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大規模チームのための迅速なスキル変革
 デジタル変革とは、スキルの変革でもあります。最先端のテクノロジー・ソリューションを実装して管
理するには最新の技術スキルが必要で、社内のイノベーションサイクルを迅速化するには定期的なト
レーニングが必要です。スキルの更新に継続的に投資しなければ、企業はわずか 3 年のうちにおよそ 

60% の能力を失ってしまいます。1 

 Red Hat® ラーニングサブスクリプション・エンタープライズは、多数のユーザーに Red Hat テクノロ
ジーのトレーニングを継続的に受講させたい大企業向けの、スケーラブルで包括的な学習ソリューショ
ンです。Red Hat ラーニングサブスクリプション・エンタープライズには、以下の特長があります。

••すべての Red Hat トレーニングコースやハンズオンラボへのアクセス 

•• 年中無休で世界中からオンデマンドでアクセス可能

•• 前提となる専門知識を必要とせず、経験不問でスキルを磨ける

•• 直観的な対話型インターフェースを使用して、ユーザーやマネージャーはトレーニングや認定資格取
得の進捗状況を追跡可能

RED HAT トレーニングによる具体的な成果
 最近実施された IDC の調査では、Red Hat トレーニングを受講した企業において、以下を含むさま
ざまなメリットがもたらされたことがわかりました。1

•• 3 年間の投資対効果 (ROI)：389%

••インフラストラクチャの管理効率が 20% 向上

•• 新機能の開発期間が 12% 短縮

••予定外のダウンタイムが 71% 短縮

••ヘルプデスクの応答効率が 36% 向上、発生した問題解決の所要時間が 50% 短縮

•• 受講者 1 名あたり年間 53,422 米ドルのビジネスインパクト

大規模チームに適した RED HAT トレーニング・ソリューション
 Red Hat ラーニングサブスクリプション・エンタープライズを利用することで、トレーニングの実施と
管理を簡単に行うことができ、トレーニングから最高レベルの費用対効果を得られます。 

 トレーニング開始までの導入プロセスはシンプルかつ短時間で済み、ユーザーはすぐに学習を開始
できるほか、マネージャーは包括的なレポート機能によって効率的に運用管理と追跡を行えます。さら
に、エンタープライズ向けのバンドルオプションを利用することで、大幅な割引を受けることができま
す。Red Hat ラーニングサブスクリプション・エンタープライズの価格は個別のサブスクリプションよりも 

70% 低いため、1 名分の個別サブスクリプションよりも低価格で、3 人の従業員が技術スキルを習得で
きます。2

 その他にも、交通費や移動時間のロスが生じることなく、多数のユーザーに対応できるため、さらに
コストを抑えることができます。 

 Red Hat ラーニングサブスクリプション・エンタープライズは、100 個の Standard または Basic サ
ブスクリプションのバンドルとして購入できます。1 つの年間サブスクリプションとして利用できるため、
費用の予測がつきやすく、トレーニングの計画と予算確保が容易になります。

RED HAT ラーニングサブスク
リプション・エンタープライズ
に含まれるもの
••100 個の Standard または 

Basic サブスクリプション

各サブスクリプションでアクセ
スできる内容
••50 以上の Red Hat トレーニン
グオンラインコース (新しいコー
スおよび更新済みのコースを
含む)

••400 時間のクラウド型ハンズ
オンラボ

••100 時間超のビデオコース

••1,000 以上のインストラクター
ビデオ

••最大 9 カ国語に対応したコー
ス内容

Red Hat ラーニングサブスク
リプション・エンタープライズ
は、サブスクリプションに個別
登録するよりも 70% 低い価格
で、100 人の従業員が技術スキ
ルを習得できます。2
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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。
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「以前は予定外の 
ダウンタイムにより 

信頼性に関する問題が
発生し、弊社もお客様も

損失を被ることが 
ありました。Red Hat  
トレーニングコースの 
受講後に提供された 
現行のソリューション 
では、もう 2 年以上も 

予定外のダウンタイムが
発生していません」

IDC 調査の回答者1

 「Red Hat トレーニング
を受講して変化したこと
は、プラットフォームの
構築にかかる期間を 

2 カ月から 3 分に 
短縮できたことです」

IDC 調査の回答者1

今すぐ始める
 Red Hat ラーニングサブスクリプション・エンタープライズは、IT チームが必要とする重要なスキルの
トレーニングを 1 つにまとめた、柔軟で経済性に優れ、管理が簡単なソリューションです。 

 詳しくは、Red Hat ラーニングサブスクリプション製品ページ (red.ht/learning-subscription) にアク
セスして、コース一覧をご覧ください。 

 利用方法の詳細については、営業担当者までご連絡ください。今すぐスキル変革を始めましょう。

図 1. Basic と Standard サブスクリプション・パッケージで利用できるコンテンツ
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 1 IDC、「The business value of Red Hat Training courses (Red Hat トレーニングコースのビジネス価値 )」、2017 年 9 月。
redhat.com/ja/resources/rh/tr/idc 

 2 Red Hat ラーニングサブスクリプションの価格 (redhat.com/ja/services/training/learning-subscription?level=basic#
subscribe)。Red Hat ラーニングサブスクリプション・エンタープライズの価格については、Red Hat の営業担当者まで
お問い合わせください。
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