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アジャイルに進める：
エンタープライズITをオープ
ンソース・ウェイで運用する
Red Hatソリューションを活用して最先端の
ITテクノロジーを取り入れましょう
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すべてはLinuxから始まる
現在、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）
は世界経済に不可欠な存在
です。実際、
フォーチュン500企業の95％がRed Hat Enterprise
1
Linux（RHEL）
を採用しています。
標準化された運用環境によって、IT
インフラを簡素化したり、効率の改善、
コスト削減ができるようになり
ます。
また稼働時間を増やしたり、
デプロイやプロビジョニングを加速
させつつ、
セキュリティーを強化し、ITの生産性を向上させることがで
きるようになります。RHELは、新しいアプリケーション、仮想マシン、
お
よびハイブリッドクラウドの基盤として機能します。

オープンソースで技術力を
新たな水準に押し上げる
パンデミックは、企業のクラウド利用を加速させました。今日、
ワーク
ロードがクラウドに移行し続けるにつれて、予算とクラウドの利用を最
適化することが、
より緊急になってきています。これにより、
ITマネージ
ャーの役割はかつてないほど困難になっています。企業がデジタル・ト
ランスフォーメーション戦略を再定義する中、ITリーダーは将来の俊
敏性（アジリティ）
を視野に入れてアプリケーションやIT環境を進化さ
せています。
グローバル市場の目まぐるしい変化の中で競争力を維持するため
に、IT企業は確実にその瞬間を捉え、
より優れたテクノロジーを生み
出すために、
その勢いに乗じていく必要があります。新しいアプリケー
ションを迅速に本番環境に移行すると同時に、
セキュリティーを強化す
るというプレッシャーはあらゆる方向からやって来ています。皆さんは
現在、
より柔軟で、かつ、
より安定させるという、相反する要求に取り組
むようになってきています。
オープンソースは、
自動化とイノベーションに対して、
より優れた、
そして
より標準化されたアプローチを提供します。オープン・ハイブリッドクラ
ウド戦略は、
オープンソース・ソフトウェアの相互運用性、
ワークロードの
ポータビリティおよび柔軟性をエンタープライズ環境にもたらします。

皆さんのシステムに共通の共有基盤があれば、単一ファンクション専
用ではなく、
お客さまのご要望に応じたさまざまなサービスを提供でき
るようになります。ITリソースを賢く共有することで、
より少ないサーバ
ーでより多くの作業を行うことができるようになります。結果とし
て、Red Hat Enterprise Linuxを利用する組織は、
サーバーの購入や
メンテナンス、
サーバー用のソフトウェア、
そしてデータセンターの電
力、冷却、
フロアスペースの費用を削減しています。また、Red Hatを導
入した組織は、日常的なITタスクの実行や、
サポートコールの解決、計
画外のダウンタイムからの回復、
そしてビジネスアプリのデプロイやア
ップグレードに費やす時間を短縮できます。また、新しいサービスをよ
り迅速に提供することで、
ビジネス上のメリットを享受することができ
ます。
RHELを使用すれば、物理マシンからマルチクラウド、
ハイブリッドクラ
ウドまで、
あらゆる環境を安全に管理できます。継続的な分析やデプロ
イメントの可視性を向上することで、
あるイシュー
（発生した問題）がダ
ウンタイムにつながる前に、
オペレーション上と脆弱性のリスクを特定
して対処できるようになります。強力で信頼性が高いIT基盤を使用す
ることで、日々の管理上の心配なしに、
自由にイノベーションを起こすこ
とができるようになります。

95%
のフォーチュン500企業がRed Hat Enterprise
Linuxを採用しています。1
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煩雑な業務を自動化し、
イノベーションと
成長を促進する
Red Hat Ansible Automation Platformは、
パッケージのように誰で
も簡単に使えて、望むように処理を完結してくれます。Ansibleは、皆さ
んの既存の手動プロセスを自動化し、煩雑な作業から解放します。冗
長で、価値を生みだしづらいタスクから解放されることで、戦略的なイ
ニシアチブのための時間や資金、
リソースを解放できます。
そして新し
いアプリケーションを迅速にロールアウトできるようになります。
ビジネスではこれまで以上の効率が求められる中、Ansibleは静かに
仕事に取り掛かかり、作業をどんどん進めていってくれます。このRed
Hat Ansible Automation Platformは、
ITの自動化を大規模に構築
し、運用するための、企業向けのフレームワークを提供します。ビジュ
アル・ダッシュボードやロールベースのアクセス制御、分析、
そして認定
された再利用可能なコンテンツなど、企業全体を自動化していくため
に必要なすべてのツールが用意されています。
企業全体で自動化を進めることができるようになれば、皆さんが、最新
のデジタルアプリケーションを自動化する価値を、余すことなく享受で
きるようになります。また企業全体で自動化を進められれば、複雑な
環境をより簡単に管理し、運用を可視化し、新しいテクノロジーとプロ

セスをより効果的に統合できるようになります。”人”は、企業全体のあ
らゆるイニシアチブの中核であり、自動化の取り組みも例外ではあり
ません。組織全体で自動化を採用するには、LOB (Line Of Business)
、
ネットワーク、
セキュリティー、
運用、
開発、
インフラストラクチャーを含
むすべてのチームが参加する必要があります。
AnsibleのYAML自動化言語は人間が読める形式であるため、組織を
またがった各ユーザーが自動化コンテンツを共有したり、精査したり、
管理することが容易にできます。事前に用意されたロールとモジュー
ルのコレクション
（簡単に検索可能）
もあるため、高度なプログラミン
グ言語を習得しなくても、誰でも特定の管理タスクを自動化すること
ができます。Ansibleは、
ソフトウェアのインストールや、日常的なタス
クの自動化だけでなく、
インフラのプロビジョニング、
また、
セキュリテ
ィーやコンプライアンスの向上、
そしてシステムへのパッチ適用などに
も使用できます。
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どんなクラウド環境上でも、自信を持って
アプリケーション構築・スケーリングする
ハイブリッドクラウド環境やマルチクラウド環境で、
アプリケーションを
管理したり、
開発、
デプロイすることはとても複雑です。セキュリティとコ
ンプライアンスを確保することは、
その複雑性をさらに高めることにな
ります。Red Hatのエンジニアは、
より大きなオープンソース・コミュニ
ティーと協力して、
機能、
信頼性、
セキュリティーを改善し、
皆さんのビジ
ネスのパフォーマンスと安定性、
そして安全性を確保します。

Ansibleは、
セキュリティーを最初からプロセス、
アプリケーション、
イン
フラストラクチャーに統合するのに役立ちます。また、
セキュリティー・
プロセスに自動化を適用すると、
手動で介入する必要がなくなり、
脅威
をより迅速に特定、
検証し、
エスカレーションできるようになります。さ
らに、
問題が発生した場合には、
セキュリティー・チームは自動化を使
用して、
影響を受けるシステム全体に同時に、
かつ迅速に、
必要な修復
を適用できるようになります。

Red Hat OpenShift マネージド・サービスは、
さまざまな
クラウド環境をサポートしているため、
皆さんはクラウドのワークロー
ドの管理負担を減らし、
運用の間接費と複雑さを軽減することができま
す。このマネージド・サービスは、
業界をリードするKubernetesベース
で構築されており、
パフォーマンス、
拡張性、
セキュリティーのいずれに
関しても最適化されています。これによって皆さんのIT組織は、
より多く
のビジネス・バリューを生み出せるアプリケーションの構築やスケーリ
ングに集中できるようになります。
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オープンソースでコストを削減する
IDCの調査によると、調査参加者の中で、Red Hatソリューションの平
均の年間利益（Average annual benefit）
は、ITサービスのユーザー
100人あたり43,600ドルです。このコスト削減は、ITスタッフの生産性
の向上、ITの俊敏性の向上、
およびアプリケーションのパフォーマンス
の向上からもたらされていました。リスクの軽減とITインフラストラク
チャーのコスト削減も、Red Hatソリューションの年間価値（annual
value）
に貢献していました。2 ITスタッフを冗長な作業から解放し、戦
略的イニシアチブにフォーカスできるようにすることで、
ITスタッフは必
要なタスクをより適切に実行し、皆さんのビジネスに付加価値を与え
ることができるようになります。

今すぐ変革に取り組み
より多くのことを成し遂げる
Red HatとIBMの専門知識や、
アジリティ
（敏捷性）、
セキュリティーを
活用することで、
さらなる自動化と、
より迅速なイノベーションに取り組
むうえで必要な、一貫したIT基盤を築くことができるようになります。
Red Hatは、急速に進化するビジネス環境でデジタル・トランスフォー
メーションを実現するために、既存のIBMソリューションの可能性を最
大限に引き出すのに役立ちます。

詳細はこちらをご覧ください
ibm.com/cloud/redhat
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「Red Hat OpenShiftを使用したIBMのハイブリ
ッドクラウド・アーキテクチャーを選択したこと
で、私たちは、将来のニーズに応じて、
さまざまな
パブリッククラウド・プラットフォーム間で最適
化する柔軟性が得られるようになりました。
」
Peter Brickley氏
チーフ・インフォメーション・オフィサー
コカ・コーラ・ヨーロピアン・パートナーズ

出典:
1. Red Hatクライアント・データとFortune 500企業リスト
（2020年6月）
2. IDC Business Value White Paper － sponsored by Red
Hat（2021年4月）
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