
 Business iQ：

アプリケーションとビジネス
のパフォーマンスを促進する 5 
つの Business iQ ユースケース
ユーザ エクスペリエンスとアプリケーション パフォーマンスをビジネス
成果につなげる最新のアプローチ 



Business iQ とは
Business iQ は、ビジネス アプリケーションのパフォーマンス データ ス
トリームを、エンド ユーザ デバイス、アプリケーション、インフラスト
ラクチャからリアルタイムで取り込み、関連付けて可視化する、単一の
柔軟なプラットフォームです。

Business iQ が重要な理由
Business iQ により、アプリケーション チームが創造力とリーダーシッ
プを発揮してビジネスを牽引できます。IT 運用担当者、開発者、製品ま
たはビジネス オーナーに対して、テクノロジーへの投資理由を説明し、
コード開発を優先順位付けし、ミッション クリティカルで戦略的なアプ
リケーションを開発するために不可欠な分析情報を提供します。

 Business iQ で可能になること：
•   運用チーム：個々のサービスを監視するのではなく、ビジネスの観点から

エンド ツー エンドのパフォーマンスに注力できます。

•   開発者：スタック トレース、データベース コール、および相関ログの各
レポートを表示することで、根本原因をすばやく診断して判断し、高品
質のコードを迅速にリリースできます。

•   ビジネス オーナー：収益やコンバージョン率などのリアルタイムのビジ
ネス パフォーマンス メトリックを分析、監視できます。



ビジネス iQ の 5 つのユースケース

 「ビジネスの健全性」機能 
リアルタイムの戦略的ビジネス情報を把握して行動できるため、ビジネスの成
果を向上できます。

仕組み
 「ビジネスの健全性」機能により、アプリケーション データおよびインフラ 
データと共にビジネス データを集約できます。ビジネス KPI を可視化し、 
問題をリアルタイムで診断して修正できます。AppDynamics は、アプリケー
ションの健全性を継続的に監視することで、販売、注文、またはコンバージョ
ンでの潜在的な問題を警告して、それらが重大な問題に発展する前に未然に防
ぎます。

応用例
年末年始の売り出しや目玉製品の発売日といった、顧客の争奪合戦となる時期
を想像してみてください。AppDynamics を APM ソリューションとして使用
していれば、アプリケーション パフォーマンスに影響が出ると同時に DevOps 
チームに通知されます。ビジネス オーナーにとって、主要なビジネス ドライバ
に加え、収益やカスタマー エクスペリエンスへの影響を把握することは欠かせ
ません。「ビジネスの健全性」機能により重要な KPI を把握できます。

図 1 は、過去 1 時間の「総販売額」が減少していることを示しています。 
これは、現在買い物をしているロイヤル カスタマーが少ないためです。これ
は、ビジネスに影響を与える KPI をリアルタイムで可視化した一例です。

図 1 

アプリケーションとビジネスのパフォーマンスを促進する 5 つの Business iQ ユースケース 3 



 「ユーザ ジャーニー」機能 
一連のカスタマー イベント、パフォーマンス メトリックとビジネスへの影響を
測定します。

仕組み
 「ユーザ ジャーニー」機能は、トップ KPI におけるビジネス コンポーネントとカ
スタマー エクスペリエンスの影響を測定します。プロセスの最適化を検討して
いる銀行から、顧客がオンラインで買い物をする様子を可視化しようとしている
小売業者に至るまで、プロセスのさまざまな部分を可視化します。ビジネスと IT 
チームにとっての共通基盤として機能します。

応用例
このシナリオでは、銀行のローン業務で、コンバージョン率と貸出金額の処理割
合が低下する場面を想定しています。これは 2 つの要素、つまり信用調査にかか
る時間の長さと、ローン承認のエラー率の高さに起因しているとします。これら
が相まって、ローン事業が危機的状態にあります。

•   ビジネスチーム：ローン顧客の数、ローン落ち込みの発生場所、および KPI 
への影響を把握する必要があります。

•   運用チーム：ローンの落ち込みと、アプリケーション パフォーマンスの低下
との関連性を把握する必要があります。

•   開発チーム：プロセス全体および実際のビジネスへの影響を把握する必要が
あります。

上記のシナリオでは、「申し込み書の送信」段階の応答時間が 7 秒と長いこと
がローンの落ち込み原因となっていると考えられます。ローン金額 10 万ドルの
処理に影響が出ています。さらに、信用調査時のエラー率が 15% と高いため、
ローン承認段階での問題を複雑化させています。

図 2 にユースケースを示します。

図 2 
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 「セグメントの健全性」機能 
カスタマー エクスペリエンスをセグメント化して分析、監視、管理、優先順位付
けし、SLA やサービス採用率などのパフォーマンス KPI を改善します。

仕組み
 「セグメントの健全性」機能により、どの顧客がどのような機能を使用している
か、またアプリケーションのパフォーマンスが使用状況に影響を与えているかどう
かを可視化できます。DevOps は、アプリケーションの使用状況がビジネスにどの
ような影響を与えるかを踏まえた上で、トラブルシューティングを行うセグメント
に優先順位を付けます。ユーザ エクスペリエンスの最適化にも貢献します。

応用例
このシナリオでは、バックエンドのインベントリをフロントエンドの流通チャネル
で販売する事業を想定しています。たとえば、フライトやホテルの旅行インベン
トリを販売する予約サイトが該当します。エンド ユーザのエクスペリエンスを自
社と競合他社の間で比較するために、エラー コードや低速のトランザクションな
どに基づく Business iQ セグメントを使用して、パフォーマンスをプロアクティブ
に監視し、エンド ユーザの問題を回避できるようにします。これにより DevOps 
チームは、特定顧客には「予約の確認」を、それ以外には「空き状況を検索」を使
用して、トラブルシューティングでの優先順位を決定できます。つまり重要な顧客
セグメントでの実績を確認した上で、作業の優先順位を決定できるのです。

図 3 
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 「リリースの検証」機能 
アプリケーション、カスタマー エクスペリエンス、ビジネス KPI に基づいて、
実稼働コードをリリース間で比較、調査、検証できます。

仕組み
アプリケーションの新しいバージョンをリリースしたり、レガシー インフラか
ら新インフラに移行したり、リリース前とリリース後のパフォーマンスを比較
したりする際に、AppDynamics をリアルタイムで使用します。

応用例
このシナリオでは、APDY 社のメディア エンターテイメント サイトで、顧客 
がサブスクリプション サービスに登録しています。顧客はプロファイルを 
作成し、お気に入りコンテンツを選択し、通知を受け取るコンテンツを設定
し、サブスクリプションを確認します。このダッシュボード（APDY メディ
アのバージョン 1.0）では、サブスクリプション登録率が大幅に減少し始めま
す。ユーザが「お気に入りのコンテンツ」を選択した際に発生するパフォーマ
ンス問題に起因しています。Business iQ では、新しいリリース バージョンの
修正内容が実際に機能しているかを比較できるため、問題を修正するために役
立ちます。新しいコードを適用すれば、「お気に入りのコンテンツ」選択プロ
セスが改善され、コンバージョン率が再び上昇する可能性があります。興味深
いことに、バージョン 2 でのトラフィックはわずかなのに、コンバージョン率
が 3 倍に増え、さらにサブスクリプションも大幅に増加しています。

図 4 
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 「ビジネス ジャーニー」機能
アプリケーションのパフォーマンスが、複数のビジネス イベントにまたがる複
雑なビジネス プロセスにどのように影響するかを分析して測定します。

仕組み
 「ビジネス ジャーニー」機能により、アプリケーション チームは複数の分散した
ビジネス イベントを 1 つのプロセスとして作成、参加、分析、監視できます。
ビジネス プロセス全体を総合的に分析することで、ビジネス全体のパターンを
特定し、パフォーマンスの遅延、リスク、および改善点を検出できます。ビジネ
ス プロセスの KPI を追跡して投資を検証し、作成したコードとリリースする機
能を効果的に優先順位付けできます。「ビジネス ジャーニー」機能は、現代の
ビジネスにおいて、ミッション クリティカルで戦略的なサービスを構築して提
供するための新しい方法です。

応用例
このシナリオでは、さまざまなイベント タイプ、サービス、アプリケーション
にまたがるローン アプリケーションの承認プロセスについて考えてみます。ア
プリケーション チームは、個々のアプリケーションと運用上のギャップの両方
について、ビジネス プロセス全体でパフォーマンスの遅延を特定する必要があ
ります。Business iQ では、これら複数の指標を「ビジネス ジャーニー」機能で
一体的に追跡できます。たとえば銀行のローン業務では、「申し込み書の送信」
情報がビジネス トランザクション イベントによって発生する一方で、「書類審
査」のステータスはログから取得されます。「クレジット承認」と「引受」は第
三者機関が提供し、それらのステータスがログにも反映されます。「最終承認」
ステータスはトランザクショ ンイベントに反映されます。

こうした流れは、一般的なローン申し込みプロセスをごく簡単に説明したもので
す。しかし実際のところ、個々のマイルストーンの監視プロセスや、集約された
ビジネス ワークフローの分析プロセスは非常に複雑です。他の業界（保険金請
求、携帯電話のアクティベーション、送金業務など）では、ビジネス ジャーニー
が数時間または数日続く場合もあります。
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