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IDC の見解
仮想マシン（VM）市場に関する IDC の予測では、今日のワークロードの 80％以上が仮想化されると
いう。このように、仮想化はデータセンターの基盤になっていると言える。仮想化は成熟し広く普及
している一方で、今もなお進化を続けており、今後も長期に渡ってデータセンターで重要な役割を果
たすとみられる。サーバー統合によってその使用率を劇的に向上させ、サーバーのプロビジョニング
に要する時間の大幅短縮を実現させた従来の仮想化は、レガシーのワークロードに対応するために引
き続き存続する。一方で、仮想化はクラウドと次世代アプリケーションに対して新たな役割を果たそ
うとしている。ユーザー企業は、従来の仮想化管理を、自動化、オーケストレーション、セルフサー
ビスに重点を置いたプライベートクラウドアーキテクチャで補完し始めている。一方、パブリックク
ラウドについては、仮想化はほぼすべてのパブリッククラウドのインフラストラクチャ基盤として機
能している。次世代アプリケーションに関しては、多くのユーザー企業がコンテナとオペレーティン
グシステムレベルの仮想化テクノロジーを利用している。コンテナは、ほとんどの場合においてサー
バー仮想化テクノロジーと共に使用されている。サーバー仮想化テクノロジーは、ハードウェアのプ
ロビジョニングおよびマルチテナンシーの処理に優れており、コンテナはアプリケーションのための
パッケージとして機能する。このハイパーバイザーのユースケースの拡大によってハイパーバイザー
の配備と要件が変化し、マルチハイパーバイザーの導入が広がるにつれて、さらにその多様性が増し
ている。仮想化はソフトウェアスタックに完全に埋め込まれており、従来型ワークロードと次世代の
クラウドネイティブのワークロードの両方に対処し、データセンターの基盤的な構成要素であり続け
るとみられる。

概況
仮想化ほどエンタープライズ IT において急速に拡大したテクノロジーはない。統合によるコスト節
減は明白かつ速やかであった。仮想化の成熟に伴い、ユーザー企業では俊敏性に関する多くのメリッ
トも認識され始めた。仮想化は今やデータセンターにおいて主流かつデフォルトのサーバービルド
（構築手法）となっている。一方で、市場は仮想化の初期段階から大幅に進歩している。今日のユー
ザー企業がデータセンターに関して取り組むべき重要なテーマを以下に示す。


すべてがソフトウェアと API（Application Programming Interface）を使用して定義、管理できる
Software-Defined Datacenter の構築



オープンスタンダード、オープン API、さまざまな形態の抽象化によるインフラストラクチ
ャの標準化



低コスト、高パフォーマンス、高効率のデータセンターの実現に対する継続的な圧力



従来型アーキテクチャからクラウドネイティブアーキテクチャへの移行の管理（ユーザー企
業は、両世代のアプリケーションに対処できるスキルの活用とスタック構築の方法を見出す
必要がある）

世界市場において Software-Defined Datacenter、クラウド、そしてコンテナなどのクラウドネイティブ
アプリケーションテクノロジーに移行する中で、仮想化は引き続き基盤的な構成要素である。仮想化
はこれらの取り組みにおいて中核的なインフラストラクチャであり、またこれらのユースケースに適
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合するために進化している。オープンスタンダード、オープン API、オープンソース、そしてクラウ
ドのシステムソフトウェア、コンテナ、管理との主要な統合ポイントによって、この進化が牽引され
ている。

KVM ハイパーバイザー
KVM（Kernel-Based Virtual Machine：カーネルベースの仮想マシン）は、オープンソースハイパーバイ
ザーの中心的存在であり、これによって Linux は、Linux および Windows ベースの両方の仮想ゲストに
対する仮想化ホストとして機能する。Linux Foundation を中心に活動している KVM プロジェクトは、
Linux の中核的な要素である。KVM は以下のような複数の要因によって、IT における重要な位置を占
めるようになっている。


クラウドおよびコンテナに関連する動きの多くは、オープンソースに基づいている。KVM は
モダンインフラストラクチャの重要な構成要素であると同時にオープンソースでもあるた
め、これらのソリューションのコンポーネントとして使用されることは自然な成り行きと言
える。



KVM は、Docker、OpenStack、仮想化管理の oVirt などの主要なオープンソースプロジェクト
に対し、高度に統合されている。ハイパーバイザーが果たす役割は、これらの新しいオープ
ンなスタックの多くにますます組み込まれるようになっており、KVM との統合はエンドツー
エンドのソリューションを構築する上で重要である。



KVM は Linux が稼働するあらゆる場所で利用可能である。Linux は膨大な数のシステムやユー
スケースで使用されており、KVM はほぼすべての Linux のディストリビューションやビルド
で利用可能であるというベネフィットを持っている。



KVM は、オンプレミスのエンタープライズ仮想化、プライベートクラウド（OpenStack な
ど）、ハイパーコンバージドおよびその他のハードウェアシステム、パブリッククラウド、
そして通信ネットワークにおけるネットワーク機能仮想化（NFV）などを含め、長期に渡っ
て広範なユースケースにおいて使用され、実証されている。KVM の継続的な進化は、その完
成度、柔軟性、そして Linux を実行可能なすべてに対するほぼ普遍的な互換性を実証するも
のである。

マルチハイパーバイザーの導入拡大
IDC の仮想化市場調査のデータでは、ユーザー企業は長年に渡って複数のハイパーバイザーの導入を
受け入れている。ユーザーにおける主要な推進要因は低価格、そしてベンダーによる囲い込みと単一
のベンダーに対する過度の依存に対する懸念であった。しかし、今日においては、これは既存のサー
バー仮想化環境に単に新たなハイパーバイザーを追加するだけではない（それも行われていることは
確かであるが）。マルチハイパーバイザーの導入の多くは、従来型の仮想化以外の新たなスタックに
関連している。例を挙げると、OpenStack のプライベートクラウドは多くの場合、従来型仮想インフ
ラストラクチャと並行して立ち上げられている。レガシーアプリケーションは従来型仮想インフラス
トラクチャ上で維持される一方、OpenStack クラウドではよりモダンなアプリケーションが実行され
ている。OpenStack は大きく異なる管理パラダイムを使用しており、ほとんどの場合において KVM ハ
イパーバイザーに接続されている。KVM ハイパーバイザーは通常 OpenStack のディストリビューショ
ンに含まれており、OpenStack と高度に統合されている。同様に、ユーザー企業では仮想デスクトッ
プインフラストラクチャ（VDI）またはコンテナインフラストラクチャのために異なるハイパーバイ
ザーを利用することもできる。多くの点で、ハイパーバイザーはもはや単なるスタンドアロン製品で
はない。ハイパーバイザーは、広範なソリューションスタックに急速に組み込まれつつある。
仮想化市場に関する IDC の最新の調査では、「マルチ」ハイパーバイザーに向かう兆候が示されてい
る。2016 年の IDC 調査では、26％のユーザー企業がすでに複数のハイパーバイザープラットフォーム
を導入しており、さらに 23％が将来において導入する予定であることが示されている。これは、市場
のほぼ半分が将来においてマルチハイパーバイザー対応になるということを意味している。
複数のハイパーバイザーを使用しているユーザー企業は依然としていくつかの課題に直面している。
多くの場合において、ユーザー企業は新たなワークロードを配備するために新たなハイパーバイザー
を使用し、最初の段階からワークロードの最適化とテストを行っている。既存のハイパーバイザーか
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らの移行は困難である。最初に、仮想マシンを別の形式に変換する必要があり、ドライバーやエージ
ェントなど VM のコンテンツも修正する必要がある。多くの場合、ハイパーバイザーの特性が異なる
か、ハイパーバイザーの下層のストレージまたはネットワーキングサブシステムが異なる可能性があ
るため、VM の再テストと変更の必要がある。これをサポートするツールも存在するが、ユーザー企
業では各々のワークロードを評価し、必要とされる時間と労力を判断しなければならない。

クラウドと仮想化
企業ではクラウド（ホストされているパブリッククラウドとオンプレミスのプライベートクラウドの
両方を含む）の導入が進んでいるが、これは以下のようにテクノロジーを超えた多方面に影響のある
大規模な移行である。


企業は信頼性、セキュリティ、パフォーマンスと俊敏性の間でバランスを取っている。



IT スタッフは既存のノンクラウドインフラストラクチャの管理と同時に、クラウドに成長す
るための適切なリソース、ツールセット、スキルを構築する必要がある。クラウドは文化的
なマインドセットのシフトであり、チームの共同作業の方法を変化させ、従来型のプロセ
ス、ワークフロー、タイムラインに重大な影響を及ぼしている。



ユーザー企業では、データセンター内における新たな独立したテクノロジーサイロの構築の
回避が望まれている。これによって、ユーザー企業は、既存環境と新たな環境を統合できる
ツールや、ベンダー固有の機能を持ちつつも、他のベンダーやクラウドプロバイダーの環境
も包含できるツールを使うことで、新旧環境の統合の改善を検討している。



クラウドによって、従来型の仮想スタック（旧インフラストラクチャ）とクラウドスタック
（新インフラストラクチャ）の間でのコンポーネントの共有が可能になる。たとえば、標準
化された SDN（Software-Defined Networks）システムを通じた両方のスタックの接続や、両方
のスタックに渡るハイパーバイザーの標準化が可能である。



オープンスタンダードとオープン API によって現在の統合が容易になり、さらに将来の統合
のための柔軟性が向上する。

仮想化は、クラウドにおいて重要な役割を果たしており、コンピューティングの中核的コンポーネン
トとして機能すると共に、ハイパーバイザーおよびその管理と統合されている。仮想化は、ほぼすべ
てのプライベートクラウドと IaaS（Infrastructure as a Service）のパブリッククラウドにおける中核であ
り続けている。
重要なクラウドプラットフォームの一例は OpenStack であり、これは統合された IaaS クラウドを提供
すると共に、パブリッククラウド、プライベートクラウド、そして通信ネットワークの NFV におい
て使用されている。OpenStack の最大のプロジェクトの一つに Nova があり、これはハイパーバイザー
を通じて SDC（Software-Defined Compute）のオーケストレーションを行うものである。Nova には多く
のハイパーバイザー用のドライバーが含まれているが、KVM は OpenStack の非公式の標準として存在
感を増している。OpenStack の最高レベルのコンピューティング機能は KVM との組み合せの場合であ
る。この組み合せで最も多くの文書化とテストが行われており、そして KVM は Linux の一部であ
る。この結果として、KVM は OpenStack 向けのハイパーバイザーの主流になっている。

Red Hat Virtualization
レッドハットは KVM の開発を促進する中心的な存在であり、Red Hat Virtualization によって KVM の
商用バージョンを販売している。Linux およびオープンソースに対するレッドハットの影響力と、多
くのオープンソースプロジェクトの商業化に成功してきた同社の長い歴史によって、KVM はオープ
ンな仮想化プラットフォームとして急速に勢いを増している。
Red Hat Virtualization の中核的製品は、Red Hat Enterprise Linux の最適化バージョンの一部である KVM
ハイパーバイザーのエンタープライズ向けの実装である。また、オープンソースの oVirt プロジェク
トに基づく仮想化管理も含まれている。これは、Red Hat JBoss Middleware の Java アプリケーションで
あり、これによって Linux と Java の完全なオープンソースのスタック上で実行可能となっている。
Red Hat Virtualization の最新リリースの新たな主要機能には以下のものがある。

©2017 IDC

#US42903817

3



コンテナゲストエージェントを通じた Red Hat Enterprise Linux Atomic Host のサポート。これ
によってユーザーは KVM 上で実行されているコンテナのインベントリーを行うことが可能
となり、ハイパーバイザー上で実行されているコンテナに対する洞察が提供される



Red Hat Enterprise Linux 7 および Red Hat JBoss EAP 7 から組み込まれた新たな機能



書き込み可能なインストーラーイメージによる配備とカスタマイズの柔軟性の向上



VMware vSphere からワンクリックでの移行を可能とする V2V（仮想マシンから仮想マシン）
変換ツール（V2V 機能は CloudForms と統合されており、これによって V2V プロセスのよりい
っそうの自動化が可能となっている）



仮想インフラストラクチャを可視化するモニタリングのためのダッシュボード表示を備えた
GUI（Graphical User Interface）



レッドハットのツールとカスタム開発のツールの両方の使用を可能とする完全な REST API 対
応



OpenStack Neutron ネットワーキングと Glance ストレージサービスとの統合とそれらのサポー
ト。Ansible by Red Hat との統合による構成とアップデートの自動化の強化



新たなストレージプールマネージャーによる高度なストレージパフォーマンスとスケーラビ
リティ、ストレージ効率の向上。ストレッチマルチサイトクラスターのサポートを含む高度
な高可用性

Red Hat Virtualization のライセンスモデル
すべてのレッドハット製品と同様に、Red Hat Virtualization はサブスクリプションモデルを通じて提供
される。これには、ソフトウェアへのアクセス、サポート、パッチ、コミュニティへの参加が含まれ
ている。単体での Red Hat Virtualization サブスクリプションは、マネージャとハイパーバイザーで構成
されたシングルエディションであり、ライブ移行、高可用性、ユーザーポータル、レポートなど、ビ
ルトインのすべての中核的なエンタープライズ仮想化機能が含まれている。また、Red Hat
Virtualization は今や、OpenStack のプライベートクラウド、コンテナ、および PaaS（Platform as a
Service）ソリューションを含む分野における、広範なレッドハットのバンドルおよびスイート製品の
重要な一部となっている。

レッドハットスタック全体に渡る Red Hat Virtualization との統合
Red Hat Virtualization は単なる仮想化ソフトウェアのパッケージという位置付けを大幅に超えている。
これは広範なレッドハットのクラウドスタックの基盤となるものであり、レッドハットのポートフォ
リオに深く統合されている。


Red Hat Virtualization は、レッドハットの次世代クラウドテクノロジーにおけるコンピューテ
ィングの基盤である。Red Hat OpenStack Platform および Red Hat OpenShift Container Platform
は、Red Hat Virtualization と高度に統合されており、Red Hat Virtualization を SDC の最下位層で
使用している。



Red Hat Virtualization は本質的に Red Hat Enterprise Linux の仮想化専用に設計された、高度に最
適化されカスタマイズされたバージョンである。これによって Red Hat Virtualization は既存の
Red Hat Enterprise Linux ユーザーには親和性が高いものとなっており、コンテナや OpenStack
へのパスを容易にするものである。Red Hat Virtualization はレッドハットの管理ポートフォリ
オに統合されている。管理ポートフォリオでは Ansible by Red Hat および Red Hat CloudForms
が Red Hat Virtualization の自動化と管理、そして Red Hat Virtualization 上に構築されたプラット
フォーム（OpenShift や OpenStack など）の管理と自動化に使用できる主要製品となってい
る。

Red Hat Virtualization によって、レッドハットは企業が従来型の仮想化から、コンテナ、コンテナのオ
ーケストレーションプラットフォーム、プライベートクラウド、自動化、ハイブリッドクラウド管理
に進むことをサポートできる他に例のない地位にある。レッドハットのすべてのスタックはオープン
ソースではあるが、それらはすべて Red Hat Virtualization で統合され、一体としてテストされ、単一ベ
ンダーによってサポートされている。
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レッドハットとマイクロソフトの相互運用性
KVM は Linux ベースの仮想化ソリューションであるが、Windows はファーストクラスのゲストとして
扱われている。レッドハットとマイクロソフトは相互運用性およびサポート契約を締結しており、こ
れによってユーザー企業は両社のサポートを受けながら 2 つのソリューションを組み合わせて使用で
きる。
Red Hat Virtualization 環境においては、Windows VM は vCPU の数や vRAM の量に対して、Linux VM と
同一の完全なスケーラビリティ機能を利用できる。これに加えて、レッドハットでは Red Hat
Virtualization のための Windows のドライバーを提供しており、Windows Update サービスによって容易
に利用できる。レッドハットは、マイクロソフトの Server Virtualization Validation Program（SVVP）の
認定を取得している。これは、Windows およびマイクロソフトのすべてのソフトウェアについて Red
Hat Virtualization で検証され、対応することを意味している。
さらに、レッドハットは、Hyper-V 上での Red Hat Enterprise Linux およびレッドハットのすべてのソフ
トウェアを認定している。Red Hat Enterprise Linux 6.4 以降のバージョンには Microsoft Hyper-V Linux ド
ライバーが含まれており、これは最近、アップストリームの Linux コミュニティで承認されている。
これらのドライバーによって、Red Hat Enterprise Linux が Microsoft Hyper-V 上でゲストとして実行され
る際の全体的なパフォーマンスが向上する。Hyper-V 準仮想化ドライバーのインストールサポートに
よって、これらの環境におけるゲストとしての Red Hat Enterprise Linux の容易な配備が可能になって
いる。
レッドハットとマイクロソフトのコラボレーションは、単なる仮想化のサポートの枠組みを大幅に超
えるものである。両社は、エンジニアリングのコラボレーション、認定、そして Azure、.NET、管理
を含む数多くの分野に渡る共同サポートを含む、広範な企業レベルでのパートナーシップを締結して
いる。

将来の展望

コンテナと仮想化
コンテナは今日の IT 業界で最も注目を浴びているトレンドの一つである。これらはオペレーティン
グシステムの仮想化の一形態であり、これらによってアプリケーションコードの迅速かつ効率的なパ
ッケージ化と実行が可能になる。ただし、コンテナは仮想化に取って代わるものではなく、仮想化と
共に動作するものである。コンテナ市場に関する IDC の最近の調査では、今日のコンテナの 80％以
上がハイパーバイザー上で仮想化されて実行されている。ハイパーバイザーによって、コンテナに以
下のような重要な機能が提供される。


ハイパーバイザーはコンテナよりもはるかに強力な隔離を提供する。これはパブリッククラ
ウドにおいて特に重要である。パブリッククラウドでは異なるテナントがコンテナ境界のみ
によって隔離されることはあり得ない。企業内においても、隔離のためにハイパーバイザー
を使用すべき理由が数多く存在する。異なるビジネスユニットまたはワークロードではポリ
シーまたは規制要件が異なる場合があり、これらのケースにおいてはハイパーバイザーによ
って追加的に隔離を実現できる。ハイパーバイザーは、ハードウェアのプロビジョニングに
おける標準であり、このタスクのために極めて完成度の高いツールが存在する。そして、ハ
イパーバイザーはほぼすべての企業ですでに配備されている。ハイパーバイザーはハードウ
ェアリソースの制御に優れている。コンテナは VM 内でのオペレーティングシステムのさら
に細分化されたプロビジョニングである。したがって両者は、異なるレイヤーで必要とされ
るプロビジョニングを提供する。



今後多くの企業では、VM とコンテナの混合モードが実行されるようになるとみられる。ハ
イパーバイザーとコンテナを切り離すことは管理と統合の両方の観点から望ましいものでは
ない。

ハイパーバイザーは引き続きコンテナと組み合わせて最適化され、統合が進められる。業界はそれに
取り組み始めたところであり、今後はさらに多くのイノベーションが予測される。IDC では、ほとん
どのコンテナが引き続きハイパーバイザー上で稼働すると考えているが、これはハイパーバイザー市
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場のダイナミクスが影響を受けないという意味ではない。コンテナスタックに埋め込まれた部分とし
てのハイパーバイザーは今日、従来の VM とは大きく異なる役割を果たしている。コンテナスタック
内ではハイパーバイザーの要件と価値の多くが変化し、これによって現在の仮想化市場の売上高とシ
ェアが変わる可能性がある。

オープンソースの新たな役割
モダンなクラウドインフラストラクチャとアプリケーションにおける重要なインフルエンサーの一つ
がオープンソースである。1990 年代に Linux とオープンソースが最初に始まった時、オープンソース
の重要な目的として、本番環境で実行可能な品質のソフトウェアを生み出すために持続的かつ正当な
ソフトウェア開発のモデルであるということを証明することにあった。プロジェクトの大部分は、オ
ペレーティングシステムや Web サーバーアプリケーションなど既存のベンダー製品のオープンソース
バージョンを提供することに焦点を合わせていた。
今日、オープンソースの状況は劇的に変化している。オープンソースは十分に実証され、広く受け入
れられているソフトウェア開発モデルであり、多くのプロジェクトが成功し、広範に利用されてい
る。今日ではほぼすべてのソフトウェアベンダーが何らかの形でオープンソースに関与しており、有
力な独自ソフトウェアベンダーの多くが今やオープンソースを受け入れている。クラウド、コンテ
ナ、アジャイル、DevOps の時代において、オープンソースはイノベーションの最前線にある。市場
の一部領域では、オープンソースが主流モデルであり、参入ための必要要件となっている。
オープンソースプロジェクトとクラウドネイティブの概念の多くは、革新的なパブリッククラウドプ
ロバイダーおよびデジタル、Web、SaaS（Software as a Service）のハイテク企業によって頻繁に用いら
れている。これらの企業は、先駆者および業界全体の実験場として機能している。企業はこれらのア
ーキテクチャ、そしてインフラストラクチャとアプリケーションへのこうしたアプローチを参考に
し、それらをエンタープライズフレームワークに適合させる方法を模索している。成功の鍵は単なる
オープンソースではなく、オープンスタンダードとオープン API にある。これらは、オープンソース
と共に普及しており、ポータビリティ、統合、相互運用性にとって不可欠である。仮想化に関しては
オープンソースのハイパーバイザーは、従来型および次世代のインフラストラクチャとアプリケーシ
ョンの間のギャップを乗り越えることのできる共通の統合要素になり得る。

機会と課題

課題


Linux のインストールベースを超えた拡大：ユーザー企業は Red Hat Virtualization が Linux の
みのソリューションであるという認識を持っているため（Windows に対する十分なサポート
にもかかわらず）、KVM の Linux との密接な連携性が一定の課題となる。レッドハットで
は、非 Linux ユーザー企業が利用できるように Red Hat Virtualization のパッケージングを行っ
ているが、Linux に精通していないユーザー企業は、そのスキルや知識の欠如を理由に Red
Hat Virtualization の取り組みに躊躇する可能性がある。



ハイパーバイザー分野での競争：ヴイエムウェアやマイクロソフトなどの大規模で強力なベ
ンダーが市場の主導権を争う中で、特に従来型の仮想化の配備におけるハイパーバイザー間
の競争は現在も引き続き熾烈を極めている。オープンソースのハイパーバイザーがその市場
に浸透するのは非常に困難であったが、クラウドおよびコンテナにおける新たな機会が、市
場での基盤とシェアを構築する新たな方策となっている。



エコシステムおよび ISV（独立系ソフトウェアベンダー）によるサポートと認定の構築：エ
コシステムはあらゆるシステムプラットフォームに価値を付加する上で不可欠であり、市場
での成功のための梃子である。Red Hat Virtualization はパートナーの関心を巡って他のハイパ
ーバイザーやプラットフォームと競合関係にある。大多数のベンダーには実際的なリソース
の制約があることを考慮すると、Red Hat Virtualization が優先リストに入るための工夫が必要
である。
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機会


クラウド、Web、通信事業者：サービスプロバイダーがカスタマイズ可能なコードと低コス
トを選好したことによって、オープンソースはクラウドにおいて早期に大きな成功を収め
た。これは、商用オープンソースベンダーに機会を開くものであるが、オープンソースソフ
トウェアに基づくソリューションに関して、これらのサービスプロバイダーを有料のサブス
クリプションサポートサービスに移行させることは歴史的に困難なことであった。



Linux の対象範囲：KVM ハイパーバイザーは Linux にとってなくてはならないものであるた
め、Linux のあるあらゆる場所に存在する。Linux ユーザーは最終的には、KVM 仮想化サービ
スが常に利用可能であると期待するようになるとみられる。Linux の幅広く多様な流通モデル
によって KVM は広く普及するとみられるが、Linux ベンダーにはユーザーがそれを受け入
れ、それに対する支払いを行うようにするという課題がある。Fedora と Red Hat Enterprise
Linux によって商業的な Linux の拡大と同様に、Red Hat Virtualization と oVirt によって商業的に
サポートされるオープンソースの仮想化管理の導入の拡大が予測される。



クラウドネイティブアプリケーションのための新たな配備モデルとスタック：OpenStack、コ
ンテナで使用されるハイパーバイザー、KVM、オープンソースなどのテクノロジーは、これ
らのエコシステムで強く選好されている。従来型の仮想化は非常に成熟した市場であるが、
新たに浮上しているクラウドスタックのニーズと経済的条件は大きく異なっており、KVM と
Red Hat Virtualization はすでにこれらの市場で重要な地位を築いている。



オープンソースクラウドとコンテナ：オープンソースは今まで以上に受け入れられている。
Red Hat Virtualization と KVM は拡大するオープンソースとの親和性の波に乗って、他のオープ
ンソース製品と共に勢いが強まる可能性がある。

結論
クラウドの時代においてインフラストラクチャに多くの変化が起こる中で、仮想化は依然として過去
および将来両方のインフラストラクチャの基礎である。仮想化には次世代インフラストラクチャの下
で今までと異なる新たな役割が見出されており、従来の膨大なインフラストラクチャの基礎を維持し
つつ、プライベートクラウドとパブリッククラウド、コンテナなどの新たなコンピューティングモデ
ルをサポートしている。クラウドが普及する現代において、オープンソースもますます影響力のある
役割を果たすようになっている。今日のユーザー企業の多くではオープンソースはイノベーションで
あるとみられており、新しい機能だけでなく、データセンターをオープンに統合し標準化できる能力
のためにオープンソーススタックが求められている。
Red Hat Virtualization は、オープンソースプロジェクトである KVM と oVirt を基盤として構築された成
熟したオープン仮想化プラットフォームである。レッドハットは Linux やその他のオープンソースソ
フトウェアを商用化してきた歴史によって、KVM を企業にもたらすリーダー企業となる地位にあ
る。Red Hat Virtualization は堅牢なスタンドアロンの仮想化製品であるが、レッドハットでは Red Hat
Virtualization を従来のスタックとクラウドスタックの両方に渡る共通の基盤として位置付けている。
OpenStack であるか、コンテナであるか、あるいは OpenShift であるかに関わらず、Red Hat
Virtualization はこれらのプラットフォームをサポートしており、Ansible by Red Hat や Red Hat
CloudForms などの共通の管理テクノロジーを通じて高度に統合されている。エンタープライズオープ
ンソースにおける信頼できるベンダーであるレッドハットは、従来型シナリオおよびクラウドシナリ
オの両方に渡る、完全にサポート、テスト、統合されたスタックにおけるオープンソースのイノベー
ションを提供できる有利な地位にある。
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