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はじめに 
個々のオンライン トランザクションとユーザ エクスペリエンスに関する洞察は、今日のデジタル ビジネス アクティビティにとって不可欠です。

これまで、この優れた可視性を取得することは、複雑な Web サイト、分散したアプリケーション、および IT ドメイン間の依存関係が原因で

困難でした。アプリケーションまたはトランザクションの問題のトラブルシューティングには時間がかかり、多くの場合、根本原因を識別する

には手動での分析が必要でした。また、通常、こうしたトラブルシューティングは、報告された問題に対する事後的な対応であり、リアルタイ

ムでの問題の可視化は制限されていました。 

シスコが 2017 年の初めに AppDynamics, Inc. の買収を決断した背景には、IT 部門がこれらの課題に取り組むことを支援するという目的

があります。 

ソリューション 
買収を発表する前に、シスコ IT は、ビジネス クリティカルなアプリケーションに対するエンドツーエンドの可視性を取得するために、

AppDynamics アプリケーション パフォーマンス管理およびエンドユーザ モニタリング製品を選択しました。現在、AppDynamics のデータ

および分析機能により、Cisco.com を含む、複数の Cisco® Web サイト上のアプリケーション パフォーマンスとユーザ エクスペリエンスが

向上しています。 

2017 年の初めの時点で、以下のような幅広い IT サービスとトランザクションに AppDynamics が使用されています。 

● 顧客の製品およびサービスのサブスクリプション注文用の見積書と設定 

● 顧客の返品とサポート ケース 

● サプライ チェーンの在庫、ロジスティクス、履行、および予測 

● 企業人事、調達、法務、および財務アプリケーション 

図 1 に示すとおり、AppDynamics は、ユーザ、アプリケーション、インフラストラクチャまでのトランザクションに関するデータを収集します。

このデータから、アプリケーション フロー マップ、ビジネス トランザクションの応答時間、トラフィック負荷、エラーなど、アプリケーションの監

視に関するいくつかの主要なメトリックおよび洞察が生成されます。ユーザ エクスペリエンスについては、AppDynamics データは、ブラウ

ザやデバイス タイプなどの使用状況に関する応答時間の傾向と統計情報を示します。 
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図 1.  シスコ IT モニタリングがサービスとして分析したビジネス トランザクション フローの例 

 

4 つの シスコ IT 開発グループは、ビジネス アプリケーションのパフォーマンスとエクスペリエンスを改善するための、AppDynamics の価

値を示しています。 

Web コンテンツの公開。Cisco.com やその他のシスコの企業 Web サイトは、シスコの顧客、従業員、パートナー、およびサプライヤに重

要な情報やリソースを提供します。これらのサイトでコンテンツを公開および管理するために、複数のインスタンスを実装し、最優先のアプリ

ケーションと見なされるコンテンツ管理システム（CMS）を使用します。 

AppDynamics はサーバ使用率およびシステム パフォーマンスに関する自動アラートをシスコ IT オペレーション チームに提供します。これ

は、コンテンツの作成者や Web サイトのユーザに影響が及ぶ前に問題を特定します。以前、このチームは主にユーザから問題を報告され

ることによって CMS に発生している問題を特定していました。  

「AppDynamics により、CMS の展開をより適切に管理し、その可用性と安定性を向上させることができました」とシスコ IT のアーキテクト、

Eldho Syriac は述べています。「プロアクティブなアラートにより、問題の根本原因を特定する時間を 48 時間から 2 時間に短縮し、わずか 
1 ヵ月で 12 個のアプリケーション インシデントを回避できました。シスコの社内ビジネス ユーザは、より高いパフォーマンスを提供する 
CMS により、コンテンツ制作に長時間費やすことなく、スケジュールどおりにコンテンツを投稿できるようになっています」。 

Web サイトのトラフィック負荷。グローバル サポート エクスペリエンス チームは、AppDynamics を使用して、Web サイトのトラフィック負荷

に関する特定の要素を追跡します。たとえば、Web サイトのキャッシュ コール数に関するデータは、長い応答時間やトランザクション時間と

いった潜在的な問題について早期に警告を与えます。モニタリング サービスにより、トラフィック負荷パターンの傾向を分析し、トランザク

ションがシスコ IT インフラストラクチャ内のあるサーバから別のサーバに転送されるときにそれを視覚化できます。また、AppDynamics 
ツールを開発およびテスト アクティビティの一環として使用して、アプリケーション コードの不具合を特定し、解決します。「私達の目標は、

問題に関するアラートを早期に受け取って、迅速に修復し、ビジネスに影響を与える問題に発展するのを防ぐことです」とシスコ IT のオペ

レーション エンジニア、Ravi Patnala は述べています。 

ソフトウェア ライセンス アクティベーションの自動化。 アプリケーションのライセンシング チームは、シスコのお客様がハードウェアまたはソ

フトウェア製品を購入する際のオンプレミス ソフトウェア ライセンスのアクティベーションおよびプロビジョニングの管理を担当します。アク

ティベーション タスクの複雑性と製品の多様な組み合わせを考えると、チームはトランザクションの多くの局面を監視できる必要がありま

す。以前は、処理するログ データに基づいて、または特定のアプリケーション スタックに固有のツールを使用することにより、アプリケーショ

ン パフォーマンスに関する限られたレポートを取得していました。 

「今では、ライセンス アクティベーション トランザクションの関連するすべてのコンポーネントのマップと、関係する IT サービス全体に関する

情報を、事後であっても確認できます」とシスコ IT のアーキテクト、Naveen Uttamsingh は述べています。「また、ステージング環境でのト

ランザクション フローをテストできるため、プロダクション環境で問題が発生したときに迅速に解決できます」。  
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Web サイトの検索サービス。 エンタープライズ検索サービス チームは、45 を超えるシスコの Web サイトやアプリケーション全体で 1 ヵ月
あたり約 1500 万回の検索クエリを処理するために単一の機能を保守しています。以前は、外部のツールを使用して、検索結果の配信に

関する遅延を測定していました。ただし、このツールは少数の固定された場所にのみインストールされていたため、世界中のユーザの検索

エクスペリエンスを完全に把握することはできませんでした。「アプリケーション モニタリング サービスは、ユーザのエクスペリエンスに関す

るデータを場所に関係なく提供します。これは、世界中のユーザ検索クエリに迅速に対応するのに役立ちます」とシスコ IT の OneSearch 
のプロダクト オーナーである Rohit Poduval は述べています。 

さらに、検索サービスは、多数のホスト全体にわたり、数百もの Java 仮想マシン（JVM）を使用して、JVM ごとに大量のログ ファイルとメト

リック データを作成します。「大量のログとメトリック データにより、JVM の問題のトラブルシューティングは非常に困難です」とシスコの IT 
のエンタープライズ検索アーキテクト、Sujith Joseph は述べています。「さらに、Java 仮想マシンまたはホストにパフォーマンス問題がある

場合、検索のパフォーマンスにすぐに影響を与えるため、アラートを受信して、できる限り迅速に問題を解決する必要があります。モニタリン

グ サービスはそれを可能にします」。 

このチームのもう 1 つの重要な要素は、モニタリング サービス自体のパフォーマンス レベルです。「モニタリング サービス プロセスの最も

重要なメリットの 1 つは、ネットワーク トラフィックと統合する方法が軽量であるため、パフォーマンスや検索クエリの応答時間が低下しない

ことです」とシスコの IT のファインダビリティ ソリューションのサービス オーナー、Raashid Mehasanewala は述べています。「他の製品は

検索パフォーマンスに大きな影響を与える可能性があるため、ユーザは容易に気付きます」。 

導入 
アプリケーション チームは現在、シスコ IT モニタリング サービスを使用して、Cisco Lightweight Application Environment で実行されてい

る Java アプリケーションをサポートします。サービス プラットフォーム チームは、最初にコンサルティングを実施して、モニタリングのポリ

シーとアラートのルールの初期セットアップを定義および作成します。この初期環境が準備できたら、アプリケーション チームは Cisco 
eStore からモニタリング サービスを注文して、継続的なポリシー管理および変更を引き継ぐことができます。「このツールはサービスとして

利用できるため、モニタリング機能を有効にすることは非常に簡単であり、セットアップのための長いリード タイムを計画する必要はありま

せん」とシスコ IT のマネージャ、Prabhu Narayanan は述べています。 

AppDynamics エージェントは、シスコ IT プロダクション環境で Cisco Unified Computing System™
（Cisco UCS®

）サーバにインストールさ

れます。これらのエージェントは、ログ データとトランザクション トラフィックを AppDynamics コントローラに送信します。これは、レポートお

よび分析に関するすべてのパフォーマンス データを保管するクラウド ベースの主なレポジトリおよび分析エンジンです。トランザクションを

分析するために、エージェントは、ユーザのブラウザまたはユーザがアクセスできるアプリケーション内にインストールされます（図 2）。 



 

 © 2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. 2017 年 6 月 ページ 4/5 

図 2.  モニタリング サービスでの AppDynamics コンポーネントの実装設計 

 

メリット 
「AppDynamics プラットフォームにより、アプリケーション パフォーマンスの問題を早期に把握できます。これにより、オペレーション チーム

はプロアクティブな修復措置をとり、ビジネスへの影響を回避できます。また、アプリケーション チームとサービス オーナーは、アプリケー

ションとビジネス トランザクションの状態に関するリアルタイムの情報が得られます」とシスコ IT のマネージャ、Yatin Wadhavkar は述べて

います。「これらの深い洞察は、開発者がアプリケーションのパフォーマンスを継続的に改善するのに役立ち、シスコのビジネス パフォーマ

ンスに直接的および肯定的な影響を与えます」。 

業務の迅速性および容易性の向上をサポート。 アプリケーション パフォーマンスの問題の根本原因の検出および特定の速度を 10 倍に

向上させることができました。オペレーション チームは、AppDynamics ツールによって送信された早期の警告に基づいて問題をプロアク

ティブに修復できるため、アプリケーション ユーザによって報告された問題のケースが 15% 減少しました。 

アプリケーション サービスのユーザ エクスペリエンスを簡素化。 個々のトランザクションを詳細に表示できるため、アプリケーション チーム

は、ユーザ エクスペリエンスの困難な局面を特定して解決できます。また、ビジネス オーナーは顧客のトランザクションの状態とパフォーマ

ンスをリアルタイムに把握できます。AppDynamics ツールが提供する洞察力に富むデータは、障害のあるドメインをインフラストラクチャの

非常に狭い領域に縮小します。IT オペレーション チームは、問題を解決するために、複数のチームではなく、数人のスタッフとのみ連携す

れば良いため、問題の解決順序を決定する必要がなくなります。このスコープにより、問題解決までの時間が短縮され、生産性が改善する

だけでなく、IT の作業の容易性が 4 倍に向上します。 

アプリケーション パフォーマンスと品質を向上。 アプリケーション チームが問題をプロアクティブに解決できると、サポート ケースが減少し

ます。また、アプリケーション チームは、開発サイクルの初期段階でコードの問題を検出して解決できるため、コードの品質が向上し、コード

がプロダクション環境でリリースされる際の問題の減少につながります。 

アプリケーションのトラブルシューティングのためのコストを回避。 改善された障害分離により、適切なチームを迅速に特定して根本原因の

解析に取り組み、状況を修復し、サービスを復元することが容易になるため、アプリケーションのトラブルシューティングのコストを推定 30％ 
回避できました。 
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得られた教訓 
シスコ IT は、同様のアプリケーション モニタリング サービスを開発するための、次のような教訓を提供します。 

導入の価値を示す。 アプリケーション チームがモニタリング サービスを単なる別のツールと見なして、導入の遅れにつながることがありま

す。重要な情報と利用可能な機能を共有すれば、アプリケーション開発者がモニタリング サービスの相違点と利点を理解するのに役立ち

ます。 

サービスを利用しやすくする。 次の 3 つのアクティビティがこの戦略で役立ちます。 

● モニタリング ツールをセルフ サービスの自動化されたプラットフォームにパッケージ化する。  

● 継続的なデリバリ フレームワークに統合されたプロセスを介して、AppDynamics エージェントのロールアウトを自動化する。  

● 「トレーナー研修」計画を作成して意識を高め、モニタリング サービスの使用についてアプリケーション チームを教育する。 

アプリケーションのヘルス ルールを微調整する。 不要なアラートを排除するようにルールを変更して、サポート キューがいっぱいになり、そ

れに関連して重大なイベントを検知しないというリスクが生じるのを防ぎます。 

修復処置を自動化する。 アプリケーション レイヤによって提供されるモニタリング情報によってトリガーされるアクションを自動化するよう計

画します。この自動化は、アプリケーションのパフォーマンスをすぐに向上させるための非常に強力な手段であり、将来的には自律操作を

実現する道を開きます。 

関連情報 
シスコによる AppDynamics の買収の詳細については、https://www.cisco.com を参照してください。  

その他さまざまなビジネス ソリューションに関するシスコ IT のケース スタディについては、「Cisco on Cisco: Inside Cisco IT」
https://www.cisco.com/jp/go/ciscoit を参照してください。  

注 
本書は、シスコ製品の導入から得られる利点について記載したものです。説明された結果およびメリットには多くの要因が影響しており、シ

スコは他の場合において同様の結果を保証するものではありません。 

シスコは本文を現状のまま提供し、明示的または黙示的な商品性の保証、特定目的への適合性の保証を含む、明示または黙示の一切の

保証もいたしません。 

一部の法域では、明示または黙示保証の責任放棄を許可していないことがあり、その場合には本責任放棄声明は適用されません。 
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