IBM Global Business
Services の Red Hat
OpenShift on Microsoft
Azure サービス

従来システムをモダナイズし、
クラウドネイティブ・ア
プリケーションを構築します

ハイライト

–– 既存のアプリケーションの移
行とコンテナ化を加速します
–– 既存のアプリケーションを再
構築し、
クラウドネイティブ化
します

–– マイクロサービス・アーキテ
クチャーを使用してクラウド
対応アプリケーションを構築
します

–– Microsoft Azureの自動化を
IBM DevOpsアクセラレータ
ーとセキュリティー機能とを
組み合わせて、DevSecOpsの
採用を促進します

多くの組織には、モダナイゼー
ションのニーズとコンプライア
ンス基準に準拠するコンテナ・
プラットフォームを作成し、維
持するという課題があるため、
実稼働ワークロードへのコンテ
ナとマイクロサービスの採用を
躊躇しています。

IBM Global Business Services® (GBS) の Red Hat® OpenShift®
on Microsoft Azure (ARO) サービスは、
アプリケーション・モダナ
イゼーション・ジャーニーの簡素化と加速を支援します。既存のオ
ンプレミス・アプリケーションのコンテナ化から、
パブリック、
プライ
ベート、
ハイブリッドクラウドですぐに使用できる新しいアプリケー
ションの構築まで、当社のクラウドの専門家たちが、
お客様と協力し
て、
アプリケーション・ポートフォリオを調査し、変革のためのワーク
ロードの最適化を支援します。

投資を拡大し、
クラウドの力を解き
放ちましょう

コンテナは、DevOpsチームに、全体的なインフラストラクチャー・コス
トの削減、信頼性の高い実行、IT運用へのより簡単な受け渡し、改善
された水平スケーリングを提供する優れた方法です。それでも、多くの
組織はコンテナ・テクノロジーの採用に時間がかかり、
プラットフォー
ムの管理と保守に関する懸念によって妨げられることがよくあります。
Microsoft Azureプラットフォームとアセットに関する当社のクラウド
の専門知識とRed Hat OpenShiftは、
アプリケーション・モダナイゼ
ーションを簡素化し、
クラウドの採用を加速して競争優位性の確保を
支援します。

必要なときに必要なものだけ
を支払う、消費ベースの従量
課金モデルで運用コストを削
減します。

わずか15分で新しいクラスター
の迅速な開発とデプロイメント
1
を可能にします。

緊密に統合され、共同設計され
たコンテナとクラウド・プラットフ
ォームを使用して、
ハイブリッドク
ラウド・ジャーニーを加速します。

管理やパッチ適用を必要とする
仮想マシンを使わずに、
プライ
マリー・ノードとアプリケーショ
ン・ノードの高可用性を備えた
フルマネージド・サービスを利
用できます。

IBM Garage™手法を採用し
て、明確な結果ベースの推奨
事項を提供します。

先進的なツールと手法によ
り、成長、効率、革新を加速し
ます。

1 10社のお客様に実施したIBMの概念実証 (POC) の結果によるもの。
実際の結果は異なる場合があります。

GBS の ARO サービスは、Microsoft Azureのオファリングと構築済
みのIBMアセットを組み合わせることで、
アプリケーションとデータ
全体でコンテナ主導のモダナイゼーションを推進します。
6〜8週間の没入型エンゲージメントをお試しください当社の
専門家チームがお客様と協力して、
アプリケーションの広がり
を変革します。

– リプラットフォームまたはリファクタリング：継続的インテグ
レーション/継続的デプロイ
（CI/CD）を使用して、
フルマネー
ジドの Red Hat OpenShift 上でコンテナで実行されてい
るアプリケーションをモダナイズします。
– 再設計：CI/CD とサーバー・メッシュを使用してフルマネー
ジドの Red Hat OpenShift 上でサーバーレスのコンテナ
で新しいマイクロサービスを実行します。
– DevSecOps の有効化：Red Hat OpenShift のコンテナで
実行される DevOps 対応のアプリケーションとともに、完
全にプロビジョニングされた DevSecOps パイプラインを
作成します。

エンゲージメントの主なメリットは以下の通りです。
– 独自のレジストリ、
ネットワーキング、
ストレージ、CI/CD ソリューシ
ョンを選択するか、Microsoft Azure の組み込みソリューションを
使用して、自動化されたソースコード管理、
コンテナとアプリケー
ションのビルド、展開、
スケーリング、ヘルス管理などを行います。
– Microsoft Azure Active Directory を介したシングル・サインオン・
エクスペリエンスを有効にします
– Microsoft Azure のインフラストラクチャー・アズ・ア・サービス
(IaaS) とプラットフォーム・アズ・ア・サービス (PaaS) のオファリン
グへの一体的なアクセスが得られます。
– Microsoft Azure ポータルまたは Microsoft Azure コマンドライ
ン・インターフェイス
（CLI）を介して展開します。
– Red Hat と Microsoft が共同で設計して運用するサポートを受け
ます。

さらに、設計戦略には、
アプリケーションの評価、概念実証、
クラウド
の価値モデル、
および最終形の実現を支援するネクスト・ステップが
含まれます。

IBM をお勧めする理由
企業によるクラウドのモダナイズとそのメリットの実現を支援するこ
とは、IBMのお客様に対するコミットメントの基礎をなすものです。
90,000人を超えるクラウドの専門家と数十年の経験を有する当社
の、
アジャイルで、専門家がリードする手法によって、
お客様のモダナ
イゼーション・ジャーニーの加速を支援します。私たちのアプローチ
は協調的であり、共同で作成し、共同で実行、
さらに、協力して次世代
アプリケーションを開発して、
それらを柔軟なクラウド環境に移行し
ます。
IBM Global Business Servicesは以下を提供します。
– デザイン思考のアクセラレーター
– アジャイルな実装方法
– IBM Garage方法論
– 業界ベンチマーク・ツール
– 14,000超のお客様のための実証済みの実装スキル
詳細はこちらから
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