
コストと複雑さを軽減しながら 
アプリケーション開発を加速する

マネージド・クラウドサービスによる 
IT のモダナイズ
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マネージド・クラウド
サービスに移行する 

現代のビジネス環境で競争力を維持するには、革新的なソフトウェア・ 
アプリケーションが不可欠です。
 アジリティ、スピード、柔軟性を向上させるために、組織はクラウドに移行し、クラウドネイ
ティブ開発を導入しています。

 IDC の調査によると、世界中の組織の 97% が、オンプレミスのリソースと 1 つ以上のパブ
リッククラウド・プラットフォームにまたがってクラウドネイティブ・アプリケーションをサポー
トする、ハイブリッドおよびマルチクラウド・インフラストラクチャを利用したいと考えていま
す。1

 クラウドネイティブ開発は、任意のクラウド上でアプリケーションをより安全に構築および
実行するための柔軟性とアジリティを提供し、継続的なテスト、統合、提供、および監視に関
するよく知られた開発のベストプラクティスをサポートします。

しかし、クラウドへの移行は新しい課題ももたらします。
 あらゆるクラウド環境におけるソフトウェア・アプリケーションの管理、監視、保守を可能
にするには、新しいスキル、プロセス、リソースが必要です。

 IT チームは、重要な業務に関連するあらゆる機能を複数の環境で稼働させ、 24 時間年
中無休で提供しなければならないというプレッシャーに常にさらされています。そのため、管
理を単純化し、ビジネス成果を向上させるソリューションを継続的に提供するための柔軟性、
利便性、および選択肢が必要です。

マネージド・クラウドサービスは、組織のスピードと効率を高める
のに役立ちます

多くの組織は、次の目的でマネージド・クラウドサービスへの移行を検討しています。

 マネージド・クラウドサービスにより、インフラストラクチャの設置、構成、保守、および管
理にリソースを割り当てる必要がなくなります。代わりに、その貴重なリソースを、戦略的なビ
ジネスアプリケーションの構築に集中させることができます。

 適切なクラウド管理戦略は、クラウドネイティブ開発プラットフォームを使用して、パブリッ
ククラウド、プライベートクラウド、またはハイブリッドクラウドで、差別化された革新的なア
プリケーションを作成および実行するのに役立ちます。

71%
効果的なアプリケーションの 
パフォーマンスとビジネス 
運用を実現するためには、 
複数のクラウド環境を 
またいで一貫性のある管理と
自動化を行える必要があると 
認識している組織の割合。1

 • 市場投入時間を短縮 

 • コアコンピタンスに集中

 • IT リソースへの依存と使用を削減

 • クラウドネイティブ開発への 
アプローチをモダナイズ

 • 全体的なコスト削減

はじめに

1  IDC Technology Spotlight (Red Hat 後援)、「効果的なマルチクラスタ Kubernetes 管理が、デジタルビジネスを成功に導く」、 
IDC、#US47479221、2021 年 2 月。

https://www.redhat.com/ja/solutions/cloud-native-development#why
https://www.redhat.com/ja/resources/advanced-cluster-management-analyst-paper?source=resourcelisting&search=kubernete+operators&f%5B0%5D=taxonomy_resource_type_tid%3A7311
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クラウド管理戦略を
確立する

クラウドネイティブ開発を最大限に活用するために、組織の重要な側面に 
ついて IT リーダーが検討するべき考慮事項があります。
 組織がクラウドやクラウドネイティブ開発に移行していくにあたり、セキュリティとコンプラ
イアンスに関する懸念、運用と IT の複雑さ、現在のスタッフのスキルといった事柄に対処する
ことは重要です。これらの領域について検討することが、クラウド・インフラストラクチャのセ
キュリティの管理、保守、アップグレード、および提供に充てる専門知識と時間は十分にある
か、また、マネージド・クラウドサービスが自社にとって優れた選択肢になりうるかを判断する
ための助けになります。

 現在、市場ではクラウドの導入が主流であり、組織が先進的なコンテナベースのアプリ
ケーションを採用するのに伴って Kubernetes の導入も同様に増えています。Qualtrics の調
査によると、変化する顧客のニーズに対応するためのクラウド戦略の一環として Kubernetes 
を導入しているか、導入を計画している組織は全体の 76% に上ります。2

 コンテナ・テクノロジーの導入は急速に増加していますが、多くの組織はその効果的な管
理と保護に苦慮しています。IDC のアンケートで、アプリケーションのライフサイクル全体で
コンテナを管理し、最大限に活用するために最適化された、または十分に練った戦略を策定
したと回答した組織はわずか 15% でした。1

 図 1 は、コンテナと Kubernetes を導入した結果、組織が直面している課題と、組織がマ
ネージド・クラウドサービス・ソリューションを検討している理由を示しています。

 フルサポート、可観測性の向上、人材の活用を目的として、多くの組織がマネージド・クラウ
ドサービス (マネージド Kubernetes を含む) に目を向けるようになっています。3 

 クラウドへの移行は複雑になる可能性があります。しかし、適切なクラウド管理戦略を取れ
ば単純化できます。

こちらのチェックリスト 
では、ハイブリッドクラウド
導入の計画にあたって検討
するべき 6 つの考慮事項 
について説明しています。

チェックリストをダウンロードする

クラウドのコスト管理/ワークロード
評価機能の必要性の高まり

従来のパッチ適用および構成の自動化
戦略の置き換え

セキュリティ/変更管理 
およびコンプライアンスの課題
より優れたパフォーマンスと 

分析ツールが必要
パブリッククラウド管理サービスの 

利用拡大
コンテナと VM を一緒に管理する 

必要がある

新しい人材/管理スキルが必要

42

40
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33

32

42

図 1：コンテナと Kubernetes の使用に起因するクラウド管理の主な課題 1

(回答者全体に対する割合 (%))
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1  IDC Technology Spotlight (Red Hat 後援)、「効果的なマルチクラスタ Kubernetes 管理が、デジタルビジネスを成功に導く」、 
IDC、#US47479221、2021 年 2 月。

2 2021 年クラウドネイティブ開発に関するアンケート、2020 年 12 月 23 日から 2021 年 1 月 9 日にかけて Red Hat と Qualtrics が実施。
3 451 Research Pathfinder Report (Red Hat による委託調査)、「クラウドネイティブ：クラウドにおけるミッションクリティカルなアプリケーションの実現要因」、

2020 年 11 月。

https://www.redhat.com/ja/engage/hybrid-cloud-destination-s-202004160916
https://www.redhat.com/ja/resources/advanced-cluster-management-analyst-paper?source=resourcelisting&search=kubernete+operators&f%5B0%5D=taxonomy_resource_type_tid%3A7311
https://www.redhat.com/ja/resources/cloud-native-analyst-paper
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クラウド管理を単純化し、
開発者の効率を向上させる

組織がオンプレミスと複数のクラウドに Kubernetes をデプロイしていること 
を考えると、複雑さを軽減し、一貫性を高めるためにマネージド・クラウド 
サービスを利用するのは理にかなっています。2 

 開発者は、急速に変化し、ますます複雑化する開発環境に対応しなければならないとい
う絶え間ないプレッシャーにさらされています。マネージド・クラウドサービスはホスト型ソ
リューションであり、これを利用することで、優秀な人材がインフラストラクチャの管理と保
守に追われて開発に専念できないという状況を回避できます。

 組織は、人材を呼び込み、雇用し、訓練し、維持するという負担から解放されたいと考え
ています。

ソフトウェア開発に対するエンドツーエンドのサポートでチームの
効率が向上
インフラストラクチャ管理の負担がなくなると、IT 組織全体が次のような点で
メリットを得ることができます。

アプリケーション開発の迅速化 

 フルマネージドのクラウドサービスを利用
すれば、チームは即座に開発に着手し、マイ
クロサービスベースのアプリケーションを継
続的に進化させて変化に対応し、先進的な
テクノロジーを迅速かつ容易に導入できま
す。

 

IT リソースへの依存と使用を削減 

 マネージド・クラウドサービスならホス
ト、管理、保守を任せられるので、開発チー
ムはインフラストラクチャの専門知識に投
資する必要がなくなり、コアコンピタンスに
集中できるようになります。

クラウドネイティブ開発への先進的な 
アプローチ 

 理想的なマネージド・クラウドサービス
は、新しいアプリケーションの構築と既存シ
ステムのモダナイズを容易にするコンテナ
ネイティブ・アプリケーションの構築に対す
るオープンなアプローチをサポートします。

02

2 2021 年クラウドネイティブ開発に関するアンケート、2020 年 12 月 23 日から 2021 年 1 月 9 日にかけて Red Hat と Qualtrics が実施。
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適切なマネージド・ 
クラウドサービス・ 
プロバイダーを選択する

マネージド Kubernetes サービスは、コンテナデプロイの継続的な運用と 
サポートを提供します。

 マネージド・クラウドサービスは、Kubernetes のデプロイを単純化し、運用上のオーバー
ヘッドと複雑性を軽減するのに役立ちます。これにより、開発者と IT 組織はエンタープライ
ズグレードの Kubernetes アプリケーションの開発とデプロイを迅速に行えます。

 適切なマネージド・クラウドサービス・プロバイダーを選択する際に注目すべき重要な機能
には、次のようなものがあります。

アプリケーション提供と DevOps を 
加速できる 

 クラウドへの移行により、チームのサー
ビス提供が迅速化し、マネージド・クラウド
サービスによって、インフラストラクチャの
保守に必要なスキルの導入、設定、開発が
不要になります。

クラウドサービス統合を単純化できる

 ハイブリッド環境とマルチクラウド環境
間でアセットを統合する必要があるため、
運用の複雑さが増しています。パブリックク
ラウドとプライベートクラウドで開発とデプ
ロイメントが一貫していれば、ハイブリッド
環境とマルチクラウド環境での戦略的なビ
ジネスアプリケーションの構築が容易にな
ります。

AI/ML をインテリジェントな 
アプリケーションで稼働できる

 人工知能と機械学習 (AI/ML) をアプリ
ケーションに組み込み、自動化されたデー
タパイプラインを作成するのに役立つサー
ビスを使用して、貴重なビジネスデータに
よって競争上の優位性を獲得することがで
きます。

任意のクラウド向けに構築できる 

 適切なマネージド・クラウドサービス・ソ
リューションは、既存の IT インフラストラク
チャとプロセスの現状に対処しながら、進
化するビジネス要求に対応できる柔軟なプ
ラットフォームとアプリケーションを構築す
るための専門知識を提供します。

あらゆる場所でアプリケーションを実行
および管理できる

 開発者と基幹業務のリーダーは、最新の
テクノロジーを利用し、さまざまなクラウド
やデータセンターのフットプリントで実行し
たいと考えています。Red Hat のマネージ
ド・クラウドサービスは、スタック全体とす
べての主要なクラウドで一貫したエクスペリ
エンスとツールを提供できます。

03

Red Hat は、Amazon Web 
Services (AWS)、Microsoft 
Azure、IBM Cloud で 
ネイティブのマネージド 
サービスをそれぞれ共同提供 
しているのに加え、Google 
Cloud Platform (GCP) でも 
マネージド・クラウド 
サービスを提供しており、 
パブリッククラウドと 
プライベートクラウドでの 
一貫性とシンプルな運用を 
実現します。

https://www.openshift.com/learn/topics/managed-services
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Red Hat のマネージド・ 
クラウドサービスでクラウド・ 
コンピューティングを 
モダナイズする 

戦略的なビジネスアプリケーションのシームレスな構築とデプロイを 
実現しましょう。
 Red Hat は、ハイブリッドクラウド環境でクラウドネイティブ・アプリケーションを構
築するための統合プラットフォームを提供します。Red Hat® OpenShift® を使用すると、
Kubernetes を中心とした包括的なコンテナ・プラットフォームを構築でき、開発者エクスペリ
エンスを効率化するインフラストラクチャ・ツールと運用ツールの両方が得られます。

 Red Hat OpenShift は、AWS のマネージド・クラウドサービスとして、次のようなさまざま
なデプロイメントオプションで利用できます。

Red Hat OpenShift Dedicated
Red Hat が運用とサポートを行うフルマネージドサービスです。24 
時間年中無休のサイト信頼性エンジニア (SRE) によるプレミアム
サポートと 99.95% のサービス品質保証が提供されます。

Red Hat OpenShift Service on AWS
AWS 上でネイティブに動作するフルマネージドの Red Hat 
OpenShift サービスにより、AWS パブリッククラウドで 
Kubernetes アプリケーションを迅速に構築、デプロイ、管理する
ためのスピードとアジリティが得られます。AWS コンソールからオ
ンデマンドでアクセスできます。

04

https://www.redhat.com/ja/resources/openshift-managed-services-cost-savings-brief
https://www.openshift.com/products/dedicated/
https://www.openshift.com/products/amazon-openshift/
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クラウドの可能性を 
最大限に活用 

 開発者の生産性を犠牲にすることなく、ハ
イブリッド環境全体でクラウドネイティブ・
アプリケーションの構築、デプロイ、管理、
およびスケーリングを行いたいと考える組織
にとっては、マネージド・クラウドサービスが
適切な選択になり得ます。

 Red Hat のマネージド・クラウドサービ
スは、アプリケーション、データ、プラッ
トフォームのマネージド型のクラウドサー
ビスを、フルスタックの管理および主要な 
Kubernetes プラットフォーム上のハイブ
リッドクラウド環境全体で最適化された
ユーザーエクスペリエンスとともに提供して
います。4

 Red Hat は、AWS などの主要なクラウド
プロバイダーと連携し、専門家が厳選した一
貫性のある生産的な開発環境をハイブリッ
ドクラウド全体で利用できるようにして、最
適化された開発者ファーストのエクスペリエ
ンスを実現する完全なプラットフォームを提
供します。

 Red Hat と AWS のパートナーシップは、
ハイブリッドクラウド環境の構築を複雑に
する可能性のある要素を単純化するのに役
立ちます。フルマネージドのデプロイメント
オプションは 2 つあり、AWS で Red Hat 
OpenShift を実行する方法はそのいずれか
を選択できます。

 Red Hat OpenShift Service on AWS は
両社が共同で提供する最新の商品で、AWS 
でデプロイおよび運用されるフルマネージ
ドの Red Hat OpenShift サービスです。

 このソリューションは、AWS パブリック
クラウドの包括的な Kubernetes プラット
フォームで Kubernetes アプリケーションを
より迅速かつ容易に構築、デプロイ、管理す
るのに役立ちます。

 Red Hat OpenShift Service on AWS は 
AWS コンソールからアクセスできる AWS 
ネイティブのエクスペリエンスを提供しま
す。これには次のものが含まれます。

 • オンデマンドで時間単位の請求 

 • AWS が発行する単一の請求書 

 • 他の AWS クラウドネイティブ・サービス
とのシームレスな統合 

 • Red Hat と AWS による共同サポート 

 IT チームは、コンテナ化の導入とアプリ
ケーションのデプロイを容易にするために
必要な機能を利用できます。AWS ですで
に利用可能なサービスに加えて、Red Hat 
OpenShift は、コンテナイメージリポジト
リ、モニタリングのソリューション、規範的な
セキュリティなど、アプリケーションの開発
とデプロイを加速するビルドおよび自動化
ツールを提供します。

AWS 上でネイティブ
に動作する Red Hat 
OpenShift で、
Kubernetes アプリ 
ケーションを構築、 
デプロイ、管理します。

詳細はこちら

4 Forrester、「マルチクラウドコンテナ開発プラットフォーム、2020 年第 3 四半期」、2020 年 9 月 15 日。

https://www.redhat.com/ja/partners/amazon-web-services
https://www.openshift.com/products/amazon-openshift/
https://www.openshift.com/products/amazon-openshift
https://www.redhat.com/ja/engage/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material
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インフラストラクチャの管理 
ではなく、差別化をもたらす 
アプリケーションの構築に注力

イノベーションの加速、高品質のカスタマーエクスペリエンスの 
提供、変化する要求に合わせた拡張を実現するために必要なツール
を入手しましょう。

 Red Hat のマネージド・クラウドサービスは、Red Hat OpenShift を使用する IT チー
ムを支援するために、次のものを提供します。

 適切なマネージド・クラウドサービス・ソ
リューションによって、開発チームのスター
トが迅速になり、アプリケーションをすばや
く開発できるようになります。一方、組織に
とっては、運用効率の向上と複雑さの軽減
がメリットになります。

Red Hat がホストおよび管理する 
クラウドサービス

 チームは即座に開発に着手できます。プ
ラットフォームは常に利用可能かつ最新で、
24 時間年中無休の SRE サポートを受けら
れます。

すべてのクラウドとサービスにわたって
一貫したエクスペリエンス

 統合プラットフォームとハイブリッドおよ
びマルチクラウド環境全体のすべてのサー
ビスで生産性が向上し、開発チームが新し
いツール、プロセス、環境などについて学習
する必要もありません。

開発者ファーストのプラットフォーム

 開発者は言語とツールを選択できます。
また、ユーザー機能は管理タスクから分離
されており、Kubernetes スタック全体へ
のアクセスを提供して、ビジネスアプリケー
ションの構築、テスト、デプロイをサポート
します。
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 チームには、クラウドネイティブ・アプリケーション開発における基礎的要素として機能す
る一連のアプリケーションおよびデータサービスを利用できるというメリットがあります。ホ
ストおよび管理されたクラウドサービスとして、これらのコンポーネントはプラットフォーム
を完成させるものであり、開発チームをサポートするためにオンデマンドで利用できます。
Red Hat のアプリケーションとデータサービスは、Red Hat OpenShift と相互にネイティブ
に連携し、ソフトウェア開発ライフサイクル全体で一貫性のある効率化されたエクスペリエン
スをもたらします。

 Red Hat は、次のような多くのアプリケーションおよびデータサービスを提供していま
す。

Red Hat OpenShift API Management 
パブリッククラウドとプライベートクラウド全体で、サービス、アプ
リケーション、エンタープライズシステムのセキュリティ保護、共
有、アクセス制御を行います。マイクロサービスベースのアプリケー
ションを構築するためのオープンで先進的なアプローチにおける主
要なコンポーネントとして Red Hat OpenShift API Management 
を使用すると、効率的にアセットを更新および再利用し、アジャイ
ル性を保ち、競合他社に先んじることができます。

Red Hat OpenShift Streams for Apache Kafka
デプロイされる場所に関わらず、アプリケーションを作成し、検
出して、リアルタイム・データ・ストリームに接続します。Red Hat 
OpenShift Streams for Apache Kafka を使用すると、ストリーム
をより詳細に制御できます。これは、リアルタイムのエクスペリエン
ス、イベント駆動型アーキテクチャ、データ分析アプリケーションを
提供するための重要なコンポーネントです。

Red Hat OpenShift Data Science
データサイエンティストと開発者には、インテリジェントなアプリ
ケーションを構築するための強力な AI/ML ツールが必要です。
Red Hat OpenShift Data Science は、協調的で一貫性のある環
境で、チームが実験的なアイデアを実稼働にすばやく移行できるよ
うにするクラウドサービスです。



10

さらに詳しく

安心してアプリケーションの構築とスケーリングを行うことが 
できます。あとは Red Hat にお任せください。
 Red Hat のマネージド・クラウドサービスは、ハイブリッドクラウド環境全体でフルスタッ
クの管理と最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供します。

 詳細は redhat.com/cloud-native-development をご覧ください。

 
 Red Hat と AWS は、変化する要求に応じてより迅速に革新し、拡張するためのツー
ルを提供します。詳細は http://red.ht/aws をご覧ください。

Copyright © 2021 Red Hat, Inc. Red Hat、Red Hat ロゴ、Red Hat Enterprise Linux、および OpenShift は、
米国およびその他の国における Red Hat, Inc. またはその子会社の商標または登録商標です。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。

Red Hat について
エンタープライズ・オープンソース・ソフトウェア・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 Linux、ハイブリッドクラウド、コ
ンテナ、および Kubernetes テクノロジーを提供しています。Red Hat は、クラウドネイティブ・アプリ
ケーションの開発、既存および新規 IT アプリケーションの統合、複雑な環境の自動化および運用管理
を支援します。受賞歴のあるサポート、トレーニング、コンサルティングサービスを提供する Red Hat は、
フォーチュン 500 企業に信頼されるアドバイザーであり、オープンな技術革新によるメリットをあらゆる
業界に提供します。Red Hat は企業、パートナー、およびコミュニティのグローバルネットワークの中核
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