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運用コストを削減し、ステークスホルダーに高い俊敏性を提供しなければならないという圧力が高

まる中、IT 部門がさまざまなワークロードをサポートすることが重要課題となっています。さらに、

次世代の機能を求めてパブリッククラウドプロバイダーに注目するユーザーが増えつつある現在、

企業はユーザーの要望に応えるインフラストラクチャとプラットフォームサービスを提供し、管理

する方法を進化させる必要性に迫られています。多くの企業では、ゴールは明確であってもリソース

に制限があり、包括的で拡張可能な戦略を決定することが難しいという問題から、どうすれば達成

できるのか分からないというのが現状です。

Red Hat® コンサルティングは、現在、仮想化インフラストラクチャでワークロードを実行している

お客様が計画する、バイモーダルなクラウドインフラストラクチャの導入および移行のお手伝いを

いたします。同インフラストラクチャでは、従来の仮想化ワークロードとクラウド対応アプリケー

ションを共通の管理プラットフォーム上で共存させることが可能です。Red Hat のアプローチでは、

レガシーなプラットフォームからワークロードを移行する際のプロセスを劇的に簡素化、整理、自動

化し、進行中のオペレーションと拡大を一元的に管理することができます。Red Hat コンサル 

ティングは、堅牢かつ柔軟なコンピューティングインフラストラクチャの構築、総所有コスト (TCO) の

削減、プロビジョニング時間の短縮、サービス提供の高速化、プロセスの合理化をお手伝いします。

次世代クラウドインフラストラクチャのパワーを引き出す

お客様の運用環境の移行を成功させるために、Red Hat コンサルティングは、インフラストラクチャを

最新化して合理化する、包括的なアプローチを採用しています。そのアプローチは、複数のデータ

センター、数千台の仮想マシン (VM)、大規模アプリケーションやテストチームを抱えるフォーチュン 

50 企業での実績があります。また、テクノロジーだけでなく、お客様企業の人員やプロセスも取り

込みながら、アプリケーションのクラウド対応に向けた調整や、ユーザーに対するセルフサービス

カタログの提供も含んだ計画にお客様と共に取り組みます。これらはすべて、単一の管理インター

フェースから管理できます。また、初期移行が完了してからある程度の時間が経過しても、この 

アプローチと管理インターフェースを利用して必要に応じた反復的または段階的なワークロードの

移行を実施する方法を提案します。

Red Hat コンサルティングは、早い段階でソリューションの価値を提供する、構造化され、反復可

能なソリューション提供フレームワークを開発しました。中心となるフェーズは、以下の 4 つです。

•  発見: 問題の範囲とソリューションへのアプローチを定義し、次のステップの提案を行う予備的

なセッションです。このプリセールスエンゲージメントでは、次のことを行います。 

•  課題や要件を、広く利用されているテクノロジー、類似の顧客体験、および期待される成果

と対応したものにします。

•  現状、目指す状態、ソリューションの初期スプリントまたは初期フェーズにおけるチャンスを

含む、全体的な問題領域の概要をまとめます。

•  設計: 発見フェーズの後に、移行のための統合計画を立てることを目的として、インタラクティブ

でレベルの高い連携を行う、お客様の主要な担当者とのワークショップです。次の要素に焦点を

当てます。 

•  現行のアーキテクチャと移行に向けた組織的な実践について分析します。

•  人員、プロセス、テクノロジーをマッピングする方法により、インフラストラクチャサービ

スに対するアプローチ、導入、管理を進化させる堅牢なアプローチを定義します。

•   高レベルでアーキテクチャを定義することで、目的とする環境やワークロードのポートフォ

リオの要件を明確にします。

利点

• 仮想マシン、アプリケーション、

インフラストラクチャの迅速

かつ効率的な移行

• コストを削減

• IT プロセスの自動化

• 環境全体でのテクノロジー

統合 
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•  導入: 設計ワークショップで開発し、優先順位付けしたバックログを基に、アジャイルスプリント

または既存のプロジェクトを介してお客様のチームに関わり、次のことを行います。 

•  オープンハイブリッドクラウドまたは Red Hat Enterprise Virtualization バイモーダルインフ

ラストラクチャの中核を担う、適応性が高く柔軟性のあるクラウド移行インフラストラクチャを

構築し、テストします。

•  属性ごとにグループワークロードを準備し、カスタマイズされた移行自動化プロセスを定義

し、テストします。

•  工場のようなアプローチによって、スケジュールに基づいてワークロードを反復的に移行す

ることで、ビジネスニーズやビジネスチャンスの発生に合わせて、エンドユーザーアプリケー

ションを新しいインフラストラクチャに、何度でも移行することができます。

•  セルフサービスカタログや自動プロビジョニングの導入を管理することで、現行の運用や拡

張を簡素化することができます。 

•  実施: Red Hat は、導入プロセスだけでなく、その後もお客様に対して継続的に次のようなサポー

トを提供します。

•  運用チーム、開発チーム、ガバナンスチームに協調的な手法の導入についてガイドを行い、

プロセスの合理化、さらなる発展の計画、クラウドの移行および管理に向けたお客様独自の 

Center of Excellence の確立について支援します。 

•  お客様のチームに対して、その役割に適した現行テクノロジー、新興テクノロジー、および

手法について教育を実施し、認定を行います。Red Hat トレーニングと認定プログラムは、 

システムのプロビジョニング、運用のガバナンス、統合管理など多岐に渡り、お客様のチーム

は、ソリューションをサポート、拡張、発展させるための基盤を手に入れることができます。

オープンソースのエキスパートの専門知識

Red Hat のエンジニアリング部門およびサポート部門と直接連携する Red Hat コンサルティングチー 

ムは、Red Hat の製品とオープンスタンダードを使ってソリューションを提供する、きわめて高度

なスキルを有しています。Red Hat の多くのコンサルタントは、アップストリームオープンソースプ

ロジェクトへの積極的なコントリビューターであり、その成果は Red Hat の製品にも採用されてい

ます。近い将来実装される機能や製品のロードマップに関する、他にはない知見を有する Red Hat 

コンサルティングは、チームの足並みを揃え、プロセスを合理化し、エンタープライズシステムや

アプリケーションをオープンソースとプロプライエタリなテクノロジーの両方と連動するようにす

る上で、最適な立ち位置にあります。

RED HAT コンサルティングの強み

多様で豊富な技術的経験: Red Hat コンサルティングは、オープンソースおよびプロプライエタリ 

システム、商用アプリケーションプラットフォームに関する深い専門知識を有しており、お客様は、

その知識を活用することで、自社の全体像を把握することができます。Red Hat コンサルティングに

よるガイダンスは、Red Hat 製品だけでなく、エンタープライズ向けソリューションの構築に求めら

れる人々、プロセス、テクノロジーに関する包括的な知識に基づいて行われます。

ガイド型アプローチ: Red Hat コンサルティングは、移行プロセスを進める上で社内の人員の関与を

促すことが、実際の複雑なシステムを提供、維持、管理する上で必要なスキルの開発において最も

重要であると理解しています。Red Hat の実践的なガイドの方法により、お客様のチームは、Red Hat 

のサポート期間が終了しても成功し続けることができるでしょう。プロセス全体に渡って、お客様

とそのチームは、すべてのシステムだけでなく、オンサイトとリモートのリソースの組み合わせに

フルアクセスできることは、言うまでもありません。これにより、効率的かつコスト効果が高い形

で、移行を計画から実行、結果まで進めることができます。

「Red Hat コンサル 
ティングは、当社が 

Red Hat テクノロジーに

移行する際に貴重な意

見とサポートを提供し

てくれました。そのお

かげで、目標達成のた

めの能力を大きく向上

できました」

UNION BANK CTO

MOK CHOE 氏
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RED HAT について

オープンソースソリューションのプロバイダーとして世界をリードする Red Hat は、コミュニティとの協業により

高い信頼性と性能を備えるクラウド、Linux、ミドルウェア、ストレージおよび仮想化テクノロジーを提供、さら

にサポート、トレーニング、コンサルティングサービスも提供しています。Red Hat は、お客様、パートナーおよ

びオープンソースコミュニティのグローバルネットワークの中核として、成長のためにリソースを解放し、ITの将

来に向けた 革新的なテクノロジーの創出を支援しています。

アジア太平洋 
+65 6490 4200 
 
オーストラリア 
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800 862 6691 
 
中国 
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台湾 
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(オープン) ソースとの直接的な関わり: Red Hat のエンジニアリング部門およびサポート部門と直 

接連携する Red Hat コンサルティングチームは、Red Hat の製品とオープンスタンダードを使って

ソリューションを提供するきわめて高度なスキルを有しています。Red Hat の多くのコンサルタン 

トは、アップストリームオープンソースプロジェクトへの積極的なコントリビューターであり、 

その成果は Red Hat の製品にも採用されています。Red Hat のサポートチームおよび製品チームと

直接やり取りでき、近い将来実装される機能や製品のロードマップに関する他にはない知見を有する 

Red Hat コンサルティングは、チームの足並みを揃え、プロセスを合理化し、エンタープライズ 

システムやアプリケーションがオープンソースとプロプライエタリなテクノロジーの両方と連動する

ようにする上で、最適な立ち位置にあります。

ワールドクラスのトレーニングと認定: 15 年以上の間、世界中の企業は、Red Hat のトレーニングを

採用してきました。その間、Red Hat は世界中の 200 万人近い受講者が Red Hat テクノロジーへの

投資を最大限に活用できるよう支援してきました。Red Hat トレーニングと認定の実践的でタスク

重視のコースを受講して試験を受けることで、IT チームは変わりゆく現状に的確かつ迅速に対応す

る上で必要なスキルを習得できます。学習にもテストにも複数の選択肢があり、いつでも、どこで

も、どのような方法でもスキルを習得することが可能です。
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