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モダナイゼーションの必要性



+94%
94 % 以上の CIO が、

ビジネス リーダーはアジリティの向上や市

場投入までの時間短縮を

テクノロジー チームに依存している

と述べています

出典: McKinsey Study: Unlocking business acceleration in a hybrid cloud world, July 2019



レガシーシステムが妨げるもの

● レガシーアプリケーションと

新しいアプリケーションを管理し、コスト効率化

● セキュリティおよびコンプライアンス要件の維持

● 顧客へのサービス品質と

ソリューションの信頼性を確保する

● アジリティと新機能の迅速なリリース

26％
イノベーションを支える IT 
環境

74％
イノベーションを

制限する

レガシーシステム

出典: Google Customer Survey;  McKinsey & Co 11/2019: unlocking the business value acceleration with hybrid. Link.

レガシーシステムはアジリティを妨げ、
IT 支出の大部分を消費

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Unlocking%20business%20acceleration%20in%20a%20hybrid%20cloud%20world/Unlocking-business-acceleration-in-a-hybrid-cloud-world-Report.ashx


Google Cloud での取り組み



Anthos による
アプリケーションのモダナイゼーション

オープン

オープンソースを利用して

アプリケーションとインフラを分離

Kubernetes でのリーダーシップ

ハイブリッド

オンプレミスとマルチクラウドで
一貫したプラットフォーム機能

自動化

アプリケーションだけでなく、
インフラについても自己修復力をもつ
管理機能

アジリティ

迅速な開発サイクルと
VM からコンテナへの変換により、
アプリのイノベーションを加速



Google のスケールとイノベーションを
アプリケーションのモダナイゼーションに適用

インフラストラクチャを

効率的に管理

インフラストラクチャ上のアプ

リケーションを

高密度化

オープンソースを採用

アプリケーションを大規模に

管理可能に

既存および新しいインフラスト

ラクチャを活用

オンプレミスと

複数のクラウドにわたる

アプリケーションを

モダナイズする

ソフトウェアを迅速に

リリース

アプリケーションを

インフラストラクチャから分離

デプロイを自動化し、

ソフトウェアリリースの

速度を向上

安全性と信頼性を確保

アプリケーションの

パフォーマンスと

セキュリティを一貫して

監視し、問題と脆弱性を

迅速に解決する



Anthos は DX の戦略的優先事項を解決

ライセンスコストを削減

運用効率が最大 55% 向上

インフラコストの削減（アプリの高密度化、複数のクラウドなど）

コストを削減

戦略的優先事項

市場投入までの時間の短縮

セキュリティリスクを軽減

インパクトAnthos Impact

最大 13 倍のソフトウェアリリース速度

導入リードタイムを短縮

マルチ/ハイブリッドクラウドによる柔軟性

より高いセキュリティ機能の導入

アプリケーションのパフォーマンスと安定性の可視性

セキュリティタスクの生産性が最大 75% 向上

より高いサービス品質

デプロイリスクと失敗率、および復元時間を削減

オンプレミスとクラウド環境全体の一貫性

ベンダーロックインなし



モダナイズを促進するソリューション

App Modernization Webinar 全 10 回シリーズでお送りしています
goo.gle/appmodern



マルチクラウドに分断されたデータの
サイロから知見を得る

BigQuery Omni
Google が管理する  Anthos 上に BigQuery のクエリエンジンを実行  
Amazon S3 に保管されているデータへクエリを実行可能

BigQuery コンピュートクラスタ

分散メモリシャッフル層

AWS リージョン (Omni)

お客様の S3 ストレージ

Google Cloud 上の BigQuery
コントロールプレーン  (UI / API / CLI) 

コンピュートとストレージの

分離による優れた柔軟性

powered by Anthos technology

ペタビットネットワーク

BigQuery コンピュートクラスタ

分散メモリシャッフル層

Google Cloud リージョン

BigQuery ストレージ

AWS Direct Connect



金融機関の要求への取り組み
最近のアップデート



金融機関の要求に答える

● 高可用性を実現したデータベース 
○ 東京、大阪リージョンで Act/Act 構成を実現

○ 最大 99.999% の可用性の SLA
● セキュリティ

○ セキュリティ境界を PaaS レイヤまで拡張

○ 暗号化

■ データ処理中の暗号化を実現 
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高可用性を実現したデータベース
Cloud Spanner の特徴

リレーショナル データベースの構造の利点と、

非リレーショナルのスケーラビリティを組み合わせた、

新しいデータベース

● スキーマ、ACID トランザクション、SQL をサポート

● スケールアウト / インが任意に実施可能

● フルマネージドなデータベース

● 非常に高い可用性を提供

○  SLA 99.99 % 〜 99.999 % を提供

○ メンテナンス ダウンタイム無し

性能

スケーラビリティ

SQL

運用管理



  東京
（デフォルト  リーダー）

  大阪
（レプリカ）

ソウル
（ウィットネス）

● 東京 / 大阪で自動 フェイルオーバー

● 99.999 % SLA
● フルマネージド バックアップ / リストア

ミッション クリティカルな

DR 構成に対応

アジア マルチリージョン構成



金融機関の要求に答える

● 高可用性を実現したデータベース
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■ データ処理中の暗号化を実現



セキュリティ

世界の金融機関からのリクエストにより開発されているセキュリティ機能

 
● セキュリティ境界を PaaS レイヤまで拡張

○ VPC Service Controls
● 暗号化

○ データ保管中

○ データ転送中

○ データ処理中 
■ Confidential Computing (Confidential VMs)



セキュリティ境界をPaaSレイヤまで拡張
VPC Service Controls

Google Cloud Platform サービスの機密データに対して

セキュリティの境界を設定することが可能

● データ漏洩のリスクを軽減

● オンプレから  GCP サービスへのプライベートアクセスを実現

● インターネットからのアクセスを制限

● セキュリティポリシーを一元管理



使用中のデータも暗号化
Confidential VMs ( Beta ) 

● 保管中、転送中のデータに対する
既存の暗号化に加えて、
使用中のデータ (data in-use)
に対して暗号化

● AMD 社の 
Secure Encrypted Virtualization (AMD-SEC) 
対応 CPU の機能を用いて 
Confidential VMs を実現



アーキテクチャ例



金融機関が求めるユースケース

センシティブな情報を含む処理への対応

● ハイブリッド構成で同一プラットフォームを提供

BCP 観点での可用性を高めた構成

● 東京・大阪でのアクティブ・アクティブ構成

● 複数のクラウド間でのディザスタリカバリ（DR）



ハイブリッド構成
GCP と オンプレミスをワークロードの特性に応じて使い分け

GCP

スケーリングを柔軟かつ迅速に行いたい

AI/ML や BigQuery など GCP 固有の

サービスと連携するアプリケーション

オンプレミス

センシティブな情報を扱うため

クラウドに移行できない

既存システムと低レイテンシーでの接続が

必要なアプリケーション

Anthos GKE on GCP

顧客情報 
DB

オンプレミス

Anthos GKE On-Prem

既存システム

ACM Config Sync

Git 
Repository



マルチクラスタ構成（東京・大阪 Act/Act 構成）

GCP の複数リージョンを使った高可用性構成を実現

Anthos GKE
 on GCP

Anthos GKE 
on GCP

東京

シングル IP でのリージョン間冗長

● リージョンを跨いだ高可用性

● マルチリージョン対応のサービスと

組み合わせることで Act/Act 構成が

実現可能

Cloud Spanner
 (日本マルチリージョン:

東京・大阪)

大阪

Google Backbone

大阪東京

34.120.166.218
34.120.166.218



マルチクラウド構成

Anthos GKE on GCP

DB
Read 

replica

AWS 

Anthos GKE on AWS

ACM Config Sync

Replication

CDN や DNS による宛先振り分け 

Active Standby

複数クラウドに Anthos GKE を導入することで高可用性とオペレーションの一貫性を両立

Git 
Repository
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Thank you




