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エグゼクティブサマリー 

実質的にすべての企業にとってオンプレミスデータセンターからパブリッククラウド環境への移行は

不可避である。一部のアプリケーションやワークロードはすでに移行しているか、あるいは短期的に

移行する候補となっている。より長期的に、セキュリティ、サービスの可用性、潜在的なベンダーに

よる囲い込みに係る懸念の解決を待って移行するアプリケーションもある。 

この後者の点は、アプリケーションの移行、モダナイゼーション、リファクタリングの取り組みに当

たって、CIO や CTO がパブリッククラウドインフラストラクチャの課題として、またマルチクラウ

ド配備への障害として懸念する事項であるとみられる。大半のエグゼクティブは過去 30 年間にアー

キテクチャとソフトウェアの両面での囲い込みに関する厳しい教訓を学んでおり、製品提供のスピー

ドと俊敏性を維持、加速する中で、ベンダーによる新たな囲い込みを回避することを望んでいる。 

ロイヤルバンクオブスコットランド（RBS）や TELUS などのグローバル企業は、レッドハットの

OpenShift によるマルチクラウドソリューションの推進を選択している。RBS ではクラウドホスティ

ング環境に懸念することなく、複数の商品の投入に成功し、ビジネス面での価値を素早く実証してい

る。TELUS はクラウドネイティブサービスよりも OpenShift の利用による価値を強調している。 

IDC では、レッドハットが OpenShift を共通項として、アプリケーションのモダナイゼーションのた

めの Kubernetes、コンテナ、DevOps プロセス、管理ツールなどの重要な新しいテクノロジーによっ

て企業が前述した課題に対処することを支援できる有利な位置にあるとみている。 

ユーザー企業がクラウドの導入と配備を進める中で、レッドハットは従来からの Linux サーバーのル

ーツではなく、複数のクラウドを連携、統合する配備環境を提供するソリューションに基づくプラッ

トフォームによって同社のポートフォリオを拡張するという複雑なタスクに直面している。レッドハ

ットは、真にオープンでユーザー企業に選択の自由を提供するエコシステムの構築によって、複数の

パブリッククラウドプロバイダー間の統合を提供することが可能である。 

基本的に IT 部門のエグゼクティブは、特に急速に進化しているデータベース、コンテナ、機能／イベ

ント駆動型テクノロジーにおいて、特定のベンダー固有のマネージドサービスを簡単に導入してクラ

ウドベンダーやプラットフォームに囲い込まれることを望んでいない。スケールおよび技術的な面で

の制約、長期的なサービスレベル契約（SLA）の拒否などに関する懸念から、CIO や CTO は Open 
Container Initiative や Open Service Broker API プロジェクトなどのオープンソースの取り組み、そし

て Cloud Foundry Foundation、Linux Foundation、Mozilla Foundation、Cloud Native Computing 
Foundation などの団体が進めている他の様々な取り組みに対する広範なベンダーのサポートを前向き

に受け入れている。 
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概況 

マルチクラウドおよびコンテナ戦略による 
デジタルトランスフォーメーションの加速 

CIO や CTO は全社的なデジタルトランスフォーメーション（DX）の一環として、自社のためにビジ

ネス価値と競争力のあるソリューションを創造することに注力している。IDC では、過去 1 年間にお

ける IT リーダーとの議論において、企業が以下の 4 つの重要な意思決定に関するメリット、リスク、

財務的影響を精力的に評価していることを確認している。 

 組織のデジタルトランスフォーメーションを加速するための投資分野 

 単一のパブリッククラウドプロバイダーの使用と、ハイブリッドクラウド環境を含む複数の

パブリッククラウドプロバイダーの使用の比較 

 既存のアプリケーションおよび新たなクラウドネイティブアプリケーションの両方における、

コンテナと Kubernetes オーケストレーション導入の最適な戦略 

 ベンダー固有のテクノロジーとサービスおよびオープンソースのクロスプラットフォームソ

リューションへの適切な投資レベル 

これらの意思決定は、長期的かつ相互に関連する影響を及ぼすものであり、新たなサービス／製品、

新たなビジネスモデル、新たな顧客エクスペリエンスを提供するデジタルトランスフォーメーション

の成功を実現する上で極めて重要である。 

デジタルトランスフォーメーションの加速 

IDC では、DX プラットフォームを外部向けのデジタルな製品、サービス、エクスペリエンスの迅速

な創造を可能にすると同時に、積極的なモダナイゼーションによって社内の IT 環境をインテリジェン

トなコアに変革するテクノロジーアーキテクチャであると定義している。IDC では、DX の成功には、

テクノロジー（クラウド、オンプレミス、プロセス、データの統合）、情報（自社およびサードパー

ティ）、人材（ビジネス部門および IT 部門）、プロセス（自社およびパートナー）からなる複雑な環

境内における方法論、アーキテクチャ、ベストプラクティスへの一貫したプラットフォームアプロー

チが必要であると考えている。 

現在のような DX の取り組みの初期段階においては、CIO や CTO は特定のニーズに対応する、複数

の「サンドボックス」やポイントソリューション、カスタムのオープンソースツールやプラットフォ

ームの導入によってビジネス上のメリットを得ることが可能であり、実際にメリットを実現している。

しかし、IDC は成功する長期的な DX 戦略においては、ビジネス部門、パブリッククラウド、プライ

ベートクラウド、アプリケーションアーキテクチャ全体に及ぶ一貫したプラットフォームアプローチ

への移行が積極的に進められるとみている。 

企業はすでに DX をサンドボックスからビジネスの中核に移行させつつある。IDC の調査では、現時

点において CIO の 70％が「クラウドファースト」戦略を採用しており、ほぼすべての IT 購入企業が

ハイブリッドクラウド／マルチクラウド構築、DevOps プロセス、セキュアなデータ管理、エンドツ

ーエンドのガバナンス、IT スキルのアップデート、マルチベンダー調達の改善を進めるために自社の

IT のベストプラクティスを再検討していることが示されている。 

クラウドファースト戦略の成功は、新製品の市場投入所要時間の短縮、資本や設備投資の低減、デー

タ分析と意思決定の加速と同時に、新たなコンセプトを試みる際の低水準の固定費の維持、オンライ

ンマーケティングからの想定外（および想定内）のトラフィックに対応できる能力などのビジネス面

でプラスの結果をもたらすことになる。 
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Figure 1 は、IDC の 2017 年の「CloudView Survey」調査から、クラウド配備モデルへの移行に関連

して予想されるメリットに関するデータを示したものである。 

FIGURE 1 

パブリッククラウド利用によって期待されるメリット 

質問： パブリッククラウドの以下の潜在的なメリットのうち、貴社においてクラウド戦略の結果として
達成が期待されるものを選んでください。 
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クラウドの遍在 

マルチクラウドとは、以前においては、プライベートクラウドと単一のクラウドプロバイダー、すな

わち Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud などを使用することを指して

いた。今では、マルチクラウドという言葉は、プライベートクラウドに加えて複数のパブリッククラ

ウドプロバイダーを使用することも意味している。単一のプロバイダーによるリスクの軽減を望むユ

ーザー企業の間ではマルチクラウドの選好が高まり続けている。一方で、ハイブリッドクラウドとい

う言葉は、パブリッククラウドと何らかの形で連携されたオンプレミスのプライベートクラウドと関

連付けられるようになっている。 

技術的な複雑性によって、大企業におけるハイブリッドクラウドの導入はマルチクラウドほど一般的

ではない。ハイブリッドクラウドの導入では通常、第 1 のクラウドに一連のデータやアプリケーショ

ンが配置され、それらが第 2 のクラウドとアクティブに相互に連携し、緊密に組み合わされて（ネッ

トワーク、セキュリティ、管理の面で）サービスが提供される。 

ハイブリッドクラウドは、セキュリティ、コンプライアンス、レイテンシーの要求が理由となって導

入される場合が多い。すなわち、企業では一部のアプリケーションとデータをプライベートクラウド

のリソース上に配置することを選択し、それらのリソースを他のアプリケーションコンテンツのため

のパブリッククラウドのリソースにリンクすることが可能である。このアプローチは本質的に複雑で

あるため、ユーザー企業は多くの場合において、ハイブリッドアーキテクチャの実装に伴う複雑性を

抽象化して解消できるハイブリッドソリューションまたはプラットフォーム機能の設計のガイダンス、

サポートおよび管理を提供するベンダーに依存することになる。 

ベンダーがこの複雑さを克服する方法は変化しており、一部のベンダーでは操作面で類似しているパ

ブリッククラウド環境に拡張できるように設計されたオンプレミス製品を提供している。レッドハッ

トと同社の OpenShift テクノロジーのケースでは、OpenShift 環境によって連携の提供が可能になり、

これら 2 つの環境を分離する境界線がはるかに目立たないものとなる。 

多くのユーザー企業にとっては、ハイブリッドクラウドインフラストラクチャとマルチクラウド環境

の連携を可能とする商業的なサポートのあるソリューションの成長は、業界においてネイティブソリ

ューションへの関心も高まっている中で起こっている。しかし、Kubernetes オーケストレーションシ

ステムやクラスターの構成管理などの、クラウドネイティブテクノロジーの構成、管理、ライフサイ

クル管理の複雑さによって、組織は自社業界のアプリケーション環境のエキスパートになるのではな

く、インフラストラクチャのエキスパートになるというモデルに逆戻りする可能性がある。結局のと

ころ、企業にとっては、特にクラウドソリューションプロバイダーがインフラストラクチャの低コス

トでの運用という点で自社よりもはるかに優れている中で、インフラストラクチャ運用の作業に足を

取られるよりも、主たる事業において競争する支援となるアプリケーションを構築することが最も利

益に適うことである。 

コンテナ利用の爆発的拡大 

CIO とそのチームは、開発、配備、俊敏性の加速に対するビジネス上の圧力が高まる中で、市場への

投入所要時間を短縮し、開発および配備のリソースのコストを最適化するために、新たなアプリケー

ションパッケージおよびオーケストレーションテクノロジー（コンテナ）をベストプラクティス

（DevOps）と組み合わせて利用することを検討する必要がある。コンテナテクノロジーによって、

アプリケーション開発チームはコードのリリースの頻度を増やし、コードの品質を向上しつつ、バグ

を含むコードがリリースされる頻度を低減することが可能になる。 
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コンテナの導入および購入の計画は多くの場合において、DevOps、ハイブリッド／マルチクラウド

の取り組み、そして新たなクラウドネイティブのアプリケーションアーキテクチャの採用とリンクさ

れている。2019 年には、すべてのパブリッククラウド IaaS のキャパシティの少なくとも 3 分の 1 が

コンテナワークロードによって消費されているとみられる。IDC では、オンプレミスでのコンテナ導

入は初期段階にあるが、パブリッククラウドにおける企業のコンテナ導入と同様の高速なペースで拡

大しているとみている。 

コンテナによって下層のインフラストラクチャからの抽象化が提供されるため、パブリック、プライ

ベート、仮想、物理インフラストラクチャの全体にわたって、アプリケーションの効率的で一貫した

配備とアップデートが可能になる。多くの企業では、最初のステップとして、既存のモノリシックな

アプリケーションをコンテナにパッケージングすることによって最初の経験が得られている。 

しかし、企業ではコンテナおよび分散型マイクロサービスアーキテクチャに基づいて新規アプリケー

ションを構築することによってイノベーションを推進することができるため、長期的なメリットは新

たなイノベーションにある。企業におけるコンテナ導入の推進要因として上位に挙げられているのは、

ビジネスの俊敏性、アプリケーションのパフォーマンス、そしてソフトウェア開発のライフサイクル

の加速である。これらの要因は、マルチクラウドやハイブリッド戦略採用の要因と一致している。 

IDC では、多くの企業においては、幅広いアプリケーション管理またはインフラストラクチャ管理ソ

リューションの一部に組み込まれているか、またはクラウド IaaS や PaaS の一部となっているコン

テナ管理ソリューションが選ばれる可能性が高いとみている。IDC では、ソリューションのバンドル

や統合が進む中で、ポイントソリューションのコンテナ管理製品への関心は限られたものになる可能

性が高いとみている。コンテナのオーケストレーションは進んでおり、Kubernetes が事実上の標準に

なりつつある。ほぼすべての主要なソフトウェアベンダーおよびパブリッククラウドベンダーが過去

18 か月において Kubernetes との技術的な統合を提供している。 

しかし、CIO や CTO はコンテナや Kubernetes、マイクロサービスの導入は困難な課題となる場合が

あると報告しており、特に企業がマルチクラウドやハイブリッドクラウドへの投資を拡大している場

合はそうである。この複雑さのため、ユーザー企業ではプラットフォームプロバイダーに対して、コ

ンテナおよび Kubernetes を使用した新規アプリケーションの構築や既存の（レガシー）本番アプリ

ケーションの移行やリファクタリングの支援の提供を期待している。 

マルチクラウドの世界におけるサービス統合の容易さ 

CIO や CTO はテクノロジーの面での囲い込みを懸念しているが、それと同時に IT 部門が必要に応じ

て最善のテクノロジーを使用して、ハイブリッドクラウド導入のメリットを実現できることを望んで

いる。AWS や Microsoft Azure のストレージおよびデータベースサービスに関連する急速な売上成長

と、オンプレミスのストレージおよびデータベースサービスとの比較での企業におけるコスト削減に

よって示されている通り、企業は経済面および技術面で合理的である限りにおいて、ネイティブなパ

ブリッククラウドサービスの利用を継続するとみられる。 

IDC では、企業が今後長年にわたってネイティブのクラウドで管理されるサービスとプライベートで

管理されるサービスを組み合わせて利用すると予想している。たとえば、企業は自社のプライベート

で管理されるアプリケーション開発ツールチェーンとコンテナアズアサービスあるいは PaaS ソリュ

ーションを、AWS や Microsoft Azure などのパブリッククラウド上に配備することを選択するかもし

れない。また、その企業は次に、AWS S3、AWS Relational Database Service、Azure Storage、
Azure Cosmos Database などのパブリッククラウドプロバイダーのネイティブなストレージやデータ

ベースサービスも使用することを選択するかもしれない。 
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企業においては、プライベートで管理されるサービスとパブリッククラウドネイティブサービスの両

方を利用する新規のマイクロサービスプロジェクトを数回実施しただけでも、サービス統合の容易さ

がベンダーを差別化する重要な要件であり、付加価値であることがすぐに認識される。最も高度な企

業でさえも、パブリッククラウドプロバイダーのネイティブなマネージドサービスとの統合の設計、

導入、維持のために多大なリソースを投入することは現実的ではない。企業はビジネスにイノベーシ

ョン、差別化、売上を提供するアプリケーションの開発と保守に集中できるように、オープンなサー

ビスブローカーの標準と事前に構成済の統合テンプレートを求めている。サービス統合の容易さは、

ハイブリッドおよびマルチクラウド戦略を達成する上で極めて重要な側面である。 

パブリッククラウドの主要なメリット 

開発、イノベーション、自動化 

IDC では、DevOps を方法論として、高度にコラボレーティブなチーム（ビジネス部門のリーダー、

設計、開発、テスト、プロセスおよびポートフォリオ管理、配備、運用を含む）が、ビジネス機能の

構築とデリバリーに責任を負うことができるように統合する一連のプラクティスおよびイネーブリン

グテクノロジーであると定義している。DevOps の方法論は、サイロ化されたチームではなく、開発、

運用、セキュリティのチーム全体にわたって統合されたサービスデリバリーを促進するものである。 

程度に差はあるが、DevOps はほとんどの大企業のデジタルトランスフォーメーションの一翼を担っ

ており、これによって企業ではアプリケーションの構築の加速、イノベーションおよびリスクテイキ

ングの推進、ビジネス面および顧客面での共通の目標に向けた組織の連携が可能になっている。ビジ

ネス上の成果と IT アプリケーションの開発および運用の間の統合が一段と緊密になるため、ビジネス

部門のステークホルダーの説明責任と影響力が増大する。 

IDC では開発チームとインフラストラクチャチームにわたる自動化とツールの共有が、DevOps 導入

の成功のために不可欠な 2 つの要素であると特定している。さらに、IDC では複数のクラウドにわた

る一貫したインフラストラクチャプラットフォームが、複数のチームにわたる DevOps の迅速な拡大

および重要な人材のトレーニングと維持を可能にするための重要な要素であるとみている。企業にお

いては、DevOps のプラクティスによって新規および既存（レガシー）の両方のアプリケーションの

開発と管理に価値が提供されていることが実証されている。企業がソフトウェアに基づいた差別化と

イノベーションの推進に重点を置いているのであれば、DevOps プラクティスの導入は成功のために

不可欠である。 

クラウドへの移行とアプリケーションのモダナイゼーションにおけるベストプラク
ティス 

クラウドへの移行 

ほぼすべての企業が何らかの形態のデジタルトランスフォーメーションを進めている。IDC では、す

べてではないにしても、ほとんどの DX の取り組みにおいて、成功のための基本的な前提としてクラ

ウドへの移行戦略が必要であると考えている。 

新規の IT 投資に取り組んでいるほとんどの企業においては、クラウドファーストのアプローチが取ら

れているが、既存のワークロードの移行へのクラウドソリューションの使用に関してはそれほど明確

ではない。すべてのワークロードをクラウドに移行する必要はないが、移行に適した候補であると特

定されたワークロードに関しては、PaaS プラットフォームの標準化によって移行のスピードと品質

が向上する。 
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前述した通り、セキュリティはクラウド移行の阻害要因でもあり、推進要因でもある。ミッションク

リティカルなデータやアプリケーションのパブリック／プライベートクラウド環境への移行が進行す

る中で、そしてインターネットに対応した脅威が常に変化し、高度化しているにもかかわらず、ユー

ザー企業ではセキュリティの改善がクラウド導入の重要なメリットとなり得るということが認識され

つつある。 

このトランスフォーメーションのリーダー企業は、ハイブリッドクラウド環境、マイクロサービス、

コンテナによるスケールの実現、継続的デリバリー、API 駆動型のワークロード管理などのコンピュ

ーティングの未来に照準を定めている。リーダー企業は、既存インフラストラクチャの自然な拡張と

してクラウドインフラストラクチャを導入する計画を策定しており、またオンプレミスからパブリッ

クまで複数のクラウドにわたるポータビリティを計画している。開発者がセキュリティの要求に準拠

したソリューションを安心して提供できるようにするためには、統合ポートフォリオの全体にわたっ

てセキュリティを組み込むことが不可欠である。 

アプリケーションのモダナイゼーション 

アプリケーションのモダナイゼーションという言葉は、アップデートあるいは潜在的にリファクタリ

ングし、モダンなインフラストラクチャに配備する必要のあるアプリケーションが存在するというこ

とを正しくも暗示している。クラウド環境への移行の対象となっているアプリケーションに関しては、

企業は以下で議論するモダナイゼーションのアプローチのいずれかを取ることになる。 

リフト、カプセル化、シフト 

IaaS（パブリックまたはプライベート）を活用するために単にクラウドに移動する必要があるだけの

既存ワークロードでは、仮想マシンへのパッケージ化またはコンテナへのパッケージ化のアプローチ

を利用することが可能であり、これらによって最もコスト効率の高いソリューションが提供される。

多くの企業にとって、コンテナの最初の経験は、既存のモノリシックなアプリケーションを専用仮想

環境から類似した仮想環境にいわゆるリフトアンドシフトで移行するが、アプリケーションとその主

要な依存関係はコンテナのパッケージ化によって論理的に一緒にグループ化されるという作業に関連

したものとなる可能性が高い。 

リフト、シフト、拡張 

アプリケーションに引き続き投資と拡張が必要であると想定される場合、単純なカプセル化では不十

分な可能性がある。この場合において、ユーザー企業は所与のアプリケーションの大部分をコンテナ

内にカプセル化して、当該アプリケーションのクラウド環境への配備を容易にすることができる。た

だし、このアプリケーションは、外部の（潜在的に新規の）プロセスが当該のレガシーアプリケーシ

ョンと交信して相互に機能することを可能とするために API で拡張される場合が多い。このシナリオ

では、拡張機能はクラウドネイティブ、マイクロサービス、または機能の環境を使用して作成され、

コアのレガシーアプリケーションのデータ、ビジネスロジック、その他の機能を利用することになる。 

リファクタリング 

ビジネス面で正当化されるケースでは、既存アプリケーションのマイクロサービスまたは機能アーキ

テクチャへの完全リファクタリングが正当化される場合がある。しかし、これは投資収益率が十分に

定義されない、長期間と多大なコストを要するアプローチとなる可能性がある。多くの企業では、リ

フト-シフトまたはリフト-シフト-拡張のいずれかのアプローチが使用される可能性が最も高い。 
これに対して、ISV の場合には、長期的な競争力を望むのであれば、レガシーアプリケーションの再

構築を選択しなければならない場合が多い。 
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適切な経路の決定 

現実においては、ほとんどの企業は前述したアプリケーションのモダナイゼーションに対する 3 つの

アプローチのすべての組み合わせを使用することになるとみられ、シナリオも業種と競争他社の積極

性、真のイノベーションのための組織の高度さと意欲、そしてアプリケーションのモダナイゼーショ

ンを成功させるための IT スタッフの能力に依存した複合的なものとなる。一般的な誤りの例としては、

一度にあまりにも多くを試みる企業や、それとは対極的に、モダナイゼーションに対して十分な積極

性の欠ける企業などがある。 

投資面での考慮事項 

複数年ライセンス契約およびパブリッククラウドベンダーによる囲い込みの回避 

デジタルトランスフォーメーション戦略の一環としてのパブリッククラウドの導入において、CIO や

CTO はそれに付随する目標として 10 年、5 年、あるいはたとえ 3 年でさえも、複数年のライセンス

またはサブスクリプション契約、特に従来のように前払いのモデルを要求する契約を回避することを

挙げる場合が多い。イノベーションのペースおよび開発者やビジネスのニーズの変化によって、長期

間のライセンス契約はメリット（大幅な割引やサポートの改善）がリスクを上回らない限り、デジタ

ルトランスフォーメーションの成功の阻害要因となる。 

ほとんどのネイティブのクラウドマネージドサービスは、アーキテクチャ設計、ベストプラクティス、

管理ツールのサポートの面で固有なものである場合が多い。たとえクラウドマネージドサービスがオ

ープンソースソフトウェアに基づいている場合であっても、パブリッククラウドプロバイダーによる

実装が極めて固有的で、本質的に囲い込みの一形態となっている場合も多い。あるパブリッククラウ

ドプロバイダーから別のパブリッククラウドプロバイダーへの移行は可能であり、すべてのクラウド

プロバイダーが営業プロセスの一環として最初にそれへの対処について触れる重要な懸念事項である

が、現実には大半のアプリケーションや企業において、あるクラウドプロバイダーのネイティブサー

ビスから他のクラウドプロバイダーへの移行が行われることはほとんどない。これは、技術的な複雑

さやリスクに比較して得られるメリットが限られているためである。 

まれな例外には、企業がネイティブのパブリッククラウドサービスの深刻な技術的制約に直面したよ

うな状況や、コスト節減や管理上の間接費用によって移行（そして、多くの場合においてサービスの

完全なアーキテクチャ変更）が正当化されるような導入規模に達したような状況がある。 

CIO や CTO は、特に急速に進化しているデータベース、コンテナ、機能／イベント駆動型テクノロ

ジーにおいて、ベンダー固有のマネージドサービスを簡単に導入することによってクラウドベンダー

やプラットフォームに囲い込まれることを望んでいない。スケールおよび技術的な面での制約、長期

的な SLA の拒否などに関する懸念から、CIO や CTO は Open Container Initiative や Open Service 
Broker API プロジェクト、そして Linux Foundation の Open Security Initiative などのオープンソース

の取り組み、そして Cloud Foundry Foundation、Linux Foundation、Mozilla Foundation、Cloud 
Native Computing Foundation などの団体が進めている他の様々な取り組みに対する広範なベンダー

のサポートを前向きに受け入れている。 

RED HAT OPENSHIFT 

Red Hat の OpenShift ポートフォリオは、Red Hat テクノロジーのスタック全体を利用する、3 つの

コンテナ中心のプラットフォーム製品で構成されている。OpenShift Container Platform はサブスクリ

プションソフトウェア製品であり、OpenShift Online はマルチテナントのコンテナベースのパブリッ

ククラウドアプリケーションの開発および管理プラットフォームである。OpenShift Online は 2011
年から無償ソリューションとして利用可能であったが、有料バージョンの OpenShift Online Pro が
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2017 年 7 月にリリースされている。OpenShift Dedicated はパブリッククラウド上のシングルテナン

トプラットフォームであり、レッドハットの管理者が完全に管理し、Microsoft Azure、Google、また

は AWS インフラストラクチャ上で動作する。 

レッドハットは OpenShift の価値提案を「any app on any cloud（あらゆるアプリケーションをあら

ゆるクラウド上で）」と表現しており、複数のプライシングモデルと運用モデルによって、ユーザー

企業に柔軟性と最適化の機会を提供している。OpenShift によってすべてのクラウドプラットフォー

ムにおいて開発者と運用担当者の両方に一貫した運用モデルが提供され、ハイブリッドクラウド環境

の多くにおける主要な問題点が軽減される。 

今日のオープンソースファーストの世界において、モダンなクラウド開発と配備環境を真に提供する

ということは、オープンソースソフトウェアをエンドツーエンドで採用するということを意味してい

る。オープンソースのソフトウェアと共に、特にオープンソースの選択肢が成熟していない場合には、

ベンダー独自の拡張機能や追加機能にも余地が存在する場合がある。しかし、オープンソースの選択

肢が存在する場合に、それを独自のコンポーネントで完全に代替するベンダーには、クラウドネイテ

ィブの開発者から無条件に拒絶されるリスクがある。 

レッドハットは最も成功しているオープンソーステクノロジー企業の 1 社であり、エンタープライズ

ソリューションプロバイダーとして 20 年以上の歴史を有している。深いエンジニアリングの DNA と

オープンソースコミュニティーへのコミットメント（レッドハットはテクノロジーだけではなく、繁

栄しているコミュニティにもしばしば投資を行っている）によって、同社は俊敏性とコスト効率によ

って時の試練に耐えることのできるモダンなソリューションと機能のポートフォリオを構築すること

が可能となっている（Figure 2 参照）。 

FIGURE 2 

オープンハイブリッドクラウド配備のための Red Hat OpenShift 

 

Source: Red Hat, 2018 
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技術面でのメリット 

レッドハットの投資と製品開発戦略は、アプリケーションのポータビリティを提供する、同社が呼ぶ

ところの「オープンハイブリッドクラウド」（オープンソーステクノロジーに基づくパブリック／プ

ライベートクラウド）を中心として展開している。レッドハットではこれに沿って、Linux、JBoss、
Ansible、および多様なランタイムのイネーブリングソリューションを中心とした強力なインフラスト

ラクチャスタックを構築しており、ユーザー企業にとってアプリケーション開発、データストレージ、

セキュリティ、および管理がシームレスなエクスペリエンスとなるような製品ポートフォリオを提供

している。 

OpenShift は開発者がアプリケーションコードをコンテナ内に構築し、そのアプリケーションコード

を実行、オーケストレーション、管理、そして「ライフサイクル」することを可能とするソリューシ

ョンのポートフォリオである。開発者はローカルまたはリモートのインストールで OpenShift プラッ

トフォームを使用可能であり、開発したアプリケーションはデフォルトで Linux コンテナに容易にパ

ッケージ化することが可能である。このプラットフォームではすべてのレッドハットサービスが統合

されており、ユーザーはサードパーティの開発ツールにも容易にアクセスすることが可能である。  
 

特に興味深い点として、レッドハットは今年発表されたパートナーシップ契約で、OpenShift サービ

スカタログにおいて AWS サービスへのアクセスを提供する予定であり、これによって OpenShift 上
で動作するアプリケーションが、アプリケーションの配置される場所に関係なくこれらのサービスに

アクセスすることが可能になる。契約の一環として、アマゾンはレッドハットが提供するサービスカ

タログ内のアマゾンのサービスに対してサービスブローカーの提供とサポートを行う。 

AWS サービスは API の使用によってあらゆるアプリケーションから利用可能であるが、エンドツー

エンドの統合の責任は開発者にある。レッドハットは今や OpenShift コンソール内にこれらの API を
利用する機能を組み込んでおり、開発者は数回のクリックだけで多様な AWS サービスにアクセスす

ることが可能になる。AWS では継続的にサービスポートフォリオにサービスを追加しており、レッ

ドハットとのパートナーシップによって、新たな AWS サービスは追加された時点で企業からアクセ

スすることが可能になる。IDC では、この非排他的な関係は、最終的には一般的になる関係の最初の

ものでしかないと推測している。IDC ではレッドハットが Azure のサービス、Google のサービス、

IBM の Watson Developer Cloud やその他のサービスを追加し、真にオープンでユーザー企業に選択

の自由を提供するエコシステムを構築する可能性があるとみている。 

レッドハットが同社のインフラストラクチャポートフォリオ全体に組み込んできたもう 1 つの共通の

要素が自動化のための Ansible と管理のための CloudForms である。レッドハットは Ansible を 2015
年 10 月に買収し、Red Hat Virtualization、VMware vRealize、Microsoft Hyper-V などの仮想化プラッ

トフォーム全体にわたる本格的な IT の自動化とクラウド管理を可能とするために、Ansible を同社の

管理ポートフォリオ（Ansible Tower、CloudForms 4.5、Insights、Satellite を含む）と統合した。レ

ッドハットの自動化された企業のビジョンを実現するために、Ansible による自動化を同社のインフ

ラストラクチャの他の分野および DevOps ポートフォリオに拡張する計画もある。 

ビジネス上のメリット 

一貫性によって複雑性が軽減され、ひいてはリスクとコストが低減され、俊敏性が向上する。企業で

は、レッドハットが提供するサービスによってバージョンの一貫性と最新の状態へのアップデートが

維持される既知のツールを備えた、一貫した開発および配備環境が提供される。 

企業内の様々な開発グループのニーズは異なっているため、OpenShift では柔軟性が提供されている。

ユーザー企業はクラウドネイティブアプリケーションの実行や、レガシーアプリケーションの「リフ
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トアンドシフト」の移行が可能である。開発者はコードをプッシュしてコンテナのビルドをプラット

フォームに任せるか、あるいは独自のコンテナをビルドし、Kubernetes を使用してそれらの実行とマ

ニフェストを行うことが可能である。 

レッドハットの R&D、ラピッドアプリケーション開発、そして次世代アーキテクチャによって、開

発者は OpenShift 上で容易かつシームレスにコンテナ化、配備、統合、管理できるクラウドネイティ

ブアプリケーションを構築することが可能である。レッドハットでは、これが機械学習による提案を

通じた意思決定の改善、リスクの最小化、コード品質の向上につながると主張している。IDC では、

これはデジタルトランスフォーメーションプラットフォームのスピードと俊敏性に関する市場の期待

に沿ったものであるとみている。 

企業にとっては、OpenShift のメリットには以下の点の多くが含まれる。 

 リスクの軽減 

 ユーザー企業がコンテナプラットフォームを所有すれば、プラットフォームおよびコン

テナのコンテンツのライフサイクルを所有することになる。ベンダーのコンテナプラッ

トフォームの利用によって、このリスクが解消される。 

 OpenShift は基本的に各々の配備クラウドの全体にわたって一貫したコンテナのレイヤー

を重ねるものであり、これによって個々のクラウドによる固有の囲い込みが解消される。 

 単一のベンダーがコンテナイメージからコンテナホストまで、OpenShift のスタック全体

をサポートしている。 

 レッドハットのセキュリティ面での付加価値には OpenSCAP、Network Isolation、Red 
Hat の Security Response Team が含まれる。 

 コストの削減 

 共通の配備環境は、スケールの拡大と各々の配備環境固有の学習の減少を意味する。こ

れはまた、各々の配備環境に対するエンジニアリング、運用、開発チームのトレーニン

グの軽減も意味している。 

 OpenShift によって企業全体にわたる統合の一貫した解決と管理が可能になる。 

 異種環境での運用に必要とされるスタッフの人数が低減される。 

 俊敏性の向上 

 アプリケーションはハイブリッド環境とマルチクラウド環境の両方にわたって、あるク

ラウド環境から別のクラウド環境に容易に再配備することが可能である。 

 アプリケーションは必要に応じてオンプレミスに容易に移行することが可能である。 

OpenShift のユーザー企業プロファイル： 
ロイヤルバンクオブスコットランド 

ロイヤルバンクオブスコットランド（RBS）は、全世界でほぼ 8 万人の従業員と 2400 万以上の顧客

を擁する大規模な国際的銀行／金融サービス会社であり、規制の厳しい業界で事業を行っている。

200 のブランドを有するグローバル銀行である RBS には、IT インフラストラクチャとデータに関し

て、その地理的な位置などの様々な法的要求が課せられている。同社は英国における資本構造の維持

に係る新たな銀行規制に対して、2019 年 1 月までに要求されている準拠の準備を進めている。IT の

トランスフォーメーションには、以前においてはサイロ化されていた組織、テクノロジー、プロセス

を単一の組織構造と CIO の下に統合することが含まれている。 

RBS のテクノロジー戦略は、ベンダーによる囲い込みやエンタープライズライセンス契約の排除、テ

クノロジーおよびネイティブなクラウドマネージドサービス、マルチクラウド、ハイブリッドクラウ

ド全体にわたるサービス統合の実現、コモディティサービス（オープンサービスブローカーAPI にお
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けるような）による開発者の支援によるカスタマイズ／オペレーションベースのソリューションの削

減など、マイクロサービスの利用を通じた俊敏性とイノベーションに焦点が当てられている。 

コスト削減が RBS にとっての主たる重点であり、同行ではいかなる単一のベンダーあるいはインフ

ラストラクチャによる「囲い込み」も回避することが命じられている。同行ではむしろ、マルチパー

トナーおよびマルチテクノロジーのアプローチが優先されている。プラットフォームは、任意のクラ

ウド上で動作し、サービスブローカーを通じてネイティブなパブリッククラウドサービス（プライベ

ートクラウド、AWS、IBM、Microsoft Azure、Oracle、あるいは Cloud Foundry Foundation などの他

の団体）と統合できなければならない。 

RBS は OpenShift Online と OpenShift Dedicated（Red Hat による管理）を選択し、ネイティブなパ

ブリッククラウドサービス（AWS AI サービスおよび Azure Machine Learning サービスなど）と組み

合わされた中立的なプラットフォームを獲得した。 

RBS では自社独自のインフラストラクチャを構築しておらず、ホスティング環境（Microsoft Azure、
AWS、またはあらゆる将来のクラウド）に注意を払う必要がなかった。たとえば、ビジネスユニット

が Oracle Cloud の使用を望む場合には（そして OpenShift がそこで提供される場合には）、それは

IT ポリシーに基づいて受け入れられる。IT チームの主な重点は、（インフラストラクチャや当社の配

備ではなく）パイプラインの統合とツールの構築にある。RBS ではこれを主たるメリットであるとみ

ている。 

RBS によると OpenShift プラットフォームの導入は迅速に完了した。同行では、AWS 上で

OpenShift のリファレンスプラットフォームを実行する上で配備に伴う摩擦が少なかったとしている。

同行の開発者の俊敏性は向上した。RBS では複数の商品の投入に成功し、顧客からの評価に基づいて

ビジネス面での価値を短期で実証することが可能であった。 

RBS では、Red Hat OpenShift の配備のためにレッドハットをパートナーとしてからの 18 か月を長

い旅であったと表現している。世界的な規制と同行の数多くのブランドやビジネスユニットを考慮す

ると、RBS では依然としてアプリケーションの大多数がどこで実行されることになるか分かっておら

ず、支配的なプロバイダーやソリューションもまだ存在していない。しかし、RBS では、レガシーシ

ステムとデータが新たなサービスやアプリケーションと交信して相互に機能し、新たな収益源を牽引

する同行の「オープンバンキング」の取り組みにおいて OpenShift が重要なイネーブラーになってい

ると述べている。 

機会と課題 

ユーザー企業が複数のクラウドにわたる配備環境を導入する際に直面する機会と課題には以下のもの

がある。 

 ステークホルダーの関与：組織には変化を受け入れる事に対する自然な躊躇がある。これは

おそらくは、認識されている懸念により強まっているものであるが、これらの懸念はもはや

時代遅れのものとなっている可能性がある（キャリアに関するリスクや、外部のベンダーや

サービスに取って代わられるリスク）。これに加えて、経営幹部のステークホルダーの関与

が極めて重要である。キャリアの進展と新たなスキルの学習の機会によって懸念が相殺され

る。 

 開発者の不足：熟練した開発者は貴重な財であり、企業が DX の取り組みを迅速に進める緊

急性を考慮すると、最高の開発者を維持するのは困難である。現在作業を抱えている企業で

は、強力な人材を採用して、他のスタッフの能力を高める機会が存在する。さらに、開発者
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のこの不足によって、アプリケーション開発に対するノーコード／ローコードのアプローチ

が拡大している。 

 セキュリティ：パブリッククラウドインフラストラクチャへの移行に関しては、パブリック

クラウドの共有リソースモデルのために、セキュリティが長年にわたって最大の懸念事項と

なっている。セキュリティに係る懸念事項は、データ主権、データのプライバシー、規制や

クラウドサービスのコンプライアンスに関する問題にわたっている。  
多くの場合において見落とされている機会は、セキュリティの改善の機会である。これは、

大半のクラウドサービスプロバイダーが、企業の IT 部門よりも優れたセキュリティを提供で

きる（そして、実際に提供している）ということによる。 

 ライフサイクル管理：アプリケーションのライフサイクルは変化しており、モダンなクラウ

ドネイティブアプリケーションでは、開発プロセスが急速に進展する可能性が高い。これは、

大半の組織にとって、特に組織の経験が概ねウォータフォール型の開発プロセスに限られて

いる場合には、前向きに受け入れるべき課題である。また、これによって、モダンな

DevOps プラクティスモデルの利用による開発手法を学ぶ組織においては、俊敏性と対応の

速度を改善する機会が提供される。 

結論 

業界ではクラウドの導入、配備の簡素化、アプリケーションのポータビリティにおいて大幅な変化が

起こっている。クラウドの需要は増加し続けており、今や企業ではクラウドアーキテクチャが今後数

年間において支出の中心になると想定されている。 

クラウドネイティブのアプリケーション、マイクロサービス、コンテナの高度化に伴い、ユーザー企

業は既存の本番アプリケーションがパブリッククラウドやプライベートクラウドで有用となるように、

コンテナの使用による既存アプリケーションの移行および拡張に対する支援をアプリケーションプラ

ットフォームプロバイダーに期待している。このテクノロジーの高度化のすべては素晴らしく、容易

にアクセス可能であり、オープンソースのコミュニティがサポートするソフトウェアとして無償で入

手可能である。 

ただし、企業は自社の中核的な使命への集中を維持しなければならない。すなわち、インフラストラ

クチャソフトウェア会社ではなく、銀行、小売業、製造業としての使命に集中しなければならない。

したがって、企業は自社の主要な事業で競争することを可能とするアプリケーションの構築に集中す

べきである。 

デジタルトランスフォーメーションを推進している企業では、パブリッククラウドのコスト効率を高

める基盤的なイネーブリングテクノロジーの抽象化への寄与を事業としている会社をパートナーとし

て見るべきである。  
クラウドプロバイダーに加えて、レッドハットなどのベンダーは今日も多くの企業にとって引き続き

有益なパートナーである。レッドハットは開発者コミュニティからの新たなニーズに応えることので

きる新たな市場での位置付けにすでに移行しており、Linux および関連オープンソーステクノロジー

の商用化における同社の強みと広範な経験を、同社の PaaS およびコンテナプラットフォームに投入

している。 

 



 

 

IDC について 

International Data Corporation（IDC）は、IT および通信分野に関する調査・分析、アドバイザリーサー

ビス、イベントを提供するグローバル企業です。50 年にわたり、IDC は、世界中の企業経営者、IT 専門

家、機関投資家に、テクノロジー導入や経営戦略策定などの意思決定を行う上で不可欠な、客観的な情

報やコンサルティングを提供してきました。現在、110 か国以上を対象として、1,100 人を超えるアナリ

ストが、世界規模、地域別、国別での市場動向の調査・分析および市場予測を行っています。IDC は世

界をリードするテクノロジーメディア（出版）、調査会社、イベントを擁する IDG（インターナショナ

ル・データ・グループ）の系列会社です。 

Global Headquarters 

5 Speen Street 
Framingham, MA 01701 
USA 
508.872.8200 
Twitter: @IDC 
idc-community.com 
www.idc.com 

 

著作権に関する注意 
 
IDC の情報およびデータの外部への公表 ― 広告、プレスリリース、または、販売促進資料で用いる

IDC の情報についてはいかなるものであれ、適切な IDC のバイスプレジデントまたはカントリーマネ

ージャーから書面による事前の承認を受ける必要があります。係る申請には、提案する文書のドラフ

トを添付する必要があります。IDC では、その理由の如何にかかわらず、外部での利用に対する承認

を拒否する権利を留保するものとします。 

Copyright 2018 IDC.書面による許可なくして複製することは一切禁止されています。 

 


