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IT イノベーションとコスト効率の両立
 Center for Digital Government によると、公共部門の CIO はビジネス上の最大の懸案事項として、
予算、コスト管理、そして財政運営を挙げています。1 しかし、州政府や地方自治体は、これらの懸案
事項への対応と、効率的なサービスを通じた市民の満足度向上を両立する必要があります。窓口の列
に並んで待つのではなく、オンラインで即座に政府とやり取りしたいという市民の期待は、ますます高
まっています。加えて、政府機関の CIO や上層部は、十分に情報を得た上でビジネス上の意思決定を下
すために、異なる環境に格納された膨大な量のデータにアクセスする必要があります。

 IT のコストとパフォーマンスのバランスを取るため、政府機関の IT チームは、反復作業を自動化する
ことで人的リソースと財務的リソースをイノベーションに割り当てることのできる、先進的なアプリケー
ション環境を求めています。しかし、多くの民間組織とは異なり、政府機関の IT はセキュリティとコンプ
ライアンスに関する厳重な要件を満たす必要があります。 

 エンタープライズ向けのオープンソース・ソリューションは、コスト効率に優れた高性能の IT 機能と
コンピューティング機能を、堅牢なセキュリティおよびサポートサービスと併せて提供します。Red Hat 

が提供するサブスクリプション・ベースの製品やテクノロジーは、コミュニティ版のオープンソース・プロ
ジェクトでは実現の難しい専門的サービスと軍事級のセキュリティ機能を提供しながら、政府機関によ
る IT の運用と保守にかかるコストの削減を支援しています。これらの機能を使用することで、州政府や
地方自治体は、市民の要望を満たすサービスの提供と更新を迅速かつ低コストで行い、効率を向上す
ることができます。

RED HAT が提供するエンタープライズ・グレードのオープンソース・ソリューション
 Red Hat は、オープンソース・コミュニティで生まれた最高のイノベーションを、重要な政府サービス
に必要なセキュリティやパフォーマンスの機能と共にパッケージ化して提供しています。また、公共部
門における 15 年以上の経験を活かし、ビジネス要求にテクノロジーで応えます。米国における全 50 州
の政府組織で、公的医療保険制度メディケイドの管理から刑事司法システムやエンタープライズ・リソー
ス・プラニング (ERP) にいたるまで、さまざまなアプリケーションの構築、更新、セキュリティ保護、およ
び管理に Red Hat® のソフトウェアが使用されています。

••ソフトウェアのコスト削減：商業的にサポートされたオープンソース・ソフトウェアは、プロプライエタ
リー・ソフトウェアのライセンスとサポートよりも大幅に低コストです。2 

••大量のデータの格納：ソフトウェア・デファインド・ストレージにより、あらゆる量のあらゆる種類の
データを容易にスケールアップして管理できます。ポリシーや規制の変化に合わせて簡単に変更でき
るルールを定義することにより、データ保持ポリシーの設定を自動化できます。ソフトウェア・デファ
インド・ストレージを業界標準のハードウェアに導入することで、IT コストをさらに抑えることが可能
です。

••アプリケーションのクラウド移行が容易：Infrastructure-as-a-Service (IaaS) や Platform-as-a-

Service (PaaS) の機能を提供することで、IT スタッフはサーバーやストレージのプロビジョニングと
いうルーチンワークから解放されます。各部門では、これらのセルフサービスのリソースを使用して、
新規プロジェクトのためのサーバーを、遅れることなく迅速にプロビジョニングできます。
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 1 “Navigating Government’s Digital Transformation.” (政府のデジタル・トランスフォーメーションを舵取りする) 
Center for Digital Government。2017 年。 
https://www.redhat.com/ja/resources/center-for-digital-government-digital-transformation-ebook 。

 2 「Red Hat インフラストラクチャソリューションによる標準化がもたらす価値」Red Hat。2016。 
https://www.redhat.com/ja/resources/value-of-standardizing-red-hat-infrastructure-solutions 。
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••ベンダーロックインを回避：既存のアプリケーションをオープンなアプリケーション・プラットフォーム
に移行することにより、任意のベンダーが提供するオンプレミス、パブリッククラウド、またはハイブ
リッドクラウド環境にデプロイできます。オープンソース・ソリューションの場合、プロプライエタリー
分野で求められるライセンス料金は不要です。

••アプリケーション開発をモダナイズ：先進的な手法でアプリケーションの開発とデプロイを行うこと
により、俊敏性を向上できます。継続的インテグレーションと継続的デプロイメント (CI/CD) の手法
では、開発者は段階的に作業を行い、ニーズの変化に合わせてより頻繁にアプリケーションやサービ
スのリリースと更新を行うことができます。

••モバイルファーストのポリシーを採用：新世代の市民は、スマートフォンやタブレットなどのモバイル
機器を使用して政府とやり取りすることを好みます。オープンソースの開発ツールを使用することで、
政府機関の IT チームはコードなどのリソースを再利用し、セキュアなモバイルアプリを迅速に構築
できます。

••市民サービスへのアクセスを拡張：市民がサービスへのアクセスや政府とのやり取りを安全に行える 

Web ポータルを構築しましょう。たとえば、健康保険や児童福祉手当の資格確認、駐車違反の罰金
の支払い、事業免許の申請などを、時間をかけて窓口まで出向く必要なく手続きできるようにします。

RED HAT サブスクリプションのメリット
 Red Hat の年間サブスクリプションに基づくモデルでは、プロプライエタリー・ソフトウェアやコミュ
ニティベースのオープンソース・プロジェクトでは得られない、特有のメリットが存在します。

••エンタープライズ・グレードのセキュリティ：Red Hat のソリューションは、連邦、州、地方の厳重な
セキュリティ要件を満たしています。たとえば、米国の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法
律 (HIPAA) (1996 年) や、連邦情報処理標準 (FIPS) 140-2、コモン・クライテリア、およびその他の
標準を満たしています。標準の一覧は以下でご確認いただけます。redhat.com/ja/technologies/

industries/government/standards

••コストの削減：Red Hat のサブスクリプションは、プロプライエタリー・ソフトウェアのライセンスやサ
ポート契約よりも大幅に低コストです。3

••デプロイメントの柔軟性：アプリケーションをオンプレミスにもクラウドにも、ベアメタル、仮想マシ
ン (VM)、コンテナのいずれにもデプロイできます。Red Hat 製品のサブスクリプションは、お客様が
ホストする IT 環境のどこでも使用できます。

•• 広範なパートナーエコシステム：システム・インテグレーター、OEM 業者、リセラー、州契約を保持す
る事業者から成る広範なネットワークを活用することで、共同開発された統合型の認定 IT ソリュー
ションにアクセスできます。

•• 実践的なメンタリングベースのトレーニング：

•• Red Hat Open Innovation Labs では、先進的なアプリケーション開発の技法を学習できます。これ
は 4 - 6 週間の体験型ワークショップで、Red Hat のオフィスまたはお客様の会社で実施されます。

•• Red Hat コンサルティングのモダナイゼーション・サービスとして、お客様のデータセンターをモダ
ナイズするための提案、ツール、およびベストプラクティスを提供します。

さらに詳しく
 政府機関が変化する需要に適応し、テクノロジーのイノベーションに遅れを取らずついていくために、
Red Hat の製品やサービスがどのような支援を提供できるかの詳細は、redhat.com/government に
てご覧ください。

 3 「Red Hat インフラストラクチャソリューションによる標準化がもたらす価値」Red Hat。2016。 
https://www.redhat.com/ja/resources/value-of-standardizing-red-hat-infrastructure-solutions。
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