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免責条項
本レッドハット・パートナープログラムガイド（以下「ガイド」）は、パートナープ
ログラムの概要を記載しています。パートナープログラムを規定している条件
は、レッドハットとパートナープログラムに参加する各パートナーとの間で結ば
れた、レッドハットパートナー契約およびパートナープログラム付録（以下「契
約」）に含まれています。本「契約」のすべての条件は、別途定義のない限り、
本「契約」で規定された意味で解釈されるものとします。

パートナーは、本ガイドの最新版を、Red	Hat	Connect	for	Business	

Partnersポータル（http://www.redhat.com/en/partners）からダウンロード
することができます。パートナープログラムのメリットおよび参加条件は、パー
トナーの拠点が存在する国ごとに適用されます。

本ガイドが英語以外のいかなる言語に翻訳されている場合で、英語版との矛
盾がある場合は、本ガイドの英語版が優先するものとします。

プログラムガイド 
の変更について
レッドハットは、必要に応じて本ガイドの訂正または更新を行うことがで
き、随時訂正または更新を行う権利、および同訂正または更新をRed	Hat	

Connect	for	Business	Partnersポータルに公開する権利を有します。

Copyright	©	2017	Red	Hat,	Inc.、Red	Hat、Red	Hat	Enterprise	Linux、 
Shadowmanロゴ、およびJBossは、米国およびその他の国における 
Red	Hat,	Inc.の登録商標です。Linux®は、米国およびその他の国における
Linus	Torvalds氏の登録商標です。
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はじめに
レッドハット・パートナープログラムへようこそ。エンタープライズ向けオープンソースソリューショ
ンに対する市場の需要が増加を続けている中、レッドハットは、貴社がパートナープログラムに参加
し、貴社の顧客に優れたソリューションをご提供することを心待ちにしています。貴社の注力分野が
データセンターインフラから、クラウド、ビッグデータ、ミドルウェアまでのいずれの場合でも、レッ
ドハットのテクノロジーを販売するビジネスチャンスを見いだすことができます。ここには、貴社にと
っての有効なベストプラクティスがあります。

レッドハット・パートナープログラムは、市場のエキスパートである貴社と、世界をリードするオープ
ンソースベンダーであるレッドハットを結び付ける基盤となります。弊社のパートナー企業各社は、
弊社の市場開拓／販売計画戦略および全体的な成功において重要な役割を果たしています。本プ
ログラムは、エンタープライズ向けオープンソースの実践およびソリューションの立案と構築をでき
るように作成されています。

レッドハット・パートナープログラムガイドは、貴社がレッドハットと提携するための全てがそろった
リソースです。本ガイドでは、以下を説明します。
•	 レッドハット・パートナープログラムの概要
•	 各パートナーシップレベルごとのメリットおよび条件
•	 申請および登録の方法について
	

“	3つのパートナーシップレベルに分かれたマルチティア構成によって、多様なサポートを
提供し、貴社のマーケティング、販売および研修におけるメリットを増幅させます。”

パートナープログラムの概要
RedHatパートナープログラムは、3つのパートナーシップレベルを備えたマルチティア構成のパート
ナーモデルです。各レベルでは、貴社のノウハウを培い、レッドハットテクノロジーの販売およびデリ
バリーのスキルを向上するためのさまざまな特典を利用できます。貴社におけるレッドハットテクノ
ロジーへのコミットメントおよびナレッジが増加するにつれて、貴社がレッドハットから受けるメリッ
トも増加するでしょう。

レッドハット・パートナープログラムへの申請が完了し、会員登録が承認されると、Red	Hat	

Connect	for	Business	Partnersポータルを介して、幅広く取りそろえられた特典やサポートなどを
利用することができます。レッドハットパートナーとして貴社は、貴社をサポートするために提供され
るマーケティング、販売および研修における特典やサポートなどを受ける資格を手にするのです。所
定の資格要件を満すことで、さらに上位のパートナーシップレベルに申し込むことができます。申請
がレッドハットによって承認され、エンタープライズ向けオープンソースへの貴社のコミットメントの
もとに、さらなる特典やサポートなどを利用できるようになります。

レッドハット・パートナープログラムは、パートナー各社のビジネスモデルに対応できるよう、柔軟な
構成となっています。これは3つのパートナーシップレベルで構成され、これに加えて2つのカテゴリ 
(コアとフィーチャード) に分かれる複数のスペシャライゼーションから成り立っています。
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パートナープログラムの体系

パートナーシップレベル

レディ・パートナー: レディ・パートナーレベルでは、RED	HATのデータセンターインフラ、ミドルウ
ェアソリューション、クラウドインフラにおける競争力を構築すると同時に、レッドハットのエンター
プライズ向けオープンソースの実践を拡大することができます。レディ・パートナーシップは、エント
リーレベルのパートナーシップレベルで、さまざまなリソース、マーケティング関連資料、ツールを始
めとする特典やサポートなどにアクセスが可能です。

アドバンスドビジネス・パートナー: アドバンスドビジネス・パートナーレベルは、継続更新および新
規ビジネスの発掘とクロージングの両方の成長に重点を置くレッドハットビジネスプランを確立する
ために、多くのメリットを提供します。アドバンスドビジネス・パートナーは、さらに大きな提携のメリ
ットを獲得できるほか、エンタープライズ向けオープンソースの実践の確立および収益拡大をサポ
ートするように設けられている追加のリソースにアクセスできます。

プレミアビジネス・パートナー: プレミアビジネス・パートナーレベルは、レッドハットと戦略的な関
係があるパートナーに適したものです。このようなパートナーは、新たなチャンスを協力に後押しす
るために多額の投資を行い、レッドハットのパートナーエコシステムに最も貢献しています。プレミア
レベルでは、最上位レベルの特典やサポートなどにアクセスが可能です。

パートナーシップレベルの昇格:  登録プロセスを完了したすべてのパートナーは、レッドハット・
パートナープログラムのレディ・パートナーレベルからのスタートとなります。アドバンスド、また
はプレミアビジネス・パートナーレベルのいずれかへの選考を受けるには、Red	Hat	Connect	for	

Business	Partnersから、プログラムアップグレードを申請することが必要です。レッドハットが貴
社の要請を受領した後、貴社地域を担当するレッドハット・チャネルアカウントマネージャーと協業
し、売上、マーケティング、イネーブルメントに関する目標および活動を含めた年間ビジネスプランを
共同で設定します。ビジネスプランが承認されると、レベルアップの申請が受理されたことになりま
す。同レベルアップ申請の承認後、新たなプログラムレベルにおいて、さらなる特典やサポートの利
用を開始できます。

プレミア
ビジネス・
パートナー

アドバンスドビジネス・
パートナー

個別対応

レッドハットレディ・パートナー
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パートナープログラムのメリット
レッドハット・パートナープログラムは、レッドハットのインフラおよびミドルウェア
ソリューションに関連するエンタープライズ向けオープンソースの実践の展開をサ
ポートするように設計されています。レディ・パートナーの場合は、マーケティング
および研修向けのリソースへのアクセスが可能です。アドバンスドビジネス・パート
ナーでは、レッドハットへのコミットメントが増えますが、享受できるメリットも増加
します。そしてプレミアビジネス・パートナーの場合は、利用可能な最高レベルの特
典やサポートなどにアクセスできます。

取引上のメリット レディ アドバンスド プレミア

特別価格の適用 あり あり あり

案件登録プログラムの適用 
 » 案件成約
 » 案件保護
 » 新規顧客（追加）
 » 戦略的製品（追加）

あり
3%
2%
2%
2%

あり
6%
3%
4%
3%

あり
10%
3%
4%
3%

リベート – 定着に対する報奨／ 
要員への資金提供

あり	
(個別に決定) あり あり

レッドハットの更新プログラムの適用 あり あり あり

レッドハットの技術研修（GLS）の割引 なし あり	(25%)** Yes	(30%)**

レッドハットイベントへの特別割引 なし あり あり

関係上のメリット レディ アドバンスド プレミア

パートナーアドバイザリーボードへ 
の参加 なし あり あり

パートナーコンファレンスやイベントへ
の参加 あり あり あり

担当CAMのアサイン なし あり あり

担当インサイドセールス（ICAM） 
のアサイン あり あり あり

パートナー通信 ニュースレター 
(電子版)

ニュースレター 
(電子版)

ニュースレター 
(電子版)

注：メリットの説明については、付録1を参照してください。
**	アドバンスド・パートナーおよびプレミア・パートナーは、制限付きで、書面による事前の承認を得た上で、担当のチャネルアカウン

トマネージャーを通じて、レッドハットが提供するグローバルラーニングシステムの受講費用返金を申請することができます。
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パートナープログラムのメリット
営業上のメリット レディ アドバンスド プレミア

パートナープログラムおよびスペシャライゼーション・ウェ
ルカムキット

あり 
(電子版)

あり 
(電子版)

あり 
(電子版)

Webサイト掲載／パートナーロケーター あり あり あり

Online Partner Enablement Network（OPEN）へ 
のアクセス あり あり あり

パートナーWebサイト、Red Hat Connect for Business 
Partnersへのアクセス あり あり あり

製品ロードマップの定期的な更新 なし あり あり

デモまたは試用版のサブスクリプション (NFR – 再販禁止) あり サポート対象 サポート対象

レッドハットのリード情報の提供 なし あり あり

レッドハット販売チームへのコンタクトおよび顧客へ 
の同行訪問 なし あり あり

ソリューション開発における協業 なし あり あり

レッドハットのソリューションアーキテクトによるサポート なし あり あり

顧客事例の作成／パートナー展示・講演 なし あり あり

ソリューションのクイックスタートへアクセスして、 
資料を入手 なし あり あり

マーケティング上のメリット レディ アドバンスド プレミア

プログラムのロゴの使用 あり あり あり

パートナー成功事例のハイライト なし あり あり

事例、ホワイトペーパー、製品資料 あり あり あり

カスタマイズ可能なキャンペーン素材の支援
(共同ブランド) あり あり あり

マーケットプランニング用支援／リソース なし あり あり

専用のマーケティング支援窓口 なし なし あり

市場開発ファンド（MDF）の提供 なし	
(個別に決定) あり あり

共同マーケティング（イベント／ウェビナーなど） なし あり あり

注：メリットの説明については、付録1を参照してください。
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パートナープログラムのメリット
技術上のメリット Ready Advanced Premier

ナレッジベースへのアクセス あり あり あり

Webベースでのサポート
(基本レベルのサポート) あり あり あり

電話でのサポート
(標準レベルのサポート) なし あり あり

セールスに関連する、トレーニング、ツール、 
レッドハットのポートフォリオにおいて該当する
認定

あり あり あり

セールスエンジニア向けのトレーニング、ツール、 
レッドハットのポートフォリオにおいて該当する
認定

あり あり あり

デリバリーに関連する、トレーニング、ツール、 
レッドハットのポートフォリオにおいて該当する
認定

あり あり あり

パートナー向けデモシステム あり あり あり

エンドユーザーの主要なサポート窓口としてパー
トナーを登録 なし あり あり

技術セミナー、フォーラム、ネットワーク、 
ブログなどへの参加 あり あり あり

オンライン・テクニカルライブラリー あり あり あり

ベータ版製品へのアクセス
(またはベータプログラムへの参加) 不要 必要 必要

注：メリットの説明については、付録1を参照してください。
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認定
レッドハットパートナー認定は、貴社担当者が、所定の研修コースを受講すること
で、取得できます。パートナー認定は、レッドハットのグローバルプログラムにおけ
る貴社の能力認定となります。また、貴社の顧客は、このパートナー認定を通して、
貴社の提案ソリューションに対する実装スキルおよび技術能力を確認することが
できます。

ロールベース認定
ロールベース認定は、各担当向けに用意されており、パートナー認定の一部を形成
しています。認定対象のロールは3種類あり、セールス・スペシャリスト、セールスエ
ンジニア・スペシャリスト、デリバリー・スペシャリストとなっています。レッドハット
パートナーのスペシャリストとしての認定には、ロールベースのカリキュラムにおけ
るすべてのコースの終了が求められます。

• Red Hatセールス・スペシャリスト： 価値提案、販売案件選定、競合対策、 
導入阻害対応、価格設定が含まれます。

• Red Hatセールスエンジニア： 技術販売支援、技術要件選定、競合対策、 
導入阻害対応、価格設定、導入デモ、製品知識が含まれます。

• Red Hatデリバリー・スペシャリスト： 製品実装、アプリケーション開発、 
概念実証、ソリューションアーキテクチャ構築が含まれます。

各分野の課題において、各ロール向けにさまざまなカリキュラムが利用可能です。
たとえば、Red	Hatセールス・スペシャリストの認定には、ミドルウェアアプリケーシ
ョン開発とデータセンタープラットフォーム・マイグレーションなどのカテゴリーが
あります。スキルの成果は、各専門分野によって異なります。

パートナーレベル認定
レッドハットアドバンスドビジネス・パートナーまたはレッドハットプレミアビジネ
ス・パートナーのステータスへの条件の一部として、企業として認定条件を満たし、
維持する必要があります。パートナーレベル認定には、貴社の担当が、規定の条件
でセールス・スペシャリスト、セールスエンジニア・スペシャリスト、デリバリー・スペ
シャリストを取得している必要があります。加えて、顧客リファレンス先の提出も条
件となります。
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認定
現在、パートナーレベル認定には、以下の3つのカテゴリーがあります。

• レッドハット認定データセンターインフラ・パートナー： すべてのレッドハット
のプラットフォーム、マイグレーション、仮想化、ストレージソリューションが含ま
れます。

• レッドハット認定ミドルウェアソリューション・パートナー： ビジネスプロセス
の自動化に加えて、アプリケーションの構築および統合に利用するためのRed	

Hat	JBoss	Middlewareのポートフォリオが含まれます。

• レッドハット認定クラウドインフラ・パートナー： 前提条件として仮想化が要求
され、クラウドのインフラおよび管理をサポートする最新のレッドハット製品の
提供が含まれます。

レッドハットのパートナー認定を取得して維持するために、企業は、パートナーシッ
プレベルごとに指定されている認定パートナースペシャリスト数を保持する必要が
あります。特別なケースで、レッドハット認定資格を取得済みのパートナー企業の担
当が特定のコースを免除されることがあります。

レッドハットのパートナー認定は、グローバル認定です。貴社の地域を担当するパ
ートナーアカウントマネージャーへご連絡いただき、貴社の地域や国に適用される
要件やプログラムをご確認ください。パートナー認定は、年1回再調査され、再評
価されます。

ミドルウェアソリューション データセンターインフラ クラウドインフラ

ミドルウェアアプリケーション 
開発スペシャライゼーション*

プラットフォーム・スペ 
シャライゼーション*

クラウド管理スペ 
シャライゼーション*

ミドルウェアマイグレー 
ション・スペシャライゼーション

プラットフォームマイグレー 
ション・スペシャライゼーション

IaaS（Infrastucture-as-a-
Service）スペシャライゼーション*

ミドルウェア統合スペシャライゼ
ーション 仮想化スペシャライゼーション Platform-as-a-Service（PaaS） 

スペシャライゼーション*

ビジネスプロセス自動化スペ 
シャライゼーション

ストレージ・スペシャライゼー 
ション —

Platform-as-a-Service（PaaS） 
スペシャライゼーション — —

近日開始予定!
モバイル・スペシャライゼーション — —

*	 基本となる必須のコース 。
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レッドハット・パートナープログラムに参加されるすべてのパートナーは、プログラ
ムのレベルごとに定義された一連の要件を常に遵守する必要があります。

必要な条件*
レディ アドバンスド プレミア

レッドハット・パートナープログラムの申
込書および企業プロフィールへの入力 あり あり あり

レッドハット・パートナープログラム 
契約の受諾 あり あり あり

年1回の再認定 あり あり あり

スキルの指定 なし 1つ以上 2つ以上

Red Hat認定セールス・スペシャリスト
の必要数 2 4* 5*

Red Hat認定セールスエンジニア・スペ
シャリストの必要数 オプション 1 2**

Red Hat認定デリバリー・スペシャリス
トの必要数 オプション 1

2人以上（各スキル
ごとに）、かつ互い
に連携し、ビジネス
プランに賛成してい

ること

マーケティングプログラムへの積極 
的な参加 任意 あり あり

顧客の成功事例の提出 なし 2年 4年

年間ビジネスプランへの承認 なし あり あり

年間のレッドハット製品売上目標 
の達成 なし ビジネスプラン 

ごとにあり
ビジネスプラン 

ごとにあり

新規ビジネス目標 なし ビジネスプラン 
ごとにあり

ビジネスプラン 
ごとにあり

ワーキングラボ なし なし あり

エンゲージメントプラン なし ビジネスプラン 
ごとにあり

ビジネスプラン 
ごとにあり

プログラムへの参加に 
必要な条件

注：プログラムへの参加に必要な条件の詳細は、付録2を参照してください。
*	 認定販売担当者数に加えて、他のいかなるコミットメントに対しても、互いにビジネスプランに合意していること。
**	各スキルに対する最小要件です。
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メンバーシップ
申請方法
レッドハット・パートナープログラムに登録するには、Red	Hat	Connect	for	

Business	Partners（www.partner.redhat.com）へ移動し、申込書にアクセスして
ください。申込書のプロフィールに入力し、レッドハットパートナー契約に同意しま
す。同意を行うと、追加の手順が表示されます。

メンバーシップの更新
レッドハット・パートナープログラムのメンバーシップは、1年間有効です。プログラ
ムにおいて高業績を維持し、目標基準を達成したパートナーについては、メンバー
シップは自動的に更新されます。アドバンスド、またはプレミアビジネス・パートナ
ーのメンバーシップレベルを取得済みのパートナーは、当該レベルの年間要件を
満たした場合に、現在のメンバーシップレベルを更新することができます。アドバ
ンスドおよびプレミアビジネス・パートナーが年1回のメンバーシップ更新時に各メ
ンバーシップレベルの要件を満たしていなかった場合、メンバーシップレベルが下
がる可能性があります。

レッドハット・パートナーヘルプ
デスク
レッドハット・パートナープログラム、パートナーのビジネスチャンスに関する質
問、またはレッドハット製品のポートフォリオ情報については、レッドハット・パート
ナーヘルプデスクへお問い合わせください。

アジアパシフィックパートナー・ヘルプデスク： 
Email:			 apac-partner-helpdesk@redhat.com	

電話番号:		 +65	6490	4200
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付録 1

メリットの説明
取引上のメリット

特別価格の適用
パートナーは、大口の見込み顧客への共同販売からメリットを享受することができます。レッドハ
ットのチャネルアカウントマネージャーを通じて、特別価格の申請が可能となり、大口販売の取引
成立に役立ちます。本資料に記載されているレッドハット・パートナープログラムに参加していな
いパートナーには、特別価格は適用されません。

案件登録プログラムの適用
案件登録プログラムでは、ビジネスパートナーは、レッドハット関連の新しいビジネス案件を発掘
して高付加価値のプリセールス活動に従事する際に、追加のメリットを獲得することができます。
詳細については、『案件登録プログラムガイド』を参照ください。

• 案件成約: この仕切り額は、既存の顧客との間で承認された案件登録の受注に成功したパート
ナーに提示されます。仕切り額は、MSRPに基づいて計算されます。

• 案件保護: この仕切り額がパートナーに提示されるのは、当該パートナーが登録していた案件
を失注し、案件登録をしていなかった別のレッドハットのリセラーパートナーがレッドハットと共
に受注したか、またはレッドハットが直接受注した場合です。仕切り額は、レッドハットが受注
契約した金額に基づいて計算されます。

• 新規顧客: これは、レッドハットにとっての新規顧客との間で登録案件の契約を行ったパートナ
ーに提示される、受注に伴う割引に上乗せする追加の割引です。新規顧客の定義は、過去24カ
月以内にレッドハットといかなる取引も行っていない取引先となっています。仕切り額は、MSRP

に基づいて計算されます。

• 戦略的製品: これは、RHEL以外のすべてのレッドハット製品について登録案件の契約を行った
パートナーに提示される、受注に伴う割引に上乗せする追加の割引です。仕切り額は、MSRPに
基づいて計算されます。

• リベート: ABP（アドバンスドビジネス・パートナー）および状況に応じてレディ・パートナーを対
象とするリベートは、以下の基準に基づきます。

	 »	リテンション – パートナーを支援するための、営業区域に対する追加の契約更新インセンテ
ィブ。各ABPごとに、更新率要件目標を設定する必要があります。

	 »	増額売上目標 
	 »	要員コスト提供 – 戦略的構想の支援を目的
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レッドハットの更新プログラムを利用可能
レッドハットの更新プログラムは、パートナーのレッドハット更新ビジネスを管理するためのエン
ドツーエンドのソリューションです。このパートナー主体のプログラムは、更新率を向上させて貴
社の収益を増大させると同時に、顧客リテンション率と顧客満足度を向上させることを目的とし
ています。

レッドハット製品の販推担当者への資金供与
アドバンスド・パートナーおよびプレミア・パートナーが、レッドハット関連のビジネスチャンス拡
大とパートナーの顧客および見込み顧客の収益増大に重点を置いてレッドハット製品の販推担当
者を配置している場合、相互に合意されたビジネス、マーケティングおよびトレーニングの計画に
基づき、MDF提供の検討対象となります。 

技術トレ―ニングの値引 
レッドハットトレーニングコースの標準価格からの割引を利用して、貴社スタッフの技術知識
を向上させることができます。割引の対象となっているパートナーには、Red	Hat	Connect	for	

Business	Partnersにコードが表示されます。		

レッドハットイベントの特別割引 
アドバンスド・パートナーとプレミア・パートナーは、レッドハット社と共同マーケティングイベント
のための特別割引を利用する資格があります。

関係上のメリット 

パートナーアドバイザリーボードへの参加 
パートナーアドバイザリーボードに参加することで、パートナーとの提携に関するレッドハットの方
針に大きな影響を与えることができます。レッドハットのエグゼクティブと定期的に顔を合わせ、
レッドハットのチャネル戦略やプログラムについて具体的に発言できる機会となります。

パートナーコンファレンスやイベントへの参加 
レッドハットは、ブランド認知を高め、新しい顧客を獲得するために、業界向けの様々なイベント
やパートナーコンファレンスを定期的に開催しています。パートナーは、レッドハットソリューショ
ンのプレゼンテーション、オープンソースに関するディスカッションのホスト、レッドハットのソリ
ューションを補完する貴社ならではのサービスの紹介と、様々な役割で参加の機会を得ることが
できます。  

付録 1

メリットの説明



目次 
 � � � �  
に戻る

15

フィールド／チャネルアカウントマネージャー (CAM) のアサイン 
アドバンスド・パートナーとプレミア・パートナーは、レッドハットのインサイドまたはフィールドパ
ートナーマネージャーにアクセスできます。このマネージャーは、レッドハットにおける連絡窓口
の役割を果たし、パートナーとともに事業計画を立案し、パートナープログラムのメリットをパー
トナーが最大限に活用できるように支援します。

インサイドセールス・アカウントマネージャーのアサイン
すべてのパートナーは、レッドハットのインサイドセールス・アカウントマネージャーにアクセスで
きます。インサイドセールス・アカウントマネージャーは、レッドハットとの連絡窓口の役割を果た
し、重要顧客への販売機会に関してパートナーを支援し、パートナープログラムのメリットをパー
トナーが最大限に活用できるようにサポートします。  

パートナー通信
パートナー向けの月次通信によって、レッドハットからの最新情報を常に把握することができま
す。新製品、次期キャンペーン、レッドハットのリソース、成功事例などに関する重要な情報をお届
けします。   

営業上のメリット 
パートナープログラム・ウェルカムキット 
すべてのパートナーは、ウェルカムキットを受け取ります。さらに、アドバンスド・パートナーとプレ
ミア・パートナーは、レッドハットプログラムにおけるメンバーシップレベルを示すプレートを受け
取ります。

WEBサイト掲載／パートナーロケーター
redhat.comのパートナー検索機能を通じて、パートナー情報が公開されます。レッドハットパート
ナーとのビジネスを検討している潜在顧客が、所在地やその他の要素に基づいて検索を行うこと
ができます。プレミア・パートナーは、パートナー検索において優先的に表示されます。   

セールストレーニングへのアクセス

Red	Hat	Online	Partner	Enablement	Network（OPEN）から、レッドハット製品トレーニングの
詳細へアクセスできます。この一連のオンライントレーニングモジュールは、次の3つのロール別
に開発されています。セールス（すべてのパートナーが利用可）、セールスエンジニアおよびデリバ
リー（アドバンスドおよびプレミアビジネス・パートナーが利用可）。Red	Hat	OPENは、レッドハッ
トのテクノロジーに関する認定を提供します。   
• Red Hatセールスエンジニア・スペシャリスト:	技術販売支援、技術要件選定、競合対策、導入

阻害対応、価格設定、導入デモ、製品知識
• Red Hatデリバリー・スペシャリスト:	製品実装、アプリケーション開発、概念実証、ソリューシ

ョンアーキテクチャ構築

付録 1

メリットの説明



目次 
 � � � �  
に戻る

16

これらの専門的なロールへのトレーニングがオンラインで提供され、自分のペースで学習できます。
アドバンスド・パートナーおよびプレミア・パートナーは、OPEN	eLABトレーニングに参加すること
で、深く掘り下げた技術トレ―ニングの必要性に対応することができます。eLABトレーニングは、e
ラーニングとラボ演習の組み合わせであり、Red	Hatベースのソリューションを用いてインストール、
管理およびイノベーションを行う能力を要する技術者を徹底的に鍛えます。

OPEN	eLABクラスは、eラーニングに加えて、オンラインラボ環境もパートナーに提供されます。

RED HAT CONNECT FOR BUSINESS PARTNERS（http://partner.redhat.com）へのアクセス
Red	Hat	Connect	for	Business	Partnersは、オンライン・コンテンツリポジトリーおよびパートナー
シップ管理ツールです。Red	Hat	Connect	for	Business	Partnersには、レッドハット・パートナーコ
ミュニティのため一連のプログラムリソース、製品リソース、マーケティング・リソース、販売リソース
が数多く用意されています。Red	Hat	Connect	for	Business	Partnersは、レッドハットの製品提供、
マーケティングキャンペーンに関する情報の一次リソースとして使用することができます。また、Red	

Hat	Connect	for	Business	Partnersを利用することで、レッドハットと貴社のパートナー関係を管
理することができます。これによって、上位のメンバーシップレベルやスペシャライゼーションへの申
請および承認通知、レッドハットとのその他の重要なやりとりの円滑化が可能です。

製品ロードマップの更新 
アドバンスドレベルとプレミアレベルのパートナーは、年間を通じて定期的に開催されるレッドハッ
トの製品ロードマップに関するウェビナーに参加できます。

デモおよび試用版のサブスクリプション（NFR – 再販禁止）
プレミアおよびアドバンスド・パートナーは、トレーニング、テスト、および潜在顧客へのデモを目的
に、レッドハットソリューションの再販禁止のデモ用サブスクリプションを入手できます。再販禁止
のサブスクリプションは、レッドハット・パートナープログラムの特典として提供されるもので、社内
または社外の本番稼働環境で使用したり、他の関係者への再販はできません。    

リード情報
アドバンスド・パートナーとプレミア・パートナーは、レッドハットのリード提供ルールを満たしてい
る場合、案件リード情報を受け取る資格があります。   

レッドハット販売チームへのコンタクトおよび顧客への同行訪問
アドバンスド・パートナーとプレミア・パートナーは、事業計画立案プロセスの一環として、レッドハ
ットの営業チームと協力してエンゲージメントプランを作成することが推奨されます。詳細について
は、貴社担当のチャネルアカウントマネージャーまたはパートナーヘルプデスクにお問い合わせくだ
さい。 

付録 1
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ソリューション開発における協業
レッドハットは、弊社の事業に関連したソリューションを生み出しているアドバンスド・パートナー／
プレミア・パートナーと協力し、関連分野および市場がパートナーエコシステムに発展するように支
援します。   

専任のソリューションアーキテクトによるサポート
プレミアビジネス・パートナーには、レッドハットのソリューションアーキテクトが付き、プリセールス
のテクニカルサポートを行います。

顧客事例開発／パートナー展示・講演
アドバンスド・パートナーとプレミア・パートナーは、顧客事例の作成・紹介を行うことが許可されて
います。自社のマーケティング要件に基づいてカスタマイズもできます。 

ソリューション・クイックスタート資料へのアクセス
アドバンスド・パートナーとプレミア・パートナーは、ソリューション・クイックスタート資料にアクセ
スして、レッドハットが提供する最新のソリューションをタイムリーに活用することができます。

マーケティング上のメリット 

プログラムのロゴの使用 
パートナーは、レッドハットのポリシーおよび合意に従って、該当するパートナーシップレベルのRed	

Hatロゴを使用し、オープンソースの専門技術やレッドハットとの関係をマーケティング活動に利用
することができます。ロゴは、Red	Hat	Connect	for	Business	Partnersから、または貴社地域を担
当するパートナーヘルプデスクから入手できます。

認定ロゴ 
パートナーレベルおよび個人レベルのロゴについては、レッドハットのポリシーおよび契約に従って
使用が行われるように、OPENトレーニングセンターでセールス、セールスエンジニア、デリバリーの
スペシャライゼーションのコースを修了すると使用することができます。    

パートナー成功事例    
レッドハットの成功事例を共有できます。Red	Hat	Connect	for	Business	Partnersを通じて、成功
事例案を提出します。その後、レッドハットによって選定された案が、正式な成功事例として仕上げ
られます。レッドハットや当該パートナーは、様々な広報活動を通じてこれらの事例を販売促進に活
用することができます。アドバンスド・パートナーおよびプレミア・パートナーについては、Red	Hat	

Connect	for	Business	Partnersからの顧客リファレンス先の提出が毎年の要件になっています。

付録 1
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事例、ホワイトペーパー、製品資料 
パートナーは、レッドハットの外部向けWebサイトやRed	Hat	Connect	for	Business	Partnersか
ら、さまざまな関連資料を入手できます。

カスタマイズ可能なキャンペーン素材の支援 
認定資格パートナーは、製品およびマーケティング用のカスタマイズ可能な資料やテンプレート
にアクセスし、レッドハットのソリューションに的を絞ったプレゼンテーションやキャンペーンを作
成することができます。  

マーケットプランニング用リソース／支援    
パートナーは、市場開発／販売促進計画プログラムやマーケティング構想を立案するためのフレ
ームワークを含んだ各種リソースにアクセスして、共同事業を促進するとともに、目に見える形で
成果を生み出すことができます。 

専用のマーケティング窓口 
アドバンスド・パートナーおよびプレミア・パートナーは、チャネルマーケティング担当者にコンタ
クトすることができます。チャネルマーケティング担当者は、需要喚起のキャンペーン、イベント、
プログラムおよびマーケティング構想の企画を支援し、パートナー独自のビジネス目標の実現を
サポートします。

毎年のビジネスプランごとに市場開発ファンド（MDF）の利用が可能 
アドバンスド・パートナーおよびプレミア・パートナーは、毎年の事業計画立案および書面での合
意の一環として、市場開発ファンド（MDF）を請求することができます。ブランド認知を高め、リー
ドを生み出し、レッドハット製品の販売機会を増やすための活動資金です。

共同マーケティング活動
以下の共同マーケティング活動がMDFの対象となります。 
•	 デマンドジェネレーション活動
•	 トレーニング、ウェビナーおよびイネーブルメント活動
•	 技術開発プロジェクト
•	 レッドハット製品のデモを実施可能なラボまたはデモセンターの整備
•	 顧客への同行訪問
•	 顧客イベントの主催および協賛
•	 概念実証
•	 シニアマーケティング担当およびパートナーセールス担当との合意に従った、その他の活動ベー

スの構想 

付録 1
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パートナー・コミュニケーション
パートナーにフォーカスしたコミュニケーションによって、レッドハットからの最新情報を常に把握
することができます。新製品、キャンペーン、リソース、成功事例などに関する重要な情報をお届け
します。

技術上のメリット 

ナレッジベースへのアクセス 
Red	Hat	Connect	for	Business	Partnersからレッドハット・テクニカルライブラリーにアクセスし
て、製品に関する技術的な疑問への解答を検索できます。

WEBベースでのサポート（基本レベルのサポート）
すべてのパートナーは、標準営業時間中に、レッドハットの製品サポート適用範囲内で、Webによる
無制限サポートを利用できます。詳細については、www.redhat.com/support/policy/をご覧くだ
さい。   

電話でのサポート（標準レベルのサポート）  
アドバンスドビジネス・パートナーとプレミアビジネス・パートナーは、標準営業時間中に、Red	Hat

の製品サポート適用範囲内で、電話による無制限サポートを利用できます。詳細については、 
www.redhat.com/support/policy/をご覧ください。

セールス、セールスエンジニア、デリバリー向けのトレーニングおよびツールが利用可能
すべてのビジネスパートナーが、すべての分野のスペシャライゼーション全体にわたって、販売スキ
ルのオンライントレーニングにアクセスできます。このようなオンライン講座は、Red	Hat	Connect	

for	Business	PartnersのOPENを介して利用可能です。実習を重視するコースの場合は、オンライ
ン上でインストラクターにコンタクトを取ることができます。追加で研修コース受講を希望する場
合は、テクニカルライブラリーで利用可能です。

セールスエンジニア・スペシャリスト、デリバリー・スペシャリスト向けのトレーニングおよびツ 
ール
アドバンスド・パートナーおよびプレミア・パートナーは、レッドハットのすべての分野のスペシャラ
イゼーション・カテゴリー全体にわたるスキルのオンライントレーニングにアクセスできます。この
ようなオンライン講座は、Red	Hat	Connect	for	Business	PartnersのOPENを介して利用可能で
す。実習を重視するコースの場合は、オンライン上でインストラクターにコンタクトを取ることがで
きます。追加で研修コース受講を希望する場合、年間を通して随時受講できます。  
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パートナー向けデモシステム 
このデモシステムには登録が必要で、アドバンスド・パートナーおよびプレミア・パートナーのみが
利用可能です。このデモシステムは実習環境であり、パートナー企業は、弊社のさまざまな製品を
使用したライブ環境へのアクセスが可能です。これによって、本稼働ではない環境で、レッドハット
のソリューションの実行およびデモを行うことができます。 

パートナーが顧客の代理として問い合わせをサポート
パートナーは、顧客の代わりにレッドハットに問い合せを行う際に、カスタマーポータルから顧客
のアカウントで、レッドハットのテクニカルサポートに連絡をすることができます。この場合にパー
トナーには、顧客のアカウント番号と、レッドハットネットワークアカウントに対応付けられた有効
なログインが必要です。パートナーは追加のサポートを受けることはできませんが、顧客のエージ
ェントとしてログインすることができます。

技術セミナー、フォーラム、ネットワーク、ブログなどへの参加 
パートナーは、レッドハットが主催する技術セミナー、フォーラム、ネットワーク、ブログなどに参加
できます。

テクニカルライブラリー 
OPENを介して、パートナーは、レッドハット・パートナー・テクニカルライブラリーにアクセスでき
ます。このライブラリーは、リファレンス・アーキテクチャーからホワイトペーパー、ビデオまで多岐
にわたる、技術資料のリポジトリーで、すべてが追加のコンテンツおよびセールスツールにタグ付け
され、技術的な学習をサポートに利用可能です。 

ベータ版製品へのアクセス（またはベータプログラムへの参加）
アドバンスドレベルとプレミアレベルのパートナーは、特定のレッドハット製品のベータプログラム
に参加できます。
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レッドハット・パートナープログラムの申込書および企業プロフィールへの入力
レッドハット・パートナープログラム登録プロセスの一環として、Red	Hat	Connect	for	Business	

Partners（www.partner.redhat.com）の説明に従い、レッドハット・パートナープログラムの申込書
と企業プロフィールへの入力を完了する必要があります。

レッドハット・パートナープログラム契約の受諾
Red	Hatパートナープログラム登録プロセスの一環として、レッドハットパートナー契約の条項を 
承諾する必要があります。パートナー契約はRed	Hat	Connect	for	Business	Partners  
(www.partner.redhat.com) からオンラインで参照することができます。パートナーは、レッドハット
との提携関係全体にわたって、常にパートナー契約を遵守する必要があります。. 

年1回の再認定
アドバンスド・パートナーは、コア・スペシャライゼーションの範囲において必要な認定を獲得してい
る必要があります。プレミア・パートナーの場合は、主力スペシャライゼーション・カテゴリーに加え
て、同じ分野でもう1件のスペシャライゼーションの認定が必要です。

RED HAT認定セールス・スペシャリストの必要数
アドバンスド・パートナーは、Red	Hat認定セールス・スペシャリストを4人以上確保する必要があり
ます。プレミア・パートナーの場合は、任意の1スペシャライゼーションにおいてトレーニングを受け
たRed	Hat認定セールス・スペシャリストを5人以上確保する必要があります。プレミアビジネス・パ
ートナーレベル向けにパートナーが取得する、追加のスペシャライゼーションの種類によっては、さ
らに多くのセールス・スペシャリストが必要となります。

RED HAT認定セールスエンジニア・スペシャリストの必要数
担当スペシャリスト：プレミア・パートナーは、Red	Hat認定セールスエンジニア・スペシャリストを2

人以上確保する必要があります。 

RED HAT認定デリバリー・スペシャリストの必要数
プレミア・パートナーは、1件のコア・スペシャライゼーションに加えて、もう1件のスペシャライゼーシ
ョンにおいて、各分野のスペシャライゼーションにつき、2人以上のRed	Hat認定デリバリー・スペシ
ャリストを確保する必要があります。

マーケティングプログラムへの積極的な参加
アドバンスド・パートナーとプレミア・パートナーは、新規ビジネスチャンスを推進するために策定さ
れたマーケティングプログラムを含む、ビジネスプランを構築する必要があります。アドバンスド・パ
ートナーとプレミア・パートナーは、レッドハットのチャネルマーケティング担当者と連携し、適切な
キャンペーンを決定するとともに、パートナーとレッドハットの双方の目標に合致したマーケティン
グプランを策定する必要があります。 
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顧客成功事例の提出
顧客レファレンスも、レッドハット認定を獲得するための要件となります。パートナーが提出可能な
顧客リファレンス先数は、任意です。顧客1社につき複数のレファレンス先を提出することも可能で
すが、この場合、プロジェクトは別のものでなければなりません。パートナーと顧客の双方からの承
認および参加を得た後に、レッドハットは共同ブランドで顧客成功事例を作成します。これらの事
例は、レッドハットとパートナー双方が広報活動に使用できます。パートナーは、レッドハット指定の
フォームを提出する前に、顧客から承認を得る必要があります。成功事例についてのお問い合わせ
は、メールでcommunications@redhat.comにご連絡ください。

年間ビジネスプランへの承認
パートナーおよびレッドハットは、四半期ごとにビジネスの見直しを行います。この見直しで、合意に
達した目標およびコミットメントに対して、レッドハットと協業しているパートナーが大きく向上して
いるかどうかを判断します。目標やコミットメントに達しなかった場合は、パートナーおよびレッドハ
ットによる対応が必要となるか、または、レッドハット・パートナープログラムにおける妥当なレベル
にパートナーが降格となる場合があります。 

年間のレッドハット製品売上目標の達成
パートナーおよびレッドハットは、四半期ごとにビジネスのレビューを行います。この見直しで、レッ
ドハットと協業しているパートナーが合意に達した目標およびコミットメントに対して大きく向上して
いるかどうかを判断します。目標やコミットメントに達しなかった場合は、パートナーおよびレッドハ
ットによる対応が必要となるか、または、レッドハット・パートナープログラムにおける妥当なレベル
にパートナーが降格となる場合があります。 

新規ビジネス目標
アドバンスド・パートナーおよびプレミア・パートナーは、チャネルアカウントマネージャーと協業
し、新規ビジネス（既存の顧客を対象とする新規案件も可）に向けた計画および目標を共同で設定
します。提携を成功させる大きな鍵の1つは、登録案件および連携のための数々の合意を主な尺度と
した、パートナーとレッドハットによる新規ビジネスの育成です。 

エンゲージメントプラン
アドバンスド・パートナーおよびプレミア・パートナーは、レッドハットの営業部隊と共にエンゲージ
メントプランを作成し、チャネルアカウントマネージャーと協業して主要アカウントにおける新規ビ
ジネスチャンスに向けて取り組みます。  
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