターンになる可能性が高く、以前のアプリケー
ション・サーバーのオーケストレーション機能の多くはコンテナ管理レイヤーに移行されるでしょう。

 ほとんどの組織にとって、この移行は時間を要するものであり、図 6 に示すすべてのアプローチを含め、
アプリケーション・ホスティングの複数のシナリオが混在する可能性があります。

 アプリケーション開発においては以下のパラダイムが出現し、大多数の大規模組織で検討されています。

• Java と Javascript は依然として、エンタープライズではカスタムコードの実装によく利用されていま
すが、使用される言語の数は増え続けています。Cloud Foundry の最近のレポートは、使用されてい
る 25 の言語について説明していますが、そのうちの多くの言語について、利用していると回答した人の
パーセンテージは 1 桁台前半です。21 

• カスタムコードのプロジェクトを効率化するために、緊密な統合と、メッセージングおよびインメモリ
データグリッドの補助サービスの組み込みが環境内の重要なサービスになりつつあります。

• カスタムアプリケーションを迅速に処理する必要性が高まるにつれて、リアクティブ・プログラミングは
大きな牽引力を獲得しています。Eclipse Vert.x などのツールキットの導入は、急速に増えています。

• FaaS (Function-as-a-Service) は、AWS のサーバーレス Lambda アプローチを通じて最初に普及し、
現在はより汎用的なコンピュータアプローチを採用しているため、プログラマーはコンピューティング
容量の事前プロビジョニングのことを心配する必要がありません。代わりに、コードの個々の要素 (関
数) は、適切なイベントが発生したときに簡単にデプロイして実行することができます。FaaS ソリュー
ションは現在、主要なパブリッククラウドで利用可能であり、オンプレミスの運用チームが自身の開発
者チーム向けにプロビジョニングする (通常はコンテナ・プラットフォームで) ことができます。

 これらの傾向により、カスタムコード・アプリケーションの開発のためにエンタープライズ IT にとって
重要な新機能が追加されます。差別化機能の大部分を実装するカスタムコードシステムによって組織は
市場で独自の競争力を持つため、導入するテクノロジーを慎重に選択することが重要です。

「新しいアプリケーション 
をスピーディにデプロイ 
できますが、いちばんの 
ポイントは柔軟性です。 

既存のアプリケーションの 
中には、サイズが大きく 
なっていくものもあれば、

縮小していくものも 
あります。そのような 
変更が 1 日がかりの 
仕事にならず、1 分も 
あればワンクリックで 
自動的に行えるのです」

Leshop.ch 最高情報責任者 (CIO)
Ivan Torreblanca 氏20

図 6. エンタープライズ全体のさまざまなコンテキストでのカスタムコードの実行

 20 Red Hat お客様導入事例、「LeShop.ch、アジャイルでスケーラブルなソリューションでイノベーションの文化をサポート」。 
https://www.redhat.com/ja/success-stories/leshop.ch

 21 Cloud Foundry、「These Are the Top Languages for Enterprise Application Development」、2018 年 8 月。 
www.cloudfoundry.org/wp-content/uploads/Developer-Language-Report_FINAL.pdf
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25e ブック クラウドネイティブとハイブリッドクラウドの融合：戦略ガイド

 Red Hat のアプリケーション開発ポートフォリオは広範で、本セクションですでに説明しているほとん
どのエリアに対応しています。最近のイノベーションには次のようなものがあります。

• カスタムコードのサポートに利用できるエンタープライズ・グレードのランタイムの幅広い拡張。Red 
Hat の包括的なランタイムバンドルには、JBoss® Enterprise Application Platform、Node.js、
MicroProfile、Spring Boot などが含まれるようになりました。このバンドルには幅広い柔軟性がある
ので、開発者は好みのツールを選択でき、CIO は組織のカスタムコードの全範囲にわたってリスクを最
小限に抑えることができます。

• Red Hat AMQ ブローカーと Red Hat Data Grid による、メッセージングとインメモリデータグリッド
の補完サービス。

• Kubernetes および Red Hat OpenShift Container Platform との緊密な統合により、従来はアプリ
ケーション・サーバーで処理されていた低レベルのデプロイ機能を明確に分離できます。これらの機能
は、ランタイムパッケージ内のコード中心のランタイムのサポートサービスを介してコンテナ・プラット
フォームで処理できるようになりました。

• Kubernetes のコンテナ・プラットフォームがデプロイされている場所ならどこでも FaaS を有効にする 
Kubernetes ネイティブの実行メカニズムのサポート。Knative として知られる、Google、Pivotal など
とのこのコラボレーションは、どこでも機能するサーバーレスアプローチのメッセージング、イベント、お
よび実行の基盤になります。

• 最後に、クラウドネイティブ環境では、実行のスピードが重要です。チームがクラウド、コンテナ、さらに
はサーバーレス環境で使用したいアプリケーションは、マイクロ秒単位で起動およびシャットダウンで
きる必要があります。つまり、不要な場合はゼロにスケーリングし、必要に応じてほぼ瞬時に利用でき
るようにする必要があります。Red Hat の Quarkus テクノロジーにより、Java 仮想マシン (JVM) ベー
スの言語でこのスピードとアジリティが実現しました。

 アプリケーション・ランタイム戦略の主な検討事項は次のとおりです。

• 一貫性のある自律性：組織全体でさまざまな言語とアプローチを使用できるようにします。

• DevOps および開発者用ツールとの緊密な統合は、開発者の生産性にとって重要です。標準のプロセ
スや抑制と均衡を自動化することで、より多くのコードを効率的に記述、テスト、デプロイできます。

• 包括的なセキュリティ戦略の確立により、オペレーティングシステムから仮想化、コンテナレイヤーから
コードランタイムへと、信頼できるベンダーによる自動ロールアウトによってすべてのシステムが包括的
に更新されます。

統合によるアプリケーション

 IT システムが最初にネットワークに接続され、オペレーティングシステムが最初にプロセス間の通信を
可能にして以来、統合機能が必要とされてきました。ソフトウェアシステムを統合できる方法の数は急増し
ています。統合は、IT スタックの最も重要な部分の 1 つになっています。

 現在、複数のデータセンターとクラウドにまたがるアプリケーション環境では統合が重要ですが、先進的
な要件にも適応する必要があります。エンタープライズ・サービス・バス (ESB) のデプロイメントなど、従来
の統合パターンは組織にとって役立つものでしたが、ハイブリッドクラウドの課題にとっては決して十分なも
のとは言えません。特に、統合テクノロジーが対処する必要のある課題は次のように多数存在します。
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• 複数の場所にわたるシームレスな運用：この運用は、メッセージング、API 管理、変換、データマッピン
グ、およびその他の機能がすべて、複数の物理的な場所で利用できる必要があることを意味します。こ
れらの機能は、場所を超えて連携する必要もあります。たとえば、メッセージング・ソリューションは、
多くの場合、1 つの場所の中だけでなく、複数の物理的な場所で使用する必要があります。IDC は、最
近のレポートでこの機能を「可搬性」と呼んでいます。23

• コードとしての統合：システム間の統合により、重要な変換とデータマッピングがリアルタイムで実行さ
れます。この機能には、ソフトウェア・エンドポイントへのコード変更が必要であり、統合に対して同期
された変更を伴うデータを提供します。統合は、同じ方法でバージョン管理できるように、アプリケー
ションと同じようにコードと見なす必要があります。

• 優れたスケーリング：統合テクノロジーは主にバックオフィス・アプリケーションを接続するデータセン
ターで始まりましたが、多くの場合、顧客向けアプリケーションは同じバックオフィスシステムにアクセス
する必要があります。一方、トラフィック量は大幅に増加しています。したがって、統合は、最も頻繁に使
用されるデータとトランザクションシステムに対して、迅速かつコスト効率よく拡張する必要があります。

• より多くのステークホルダーへのサービス提供：システムの数は急速に増加し、IT はほぼすべてのビジ
ネス機能に浸透しています。組織に必要な統合の数と種類は劇的に増加しています。統合のアクティビ
ティをサポートすることは、開発チームや運用チームだけでなく、シチズンインテグレーター (事業分野
での深い技術的知識を持たない個人) にとってもますます重要になっています。

• データの重要性の高まり：統合は、顧客向けアプリケーションでの使用に伴い、大規模なリアルタイム
データのキャプチャと分析への傾向が高まる中で最大の関心事にもなっています。さらに、IoT デバイス
の急増には、それらが生成する膨大な量の情報を管理するための新しい方法が必要です。先進的なシ
ステムを効果的に運用するには、データを処理、保存し、多くの場合正確に複製する必要があります。

 これらの変化に対処するために、統合テクノロジーそのものが進化しています。クラウドネイティブ機能
と組み合わせると、Red Hat ポートフォリオの統合テクノロジーによって次のことが可能になります。

• 完全に分散された方法でデプロイでき、必要に応じて個別に統合できます

• コンテナネイティブであり、自動化された容量スケーリングを可能にします

• コンテナベースの Knative テクノロジーを介して、オンデマンドで瞬時に起動およびシャットダウンでき
ます

• あらゆる統合がコードとして操作可能です。つまり、通常の DevOps プラクティスを適用でき、グラフィ
カル・ドラッグアンドドロップ・インタフェースを介してアクセスできます。この機能により、高度なスキ
ルを持つ人とスキルが不十分な人が同じ統合でコラボレーションすることができます

• 従来の AMQ スタイルのメッセージングから Apache Kafka まで、さらに広範なメッセージング機能が
含まれています 

• メッセージング、API、および統合テクノロジーは、さまざまなクラウドにデプロイでき、エンドユーザー・
アプリケーションの運用に必要なアプリケーションレベルの通信を可能にします 

「Red Hat の 
運用環境により、 

インフラストラクチャに 
専念することがはるかに 
少なくなり、カスタマー 
エクスペリエンスを 
向上させる新製品の 

イノベーションと提供に 
より多くの時間を 

費やすことができます」
TransUnion  

分散型システム部門ディレクター
Michael Catuara 氏22

 22 Red Hat お客様導入事例、「TransUnion 社、IT のモダナイズにより顧客エクスペリエンスを向上」。 
www.redhat.com/ja/success-stories/transunion

 23 Maureen Fleming、「Worldwide Integration and API Management Software Forecast, 2019–2023」、IDC、2019 年 6 月。
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45126319 
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 組織にとって最も重要な統合の検討事項は次のとおりです。

• 製品とサービスが利用可能になる戦略と、他のソフトウェアチームがそれらにアクセスする方法を計画
します。多くの場合、API はこの広範な導入の重要な部分です

• これらのシステム間の統合を誰が所有するかに関する戦略を決定します。このワークロードを分散する
と、個々のグループの自律性が高まり、一元化された ICC (Integration Competency Center) チーム
のワークロードが軽減されます

• 変更されたデータのキャプチャ、フェデレーションデータの仮想化、メッセージング、およびデータセン
ターとクラウドの統合全体にわたるデータ変換のベストプラクティスの設定など、戦略的な質問に対処
します。これらの機能はどのようにしてプラットフォーム層に接続し、シームレスなサービスをあらゆる
場所で提供することができるでしょうか 

 クラウドネイティブおよびハイブリッドクラウド環境での統合戦略の詳細については、Red Hat のア
ジャイル統合に関する e ブックをご覧ください。

プロセス自動化によるアプリケーション

 ソフトウェアは、組織が実行するほぼすべてのプロセスに影響を与えます。これらのプロセスの多くに
は、人 (従業員、パートナー、顧客) 、およびデータと状態に基づく複雑な決定事項が含まれます。

 ハイブリッドクラウドの時代に根本的に変化しているアプリケーションの第 3 のタイプは、プロセス指
向アプリケーションです。

 ルールベースのシステムからロボットプロセスの自動化まですべてをカバーする、ビジネスプロセス管
理 (BPM) アプリケーションと自動化されたインテリジェントな意思決定の両方に対するニーズは明確で、
高まっています。IT がハイブリッドクラウドを介してインフラストラクチャを拡張し、組織全体に影響を与
えることから、プロセス指向アプリケーションには次の傾向が現れています。

• マイクロサービスパターン、API、および統合の導入により、プロセスをエンタープライズ全体の新しい
システムに接続し、よりリッチなワークフローを構築し、以前はアクセスできなかったデータセットまた
はシステムに自動化を適用する機会が生まれます。

• 構成、ビジネスレベルのロジック、およびルールを使用するソリューションは、ますます重要になって
います。カスタムアプリケーションは、その環境で利用できる新しい機能の多くを提供しますが、変化
するビジネスニーズを反映する方法でそのカスタムロジックを呼び出せることが重要です。構成可能な
ルールは、クラウドおよびコンテナで FaaS 呼び出しとしてアクションを実行できます。

• 組織内のデータセンターとクラウドの数が増えるにつれてプロセスの分散が増加し、プロセスはこれ
らの場所をカバーする必要があるため、プロセス管理に対するクラウドネイティブなアプローチが必要
になります。このアプローチは、単に 1 つの場所にデプロイされるだけでなく、必要な場所で実行され、
すべての場所で一貫したフローを作成するように構成できます。

• BizDevOps の台頭。BizDevOps はビジネスニーズとアジャイル・アプリケーション開発を直接組み
合わせることを目的としており、特に、ツールチェーンは、コードの概念を収益化するために、より統合
されるようになっています。

「当社の実務は、 
感謝祭から年末にかけて 

劇的に増大します。 
この時期には 

オンラインショッピングが 
増えますが、返品も 

その忙しさに 
拍車をかけます。 

OpenShift を使用すると、 
これらのピーク時に 
柔軟にスケーリングを 
行うことができます。 

必要に応じて、 
パブリッククラウドに 

拡張することさえできます」
UPS  

Cloud Platforms and Technology  
シニアマネージャー 

Carla Maier 氏24

 24 Red Hat お客様導入事例、「UPS、DevOps と Red Hat で荷物追跡と配送を効率化」。 
www.redhat.com/ja/resources/ups-customer-case-study 
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• スケーラビリティ。プロセス指向アプリケーションは、特に多数の従業員や顧客を持つ組織で、現在最
も頻繁に使用されている IT サービスの一部を支えています。その結果、障害やボトルネックを回避する
ために、重要なプロセスの使用をオンデマンドでスケールアップおよびスケールダウンすることが必要
になりました。

• サーバーレスおよび FaaS プラットフォームの使用。スケーラビリティ、パフォーマンス、コスト削減を支
援するために、ビジネスルールおよびビジネスプロセス管理システムで使用され、決定とそのアクションは 
FaaS として実行できます。また、ビジネスプロセスのステップを FaaS として実行することもできます。

• バックオフィスシステムと顧客向けシステム間の IT 統合の合流、およびその結果としてのデータの増
加は、組織がクライアント向けにインテリジェント・アプリケーションのデプロイを始める大きな機会
を生み出しました。ルールベースの意思決定を行い、人間と自動化された意思決定をつなぎ合わせ、こ
れを迅速に、大規模に行うことが、これらの機会を活用するための鍵です。

 これらの各傾向は、現在、プロセス指向アプリケーションの先進的な波が IT 戦略の重要なコンポーネ
ントになっていることを意味します。

 統合テクノロジーと同様に、クラウドネイティブ開発もプロセス自動化テクノロジーの大きな変化を可
能にしています。Red Hat ポートフォリオでは、次のことを意味します。

• コンテナでのネイティブデプロイメント�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
ジーとの緊密な統合は、Red Hat のプロセス自動化プラットフォームの中核部分です。プロセス指向ア
プリケーションは、クラウドネイティブ・アーキテクチャが実現するスケーラビリティ、回復力、および場
所の独立性による恩恵を受けます。

• サーバーレスと FaaS�Red Hat のプロセス自動化ソリューションである Kogito は、プロセス指向アプ
リケーションのサーバーレスモデルと FaaS モデルをサポートすることで、クラウドネイティブ機能を拡
張します。Kogito は Quarkus を使用してゼロから構築されており、オンデマンドサービスに必要な迅
速な起動、スケーリング、およびメモリ効率を実現します。

• コグニティブ・コンピューティング�クラウドネイティブ・アーキテクチャは、リソースを大量に消費する
人工知能 (AI) と機械学習 (ML) のワークロードをサポートするために必要なスケーリングを可能にし
ます。これにより、決定サービスを拡張して、より広範なシナリオをカバーできます。Red Hat Decision 
Manager は、予測モデルをユーザー作成の DMN (Decision Model and Notation) 決定モデルに組み
込むことで、組織が自動化を強化し、人間による入力を必要とする例外を減らします。

• インテリジェントな管理�クラウドネイティブ開発は、アプリケーションのライフサイクル管理と障害対
応を自動化する Kubernetes Operators を通じて運用ワークロードを削減します。Red Hat のプロセ
ス自動化ソリューションには、分散型のハイブリッドクラウド・ワークロードの管理を容易にするプロセ
ス指向アプリケーション向けの Operators が含まれています。

 このエリアに関連する戦略的決定には、次のものが含まれます。

• プロセス指向アプリケーションの作成と構成に関わる従業員、パートナー、顧客の数の増加。このタ
イプのアプリケーションは、技術スペシャリストが安全で構造化された環境を提供できる分散型権限
の機会を生み出します。ドメインのエキスパートはこれを使用して、自分のニーズに合わせてアプリケー
ションを制御できます。

「当社は、 
エンタープライズ全体の 

複数の EMR、ラボ、 
その他のシステムへの 

インタフェースを 
構築してきました。 

その数は数百に及びます。 
これは大きな挑戦です。 
医療情報交換チームが 
過去 5 年から 6 年に 

わたって取り組んでいます。 
しかし、ほとんどの 

データが統合されており、 
1 カ所で簡単に 

利用できるという 
良い状況にあります。 

そのデータは、 
分析的洞察のために 
利用することも、 

意思決定エンジンを使って 
活用し、推奨事項を 

作成することもできます」

Northwell Health  
臨床情報システムおよび 

エンタープライズ情報アーキテクト部門 
ディレクター

Vipul Kashyap 氏25

 25 RTInsights アナリストペーパー、「Building a clinical decision engine platform with Red Hat Decision Manager」、
2018 年。www.redhat.com/ja/resources/building-a-clinical-decision-engine-rtinsights-article 

jp.redhat.com 
 

http://www.redhat.com/ja/resources/building-a-clinical-decision-engine-rtinsights-article
http://jp.redhat.com


29e ブック クラウドネイティブとハイブリッドクラウドの融合：戦略ガイド

• プロトコルと手順、役割と責任の決定。これらは手動のビジネスプロセスの自動化にあたり、基幹業務
部門と IT がコラボレーションする際に適用されます。

• 決定とビジネスプロセス管理 (BPM) に FaaS とクラウドを使用するアプローチの決定。たとえば、
BPM-as-a-Service をクラウド、オンプレミス、またはその両方の組み合わせで使用するかどうかなど。

• プロセス管理をサービスとしてオンデマンドで提供する。以前はプロセスのスペシャリストがいなかっ
たチームが、自分のチームのワークフローをキャプチャして計測できるようになるという、極めて大きな
メリットを得られる可能性があります。

• 抗脆弱性への移行。特定のプロセス向けにカスタム設計され、コンパイルされたコードを構成可能な
ルールと標準形式に置き換えることで、複雑なプロセスをより適切に検証でき、変更の際にコードをデ
プロイする必要がなくなります。このアプローチは、システム破損のリスクを軽減し、より多くのチーム
メンバーが重要なプロセスに内在する依存関係を理解するのに役立ちます。

開発者用ツール、DevOps、およびアプリケーション管理

 DevOps と開発者用ツールは、クラウドネイティブ・テクノロジーの基盤です。本質的に、多くのクラ
ウドネイティブ・テクノロジーは、開発者をより効率的かつ効果的にサポートするためのインフラストラク
チャに対するコアなニーズから進化してきました。CNCF (Cloud Native Computing Foundation) のクラ
ウドネイティブ・テクノロジーの定義は次のように始まります。27

 「クラウドネイティブ・テクノロジーにより、組織は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハ
イブリッドクラウドなどの先進的で動的な環境で、スケーラブルなアプリケーションを構築および実
行することができます」

 CNCF はいくつかの例を挙げて、次のように強調しています。

 「これらの手法により、回復力があり、管理しやすく、観測可能な疎結合システムが可能になりま
す。堅牢な自動化と組み合わせることで、エンジニアは最小限の労力で大きな影響をもたらす変更
を、頻繁かつ予測どおりに行うことができます」

 回復力、管理性、および可観測性 (運用側から) と、エンジニアリングへの影響 (開発者およびエンジニ
アリング側から) のこの組み合わせにより、クラウドネイティブの旗の下に集まった多くのテクノロジーが
発展しました。

 これらの特質により、クラウドネイティブ・テクノロジーは、組織がインフラストラクチャのフットプリ
ントとして複数のクラウドとデータセンターを導入する際に生じる多くの課題に対処するために使われる、
魅力的なテクノロジーになっています。

 DevOps プラクティス、アプリケーションサービス、ミドルウェア、開発者用ツールと管理、および新し
いクラウドネイティブのバリアントのすべてが、組織の IT 環境を構成し、サポートします。また、連携して
組織のアプリケーション環境を作成します。次に、そのアプリケーション環境は、従業員、パートナー、お
よび顧客が求める価値を引き出す機能をサポートします。

「OpenShift と  
OpenStack によって、 
チームはアイデアを 

すばやく 
開発できるようになり、 

イノベーションや発見から 
注意をそらすことが 

なくなります。 
アプリケーションを 

実行するために必要な 
サーバーの規模について 

心配する必要は 
ありません」

BBVA 
インフラストラクチャ、サービス、

オープンシステム 
グローバル責任者

José María Ruesta 氏26

 26 Red Hat お客様導入事例、「BBVA、クラウドネイティブのデジタルプラットフォームでカスタマー・エクスペリエンスを変革」。
https://www.redhat.com/ja/resources/bbva-customer-case-study 

 27 Cloud Native Computing Foundation (CNCF) のクラウドネイティブ公式定義 v1.0 より  
https://github.com/cncf/toc/blob/master/DEFINITION.md
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30e ブック クラウドネイティブとハイブリッドクラウドの融合：戦略ガイド

 組織での DevOps 手法の適用の成功については、多くの文書があります。まず、Red Hat の DevOps 
リソースページをご参照いただくことをお勧めします。また、Red Hat Open Innovation Labs やその他の
サービスチームが、始めるのに役立つプログラムを提供しています。本セクションでは、この一般的なガイ
ダンスを繰り返すのではなく、ハイブリッドクラウドの導入によって加速するいくつかの傾向に焦点を当て
ます。

• インフラストラクチャとアプリケーションが複数のデータセンターとクラウドをカバーするようになり、
クラウドネイティブの DevOps に由来するコードとしてのインフラストラクチャの概念が重要になりつ
つあります。複数の場所でのデプロイメントを完全に自動化することができなければ、ハイブリッドクラ
ウド環境の管理はますます困難になります。

• この自動化の必要性は、アプリケーションコードにも及びます。現在、アプリケーションは複数の場所
にある多数のサービスと API に緊密に統合されているので、ダウンタイムを回避するためにはデプロイ
メントを慎重に調整する必要があります。

• ほとんどすべての IT 環境は、さまざまなオペレーティングシステム、仮想化サーバーのエリア、プライ
ベートクラウド、パブリッククラウド、およびコンテナを実行する、ベアメタルでデプロイされたマシンを
包含することができる混合プラットフォーム環境です。これらの異なるプラットフォームレベルが混在し
ているということは、包括的なアプローチではプラットフォーム間で管理プラクティスを結び付ける必
要があることを意味します。

• 開発ツールは、インフラストラクチャを変更および更新して、ライブテストやその他のクラウドネイティ
ブ機能を提供する必要があります。コードが完全にブラウザ内に存在するクラウド統合開発環境は、こ
のニーズを満たすものとして勢いを増しています。

• ハイブリッドクラウド環境では、観測と追跡がより困難になりますが、同時により重要でもあります。
コードの実行は多くの場合、複数の場所に影響を与えるため、呼び出しごとに追跡する必要があります。
システムの統合されていない部分の障害を相互に関連付けて、何が問題だったかを判断する必要があ
ります。

 これらの傾向はそれぞれ新しい課題を生みますが、今日のツールはこれらの困難に対処するために急
速に進化しています。各課題は、場所、アプリケーションタイプ、およびテクノロジー間でインフラストラク
チャの分散化が進んでいることに起因しています。その対応として不可欠なのが、デプロイメントの要素を
標準化することです。次に、システムの分散性を明示的に解決するツールとアーキテクチャパターンをデプ
ロイすることです。成功のためには両方が必要です。

 Red Hat のソリューションスタックの開発には次のようなものがあります。

• Red Hat OpenShift でのマルチクラスタ管理、および継続的インテグレーション/継続的デリバリー 
(CI/CD) パイプラインをコンテナデプロイメントと統合して強力なハイブリッドクラウド環境を作成す
るためのさまざまなツール。

• Red Hat Developer の CodeReady Workspaces は、コンテナにデプロイしたコード向けに最適化され
た、完全に Web ブラウザベースの統合開発環境 (IDE) を提供します。機能には、コンテナベースのワー
クスペース、ビルド済みスタックまたはカスタムスタック、開発者構成の集中管理などが含まれます。

• Red Hat Ansible® Automation Platform は、ワークフロー機能とセキュリティ標準を備えたハイブリッ
ドクラウドを対象として、ハイブリッド IT 環境全体の管理を単純化し、セキュリティを付加します。28

• Red Hat の予測監視ソリューションである Red Hat Insights は、すべての Red Hat Enterprise Linux® 
サブスクリプションに含まれるようになりました。このプラットフォームは、さまざまな Red Hat プラット
フォーム全体で、統合されたセキュリティ、パフォーマンス、可用性、安定性を提供し、ハイブリッドクラ
ウドでの可視性を高めます。

 28 Red Hat プレスリリース、「Red Hat Unifies Automation Across Hybrid Cloud Management with Latest Version 
of Red Hat Ansible Tower」、2019 年 1 月 9 日。https://www.ansible.com/press-center/press-releases/
red-hat-ansible-tower-3-4
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 長期的な計画の観点から、次に説明する戦略的エリアは、開発者用ツール、DevOps、およびアプリ
ケーション管理にとって重要です。

• ユニバーサル機能：同様の基盤となるインフラストラクチャ、サービス、および自動化が各場所で、アプ
リケーション提供インフラストラクチャ (プラットフォームと自動化) およびアプリケーションそのもの
で利用できるようになります。多くの場合、デプロイメントでは、各アプリケーションの最新バージョンを
複数の場所で実行する必要があります。

• 開発者用ツールのアプローチ�たとえば、コンテナ上で実行されるブラウザベースの IDE は、オンプレ
ミス環境とクラウド環境全体で一貫した開発者エクスペリエンスを提供するための最良のオプションで
ある場合があります。

• 開発チームと運用チームのプロダクトマインドセット�再利用するアプリケーションとサービスを作成
するのは大変な作業です。しかし、他者が運用する製品やサービスへの信頼を築くのはもっと困難で
す。プロダクトマインドセットでは、チームが提供するシステムについて長期的に考える必要があります。
これはチームの計画プロセスに影響を与えるものであり、コードの更新、デプロイ、廃止に伴う自動化、
日々の習慣、およびプラクティスに取り込む必要があります。

• 自動化�プロセスおよび自動化そのものを注意深く管理しなければ、DevOps の実装が成功するとす
ぐに柔軟性に欠けるシステムになってしまい、見合った利益が得られなくなります。

パート 4：アプリケーション環境への取り組み
 Red Hat IT チームは、Red Hat のビジネスを構成する各アプリケーションの変更に対する価値と準備状
況を評価しました (図 7 を参照)。チームは、アプリケーションの変更率とその寿命などの価値基準、およ
びビジネスの重要度、ビジネスサポート、アーキテクチャのギャップなどの準備状況基準を適用しました。

図 7. モダナイゼーションのためのアプリケーション評価 (Red Hat IT の厚意による)
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 新たに設立されたスタートアップを除いて、IT 戦略がまったく新しいものであるという状況はほとんど
ありません。通常、IT 戦略とは、信頼性と生産性の向上のために機能するシステム全体を進化させる方法
を詳しく検討することです。短期的な生産性向上が次々に起こってうまく行くこともありますが、ベストプ
ラクティスを使用しないと、これらのインスタンスはリソースを浪費することになります。

 本セクションでは、パート 3 の戦略エリアを図 8 に示し、クラウドネイティブおよびハイブリッドクラウ
ド・アプリケーション環境への取り組みについて説明します。

図 8. アプリケーション環境における回復力と生産性の進化の線形表現

 これらはテクノロジーの導入段階ではないことに留意することが重要です。特定の組織の一部 (または
多く) で導入されていないテクノロジーが存在する場合があります。各段階には、ポリシー、機能、および
意思決定が反映されます。

 また、大規模で複雑な IT 組織が、すべてのシステム、プロセス、および戦略的方向性を一度に、あるい
は組織全体で足並みを揃えて進めることを期待するのは非現実的です。

 これらの要素をシーケンスとして視覚化することによって、改善の論理的なシーケンスが強調され、さ
らに重要なことには、アプリケーション環境全体が単一のエンティティとして強調されます。改善は、どの
ユニットでも、どの段階でも行うことができますが、それらの変更が環境全体にどのように影響するかを
検討することは有用です。それらは広がるのでしょうか。それとも、セグメント化されたままで消失するの
でしょうか。

断片化した官僚主義

 断片化した官僚主義と言うと、組織に対する思いやりのない描写のように思えるかもしれません。しか
し、今日の IT システムの複雑さを考えれば、多くの IT 組織は官僚主義の下で運営されていると言えます。
前世代のビルダーのルール、プロセス、およびテクノロジーの選択によって、システムや組織が作られ、そ
の決定が IT 組織に反映されています。また、どんなに素晴らしい、あるいはどれほど永続的な変化であっ
ても、組織とそのシステムが完璧なものになることはほぼありません。完璧な瞬間は、その次の変化で時
代遅れになります。Gartner29 が説明しているように、技術的負債の管理は簡単ではありません。実際、
IT 組織は単にアプリケーションを実装しているだけではなく、常に、潜在的な数十年の寿命を持つ複雑
なエコシステムを実装しています。機能は一時的ですが、構造は永続的です。

 29 Andy Kyte、「Gartner Keynote: Everything You Always Wanted to Know About Technical Debt (but Were Afraid to 
Ask)」、Gartner Application Strategies & Solutions Summit、2018 年 11 月 27 ～ 29 日。https://emtevr.gcom.cloud/
events/apn32/sessions/apn32%20-%20k4%20-%20gartner%20keynote%20everything%20you%20always%20
wanted%20to%20k%20-%20373224_47073.pdf.
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 ただラベルから離れるのではなく、組織と構造を前進させて改善することが重要です。官僚主義は、大
規模で複雑な人の組織や技術システムを運用するために必要な仕組みです。一部のフラグメンテーショ
ンは常に存在し、必要でさえあります。検討すべき質問は次のとおりです。

• 現在の構造とそれが組織にもたらすアプリケーション環境はどの程度優れていますか。

• 全体を改善し続けるための最も重要な方向性と変化のメカニズムは何ですか。

クラウドネイティブ化およびハイブリッドクラウド化へのステップ

 多くの IT 組織にとって、複数のクラウドプロバイダーによる複数のデータセンターと複数のパブリック
クラウドを使用するのは、現在では日常的なことです。テクノロジーの観点から、このような環境をより管
理しやすくするために追求すべきさまざまな戦略があります。

 組織を強化するアプリケーション環境を改善するには、さまざまなテクノロジーが必要になる場合があ
りますが、とりわけ、変更するエリアの優先順位付けについて戦略的な決定を行う必要があります。進行
と捉えると、次の 4 つのエリアをステップと考えることができます。

• プロダクトマインドセット：プロダクトマインドセットを導入し、再利用を目的としたシステムでそれを
作り上げることで、チームはより自律的に行動することができます。また、組織内のチームが他のチーム
によって実行されているシステムを活用し、信頼することも前提条件です。実際、これは、チームが開発
からプロダクション・メンテナンスまでのライフタイムにわたって製品を所有する必要があることを提
唱するマイクロサービス・アーキテクチャの特徴でもあり、ビジネス機能とそれらを強化する方法を密
接につなぎます。プロダクトマインドセットは、インタフェースとプロセスが本当に重要であるという言
説を導くのに役立ちます。ドメインの境界はどこにあり、どの API と機能セットがその背後にある確固
たるコミットメントを必要としているでしょうか。

• どこでもサービス提供：最初のデプロイメント以上のことを考える必要性を強調し、シームレスな機能
を複数の場所で利用できるように計画します。この計画 (またはロールアウト) にはコストがかかる場
合がありますが、通常、同じ問題に対して大きく異なるソリューションを扱うよりもコストは低くなりま
す。このエリアには、可能な場合はセルフサービスの推進も含まれるため、開発者、および潜在的にユー
ザーは、リソースをセルフプロビジョニングできます。この方法でインフラストラクチャを実行すると、
効率と生産性が大幅に向上します。これらの利点は、コンテナおよびサーバーレスタイプのテクノロジー
が普及するにつれて重要性が増すでしょう。

• コードとしての自動化：IT 環境全体で自動化のレベルを上げると投資収益率が高くなりますが、コー
ドとアプリケーションが維持されるのと同じ方法でこの自動化が明示的に維持される場合に限ります。
明示的な管理がなければ、今日行った自動化が、将来には厄介なレガシーになる可能性があります。同
様のマインドセットの転換は、統合、意思決定ルール、プロセス自動化コードにも当てはまります。これ
らは、アプリケーション機能を生成またはサポートします。多くの場合、カスタムロジックよりも多くの
統合コードがシステムに存在します。これらのシステムをコードとして明示的に考慮すると、システム間
のデプロイメントの管理が容易になります。

• 抗脆弱性：抗脆弱性への移行は、障害に対応し、以前よりもシステムを改善する強力なプロセス (自動
化または人間による) の存在を表しています。Netflix のような極端なカオスエンジニアリングを大規模
に導入している組織はほとんどないため、抗脆弱性という目標に向かって前進することには価値があり
ます。同様に、これと以前のすべてのステップにセキュリティを含めることは、プロアクティブへの大きな
飛躍になります。
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34e ブック クラウドネイティブとハイブリッドクラウドの融合：戦略ガイド

フィードバックループと文化

 新しいテクノロジーとプロセスの導入は、常に苦労と不確実性を伴います。多くの場合、すでに機能して
いるものを変更することはお勧めできません。Red Hat IT チームが学んだ教訓の 1 つは、変化に関して
懐疑的な人たちと変化を支持する人たちの両方に耳を傾けることが重要だということです。

 両極端の意見を持つ 2 つの陣営の意見それぞれに、納得のいくポイントがあることも少なくありません。
「A がすでに機能しているのに、なぜ B を実装するのですか」といった問いは、A に対する感情的な愛着を
示していますが、B が根本的な問題に対処する可能性が低いことを示している場合もあります。

 Red Hat IT チームが行った作業で有用だったのは、図 9 に示すように、戦略の性質に応じてアプリケー
ションを機能とグループにマッピングすることでした。

図 9. アプリケーションをパリティポイントと差別化ポイントに分類すると、どこに最もエネルギーを費やすべきかを判
別できます

 チームはまた、移行するアプリケーションと、新しいプロセスへの信頼を構築する時期も決定しました。
アプリケーションとプロセスの変更はそれぞれ異なる場合がありますが、チームはその過程で意思決定と
実行における信頼を獲得します。

jp.redhat.com 
 

http://jp.redhat.com


35e ブック クラウドネイティブとハイブリッドクラウドの融合：戦略ガイド

 Red Hat で採用されている最終戦略は、Red Hat IT にサービスを提供する単一のプラットフォームだ
けでなく、さまざまな目的のためにプラットフォームを内部でロールアウトすることです。Red Hat IT によ
るハイブリッドクラウドの導入では、3 つの並列プラットフォームがロールアウトされました。ビジネスクリ
ティカルなマネージド・プラットフォームに加えて、UpShift プラットフォームは内部プロセスで Red Hat 
の製品 & テクノロジー部門をサポートし、Open Platform は会社の社員全員が新しいアプリケーション
を構築できるようにします。

 製品 & テクノロジー部門に内部使用のための環境をロールアウトすることで、まず会社が独自の革新
的なバージョンを導入します。そして、社員がアプリケーションを作成できるようにすることで、利用可能
な IT 機能の可視性とフィードバックを得ることができます。

 全員ではありませんが、多くの Red Hat 社員は技術に熟達しています。IT システムにより、技術者以外
のユーザーは自分のドメインでイノベーションを創出することができます。

 変化を受け入れるための Red Hat の組織フレームワークの詳細については、『The Open Organization』
をご覧ください。

手法について

 大規模な IT のトピックをこのような方法で説明することは非常に難しいため、この e ブックでは正式
な手法はご紹介しません。むしろ、この e ブックの目的は、ハイブリッドクラウドとクラウドネイティブ・テ
クノロジーが組織に与える影響に関連する重要な戦略的スレッドをまとめることです。

 これらの戦略の質問をいくつか念頭に置き、組織の IT システムを単一のアプリケーション環境として考
えると、読者にとっては次のような検討事項に焦点が絞られます。

• 最大の利益をもたらすのはどの戦略的側面か 

• どのようにグッドプラクティスを 1 つのエリアまたは組織全体に広めるか 

• 主要なタイプのプラットフォーム (オペレーティングシステム、仮想化、コンテナ) とアプリケーション 
(カスタムコード、統合、プロセス指向アプリケーション) をどのように組み合わせるか 

• これらすべての概念は開発者の生産性と運用の安定性にどう関連するか

 これらのトピックのより詳細な分析、または最も影響の大きいエリアの評価については、次のセクショ
ンで、Red Hat サービスチームによるプログラムを参照してください。

図 10. Red Hat IT のハイブリッドクラウド導入に使用される並列プラットフォーム
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パート 5：まとめと次のステップ
 IT システムはかつてないほど重要なものになっています。しかし、信頼性と生産性の両方に対処す
る、クラウドネイティブでアジャイルな戦略がなければ、企業が市場で競争することはますます困難
になります。IT における過去の時代にはいくつもの大きなイノベーションが見られましたが、ここ数年
間は、ほぼすべてのビジネス部門において IT への依存度が急上昇しています。今や、バックオフィス
システムとフロントオフィスシステムを、これまでになかった方法で連携させる必要があります。

 このような環境で組織が成功を掴むには、イノベーションの基盤となる、健全で堅牢で生産性の高
いアプリケーション環境が必要です。このアプリケーション環境は、極めて生産性の高い最新のクラ
ウドネイティブ・テクノロジーを取り入れ、かつ、複数のデータセンターとクラウドをカバーする必要が
あります。

 この e ブックの目的は、Red Hat のお客様とテクノロジーのデプロイメントから得られた戦略的洞
察をまとめ、読者の計画および戦略策定を支援することです。

 すべての洞察があらゆるシナリオに当てはまるわけではありませんが、多くの質問と検討事項が、
読者の IT の取り組みに役立つことを願っています。

 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およびハイブリッドクラウド化の取
り組みをサポートできるかをご紹介します。

• Red Hat コンサルティングでは、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 の成熟度はどのくらいでしょうか。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。

 Red Hat のテクノロジーオファリングの詳細は、以下をご参照ください。

• アプリケーション提供：Red Hat OpenShift

• アプリケーション開発：Red Hat Middleware

• 開発者用ツール：Red Hat Developer Toolset 

• 管理：Red Hat Smart Management
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RED HAT について 
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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・
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