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現代の日常生活では、モバイルアプ
リやブラウザーを少し操作するだけ
で、近くにあるレストランの予約やタ
クシーの配車、オンラインクラスの
申し込みができます。そのため、市民
は行政機関とのやり取りも、同様に
便利な方法で行えることを期待して
います。たとえば、税金還付の状況
確認ができるセルフサービスの Web 

ポータル、緊急事態や修理の必要な
インフラを通知するモバイルアプリ、
災害状況の周知をしやすくするため
にデータをクラウドソーシングする
新たな手段などが挙げられます。

1) U.S. General Accounting Office、「Federal Agencies Need to Address Aging Legacy Systems (連邦政府機関は
老朽化するレガシーシステムに対処する必要がある)」、2016 年 5 月 25 日。

2) U.S. General Accounting Office、「Federal Agencies Need to Address Aging Legacy Systems (連邦政府機関は
老朽化するレガシーシステムに対処する必要がある)」、2016 年 5 月 25 日。

政府機関では、老朽化した 
レガシー・アプリケーションを 
モダナイズする必要に 
迫られています。

78% の IT 予算が運用と保守 (O&M) 

に配分1

O&M の支出は 2010 年から 2017 年
にかけて増加し、開発、モダナイズ、
拡張 (DME) の予算を圧迫2 

旧式のシステムに対するサポートが
不十分で、セキュリティのリスクが 

増大

旧式の IT では、優れた人材の確保
に関して民間セクターとの競争に 

苦戦開発および運用チームが共同作業するため

に必要な情報は、この 400 ページのドキュ
メントを参照してください。

その機能はプロジェクトの初期には必須

要件でしたが、今はもう誰からも必要と
されていません。

プロジェクト用のインフラ整備に 2、3 週
間かかる予定です。

FEDRAMP の運用認証 (ATO) をすぐに 

取得するにはどうすればいいでしょうか？

加速する変化に追いつくための
競争
政府機関の IT を迅速に変革する方法
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しかし、政府機関向け 
アプリケーションの開発には、 
年単位の期間と多額のコストが 
かかります。

セキュリティ、コンプライアンス、個
人情報の要件により進捗が阻まれる
ことで、IT プロジェクトは完了するよ
りも前に意義が失われてしまう場合
もあります。



政府機関のデジタルリーダーは 
DevOps によりイノベーションを
スピードアップし、品質向上を 
実現しています。 
 

このアプローチでは、大きな変更を加
える際にすべてを一度に変化させるの
ではなく、進むべき方向を調整しなが
ら、繰り返し段階的に行っていきます。
DevOps とオープンソースには多数の共
通点があり、両方とも、コードのみなら
ず文化面での変革を必要とします。 

その原則は以下のようなものです。

全員参加
積極的に関与するコミュニティ
のほうが、変化を上手に 

取り入れます。

オープン
オープンスタンダードが 

ビジネスの俊敏性を 

保ちます。

透明性
透明性は、誠実さと公平性を 

推進します。

共有
問題を共有することが、より 

迅速な解決につながります。

エンタープライズ向けオープンソース
分野のリーディングカンパニーとして、
Red Hat はこれらの原則を 1993 年 

から実践しています。 

Red Hat Open Innovation Labs 研修で
は、Red Hat がこれまでに蓄積してきた
知見を学ぶことができます。

DEVOPS
スピードと品質を共に向上

「結局のところ、テクノロジーの変革において何よりも重要
な要素は、人と組織文化です。そして、人がどのように協力
して仕事をするかということです」

米国国家地理空間情報局主任ベンチャー担当官
David Bray 博士

DEVOPS では、開発・運用チーム間の 
壁を取り払うだけでなく、テスト、 
セキュリティ、ステークホルダーの 
間にある壁もなくすことが重要です。
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ツールだけではアプリケーション開発を変革できませ
ん。お客様がツールをどのように活用化するかが重要で
す。Labs は、仮説を安全に試せる場です。即座に仮設を
実証して次の段階へ進むか、またはうまくいかないとわか
れば、すぐに新たなアプローチを試すことができます。

迅速な実験およびプロトタイピングに必要なインフラス
トラクチャとソフトウェアツールを取り扱います (既存ア
プリケーションのモダナイズ、または新しいクラウドネイ
ティブ・アプリケーションの開発)。1 - 3 カ月かけて、プロ
トタイプの構築、または先進的なクラウドベース・プラッ
トフォームへの既存アプリケーションの移行に取り組み
ます。

Open Innovation Labs 拠点のあるボストン、ロンドン、
シンガポールでご参加いただけるほか、お客様のオ
フィスやオフサイト施設での実施も可能です。 

対象者 

内容 目的 

開催地 
3 - 6 名のエンジニアおよびプロダクトオーナー。
Red Hat のメンターとともに、実際に作業して学びます。
ぜひ、学んだことを持ち帰り、ご自身のチームと共有して
ください。 

イノベーションが活発化する環境には、次のような特徴
があります。
»  キーワード：「試す」、「学ぶ」、「修正する」
»   少額の投資により迅速に成功するか、素早く失敗して 

方向転換する
»  すべてを事前に把握しておく必要はない

政府機関の IT 変革を促進する場 
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Red Hat Open Innovation Labs は、まさにこのような場
です。最高のオープンソースツール、手法、文化が、スピー
ドとイノベーションの実現に適した環境にまとめ上げら
れています。革新的なソフトウェアの迅速な提供を支援
するために設計された、コラボレーションを重視した体
験型ワークショップにご参加ください。

短いサイクルタイム
Red Hat では、迅速な実験
とフィードバック取得を実
現するため、ほぼあらゆる
ものを自動化しています。

高品質のコード
テストをパイプラインに組み込み
ます。

反復性
パイプライン全体でコンテナと
イメージ管理を活用する方法を
学びます。アプリケーションは
本番環境でも、開発やテストの
際と同様に機能します。



「新しいオープンソース・ソリューションの実証実験および開発を行うため
の共有スペースを創設することで、[CA Innovation Lab が] 州政府内でイノ
ベーションの文化を促進し、テクノロジーの活用によって、より市民に寄り添
えるようになることを期待しています」

カリフォルニア州副知事
Gavin Newsom 氏

従来型の IT VS. 
OPEN INNOVATION LABS
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従来型の IT

イノベーションの文化
不明

あるとは言い難い

低速

数カ月から数年

複数のチームで構成

非常に高い

非常に高い

周囲に浸透している

確実にある

高速

1 - 3 カ月

少人数のチーム

なし

低い

価値実現までの速度

必要な人員

俊敏性

開発ライフサイクル

インフラコスト

リスク



»  クラウドネイティブ・ 

アプリケーションの開発 

• Platform-as-a-Service  および 

Infrastructure-as-a-Service での 

開発
• 設計方法を変革
• リーン原則およびアジャイル原則を
採用

• DevOps 手法を習得
• マイクロサービスの使用方法を習得

ステップ 2

行程実現に向けて入念に計画

ステップ 1

行程の種類を選択

ステップ 3

すぐに開発を始める

破壊的革新
革新的なサービスまたはプロトタイ
プを共同で作成します。

デジタル・ 
トランスフォーメーション
組織内で有意義な変革を開始 

します。

ロードトリップ
先進的なアプリケーション開発 

および DevOps を、エキスパートの
指導を間近で受けながら経験 

します。

Red Hat Open Innovation Labs  

では、レガシーから完全に 

新しいものまで、あらゆるタイプの 

プロジェクトに取り組むことが 

できます。 

Red Hat のプラットフォームが、 

両方の環境の架け橋となります。

「[目的] できるように、[機能] が欲しい」 

»  Labs で開発する機能を決め、ニーズを満たす実用
最小限の製品 (MVP) を作成します。 

»  イベントストーミング、インパクトマッピング、ドメイ
ン駆動設計などの設計技法を習得します。

Ansible の自動化エンジンを使用し、環境を数分で構
築します。パブリッククラウド (Amazon Web Services、
Microsoft Azure、Google Cloud) またはプライベートク
ラウド (Red Hat Virtualization、OpenStack®、ベアメタ
ル) でセットアップします。組織のニーズに適したアプリ
ケーション・フレームワーク、ツール、プラットフォームを
数回のクリックで選択したら、あとはアイデアが形にな
る様子をご覧ください。
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»  レガシー・アプリケーションの 

モダナイゼーション

• 拡張、最適化、スケーリング、オー
ケストレーション

• 先進的なフレームワークに接続
することで、レガシー・アプリケー
ションの管理、テスト、自動化を 

容易に

 
研修の内容
DevOps を実際のビジネスニーズに適用する



ステップ 4

定期的に進行状況を評価する
ステップ 6

イノベーションの促進を図る

ステップ 5

製品をデモする

研修のまとめとして、他のチームと MVP を共有し、評価
します。

Labs で習得した内容を組織に持ち帰ります。期限を設けて作業を進めます。目的の遂行に向けて一定
の期間作業を行ったあと、一旦停止して評価を行い、そ
のまま続行するのか、または方向性を変えるかを判断し
ます。

フィードバックを迅速に取得し、スプリント (あらかじめ
決めておいた期間) の区切りごとにデモを行い、構築した
ものをステークホルダーに紹介します。
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アプリケーション開発

DevOps ツール

ホストするインフラストラクチャ 

» 人材
 •  アジャイル、DevOps、先進的アプリケーション開発
を経験

 •  Red Hat ラーニングサブスクリプションおよび 

Red Hat 認定の利用

» テクノロジー
 • 機能するプロトタイプ・アプリケーション 

 • Infrastructure as code (IaC)

 • 機能のバックログ

» 手法
• コミュニティのちからを活用する DevOps

• コンテナベースのデリバリーパイプライン

* OPEN INNOVATION LABS 
テクノロジースタックを 

設計する：
RED.HT/LABSTECHSTACK

コンテナ・プラットフォーム

https://www.redhat.com/ja/explore/my-open-innovation-lab-stack?sc_cid=70160000000gzuqAAA


RED HAT 
OPEN INNOVATION LABS
より多くの選択肢。より多くのリソース。ツール以上のメリット。

» どこでもイノベーションを実現
  Red Hat の Labs 施設にお越しいただくほか、Labs をお客様のオフィス
やオフサイト施設で実施することも可能です。

» 企業文化
  オープンソースの文化の中に身を置きます。何を開発するかの決定の 

指針となった原則が、どのように開発するかにも適用されます。

» 学習
  Red Hat のフルスタックおよび Red Hat ラーニングサブスクリプションに 

12 カ月間アクセスできます。

» 選択肢
  レガシー・アプリケーションをモダナイズ、または新しいクラウドネイティ
ブ・アプリケーションを開発します。Red Hat のテクノロジー・スタック
は、両方の開発タイプに適したツールを備えています。

» 指導
 オープンソースに関するトップクラスのエキスパートと作業を行えます。

» オープンソース・ソフトウェアのフルスタック
  研修中に使用するインフラストラクチャは、中核部分だけでなく、全体が
オープンソースです。研修中に作成するあらゆるものが、オープンスタン
ダードとアプリケーション・プログラミング・インタフェース (API) を使用
しているため、柔軟でベンダーロックインを避けることが可能です。

Open Innovation Labs での参加型ワークショップには、
先進的なアプリケーション開発に必要なすべてがそろって
います。
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「[Open Innovation Labs は] プロジェクトの迅速
な立ち上げに役立ち、期待を超える効果がありま
した。...参加できる機会があれば、ぜひ活用するべ
きです」

Optum シニアディレクター John Hodgson 氏

「新しい手法とツール...そして Red Hat のエキスパー
トが、これまで不可能と考えられていたスピードでの
変革を可能にしてくれています。これ以上ないというほ
どすばらしい体験でした」

政府医療機関 マネージャー K.L. 氏
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RED HAT の信念
オープンソースの文化がイノベーションの原動力に

とにかく始める

実験が 
戦略形成に役立つ 
情報を与える： 
失敗してもよい

迅速な 
フィードバックサイクル

自動化： 
TDD、CI/CD

新たなスキルを構築： 
ペアリングと 
メンタリングを 

活用

長期ロードマップ
は避ける：  
開始に必要な分だけ
を計画

大きな課題を 
小さな課題に分割：  
段階的に作業



ワークショップで学んだこと
世界各地から参加した DevOps 開発者の声
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個人の行動
イノベーションは個人の行動 

から始まります。

 

協力
オープンソースの本質は人々が
協力しあうことです。

組織文化
オープンソースは単なるツール 

ではなく、イノベーションを 

可能とする文化です。
 

能力主義
オープンソースは能力主義で、 

最高のアイデアが採用されます。

RED HAT の基本理念

自動化
自動化によって迅速に結果が 

生まれます。

 

メンタリング
メンタリングは重要です。Labs  

での研修を終えた参加者は、 

DevOps の良い指導者となり、 

各組織でイノベーションを促進する 

準備を整えます。

» 小さく始める

»  適切なプロジェクトを選ぶ： 
単純で、ミッション 
クリティカルではないもの

» 実験を繰り返す

» 素早く失敗する

» 迅速に成功する

»  成功事例を組織内に 
広めて、組織文化の 
変化をもたらす

»  投資を増やして勢いを 
つける
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最初のステップ
Red Hat コンサルティングが 1 日で実施する 

無料のディスカバリー・セッションでプロセスを計画

» コラボレーション

お客様のステークホルダーと 
Red Hat コンサルタントが協力

» 把握

ビジョン、課題、チャンス、目標
を把握

» ロードマップ

他の参加者の例を見て、同じ
方法を採用できるか確認



無料のディスカバリー・ 
セッションを、 
以下の WEB サイトより 
お申し込みください。 

red.ht/labs
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https://www.redhat.com/ja/services/consulting/open-innovation-labs?sc_cid=701f2000000uIkYAAU



