
従来のCIOの責務はビジネスクリティカルなシステ
ムを安定稼働させることであり、その責務を果たすた
めIT予算と人的リソースの最大70％をシステム運用
に投下してきた。安価なストレージやクラウドサービ
ス、アウトソーシングサービスなどを活用することで、
システム運用にかける支出を20％以上削減してきて
はいるが、IT予算の確保がますます難しくなる中、予
算と要員をいかに運用からビジネス成果に直結する
業務に振り向けられるか、というCIOの最重要課題は
未だに変わっていない。1

2018年度の「Tech Trends」では、テクノロジー

エコシステムを単なる作業の集約から、企業にスピー
ドとインパクトと価値を提供するものへ変えていくた
めに、CIOがどのような取組みを行っているか考察し
た。その中で、ボトムアップな視点からは、インフラ
を柔軟に構成し性能を拡大・縮小可能にしているこ
と、そしてオープン系の拡張性の高いアーキテクチャ
を重視して採用しているということを述べた。また、
トップダウンな視点からは、情報システム部門の組織、
要員、予算、提供サービスという順で見直しを行って
いるということを述べた。2

業務・システム刷新に関する多くの取組みにおい

今日、システム基盤のインフラやツール等のテクニカルリソースは完全に抽象
化され、クラウドコンピューティングの進化は新たな領域に到達している。
また、クラウドプロバイダはさらなる提供サービスの利便性向上を進めてい

る。単にシステムの稼働環境としてハードウエアからハイパーバイザを提供するだけ
ではなく、パッチ適用やバックアップ、データベース管理といった、主要なシステム
管理業務の高度な自動化に取組んでいる。これらの機能により、ソフトウエアとソフ
トウエアで定義されたハードウエアが動的に割り当てられ、運用作業が不要となる
環境、「NoOps」環境が実現する。さらに、サーバレスコンピューティングにより、
従来のインフラ管理およびセキュリティ管理はクラウドプロバイダやソリューションプ
ロバイダによって完全に自動化されるようになるだろう。その結果、システム運用担
当はサーバ管理の責務から解放され、ビジネス推進と価値の創出を担う新たなエン
ジニアとしての役割へと転換していくことが可能となる。

サーバレスがもたらす 
運用作業のいらないNoOpsの世界
ITにおける焦点は運用からビジネス成果へ
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て、大きな効率化とコスト削減を可能にする「自動化」
がキーワードになっている。インフラからIT部門の業
務に至るまで、プログラムコードとして表現できる領
域が拡大していくにつれ、企業はビジネス成果とそれ
に必要となるリソースの依存関係を軽減できる、新し
いアーキテクチャパターンと方法論の適用を進めてい
る。また、その方法論と開発技法を、IT人材を付加
価値の低い定型的な業務から高次の機能と役割へ移
行させる取組みに応用している。
そして現在、CIOが注目しているトレンドの一つに、
サーバレスコンピューティングを用いた自動化の取組
みがある。従来のクラウドサービスモデルでは、企
業側でCPUやストレージ、メモリのリソース配分を設
計して割り当てる必要があったが、このサーバレスの
サービスモデルでは、ユーザの要求に基づいてクラ
ウドベンダが動的かつ自動的に割り当てることができ
る。最終的な目標は、主要な運用業務が自動で行わ
れ、企業側でインフラを特に意識することなく、ごく
少数の要員で運用が可能となる「NoOps」環境を実
現することである。そのような環境が構築できれば、
余剰人員を業務スピードの向上や業務効率化といっ
た、より付加価値の高い業務領域に投下できるよう
になる。
現在、サーバレスへの興味と
関心は非常に高まっている。3情
報システム部門の意思決定者
600名を対象に最近実施された
Cloud Foundryの調査でも、対
象者の19％はすでにサーバレス
コンピューティングを活用してい
ると回答しており、また42％が
今後24ヶ月以内にサーバレスコ
ンピューティングの導入を検討
すると回答している。4さらに、B2B向けの大手調査
会社であるMarketsandMarkets社は、2018年時点
では42.5億ドルのサーバレス市場が、2023年までに
149.3億ドルに成長すると予測している。5

これまでのところ、Netflix社6 , コカ・コーラ社7 , 
New York Times社8といった、いくつかの大企業
がサーバレスのトレンドの先駆けとなっている。今後
24ヶ月の間に、より多くの企業が追随し、DevOpsの
実践を拡張し、新規アプリケーションをサーバレスで
構築する方法を模索するようになると考えられる。完
全なNoOps環境の実現までにはこれから数年かかる
ことが予想されるが、業界を問わず、サーバレスへ

の移行は静かに進行している。

運用管理業務からの脱却

本テーマについて考察していく上で、「NoOps」と
「サーバレス」という用語は区別しておきたい。「Ops」
とは、ネットワーキングやセキュリティ、マネジメン
ト、モニタリングといったさまざまな運用業務を包含
した概念である。一方で「サーバレス」という用語は、
市場や本レポートの中では、基本的にサーバ管理業
務の削減を指している。このように用語の定義が曖
昧なことが原因で、さまざまな誤解も生まれている。
例えばサーバレスは、実際にサーバがなくなるわけで
はなく、サーバ管理に関するさまざまな機能が自動
化されるということを示している。同様に、NoOps
環境においても、コードデプロイやパッチ適用といっ
た従来の運用業務は、依然として情報システム部の
責任の下に運用がなされているということには変わり
はない。単純に、大幅に自動化されている、という
だけである。
どちらの用語にも共通するのは、「いつか面倒なシ

ステム管理業務や運用責任をどこかに委託してしま
いたい」という情報システム部の願いに端を発して
いるということである。そして今日、サーバレスコン
ピューティングという言葉は、煩雑なサーバ管理業
務から脱却したいと考えている企業が取り得る、クラ
ウドベースのさまざまなオプションを包括する用語と
なっている。この分野を支えるテクノロジーの一つと
して、ハードウエアやOSなどの一連のプラットフォー
ムをインターネット上のサービスとして提供するPaaS
（Platform-as-a-Service）モデルがある。また、ほ
かのテクノロジーとして、スクリプト実行環境を提供
するFaaS（Function-as-a-Service）モデルがある。

サーバレスコンピューティングという言葉
は、煩雑なサーバ管理業務から脱却した
いと考えている企業が取り得る、クラウド
ベースのさまざまなオプションを包括する
用語となっている。
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図 1

ITのデジタル化

出所： Deloitte analysis.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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FaaSは細かな価格体系を提供しており、スクリプト実
行環境の利用量に応じて費用を支払うモデルになっ
ている。
サーバレスコンピューティングは、CIOがシステム
運用を変革するための武器となり得る。具体的には、
以下のようなメリットが享受できる。

• 高拡張性と高可用性：ユーザトラフィックに応じて
柔軟に機能拡張が可能となる。

• NoOps（or LessOps）：デバッグなどの運用業務
は従来通り社内で実施されるが、インフラ管理は
完全に外部委託される。
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デロイトのGlobal CIO Survey 
2018では、69％もの回答者が「プ
ロセスの自動化と変革」をデジ
タル化の取組みにおける主要な
ポイントとして挙げた。

of Deloitte’s 2018 global CIO 
survey respondents identified 
process automation and 
transformation as the primary 
focus of their digital agendas.

• アイドル状態の削減：サーバレスコンピューティン
グにおいては、機能の実行時間と実行数に応じて
費用を支払えば良い。機能が実行されていないと
きには費用は発生せず、コストの最適化を図るこ
とができる従量課金制モデルである。これは、単
位時間ごとに費用が発生する従来のクラウドコン
ピューティングと比較すると、コスト面で大きなメ
リットとなっている。

現在、多くの企業において、仮想化やコンテナ化
といった取組みとともにクラウド戦略の検討も進んで
いる。同様に、NoOpsを実現する鍵となるサーバレ
スコンピューティングは、これらの取組みと相反する
ものではなく、情報システム部の在り方や運用形態
を高度に自動化していくビジョンをCIOにもたらす。
デロイトのGlobal CIO Survey 2018では、69％も
の回答者が「プロセスの自動化と変革」をデジタル
化の取組みにおける主要なポイントとして挙げた。9

今後数年間で、サーバレスはアプリケーションの展開、
拡張、保守、および監視の自動化を実現するために、
多くのCIOが導入を進める重要なテクノロジーとなる
だろう。今日、クラウドベンダはデータベースや自然
言語処理インターフェースなどの新機能のサービス
への組み込みを着々と続けている。今や、物理マシ
ンや仮想マシンを用意せずとも、新規アプリケーショ
ンを構築することが可能だ。このような変化に鑑み、
現在トレンドとなっているサーバレスコンピューティン
グへの投資意義を理解するとともに、「サーバレスが
もたらす運用作業の無い世界」という概念を取り入
れていくことで、デジタルトランスフォーメーションに
おける短期的、長期的な変革の基礎を築いていくこ
とができる。

「NoOps」という夢の実現に向けて

「NoOps」というトレンドは、古くから存在する問
題を見直すための新しい方法であるという理由で、
注目を集めている。その問題とは、「どうすればIT人
財を増やしていけるか」というものである。IT予算を
確保することが難しいCIOにとって、システムの運用
管理は直接的にビジネスの利益を生まないため、こ
れは非常に悩ましい問題であった。サーバ管理やデー
タセンタ管理に要員を必要以上に割くことにビジネス

上の価値を見出せないのは明白である。サーバへの
パッチ適用などの運用管理に、高い専門性を持った
要員をあて高い給料を支払い続けることは、ビジネ
ス上のコストにしかならない。

NoOpsは、情報システム部の要員をパッチ適用や
監視といったシステム運用管理業務から、より付加
価値の高い開発業務などへとシフトさせる機会をCIO
に提供する。さらに広く見れば、先行する他社が開
拓し、実証してきた自動化とオーケストレーションを
利用することで、より効率的にシステムの運用管理
ができるようになる。10 NoOpsやサーバレスについて
考えるときに真っ先に思い浮かぶのは、Amazon社、
Google社、Microsoft社などが開発・提供している
「-as-a-Service」と総称されるコンポーネント群であ
ろう。Amazon社やGoogle社、Microsoft社といった
NoOps環境やサーバレスのサービスを提供するプラッ
トフォームベンダは、特にソフトウエア開発の領域に
おいて、これらのサービスが彼らの顧客に利益をもた
らすことを理解している。11 NoOpsモデルを利用する
ことで、開発チームはインフラ、OS、ミドルウエア、
プログラム言語環境などの関連作業について他チー
ムとの調整を行なわずに済むようになっている。
但し、現在の運用環境からサーバレス環境への移
行は、すぐに実現するわけではない。そのため、シ
ステム運用管理に関わる仕事も今後すぐになくなるこ
とはないだろう。NoOpsへの移行期間中も、現行の
データベースの定常作業や基幹システムの運用保守
作業は必要になる。しかし、従来の運用担当者は、
役割の再定義を行い、業務の幅を広げ、スキルアッ
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プを行っていかなければならない。運用業務に対し
て、現状の維持管理の観点ではなく、開発者の観点
から関わっていけるかが今後重要になるだろう。また、
大半の運用担当者にとって、新しい役割の方が専門
性を発揮するに相応しいと思うだろう。深夜2時に重
要なシステムに障害が起き、緊急通知で叩き起こさ
れるよりも、システムを監視し、障害時に適切にハン
ドリングしてくれるソフトウエアを開発する方が好まし
いことはいうまでもない。さらにいえば、NoOpsは
システムの運用担当を受け身の姿勢から先を読んで
行動できるようにするための変革であり、そして自動
化の機会を探していく取組みなのである。NoOpsの
世界では、有能なエンジニアが不統一な業務の自動
化を推進していくことにより、ルーチン化による業務
の再現可能性が高まるとともに、効率化がなされて
いくのである。

現在、いくつかの大手クラウドプロバイダが、
NoOpsの実現を支援するサーバレスプラットフォー
ムを提供している。今日のサーバレス市場は、
Amazon社、Google社、Microsoft社がシェアを独
占している。そこに、アリババ社やIBM社、Oracle社
といったベンダが独自のソリューションを市場に投入
してきている。12一方で、OpenFaasやKubelessといっ
たオープンソースプロジェクトは、サーバレスの技術
をオンプレミスに導入しようとしている。13

サーバレスモデルはいくつかの利点を持っている。
特にIaaSやPaaSモデルでは、利用の有無に関わら
ず毎月または年間で固定額を支払う必要があるが、
その点に関してはサーバレスモデルに利点がある。
IaaSやSaaSモデルとは異なり、サーバレスモデルは
呼び出された機能で消費したリソース分のみを利用
者に請求するモデルである。きめ細かい従量課金制
のモデルになっており、ほかのクラウドモデルよりも
大幅にコストの削減を見込める。サーバレス市場の
競争が激化すれば、たとえば月々 100万リクエスト
まで無料でサービスを利用可能になる、などといっ
たことも考えられる。こういったことが実現すれば、
利用者は多大な初期投資を行うことなく、潤沢なコ
ンピューティングリソースを利用することができるよう

になる。14

サーバレスの導入を検討する際には、サーバレス
モデルは未だ発展途上であることに注意して欲しい。
現時点では、システム開発や運用の課題に対する万
能薬とはなり得ない。例えば、サーバレスの開発環
境における透明性を確保する開発ツールはまだまだ
不十分な状態である。最近、クラウドインフラプロバ
イダのDigitalOcean社が、5,000名の技術者を対象
にサーバレスを利用した際に直面した課題について
調査を実施した。調査に協力した技術者の回答はさ
まざまであったが、主要な課題は以下の通りであっ
た。15

• 監視とデバッグ：調査回答者の27％が、サーバレ
ス環境での監視とデバッグは困難だと回答してい
る。サーバレスの性質を考えると当然だが、ログ
オンする対象のサーバがないため、監視とデバッ
グを行うために必要な情報を取得することが課題
になる。解析が困難である場合など、状況によっ
ては開発者はデータストアに手動でログインしなけ
ればならないかもしれない。このような課題を解
消するため、サーバレスの機能をローカルで実行
することができる次世代のデバッグツールやアプリ
ケーションも徐々に出てきている。

• ベンダロックイン：ベンダロックインに対する懸念
は、革新的なテクノロジーが出てきた初期段階に
よく起きる。業界標準ができておらず、一つのモデ
ルがマーケットリーダーとして確立していないため、
初期段階で導入に踏み切った企業は、自分たちが
選んだベンダの将来性に対して懸念を抱いてしまう
ことがよくある。標準になれなかったベンダとの契
約に縛られてしまった場合、どのような結果が想定
されるだろうか。もしあなたがベンダを切替えたい
場合、アーキテクチャの見直しや再設計に多大な
コストがかかる可能性がある。DigitalOcean社が
行った調査結果では、回答者の25％がサーバレス
ベンダとの契約に拘束されることを懸念していると
回答している。ただし、多くの場合において、適切
にアーキテクチャを構成することで、特定のベンダ
への依存関係は最小限に抑えることができる。例
えば、FaaS（Function-as-a-Service）では、移
植を容易にするために、サーバレスのハンドラとビ
ジネスロジックを疎結合にして実装することも可能
である。サーバレスに関するそのほかの機能を利

サーバレスプラットフォームベンダ 
との協業
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用する場合においても、それらのメリットとともに、
ベンダとの契約に意図せずロックインされるリスク
も十分に考慮する必要がある。

• 既存システムからの移行：上記調査において、回
答者の約16％が、移行が困難であると回答してい
る。確かに、大企業にとって大規模な移行の実施
は容易なことではない。一般的に、一つ以上のア
プリケーションの再設計や、データベースなどの主
要なシステムコンポーネントの切替えには対応する

ことが不可欠になる。このような理由から、自社
のアプリケーションポートフォリオをサーバレスに全
面的に移行するには過度にコストがかかり、事業
継続に支障をきたすリスクがあるととらえている企
業もある。このような企業は、サーバレスへの全
面移行ではなく、既存アプリケーションの一部や新
規開発案件における一部のアプリケーションをサー
バレスへ移行することを検討している。
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2050年までに世界の人口は約95憶
人になると言われている。この非常に
大きな数字に対し、企業はこれまで
とは違った考えや行動を起こす必要に

迫られるだろう。農業・食品業界の先進企業である
Cargill社の唯一の目的は、安全で信頼でき、持続可
能な方法で世界を成長させることである。Cargill社
は、現在および未来の世界の食料問題を解決してい
くため、イノベーションとテクノロジーに注力し、153
周年の歴史を持つ企業の変革に取組み始めている。

Cargill社は開発のライフサイクルを自動化し、ソ
フトウエアエンジニアリング技術の向上を目指して
いる。このようなテクノロジーによる変化でビジネス
が前進するだけではなく、Cargill社の開発者はパッ
ケージングやデプロイを意識せずにコーディングがで
きるようになる。「強力なデジタル基盤によって、よ
り効率的に消費者に商品を提供し、ビジネスを行
うことが可能になる」とCargill Digital Labsのvice 
presidentであるKeith Narrは言う。16

エンジニアリングへの新しい投資はCargill社のモ
ダナイゼーションやクラウドジャーニーの重要な要素
であるとともに、テクノロジー志向でありながら事
業への注力を可能にしている。開発、運用標準はテ
クノロジープラットフォームに定義されており、背後
で自動的に実行されている。さらに、Cargill社の開
発者はDevSecOpsにつながる自動化されたセキュリ
ティスキャンを利用し、APIベースの開発のための基
盤を提供し、オープンスタンダードおよびオープンプ
ラットフォームの採用を進めている。

Narrのチームは、リフト＆シフト、つまり、これま
でと同じレガシーシステムを単に新しいテクノロジー
上で動かすことだけでは、クラウドジャーニーは実
現できないと考えている。彼らは代わりに新しい方
法を模索し、Cargill社の組織内でIT変革を行った。
NoOpsを見据え、自律性とDevOpsに基づきリファク
タリングされた現代的なアーキテクチャは、アプリケー
ション開発を進化させ、スケーラブルなプラットフォー
ム上での実行や、自己監視、自己回復を可能にす

る。「テクノロジーの変革は比較的容易だが、それよ
りも難しいのは精神的な変革だ。ジャーニーの中で、
我々はテクノロジーへの期待や活用方法に対して従
来とは違った見方で考えるよう、改めてトレーニング
を行っている。」とNarrは言う。

NoOpsジャーニーは従来のITとビジネスの間の壁
をなくすことに意味を持つ。新たなプラットフォームを
作る時、Narrとチームは手始めにすでに次の4点の
特徴を持ったビジネスユニットを探すこととした。ス
タートアップ精神を持っていること、プラットフォーム
の価値を理解していること、DevOpsのプロセスを使っ
ていること、NoOpsの考え方を歓迎していること、の
4点である。このようなビジネスユニットが必要とする
プラットフォーム技術を、彼らは構築し続けた。 
精神面での変化を克服することが大事であること

を認識していたため、Narrのチームはアーリーアダプ
ターを通じて組織内に気づきを生み出すことを模索し
ていた。NoOpsの持つ可能性を見せるため、Narr
はITリーダーシップチーム全員を6時間のDevOps
ブートキャンプに参加させた。ブートキャンプは実際
にNoOpsモデルが事業にどのような影響を与えるか
を体験できる場所だった。ブートキャンプで、参加者
はコードスニペットを活用した簡単なコーディングを
し、ソースコードをチェックインし、完全に自動化さ
れた継続的インテグレーションと継続的デリバリのプ
ラットフォームの持つ力を直接体験し、目の当たりに
した。そして、その効果は抜群だった。
「最初の12ヶ月は、ITとその核となるケイパビリティ
を人々が必要とする前に築き上げるための、草の根
運動のような地道な活動に注力した。」とNarrは言う。
「採用が増え、成果が現れると、注力のポイントは
プラットフォームから成果に移ってくる。ここでの成果
とは、プロトタイプ、ビジネスにおける実証実験、お
よびマーケットへの迅速な製品展開を意味する。」

Cargill社の戦略が発展することにより、Cargill社の
プラットフォームは「未来を備える基盤」として、企業
のテクノロジー戦略ロードマップの基礎となっていく。
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Commonwell Mutual Insurance 
Groupは、保険料の成長率を向上さ
せるという目標を設定するとともに、
高水準の会員価値や会員サービス、

従業員のエンゲージメントを維持することを目標とし
て設定した。Commonwell社の経営層は上記の目
標を達成するために、サポートテクノロジーの根本
的な改革が必要だと認識していた。イノベーションを
促進するために、Commonwell社の小規模なIT部門
はビジネス部門とパートナーシップを結び、コアシス
テムの近代化プロジェクトをともに始めた。このプロ
ジェクトはDevOpsフレームワークに則って実施され、
IT部門がサービスをビジネス部門へ展開する方法を
変えた。この変革の成功は、次の大きなトランスフォー
メーションを巻き起こした。さらなるビジネス変革を
可能にし、ITチームのインフラの運用および管理方法
を変える、NoOpsモデルおよびサーバレス環境への
移行である。
「一般的に、DevOpsは開発のライフサイクルを
短縮するものととらえられることが多いが、我々は、
DevOpsは時間がかかり繰り返しが多い作業を高速
化するためのものと理解している。」とCommonwell
社のsolution delivery managerのPaul Stamou17は
言う。「我々はただ現状を維持することに注力するの
ではなく、ビジネスの可能性を伝えたい。」

Commonwell社のIT部署は合理化されたため、彼
らは自動化されたセキュアな基盤であるクラウドプ
ラットフォームの導入に着手することに決めた。この
ソリューションは「Infrastructure as code」という
アプローチを基にしており、アジャイル手法と非常に
相性が良い。バックアップやセキュリティなどのIT管
理プロセスはサーバそれぞれの設定単位でコーディ
ングされ、コンテナへデプロイされる。サーバレス
プラットフォームを通じて、IT組織はコストパフォーマ

ンスの高いサービスの展開が可能となる。このよう
に作られたサービスは、可用性と拡張性が担保され
たサービスとなる。サーバレスプラットフォームが実
行環境を自動的かつ必要に応じて提供することで、
Commonwell社はサーバ管理ではなく、ビジネス成
果のみに注力することを実現できるだろう。
「以前のソリューションを実行するには大量のインフ
ラと保守と運用のための人的資源が必要とされた。」
とIT vice presidentのJennifer Baziuk18は言う。「新
しいプラットフォームとNoOpsモデルは従来のやり方
に大きな変化をもたらす。我々はハードウエアやその
管理のための人的資源にかかるコストをすべて内部
で保持するのではなく、クラウドコンピューティング、
SaaS（Software as a Service）、エコシステムのパー
トナーシップを活用していく。」

Commonwell社のsolution architectであるJustin 
Davidson19によると、サーバレスプラットフォームは
インフラを加速させるものというよりも、アジャイル
手法によりITを活用し、ビジネスにおけるマーケッ
トへのスピーディで継続的な価値提供を可能とする
ものである。NoOpsへの移行は継続中であるが、
Commonwell社のITチームはDevOpsとサーバレス
環境に移行することによる効果をすでに体験してい
る。また、この成功は従業員からのサポートと熱意
を高めるとともに、NoOpsへの移行に対するリーダー
シップの確立に貢献した。
「定性的な観点だが、IT部門の願いの一つはビジ
ネス部門にとっての相談役になることだ。」とBaziuk
は言う。「DevOpsとNoOps戦略の成功により、我々
は経営戦略と成長討議の場において、ITが経営戦
略上いかに違いを生み出せるか証明し、発言の場を
得ることができた。我々はCommonwell社のデジタ
ル戦略を前に進めるためのプロフェッショナルパート
ナーになれるように進歩し続ける。」

「相互」の意思決定：Commonwell社のシステムモダ
ナイゼーションにおけるビジネスの相談役としてのIT

56

Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier



毎日何百万人もの顧客により良い
サービスを提供するため、Verizon
社は日々ネットワークの性能と効率
性の向上を追求している。最新のク

ラウドコンピューティング技術により安定性と信頼性
を高めることができると分かると、同社はクラウド移
行のビジネスを開始し、顧客の期待値を達成または
上回ることを目指しながら、システム運用の自動化
水準を高めてきた。

Verizon社のアーキテクチャレビュー委員会は、ど
のネットワークシステムがパブリッククラウドへの移行
に適しているか判断するため、法規制上の評価を実
施した。アプリケーションとワークロードは多様かつ
特殊であるため、Verizon Network Systemは、パ
ブリッククラウド、プライベートクラウド、およびオン
プレミスのハードウエアを段階的に移行させる戦略を
とった。
初期の試行フェーズでは、本番環境のアプリケー

ションをオンプレミスとして残しつつ、開発/テストと
いった非本番環境のアプリケーションをクラウドへ移
行し始めた。これは、クラウドサービス技術とそれ
らが提供する高度な自動化を学習しながら、新しい
スキルを得ることを目的としていた。Verizon社のエ
ンジニアが仮想マシンと同等のものをインスタンス化
して管理する従来のクラウドサービスは、いくつかの
チームが使い慣れているオンプレミス環境に近いた
め、多くの場合最初に検討される技術であった。しか
し、この分割されたアプローチは、得られる利益の
可能性を制限してしまっていた。
第2段階において、チームが最初の本番環境のアプ

リケーションをクラウドへの移行を成功させたことが、
その後の検討を加速した。Verizon社のエンジニアは、
主要なパブリッククラウド提供者がリリースしたばか
りの新しいサーバレスクラウドサービスの活用に精通
するようになった。高度な自動化は、データベース
へのパッチ適用や、サーバのインスタンス化およびそ
の管理などのクラウドインフラ業務をクラウドプロバ
イダに任せることによって、多くのメリットを生み出し
始めた。エンジニア達はアプリケーション開発を加速
させ、ビジネスへのスピーディな価値提供のみに集
中できるようになった。その結果、サーバレス環境は

Verizon社のテクノロジー方針の一部となり、クラウ
ドマイグレーションと同様に、多くの利益を享受でき
る技術推進の第一歩となった。
初期の大きな成果の一例として、Verizon社の全

サービスのアクティベーションとファイバーベースの
サービスのプロビジョニングを処理する複雑なシステ
ムの移行が挙げられる。ほかには、多くのレガシー
ビジネスに共通のインターフェースを提供する、クラ
ウドネイティブでマイクロサービスを基としたプロビ
ジョニングゲートウェイの構築が挙げられる。プロビ
ジョニングゲートウェイは、新しいアプリケーションを
構築するためのチームのモデルとして機能する。

senior VP兼network CIOのLynn Cox20は、次の
ように述べている。「移行の最初の重要な1年を終え、
我々のポートフォリオの一部はパブリッククラウドと
なった。私達はまだ多くのタスクを抱えながらも、大
規模なモノリシックアプリケーション（全体が一つの
モジュールでできており、分割されていないアプリケー
ション）の移行に成功した。私たちは思考の転換に
より、たった1年で、新しいアプリケーションをパブリッ
ククラウドに直接構築できるようになった。Verizon
社はすでに、アプリケーションの安定性と信頼性の向
上だけでなく、コンピューティングリソースの自動ス
ケーリングや自動化の向上などを含めて、コストおよ
び運用上のメリットを得ている。これは、Verizon社
のエンジニアや技術者にとって最も重要なことであっ
た。
最初の1年で、Coxのチームは運用リソースをより

戦略的な活動へ移行させ、具体的な貢献を創出して
いる。例えば、複数のチームがVerizon社の次世代
統合型コアネットワークのデプロイにより、ビジネス
スピードに追い付くことに再注力したのだ。これは、
オンプレミスハードウエアへのデプロイよりもクラウド
のほうが高水準の自動化とリードタイム短縮を実現で
きたからだ。今後の5Gの展開と自動化もまた、より
迅速で高い信頼性の元、実現されるであろう。」
「サーバレス環境によって可能になったNoOpsアプ
ローチは、チームのモチベーションの向上に寄与し
ている。」とCoxは言う。「システム運用者の役割は、
単なる保守運用に留まらない。彼らはスキル向上に
より、機械学習やRPAなどの技術を活用して戦略的ソ
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リューションを開発し、長期的なキャリアの可能性を
見出している。」
サーバレスおよびクラウドコンピューティングへの
移行以前、Coxのチームは社内従業員のニーズへの
対応に苦労していた。しかし、アプリケーションのク
ラウド移行に連れて、その苦労はなくなっていった。

「現在この瞬間重要なことは、社員がどれほど速く
働くことができるかということである。」とCoxは言う。
「社員の働くペースがシステムに左右されるのではな
く、社員がシステムのペースを管理するべき時代が
来た。そこに気づけたことは、私たちの大きな勝利
である。」
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約20年の間、私は数々の高パフォーマンスなテクノロジー組織を研究する機会に恵まれた。その研究において、
優れたテクノロジー組織は他組織と比較して大幅に、しばしば桁違いに優れているということが判明した。彼ら
はソフトウエアをより早く安全に顧客へ提供し、顧客が市場を制するための迅速なイノベーションや実験を可能に
している。

かつて、これは主にCIOやCTOにとって重要なトピックだった。しかし、最近ではほとんどのCEOが、創造的な破
壊を伴うデジタル化の波にどのように対応して自らの市場を支配的なテクノロジープラットフォーム企業から守る
のか、また自社のソフトウエアケイパビリティにどのような投資を行うのかを問われている。このソフトウエアの時
代では、ほとんどすべての投資がソフトウエアに関係してくるからだ。

10年前に不可能であったことがテクノロジーの飛躍的な発展によって可能になったことは、すでに周知の事実で
あろう。Facebook社がInstagram社を10億ドルで買収した時、同社の社員はたったの13人であり、その内6人の
開発者はジェネラリストだった。21 Pokémon Goは1億ドルの収益達成の最速記録を塗り替えたが、22それは40人
にも満たない社員によって達成された。23

私は、こうした例が最も重要なDevOpsに関するゴール、すなわち、少人数チームの開発者が、現代のビジネス
状況の中で素晴らしい結果を達成できる環境を創出する事例であると考えている。なぜなら、これはソーシャル
メディアやゲームにのみに関することではなく、市場における次世代の勝者と敗者を決する、重要なビジネス課
題の解決に関することだからだ。

ある調査によると、開発者は今後10年間で世界のGDPを3兆ドル増加させるという。24私の見解では、こうした
GDP増加の大部分は、今日の巨大なテクノロジー企業やスタートアップによって創出されるのではなく、むしろ、
各業界のトップブランド企業によって創出されると考えている。トップブランド企業は、巨大なテクノロジー企業や
スタートアップよりも容易に資本を調達でき、すでに大きな顧客基盤を獲得しており、巨大なテクノロジー企業と
同じように素晴らしいテクノロジー人材を確保することができる。

「小さい者が大きい者に勝つ」のではなく、「速い者が遅い者に勝つ」。そして最も優れた企業は大きく、かつ速
い―それはDevOpsによって実現されるのだ。

DevOpsは単なる開発手法ではなく、世界でもトップレベルのインフラ、運用スキルを用いて、開発者の生産性を
最大限引き出せるものである。そして、その延長線上にNoOpsが位置づけられる。NoOpsとは、Opsエンジニ
アが消え去ることを暗示している、なんとも悲しい言葉であるが、私はそのようなことは起きないと信じている。

しかしながら、Ops（運用者）が他部門と連携を取らずに、個別に運用できる時代は終わりつつあると考えてい
る。情報セキュリティ、コンプライアンス、インフラ全般についても同じことがいえる。この新たな時代におけるゴー
ルは、運用者が他部門として開発者と対峙することではなく、共通のビジネス目標を達成するために開発者と協
業することである。それは開発者が運用者に作業を依頼せずとも、開発者自身が迅速かつセキュアに作業を行う
ためのプラットフォームを創出することを意味する。

これが、私がOpsを非常に重要と確信している理由だ。私は1995年にコンピュータサイエンスの修士号を取得し、
開発者として正式に訓練されたにも拘わらず、20年もの間、自身を運用者として認識してきた。より現実に即し
ているという点において、開発よりも運用の重要性を認識していた。しかし、2年ほど前に何かが変わり、自身
を開発者として認識し始めた。これは、間違いなくClojureプログラミング言語を学んだからだ。

Clojureプログラミング言語は私が現在まで学んだ中で最も難しいものの一つであった。それは関数型プログラミ
ング言語で、状態の変化を認めず、純粋な関数のみを記載する言語である。しかし、Clojureはアプリケーション
を構築するためのより安全で生産的な方法であると確信しており、結果として私は、再びプログラミングに喜び
を見出すことができるようになった。私は現在、面倒で予測不可能なインフラを扱うことが嫌いである。厄介なイ
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ンフラに対処しなければならないことを嫌って、完璧で小さなアプリケーション環境の中に身を置きたいと思って
いる開発者のひとりになった。

これが、インフラエンジニアリングの最善の未来が私たちの先に待っていると確信している理由だ。我々が求めて
いるのは、カスタムスクリプトの生成、セキュリティ認証情報の管理、ログイン処理・監視・データベースへの
接続などを必要とせずに、コードのビルド、テスト、セキュリティ保護、デプロイを支援できるプラットフォームを
提供し、開発者の生産性を真に向上させることができるエンジニアである。これらのスキルは、面倒で不完全な
世界で価値を生み出すために必要であるが、同時に開発者の生産性を下げる。

だからこそ、インフラはとても重要である。開発者の生産性維持にかかるコストを安く見積もってはならない。25

それにも拘わらず、おそらく多くの組織が十分な投資を行っていない。一流のテクノロジー企業は、自身の技術
に多大な投資をしている一方、多くの伝統的な組織はそうではない。速い者が遅い者を打ち負かす時代において、
これらの伝統的な組織はほかの組織よりも桁違いに遅れを取ることになる。

しかし、この状況は変わりつつある。大規模で複雑な組織におけるDevOpsの取組みとして、多くの場合、勇敢
な技術者が古く強力な秩序（保守的な、機能別の縦割り構造）を覆そうとしている。マネジメント層への私のア
ドバイスとしては、DevOpsの価値を理解しているエンジニアリーダーを見つけること、また、価値の創造を探求
する熱心なビジネスリーダーと協働することを推奨する。彼らを集め、予算や権限を与えることで、革新的な出
来事が起こるだろう。
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多くの企業がサーバレスやクラウドコンピューティ
ング環境でのサイバーリスクを懸念しているかもしれ
ない。しかし、潜在リスクに対する自衛の強化に、
自動化の技術を活用できる余地は多分にある。サー
バレス環境のセキュリティプロトコルはNoOpsオペ
レーティングモデルによってサポートされており、適
切に利用すればサイバーリスクの低減が可能である、
ということを理解すべきである。一方、セキュリティ
プロトコルを適切に利用しなければ、企業の枠を超
えてサイバーリスクを高めてしまう可能性がある。
サーバレス環境における潜在的なサイバーリスクを
低減する鍵となるのは、プログラムコードでリスク低
減を実施するという視点である。具体的には、プロ
グラムコードでセキュリティやリスクプロセスを実装す
るということだ。どの攻撃経路が甚大な影響をもた
らすのか、もしくは許容可能なのかを特定するために、
プログラムコードやサーバレス環境の潜在的な脆弱
性を分析し、最も重要な資産や攻撃を受けやすい入
口部分を守るためにリソースを集中させることが必要
になる。また、新たにサイバーリスクを検知した際に
設定を自動的にアップデートするだけでなく、ネット
ワークやシステム内で発生した有害なイベントを検知
し、自動対応するセキュリティ制御を組み込むことも
必要である。
企業は何から対応を始めるべきか。まず初めにネッ

トワークやインフラの設計を理解し、脆弱な箇所を特
定することが重要になる。これは決して容易ではなく、
サーバレス化に向けた第一歩として、適切に、かつ

注意を払いながら進める必要がある。従来のテクノ
ロジートランスフォーメーションと同様の手法では対
応できない。なぜなら、ロジック、ツール、プロセスは、
オンプレミスからサーバレスへそのまま置き換わるわ
けではないからだ。企業の内部向けに作成されたプ

ログラムコードを再利用して、外部向けのAPIを構築
するという例で考えてみよう。追加の防御施策がなけ
れば、インターネット上の悪意ある環境へのデプロイ
を予期していなかったコードが利用され、社内のネッ
トワークがサイバー攻撃にさらされることになるかも
しれない。
幸いなことに、クラウドプロバイダによって強固な
認証、ネットワークの予防監視、構成監視などを可
能にする機能が提供されている。さらに脅威に対す
る防御を強化するには、開発、リリース、運用を通
して、クラウドプラットフォーム管理からアプリケーショ
ンまでのさまざまなレイヤに対しセキュリティ対策を
実施する必要がある。自動化された新しい運用機能
を用いれば、脅威がネットワークやデータまたは企業
の評判に影響を与える前に、システムが脅威を検知、
停止、修正することが可能となるはずである。そして
注目すべきは、多くの企業がクラウドと従来の環境を
並行して運用するということである。このような組織
はさらなる課題に直面することになるだろう。現代的
なインフラでは従来とは全く異なる統制を設計、実装
する一方で、従来の古い統制や戦略も維持していか
なければならない。
サイバーリスクを完全に排除する方法はないため、
サーバレス技術の採用の際には、リスク許容度を再
評価し、再定義することが不可欠となる。サーバレス
技術を活用することで、セキュリティチームはこれま
では不可能だった手法で新旧の脅威を抑え込み、対
処するためのソリューションを実装できるようになる。

新たに発見された脅威に対処するため
には、サイバーリスクイベントを見直
し、積極的にコードを作成、チューニ
ング、更新することが必要である。そ
してこれらは四半期や年ごとのイベン
トとしてではなく、定期的な作業とし
て行うべきである。文書でポリシーを
作成し、すでに発生した脅威を監視し、
それに対処する時代は終わった。サー

バレスの世界では、サイバーリスクへの対処や管理
に日々調整や改訂が必要になるが、NoOpsによる自
動化はこれらを容易にし、より有効な防御策を提供
してくれるだろう。

サーバレスの世界では、サイバーリスク
への対処や管理に、日々調整や改訂が
必要になるが、NoOpsによる自動化は
これらを容易にする。
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リスクの視点から



さあ、はじめよう
現在、多くの企業が行っている大規模なクラウド構想のように、NoOpsやサーバレスも管理可能な形に紐解かれ、
導入されていくだろう。では、どこから、どのように始めればよいのだろうか。今後、組織内でサーバレス化、特
にNoOpsを進める際に、考慮すべき点をいくつか紹介したい。

そもそも、サーバレス/NoOpsを検討すべきなのか

基本的に、NoOpsとサーバレスは、二つの基本的なユースケースに基づいている。一つ目は、インフラエン
ジニアが主要なシステム管理業務の完全自動化を進めるため、二つ目は、アプリケーション開発者のインフラ
エンジニアへの依存を軽減するためだ。サーバレスはすべてのアプリケーションに適しているわけではないが、
ソリューション実行・管理作業の自動化を進めていくにあたり、見受けられるデメリットはほとんどない。加えて、
サーバレスアーキテクチャを正しい場面で活用すれば、製品化までの時間の短縮、より高い柔軟性、人的ミス
の減少、およびインフラとメンテナンスのコストの削減を実現することまで可能になる。

組織全体でサーバレスを推進するには、どうすれば良いか、どのような戦略を立てるべきか

技術的な観点において、サーバレス環境は自動化による高速で継続的な拡張が可能なため、企業全体への
展開をスピーディに行うことができる。アプリケーションの負荷が増大し、より多くの機能が実行されるにつれて、
クラウドプロバイダによるインフラの拡張が必要になる。インフラの拡張により、モノリシックな従来のシステム
を持つ組織であっても、小規模なスタートアップと同じくらい迅速に新しい機能を展開することができる。ただし、
運用の観点では、NoOpsを実現するにあたり組織の文化的な改革が必要となる。サーバレスによる大規模な
システム展開を実現するためには、縦割り組織を細分化し、新しい組織体制や役割を再編成することが必要
だ。これらは一見するとDevOpsおよびNoOpsの精神に反するように見える。しかし、クラウドへの移行を試
みる場合と同様に、標準を定めロードマップを作成する運営組織を設けておくことが、変革を続けるための鍵
となるのである。 

現在は自動化やDevOpsとは縁遠いのだが、最初から始める場合はどうすればよいのか 

NoOpsを最も早く実現できるのがサーバレスアーキテクチャである。サーバレス環境は、マイクロサービスベー
スのアーキテクチャアプリケーション構成をとっており、機能が個々に分けられている。これらは移植性があり、
コストパフォーマンスに優れ、そして最も重要なことに、従来のインフラ構成に縛られない。このように、従
来のインフラ構成からアプリケーション機能を分離することは、アプリケーションのモダナイゼーションへの重
要なステップといえるであろう。

サーバレス環境にはどのような用途が適しているか

サーバレスは万能ではないが、Webアプリケーションやモバイルバックエンド、IoTバックエンド、リアルタイム
分析やデータ処理など、マイクロサービス、またはAPIに依存するアプリケーションに適している。サーバレス
環境は、短期的かつステートレスで、ファイルシステムへのアクセスを必要としないアプリケーションと相性が
良い。一方で、ディスクボリュームに対する読み書きが多く、持続的な処理を必要とする機能は、サーバレス
には適さないことがある。そのため、NoSQLへのデータ移行、大量のディスク容量またはRAMを必要とする
アプリケーション、またはサーバレベルのアクセス操作を必要とするアプリケーションといった、実行時間が長
く複雑な処理タスクに関しては、サーバとサーバレス機能を使用するハイブリッドソリューションを採用するの
が好ましい。
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要点
何年もの間、重要なシステムの基本的な維持管理は、IT関連の予算と人的リソースの大部
分を占めていた。今日、サーバレスが実現するNoOpsにより、CIOはこれまで運用に充てら
れていたIT関連の予算と人的リソースを、成果を生む新しい活動に向けることができる。また、
開発チームは新しいスキルを習得し、より自主的に仕事をする機会を得ることができる。社
内のレガシーサーバからクラウドベースのコンピューティング、ストレージ、およびメモリへ
の変革は短期間でできることではない。また固有の課題も存在する。しかし、ITをリアクティ
ブ（消極的）なものからプロアクティブ（積極的）なものに根本的に変革するこの機会は、
ますます多くのCIOが実現しており、もはや無視できないものである。

どのシステムからサーバレス化を始めるのが良いか、 コアシステムか、周辺システムか

一部の企業は、顧客向けの電子商取引アプリケーションやマイクロサービスなど、すでにある程度の成果を上
げているデジタルフロントの分野で、サーバレスに注力している。これらの分野では、デジタルチームはおそら
くNoOpsに不可欠な文化的シフト（と、それに必要なトレーニングやスキル育成）を始めているため、サーバ
レスへの準備が整っており、移行が容易なのである。企業がデジタル基盤への取組みを強化するにつれて、トッ
プダウンとボトムアップの両方向からNoOpsとサーバレスの変革を同時に始めることができるのだ。

インフラの観点から、フルクラウドにする必要があるか、それともオンプレミスを残してもよいか

オンプレミスでも、DevOpsプラクティスのいくつかの利点を享受することができるが、本当に堅牢なプライベー
トクラウドを持っていない限り、自動化機能はおそらく制限されるだろう。また、サーバレスコンポーネントとサー
バベースコンポーネントのハイブリッドソリューションを展開することもできるが、サーバレスのメリットの一部
しか享受することができない。管理するオンプレミスサーバが1台だけであっても、引き続きウイルス対策と脆
弱性のスキャンおよび修正プログラムを適用することになる。NoOpsのすべての利点を享受するためには、フ
ルクラウドにする必要がある。
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企業のIT戦略において、新しいサービスを創出し
収益拡大を目指す「攻め」と、既存ビジネスを効率
的に運営する「守り」の両面がある、ということはよ
く言われている。両者のバランスが重要であることは
いうまでも無いが、日本企業においては品質が重視
される文化の影響もあり、守りに高い比重が置かれ
ている傾向が強い。

JEITAで行われたIT経営に関する調査においても、
IT予算の増加理由としてアメリカでは「製品・サービ
ス開発」や「ビジネスモデル変革」が中心に挙げら
れていたことに対し、日本では「業務効率化・コス
ト削減」がトップとなっている。1

本編でテーマとしているサーバレスやNoOpsは、
まさに守りから攻めへ転じていくための取組みであ
り、日本企業にとって関心の高いテーマの一つといえ
るだろう。
しかし、従来からよく聞く「クラウド」という概念と
これらの話はどのような関係にあるのか。また、これ
らは単なる概念なのか、それとも実在するサービス
なのか、なかなか分かり辛い部分も多い。状況が見
えるまで静観しようと思っているユーザもいるのでは
ないだろうか。
実際には、サーバレスは既に実用化されているサー

ビスで実現可能な段階であり、問題は、どう実現す
るかではなく、どこから適用するかという点に移って
いる。また、日本国内においても既に成功事例は現
れてきている。
自社にとってどういう意味があるかを正しく検討す

るために、ここではまず、サーバレスやNoOpsにつ
いて理解の整理を行っていきたい。

クラウドコンピューティングとは、自前のデータセ
ンタに物理的にサーバを保有するのではなく、クラウ
ド上のコンピューティングリソースを活用することで
サーバ管理作業を軽減するという取組みである。具
体的に言えば、Amazon EC2などのサービスを使う
ことで、ハードウエアやOSの調達・保守を不要にす

るという取組みであり、これは既に国内でも広く行わ
れており目にしたことも多いだろう。
では、この話とサーバレスとはどういう関係にある
のだろうか。
上述のクラウドコンピューティングの取組みでも、

ハードウエアやOSに関する管理作業は不要となるた
め、サーバ管理作業を軽減するという意味での「サー
バレス」は部分的には実現されている。しかし、業
務アプリケーションを動作させるためにはOSの上に
様々なミドルウエアやプログラム言語の実行環境の設
定が必要であり、実務的にはそれらの管理の方が複
雑であり、負荷が高い。そのため、サーバ管理作業
の軽減という意味での効果は限定的であった。
しかしその後、FaaS（Function as a Service）と
呼ばれるサービス群の登場により、本当の意味で
「プログラムを書くだけで動く」という環境が実現し
てきた。FaaSの代表的なサービスとしては、AWS 
Lambda（Amazon）、Azure Functions（Microsoft）、
Google Cloud Functions（Google）などが該当す
る。これらのサービスが登場した当初は、単機能の
プログラムを簡易的に実行できるサービスという程度
の認識でとらえられていた向きもある。しかし普及が
進むと共に、サーバ設定が不要であること、本来の
意味でサーバレスであることの価値が改めて認識さ
れ、今日ではクラウドアーキテクチャを語る上で最重
要ともいえるキーワードとなっている。
何故クラウドアーキテクチャにおいてサーバレスが
重要であるかについて、簡単に補足しておきたい。
クラウドにおいては、処理負荷が変動した際にサー

バを動的に増減できること（スケーラビリティ）が大
きなメリットであるが、同一のサーバイメージを単純
にコピーしてしまうと、定義の重複により動作しない
場合や、処理の競合により不整合を引き起こす場合
がある。新しいサーバを増やす際、設定された定義
のどこまではコピーし、どこからは新しい値を設定す
る必要があるかについて、複雑な管理が必要になる。
一方、サーバレスの場合、サーバに対する定義設定
自体が不要であるため、サーバの動的な追加も自由
に実行できる。そのため、クラウド本来の柔軟性や
拡張性を最大限に活かすことができるのがサーバレス
アーキテクチャである、という流れになっている。
実は、FaaSの代表的サービスであるAWS Lambda

がサービスを開始したのは2014年のことであり、既
に4年以上が経過している。ここでトレンドとして取
り上げているのは、決してその技術的な新規性によ
るものではなく、一つの技術要素であったFaaSが、

日本企業から見た「サーバレス」と
「NoOps」の意義

サーバレスを実現する技術としての
FaaSの台頭

日本のコンサルタントの見解
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NoOpsというビジネス価値向上を目的としたコンセ
プトにまで繋がってきたことで、IT組織および人財に
対する考え方に大きな影響を与え始めていることを
考慮してのことである。
そこで次に、NoOpsという考え方について整理し

ていきたい。

NoOpsという概念と本来の目的
一方、「NoOps」という概念は、しばしば「DevOps

（開発と運用の連携による開発手法）」と関連した文
脈で用いられる。つまり、「開発と運用が連携しなが
ら開発を高速化する」というDevOpsの考えをさらに
推し進めて、「運用を省力化し、開発と運用を一体化
していくことで、より高速な開発が可能になる」とい
う考え方である。
本文にもある通り、ここで言うOps（運用）とはサー

バ管理作業に限らず運用作業全般を指しているため、
それらがすべて無くなるということは現実的にはあり
得ない。あくまで、運用作業そのものを無くすことだ
けを目的としているのではなく、運用の負荷が下がる
ことで開発と運用をそれぞれ個別のチームとして組成
する必要がなくなり、一体として活動することでコミュ
ニケーション負荷を下げ、開発のスピードを向上させ
ることに主眼がある、ととらえるべきであろう。
整理すると、FaaSはAWS Lambdaを代表とする、
既に実用化されているサービス群である。また「サー
バレス」とは、FaaSに代表される技術の活用により
サーバの管理作業が大幅に軽減されている、もしく
は無くなっている状態を指している。さらに「NoOps」
とは、サーバレスの実現などにより運用負荷を軽減
することで、開発と運用の間の壁を無くし、開発スピー
ドの向上によりビジネス価値の向上を目指すというコ
ンセプトである。

サーバレスやNoOpsの実現に向けた取組みは、国
内企業においても既に始まっている。
ここでは、国内企業がサーバレスやNoOpsの導入
を検討していく際に注意すべきポイントを整理してい
きたい。

1点目は、システムアーキテクチャの統制という観
点である。
ハードウエアやOSなどシステムインフラをクラウド
化するだけでは、ミドルウエア層の管理作業が残る
ため、サーバレスを実現することは難しい、という点

は前述の通りである。
サーバレスを実現していくためには、クラウドの機
能を最大限に活用できるようにアプリケーションの構
成および処理方式を設計する必要がある。たとえば、
ステートレスで並列実行が可能な処理を切り出して
FaaSを活用して実装するといったように、いわゆる「ク
ラウドネイティブなアーキテクチャ」で設計することが
必要となる。
しかし、これらは比較的新しい技術であるため、
旧来のシステム開発ベンダでは対応できないことも多
い。新規開発するシステムであっても、明確な統制が
無ければ旧来の処理方式のまま設計が行われてしま
い、気付いた頃には変更が難しくなっていることも少
なくない。
国内企業においては、システムアーキテクチャに対

する統制が必ずしも十分に取れていないことも多い
が、一度作られたものを後で変更するには非常に多
くのコストが必要となる。過剰なコストを掛けずに目
的の方向へ進めていくためには、長期的ビジョンに
基づいた取組みと指針の策定が必要である。

2点目は、取組み目的に対するエグゼクティブの理
解である。
サーバレスによるサーバ管理作業の軽減は、運用

コストの削減効果をもたらすことは確かである。しか
しそれ以上に、拡張性の高いシステム基盤を手に入
れることと、機動性の高い開発体制を取り得ることに
よる、ビジネススピードの向上に対する効果の方が大
きい。
実際、国内においてサーバレス、NoOpsに取組ま
れた事例においても、システム的な面での保守性・
拡張性などのメリットはもちろん、IT組織風土の改革
における効果に言及されているケースが多い。
デジタル化という文脈においてやや遅れを取ってい

る国内企業においては、システム投資に対するエグ
ゼクティブの理解・関心もやや低い傾向がある。単
純にコスト削減という観点だけで評価するのではな
く、取組みの位置づけや目的について十分に説明を
行った上で、理解と協力を得ることが重要なポイント
となるだろう。

3点目は、ノウハウのあるパートナーとの協力体制
の確立である。
クラウドネイティブなアーキテクチャ設計には専門
知見が必要であり、社内メンバだけで実施すること
は難しい。特に、FaaSを中心とした技術はそれら自
体がクラウド上のサービスであるため、日進月歩での
進化が続いている。また、それらの技術情報は基本
的に英語で発信されるため、社内のリソースで対応
するにも情報収集だけで手いっぱいになってしまう可
能性が高い。
一方で、アーキテクチャ設計にあたり、業務特性

や処理特性は非常に重要な情報となるが、それらは

国内企業において 
考慮すべき導入のポイント
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社内メンバでなければ知り得ていないノウハウであ
る。
外部と社内の知見を上手く取り入れた推進体制を
構築できるかが、サーバレスに向けた取組みの成否
の鍵であると言っても過言では無い。

最後に
ここまで、「サーバレス」「NoOps」について、そ
の目的と効果および導入時のポイントについて触れて
きた。
このような取組みを始める際、マネジメントは必要
性を理解しており推進を志向しているものの、検討を
リードできる人財が社内におらず、開始することがで
きないということを耳にすることが多い。しかし、実
はその構図こそが、国内企業が解決すべき根本の課
題ではないだろうか。
ここで、冒頭に言及した「攻め」と「守り」の話
をもう一度取り上げたい。
一般的に、「攻め」のプロジェクトにおいて新しい

テクノロジーの経験を積んでいく方が、IT人財は早く
成長していく。そのため、優秀な人財であるほど「攻
め」の経験を積むことのできる企業を好む傾向があ
る。しかし国内企業では、いわゆる「守り」である
現行システムに対する運用保守とその周辺作業の比
率が多く、求める経験ができる見込が低い。そのため、
皮肉なことに、優秀なIT人財であるほど国内企業を
敬遠しやすいという構図に陥っている。

そう考えてみると、2つのサイクルが見えてくる。
一つは、積極的な施策によりIT組織の役割を「守り」

から「攻め」にシフトさせ、そこに魅力を感じる優秀
なIT人財を確保し、次の積極的な施策を立てていく、
というポジティブなサイクル。
もう一つは、常に「守り」の重い負荷に引きずら
れて、施策の計画はあっても推進する余力がない状
態が恒常化し、優秀なIT人財の確保が困難になり、
次の施策を推進することも難しくなる、というネガティ
ブなサイクルである。
現代のビジネスにおいて、優秀なIT人財の確保が
競争力の源泉となりつつある状況を踏まえると、これ
らの企業の差は広がっていく一方ではないだろうか。
もちろん、サーバレスやNoOpsへの取組みがすべ

ての解決策となる訳では無い。
しかし、これらの取組みにマネジメントが関心を持
ち、推進に積極的であるか否かは、『企業がITに対し
てどのような考えを持っているか』を社内外へ意思表
示する際の重要な指標になり得ると考える。
ぜひ積極的に取組みを進め、国内に優秀なIT人財

の活躍の場を広げていくと共に、日本企業がデジタ
ル化の流れにおいて競争力を高めていくことを願って
やまない。
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