IBMとRed Hat OpenShift
でビジネス価値を解き放つ
オープン・ハイブリッドクラウド・アーキ
テクチャーの柔軟性でクラウドのアプ
ローチを変革する
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クラウドは、
ビジネスの価値の創造の仕方に革命をもたらしてい
ます。
クラウドの採用は、
もはやどうするかという問題ではなく、
ど
れだけ早く、
どの程度かという問題です。
ハイブリッドクラウドのモ
デルは、複数のクラウド・インフラストラクチャーを組み合わせるこ
とから得られる最大の価値を実現する方法として登場しました。
オ
ープン・ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーは、
オープンソース
開発者の広大なコミュニティーからの力を追加することによって、
その価値に基づいて構築され、
ペースと規模で比類のないイノベ
ーションを可能にします。IBM Cloud® PaksとRed Hat®
OpenShift® Platformに基づくオープン・ハイブリッドクラウド・ア
ーキテクチャーは、組み込みのセキュリティーと企業レベルのサ
ポートを備えた可搬性の高いクラウドとして大きな価値をもたら
します。
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しかし、Red Hat OpenShiftは、単に機能を実行するエンジンでは
ありません。
これは、
クライアントが物理、仮想、
エッジ・コンピュー
ティング、
パブリッククラウドとプライベートクラウドなど、基本的
にすべての環境でワークロードを実行できるようにするテクノロ
ジーです。
これは、
コンテナ・ジャーニーのどの段階にいても価値を
提供するテクノロジーです。例えば、規制要件のためにデータセン
ターから移動できない場合、Red Hat OpenShiftは、
サーバー資
産とオペレーティング・システムのライセンス・コストを削減しなが
ら、
プロセスを進めるのに役立ちます。価値をどのように実現する
かは、
現在どこにいるかによって異なります。
このホワイトペーパー
では、4つの典型的なクラウド戦略と、Red Hat OpenShiftの導入
によって、企業がクラウドへの従来のアプローチの2倍以上の価
1
値をどのように得られるかを紹介します。
1. 自己管理型オープンソース
お客様企業は、Kubernetesに対してオープンソースのアプローチ
を取り、社内でプラットフォームを構築しています。
2. ハイブリッドクラウドの移行
お客様企業は、徐々に単一のパブリッククラウド・ベンダーに移行
しています。
3. 2つのパブリッククラウド
IT資産は、2つのパブリッククラウド・ベンダーを組み合わせた環
境に移行しており、
お客様はクラウドをより有効に活用するために
アプリケーションをモダナイズしたいと考えています。
4. クラウド・マネージド・サービス
お客様企業は、単一ベンダーのパブリッククラウド上に新しいクラ
ウドネイティブ環境を構築しています。
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モダン・アプローチ
ビジネスと技術の両方の観点から、Red Hat OpenShiftでモダナ
イズされたソリューションは、仮想マシン
（VM）上の既存アプリケ
ーションが実現するソリューションよりも具体的な価値を提供し
ます。
これらのメリットは、物理、仮想、
エッジ・コンピューティング、
パブリッククラウドとプライベートクラウドなど、基本的にすべての
環境で実現できます。
– セキュリティー・コストを最大66％削減、計画外のダウンタイ
ムは少なくとも30％削減2
– リソース消費とライセンスコストを最大50％削減、
IT管理コス
トでは最大60％削減2
– ほとんどの場合、開発は2〜3倍加速、新しいアプリケーション
ごとに12〜24週間の人件費を節約2
Red Hat OpenShiftはさらに、通常のKubernetesまたはxKS製品
との比較において、独自の利点を提供します。
– Red Hat OpenShiftによって提供される自動化のレベルと開
発者の生産性の向上により、俊敏性が向上
– アップグレード、
パッチ適用、
ヘルプ・デスク・サポート、解決サ
ービスレベル契約（SLA）
などのエンド・ツー・エンドの企業サポ
ート
– オンプレミスを含むホスティング・プラットフォーム間の一貫性
– 企業レベルのセキュリティー
– 構築、統合、運用の低コスト化
– Red Hat OpenShiftには小規模な管理チームが必要なため、
人員の採用コストが削減
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xKSは、
プロバイダーが管理するクラウドネイティ
ブのKubernetesサービスの総称です。現在の
xKSサービスは次のとおりです。
–
–
–
–

IBM Cloud Kubernetes Service
Amazon Elastic Kubernetes Service
Microsoft Azure Kubernetes Service
Google Kubernetes Engine

ほとんどの商用ソフトウェアと同様、Red Hat OpenShiftは、
ソフト
ウェア・ライセンス、配信、
サポート、管理スキルへの投資を必要と
します。
クラウドベンダーが管理するインスタンスを使用すると、
ス
キル要件の一部を減らすことができます。
コンテナは、
あるコンピ
ューティング環境から別の環境に移行するときにソフトウェアを
確実に実行するための優れたソリューションであり、
アプリケーシ
ョンを実行できる場所の選択肢を広げます。
コンテナは、ほとんどのアプリケーション開発とダナイゼーション
に適しており、実用的ですが、
すべての状況で可能であるとは限り
ません。
コンテナ化に対するソリューションの適合性は、3つのカ
テゴリーのいずれかに分類される傾向があります。

高いコンテナ適合性

カスタム・
コード

1. 高いコンテナ適合性
コンテナは、
カスタム・コードの展開、
モダナイズされたコード、
ま
たは他のxKS展開から移行されたコードに最も適しています。
2. 中程度のコンテナ適合性
ベンダー・パッケージに関しては、多くの市販
（COTS）
およびミドル
ウェア・ベンダーが、
展開と管理のプロセス簡素化のためにコンテ
ナを採用し始めています。
エンタープライズ・リソース・プランニング
（ERP）
とサービスとしてのソフトウェア
（SaaS）
アプリケーション
は、
現在コア・パッケージのコンテナをサポートしておらず、
エンタ
ープライズ・システムに接続するためには複雑な統合ソリューショ
ンが必要になる可能性があります。現在、Microsoft Windowsサ
ーバーに依存するソリューションやパッケージ、
コード
は、Microsoft AzureとAmazon Web Services
（AWS）
上のRed
Hat OpenShiftのマネージド・インスタンスを介してのみサポートさ
れていますが、
他のオプションのサポートは2021年に展開される
予定です。

アプリケーションと
ミドルウェアの
モダナイゼーション

xKSの移行

中程度のコンテナ適合性

COTSの
デプロイメント

3. 低いコンテナ適合性
Red Hat OpenShiftが現在主要なソリューション・オプションでは
ない2つの主要な領域があります。
一つは、
ERPプラットフォームが
コンテナをサポートしないERPコア・インストール・アップグレード
と、
もう一つは単純または統合なしの純粋なSaaSデプロイメント
です。

エンタープライズ・
アプリケーション
とSaaSの統合

Windows
サーバーの
依存関係

低いコンテナ適合性

ピュア
SaaS
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コアのエンタープライズ・
アプリケーションの
インストールと
アップグレード

Red Hat OpenShiftは、
クラウドのユースケース
全体に変革をもたらす価値を提供します

多い

コンテナ・テクノロジーを使用する際の適合性に触れましたので、
続いて、Red Hat OpenShiftが指数関数的な価値を追加できる4
つの典型的なシナリオを見てみましょう。

自己管理

自己管理型オープンソース
お客様は、Kubernetesに対してオープンソースのアプローチを採
用しており、
プラットフォームを社内で構築しています。Red Hat
OpenShiftは、
プラットフォームの構築、
統合、
テスト、
およびメンテ
ナンスに関連するコストを最小限に抑えるのに役立ちます。

マルチ
クラウド

差別化

ハイブリッド

ハイブリッドクラウドの移行
お客様は、徐々に単一のパブリッククラウド・ベンダーに移行して
います。Red Hat OpenShiftは、
コンテナとクラウドの間のギャップ
を埋めて、
パブリッククラウドに直接移行するためのリスクの低い
アプローチを実現します。

Cloud Managed Services
お客様は、
単一ベンダーのパブリッククラウド上に、新しいクラウド
ネイティブ環境を構築しています。Red Hat OpenShiftは、
アプリケ
ーションと基盤となるクラウド・プラットフォーム間の柔軟性のない
連携を最小限に抑え、
クラウドプロバイダーに関係なく、
アプリケー
ション・ホスティング、
セキュリティー、自動化を提供します。
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クラウド・
マネージド・
サービス

少ない

2つのパブリッククラウド
お客様は、
資産を2つのパブリッククラウド・ベンダーを組み合わせ
た環境に移しクラウドをより有効に活用するためにアプリケーショ
ンをモダナイズしたいと考えています。
Red Hat OpenShift は、
2つ
のクラウド間で一貫したプラットフォームを提供することで運用の
人件費を削減し、柔軟性を高め、
さらに特定の社内クラウド・スキ
ルの必要性を最小限に抑えます。

少ない

競争力

多い

自己管理型オープンソース
このシナリオでは、
お客様はKubernetesの自己管理アプローチを
選択し、
社内でオープンソースのKubernetes上にプラットフォー
ムを構築しています。通常、
これは、
オープンソースが他の方法より
も安価で柔軟性があるという認識によるものです。
さらに、
企業は、
オープンソースを使用してソフトウェア・プラットフォームの制御を
維持している可能性があります。
プラットフォームの構築にはすで
に数か月または数年がかかっており、
プラットフォームについて早
期の採用者がいるかもしれません。
このシナリオは、
クラウド・ベ
ースのデプロイとしては数年前ほど一般的ではありませんが、
パブ
リッククラウドのKubernetesオファリングを使用したくないオン
プレミスのインフラストラクチャーや企業にも当てはまります。
自己管理ルートから発生する典型的な問題は次のとおりです。
– 主要なスタッフを失い、
プラットフォームのサポートを実行でき
なくなる
– 変更の頻度とテストの複雑さのために維持コストが高い
– プラットフォームにビジネス・アプリケーションを追加するのが
難しい
Red Hat OpenShiftの中心はKubernetesですが、単なる
Kubernetesではありません。自社管理のやり方を採用する企業
は、
多くの異なるパッケージを統合する必要があり、
ほとんどの場
合、
コンテナ・レジストリー、
システム・モニタリング、
パフォーマン
ス・ダッシュボード、
デプロイの自動化、
セキュリティー強化などの
コア機能の非機能ラッパーを提供して、企業の要求に見合ったデ
プロイメントを作成します。

自己管理アプローチの最初の魅力は理にかなっています。
それは
無料のソフトウェアだということです。
しかし、
ソフトウェアは無料で
すが、
プラットフォームの構築、
統合、
テスト、
保守に必要な追加の
人件費は無料ではありません。
プラットフォームの維持も課題とな
る可能性があります。
複雑な状況への対応に準備ができていない
別のチームに管理が引き渡される場合には特にそうです。
Red Hat OpenShiftライセンスは無料ではありませんが、
プラット
フォームの構築とサポート・チームの人件費を節約することで、
コス
トを部分的もしくは全体的に相殺することができます。
実際、
Red
Hat OpenShiftを使用すると、
オープンソースの同等のものと比較
して、
ITインフラストラクチャーのサポート・チームのサイズを大幅
に削減できます。
Red Hat OpenShiftには柔軟性があります。
デフォルトのインスト
ールでは、
企業向けに事前に統合されたプラットフォームが提供さ
れます。
ただし、
コンテナ・リポジトリー、
モニタリング・ソリューショ
ン、
DevOpsパイプラインなどの各要素は、
お客様の希望に置き換
えることができます。
自社で行う統合も正式なサポートがないため、
本番環境での稼働
開始から継続運用を通してより熟練したエンジニアが必須になり
ます。
Red Hat OpenShiftを使用すると、
この内部統合、
パッチ適
用、
継続的に実施されるテストのほとんどをRed Hatに委託できま
す。
Red Hatによる長期的なサポートの取り組みは、
企業の必要事
項に関するリスクの軽減にも役立ちます。
例えば、
セキュリティー
や、
Red Hatが新しいリリースに定期的に適用するテストなどです。

Red Hat OpenShift

セキュリティーと統合のテスト

ロードマップとリリースのライフサイクル

パッチと修正

エンタープライズ・レベルのサポート

一貫したデプロイメントによるメンテナンスの簡素化

ページ 6

自己管理

ハイブリッドクラウドの移行
このシナリオでは、組織の環境がオンプレミスとパブリッククラウ
ドに分割されており、
移行中に課題に直面する可能性があります。
一般的な課題としては、
プラットフォーム間で結合されたエンド・ツ
ー・エンドのサービス管理の取得の問題や、選択したクラウドで動
作するようにアプリケーションをリファクタリングするコストのため
に、
アプリケーションをパブリッククラウド・プラットフォームに移
行するのが難しいこと、
などが含まれます。
Red Hat OpenShiftは、
そのようなギャップを埋め、
コンテナ化さ
れたアプリケーションもコンテナ化されていないものもサポート
する単一のプラットフォームを提供し、
パブリッククラウドに直接
移行するためのリスクを低減させるアプローチを実現します。
Red
Hat OpenShift上でローカルでコンテナ化すると、
効果的にオンプ
レミスのプラットフォームがプライベートクラウドに変わります。
このシナリオでは、
テクノロジーが複雑に混在しており、
VMにとど
まったり、
仮想化にVMを使用せずにパブリッククラウド上のRed
Hat OpenShiftに直接移行することには長所と短所の両方があり
ます。

ページ 7

仮想マシン
コンテナは通常、VMよりも使用量が小さくなります。
サイズが縮小
されたことで、Kubernetesはワークロードを仮想サーバーに効率
的に配置できるようになり、
サーバー数、
オペレーティング・システ
ムのライセンス数、
および、
ワークロードの実行に必要なその他の
関連ソフトウェアの数を減らします。
Red Hat OpenShift
は、
WindowsとLinux®VMをネイティブにホストすることもできま
す。
これにより、
ソフトウェア・ライセンスのコストを削減し、
VMとコ
ンテナ向けの単一のオペレーティング・プラットフォームを実現で
きます。
パブリッククラウド
Red Hat OpenShift上でオンプレミスで実行されているワークロー
ドを移行すると、
迅速でリスクの低い移行が可能になります。
プラ
ットフォームの一貫性により、
オンプレミスとパブリッククラウドに
またがるエンド・ツー・エンドのサービス管理を低コストで実現でき
ます。
Windowsコンテナのサポートはまだ新しく、最新バージョンの
Windows Serverに限定されています。Windowsアップグレード
の影響を最小限に抑えるために、Windowsアプリケーションを短
期的にVMに移行する必要も想定されます。幸い、Red Hat
OpenShift仮想化はVMをサポートし、
VMとコンテナの両方に一貫
したプラットフォームを提供します。

2つのパブリッククラウド
このシナリオでは、
お客様は資産を2つのパブリッククラウド・ベン
ダーを組み合わせた環境に移行し、
クラウドのメリットを最大限に
活用するためにアプリケーションをモダナイズしたいと考えていま
す。
データセンターの契約期限が迫っているため、
サービス確定日
を変更せざるを得ない状態だったり、
データセンターを完全に閉
鎖してコスト削減をしたいと考えているかもしれません。
こういっ
た外部からの制約によって、企業はクラウド変革やモダナイゼーシ
ョンではなく、
クラウドへのリフト&シフトを実装させたのかもしれ
ません。
単にアプリケーションを持ち上げてクラウドに移行するだけでは、
多くのメリットが得られる可能性は低く、
コストが増加するリスク
もあります。一方、必要な投資のレベルと変更リスクを考えると、
ク
ラウド・マネージド・サービスへの完全な変換は現実的ではありま
せん。
このような状況にある多くの企業は、
コストのかかるアプリケーシ
ョンの書き換えを必要とせずに、
アプリケーションがクラウドの利
点の一部を利用できるようにするための最初のステップとして、
コ
ンテナ化を検討しています。Red Hat OpenShiftは、2つのパブリ
ッククラウド間で一貫したプラットフォームを提供し、運用の人件
費を削減し、
クラウド間でアプリケーションを移行できる柔軟性を
高め、社内での特定クラウド・スキルの必要性を最小限に抑えま
す。
Red Hat OpenShiftを使用したコンテナ化の利点は次のとおり
です。
– チーム間でアプリケーションとコードを移動し共有するプロセ
スを簡素化する、一貫性のあるアプリケーション・ホスティン
グ・プラットフォーム
– すべてのデプロイメントで一貫性を持たせられる単一のガバナ
ンス・コントロール・プレーンにより、運用管理が簡素化され、
運用コストの削減に役立つ
– Red Hat OpenShiftとアプリケーション・レイヤーからの一貫
した運用とサービスの管理情報により、
サポートコストの削減
に役立つ
– クラウド全体で一貫したRed Hat OpenShiftデプロイメントを
備えたシンプルなデプロイメント・パイプライン
– クラウドに関係なく、開発チームがRed Hat OpenShiftにデプ
ロイすることで、
テクノロジーのサイロが削減され、開発ライフ
サイクルが効率化される
新しいアプリケーション・ビルドの場合、
組織がアプリケーションと
プラットフォームを緊密に結合することに慣れている場合、
クラウ
ド・マネージド・サービスは非常に理にかなっています。
しかし、
既存
または従来のアプリケーションでは、
クラウド・マネージド・サービ
スとしてアプリケーションを再構築するためのコストが高く、
COTS
パッケージの使用と統合が困難になる可能性があります。
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クラウドベンダーが提供するクラウド・マネージド・サービスを使用
してソリューションを構築することは魅力的ですが、
長期的には問
題を引き起こす可能性があります。
さまざまなクラウドプラットフォ
ーム間で、
異なるスキルセットが求められます。
アプリケーション
は、
最初に構築されたプラットフォームと緊密に結合される可能性
があり、
可搬性が制限されます。
プラットフォーム間の違いにより、
テスト作業が重複することがよくあります。
クラウドサービスの異な
る
（そしてしばしば一貫性のない）
実装で構成される複数のプラッ
トフォームに対してコンプライアンスを獲得して、
維持するには、
多
大な努力が必要です。
Red Hat OpenShiftは、特定のクラウド・ベンダー・サービスから
のある程度の独立性を維持するために、
クラウド・ベンダーが提供
するクラウド・マネージド・サービスの使用を排除します。業界の規
制当局が、多く企業がそのITホスティングを少数のサプライヤー
に依存しているという集中のリスクに懸念を高める中、
アプリケー
ション資産を大幅に変更せずにクラウド・プラットフォームを変更
できる柔軟性が大きなメリットになっています。

Cloud Managed Services
このシナリオでは、企業は単一ベンダーのパブリッククラウド上に
新しいクラウドネイティブ環境を構築しています。
多くの企業は、
単
一のクラウド・プラットフォームを低リスク、
低コストのオプションと
見なしており、
クラウド・ベンダーのエコシステムが企業のすべての
ニーズを満たすことを期待しています。
欠点は、
このアプローチはア
プリケーションをホスティング・プラットフォームに緊密にリンクし、
クラウド・プラットフォームのエコシステムの外部への統合を困難
にしてしまうことです。
また、
クラウドの停止が発生すると、単一の
プロバイダーだけに依存している組織にビジネスに悪影響を与え
る可能性があります。
Red Hat OpenShiftのクラウドネイティブ・インスタンスは、
アプリ
ケーションとクラウド・プラットフォームの緊密な結合を最小限に
抑えます。
クラウド・マネージド・サービスとして提供されるこの
Red Hat OpenShiftは、
クラウド・プロバイダーに関係なく、
アプリ
ケーション・ホスティング、
セキュリティー、
および自動化を提供し
ます。追加のメリットとして、
インスタンスは、
クラウド・ベンダーの
サポート・チームとRed Hatの専門家の共同チームによって完全
に管理されており、開発者のエクスペリエンスに影響を与えるクラ
ウド固有の独自の実装を回避します。

コンテナ採用の進化

IBM をお勧めする理由

コンテナ採用市場は、次の3つのウェーブに要約できます。

IBMは、
組織が長期、
短期の両方でコンテナの意思決定のナビゲー
トを支援できます。
750を超えるRed Hat認定を取得し、
さらに成長
しているRed Hat最大のプレミア・ビジネスパートナーとして、IBM
の取り組みは、
Red Hat OpenShiftを使用して、
組織がリスクを管
理し、
結果を最適化し、
速度を向上させるのを支援することです。

1. コンテナ・ラッシュ
企業は、
クラウドなどの以前のテクノロジー・シフトで行ったよう
に、
コンテナを迅速に実装したいと考えています。
このウェーブで
は、企業は最も速く、
シンプルなオプションを探しています。
2. コンテナの現実
企業は、
コンテナを大規模に実行するという課題など、
コンテナに
伴う現実的な問題に直面し始めます。
このウェーブでは、企業はプ
ラットフォームへの投資から価値を引き出し、全体的な採用を改
善する方法を模索します。
3. コンテナの最適化
企業は、
コンテナを使用してコストと生産性を向上させる方法を模
索します。
このウェーブでは、
企業は生産性の向上と総所有コスト
（TCO）
のメリットに注目します。
大企業の大多数は、
まだコンテナ採用の最初のウェーブにいます。
環境がより複雑になり、企業の学習と経験がコンテナ化の具体的
なニーズを明らかにするにつれて、Red Hat OpenShiftのメリット
はさらに明確になります。

ウェーブ1
コンテナ・ラッシュ
ウェーブ2
コンテナの現実
ウェーブ3
コンテナの最適化

1年目
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2年目

3年目

4年目

5年目

IBMは、
お客様の次の行動をお手伝いできます。
–
–
–
–

ワークロードとアプリケーションの移行とモダナイゼーション
革新的なアプリケーションとエクスペリエンスの構築
クラウド・ジャーニーの各ステップに関するアドバイス
ハイブリッド・マルチクラウド環境の管理、統御、
および最適化

Red Hat OpenShiftを使用して企業全体の変革力を解き放つに
あたって、IBMがどのようにお役に立てるか、詳しくは、
IBM.com/
jp-ja/cloud/application-modernizationをご覧ください
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