
標準化で IT を効率化
標準運用環境を構築する際に検討すべき 8 つの事項
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IT チームは、さまざまな期待に応えながらデジタルビジネスをサポートするた
め、これまでになく速いペースでより多くのサービスを提供する必要に迫られて
います。

しかし、ほとんどの組織が使用中の IT インフラストラクチャでは、多数のベンダーや
バージョンのオペレーティングシステム、サーバーハードウェア構成、運用管理ツールが
混在しています。このような複雑な環境で発生する相互運用性の問題、煩雑な管理、複
雑なプロセスを処理するためには、高度なスキルを持つ大規模な IT チームが必要です。
その結果、往々にしてプロビジョニングの遅延や、ダウンタイムの増加、セキュリティおよ
びコンプライアンス上のリスクの増大が生じることとなります。

IT 環境を標準化することで、柔軟性の向上と効率化を支援できます。標準運用環境 
(SOE) を使用することで、IT インフラストラクチャを大幅に単純化し、多様で統合され
ていない環境が直面する課題の多くを克服できます。運用管理を効率化すると、運用コ
スト (OPEX) の減少、アップタイムの増加、プロビジョニングおよびデプロイの迅速化、
IT 部門およびユーザーの生産性向上につながります。また、標準運用環境を完全に可視
化することで、アセット管理、セキュリティ、コンプライアンスが向上します。

標準運用環境の主なメリット
標準運用環境は、IT チーム、ユーザー、およびビジネス全体に、次のような多くのメリッ
トをもたらします。

IT 効率化のために必要な標準化

自動化：ミスの発生しやすい手作業を自動化

一元化：システムライフサイクルの管理性を効率化

管理：ソフトウェアライセンスの使用とサブスクリプション契約のコンプライ
アンスの管理性が向上

高速化：ソフトウェアのインストール、アップグレード、パッチ適用にかかる時
間を短縮

セキュリティ：セキュリティを向上し、シャドー IT を削減

この e ブックでは、効果的な標準運用環境を実装するために検討すべき 8 つの主要な
要素について説明します。

 1 Red Hat 事例、「コロンビアのエネルギー企業、SQL サーバーに Red Hat を使用」、2020 年 9 月。

 2 Red Hat 事例、「Indesso、Red Hat で IT の保守コストを 45% 削減」、2020 年 7 月。

Linux で標準化し、IT の価値を 
増大させる

Linux® は、さまざまな業界や先進テク
ノロジーに広く導入されている人気のオ
ペレーティングシステムです。Linux を
基盤として標準運用環境を構築するこ
とで、組織は次のようなメリットを得ら
れます。

最大 

45%
IT の保守費用を削減2

最大 

3 倍
データベースの応答時間を短縮1 

最大 

60%
IT 管理者によるサポートと 
メンテナンスの所要時間を短縮1 

https://www.redhat.com/ja/topics/management/what-is-an-soe
https://www.redhat.com/ja/topics/management/what-is-an-soe
https://www.redhat.com/en/resources/xm-case-study
https://www.redhat.com/ja/resources/indesso-case-study
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標準運用環境において最も重要な要素はシンプルさです。
複雑な IT インフラストラクチャは管理と保守に困難が生じ、ダウンタイムの増加、効率低下、コスト増加といった結果を招く場合があり
ます。運用環境を標準化することで、複雑さや関連リスクを軽減するための助けとなります。標準運用環境では、物理リソース、仮想化リ
ソース、クラウドベースのリソースを含め、インフラストラクチャ全体で定義済みのコンポーネント、インタフェース、およびプロセスを使用
するようにします。すると、すべてのシステムを一貫した既知の基盤上で運用でき、インフラストラクチャと運用の両方が効率化されます。

環境内におけるバリエーションが少なくなれば、システムのプロビジョニング、リソースのスケーリング、エラーのトラブルシューティング、
そして環境全体の問題の修正がより容易になります。また、標準運用環境を利用することで運用関連の手順やプロセスの単一化が可能と
なり、運用の高速化につながるとともに、既存のスタッフがより大規模なインフラストラクチャを管理できるようになります。

IT に対するビジネス要求の高まり
インフラストラクチャの単純化は、多くのビジネス上の問題に対処するのに役立ちます。主に期待されることは次のとおりです。

検討事項 1

IT インフラストラクチャを単純化する

 3 CIO、「2021 State of the CIO Executive Summary」、2021 年 1 月。

 4 Red Hat 事例、「ドイツの化粧品会社、早期に SAP S/4HANA に移行して成長をサポート」、2019 年 10 月。

「これらの Red Hat ソリューションを既存の IT 環境に追加するのは 
とても簡単で、すべてを自分たちでインストールできました」4

Mann & Schröder Cosmetics、IT 統括責任者
Adrian Dexheimer 氏

サイバーセキュリティ保護の
強化3

57% 57%

カスタマーエクスペリエンスの
向上3

56%

既存のビジネスプロセスの
変革3

56%

運用効率の向上3

https://resources.idg.com/download/2021-state-of-the-cio-summary
https://www.redhat.com/ja/resources/mann-schroeder-cosmetic-case-study?source=resourcelisting&f%5B0%5D=taxonomy_resource_type%3ACase+study&search=Mann
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ドキュメントに対するニーズは 
職種ごとに異なる

通常、各リソースごとに、 
異なる対象者を想定した 
複数バージョンのドキュメントが 
必要になります。たとえば、 
開発者はソースコードを読み、 
運用担当者は管理ガイドを調べ、 
エンドユーザーはマニュアルを 
参照します。

文書化では、IT インフラストラクチャの仕組みをドキュメントに記録します。
ビジネスが必要とする安定性、信頼性、アップタイムの要件をサポートするには、使用中
のインフラストラクチャと運用体制について十分に理解する必要があります。コンポーネ
ント、リソース、プロセスについての知識が不足していると、システム障害の増加、修理の
遅れ、効率の低下につながる可能性があります。

このような危険を回避するには、適切に文書化を行うことが役立ちます。ドキュメント
を作成し、保守していくことは、インフラストラクチャの管理と運用に不可欠です。コン
ポーネントや構成からガバナンスポリシー、運用プロセス、自動化されたタスクに至るま
で、インフラストラクチャ内のあらゆるものを完全に文書化する必要があります。詳細な
ドキュメント群ができたら、環境に対するあらゆる変更を記録し、各ドキュメントのバー
ジョン管理を行いましょう。

IT 組織内の職種ごとに、それぞれ必要なドキュメントの要件が存在します。そのため、 
すべてのスタッフが効果的に作業できるよう、インフラストラクチャの各部分について、
複数の異なる方法で文書化できるようにしておくとよいでしょう。

検討事項 2

IT 資産を継続的に文書化する

開発者は、アプリケーションのコードが持つ目的を知る必要があります。
この情報は通常、ソースコード内にコメントとして記載されています。

IT 運用担当者に必要なのは、インストール、構成、管理、トラブルシュー
ティングのプロセスを定める管理ガイドです。

エンドユーザーには、タスクを実行するためのアプリケーションとリソー
スの使用方法を説明するマニュアルが必要です。

インフラストラクチャの問題を回避し、IT スタッフとエンドユーザーに必要な情報を提
供できるよう、IT インフラストラクチャに関してあらゆるレベルから詳細に文書化しま
しょう。
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標準化と柔軟性やアジリティの 
バランスを考える

標準運用環境で柔軟性を維持する 
には、自社のニーズを評価します。 
組織によっては、わずかな数の 
コアビルドで済むこともありますが、 
数十個が必要な場合もあります。

変化する要求に対応していくためには IT の柔軟性が不可欠です。 
IT インフラストラクチャの標準化には多くのメリットがある一方で、標準化が過剰になる
可能性もあります。標準化の効果を最大限に高めるには、標準化の度合いと、組織が必
要とする柔軟性やアジリティとの間でバランスを取る必要があります。

標準運用環境は、アプリケーション、仮想マシン、およびツールのために既知の基盤を形
成するコアビルド (指定されたコンポーネント、インタフェース、およびプロセス群) に基
づいています。数百から数千台に及ぶサーバーを運用する大企業では、業務を効率的に
実行するための適切なツールを従業員に提供するには、複数のコアビルドが必要になり
ます。小規模な企業の場合は通常、必要なコアビルドは少数で済みます。組織の規模に
対して妥当なコア構成の数を定められるよう、入念な分析を行いましょう。

検討事項 3

適切なレベルの柔軟性を維持する

「私たちの目標は、インフラ関連コストを下げつつ、より効果的かつ効率的に 
ビジネスを行えるようにすることです。Red Hat のおかげで、投資対効果を 
高めることができました」5

Tomago Aluminium、IT 管理部長
Dennis Moncrieff 氏

 5 Red Hat 事例、「Tomago Aluminium、Red Hat と IBM で SAP のパフォーマンスを向上」、2021 年 2 月。

https://www.redhat.com/ja/resources/tomago-aluminium-case-study
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自動化により、IT スタッフは価値の高いプロジェクトに集中できるようになり
ます。
手動による運用には、ペースの速いデジタル世界で成功するために必要な速度、効率、
精度が欠けています。実際、83% の組織が、IT 支出を管理する際の課題として、手作業
が多すぎることを挙げています。6

自動化により、面倒で時間のかかるタスクの処理を迅速化できるため、IT スタッフはよ
り多くのビジネス価値を提供するプロジェクトに時間と労力を集中させることができま
す。また、自動化を行うことで、新しいリソースとサービスを迅速にプロビジョニングし、
IT 環境全体で一貫性を確保しながら、インフラストラクチャの日常的な保守業務を行う
ために必要な IT スタッフの人数を抑えられます。これらの改善により、組織に次のよう
な多くのビジネス上のメリットが得られます。

検討事項 4

インフラストラクチャを自動化する

自動化は「0 か 100 か」といった二択ではありません。自動化を進めていくためには持
続的な戦略が必要です。すべての自動化資産を定期的に文書化およびレビューして、それ
らが理解され、計画どおりに機能していることを確認しましょう。ヒューマンリーダブル
な形式で自己文書化される自動化フレームワークを使用することで、これらの作業を大
幅に単純化できるほか、すべてのスタッフが取り組みに貢献できるようになります。

組織全体での自動化導入に関する詳細は、e ブック「組織を自動化する」をご覧くだ
さい。

新しいアプリケーションおよびサービス提供の迅速化

セキュリティおよびコンプライアンスのリスクの減少

運用コストの低減

IT スタッフがイノベーションと戦略的業務に集中するための時間
と予算の増加

 6 Flexera、「2021 Flexera State of Tech Spend Report」、2021 年 1 月。

 7 IDC ホワイトペーパー、Red Hat 後援。「Red Hat Ansible Automation、IT のアジリティ向上と市場投入時間の短縮を実現」、2019 年 6 月。Document 
#US45090419

自動化を活用する

インフラストラクチャに関する 
一般的なタスクを自動化すると、 
新しいアプリケーションやサービスの
デプロイが迅速化され、エラーの 
リスクと運用コストが減少します。 
IT エクスペリエンスを 
自動化する組織は、次のような成果を
得られます。

68%
IT インフラストラクチャ管理チーム
の生産性が向上7

68%
新しいストレージリソースの 
デプロイメントが迅速化7

53%
予定外のダウンタイムを短縮7

41%
アプリケ－ション環境管理チームの
効率が向上7

25%
IT セキュリティチームの効率が向上7

https://www.redhat.com/ja/resources/automated-enterprise-e-book
https://info.flexera.com/SLO-REPORT-State-of-Tech-Spend
https://www.redhat.com/en/resources/business-value-red-hat-ansible-automation-analyst-paper
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要求の変化に対応

IT に対する要求は絶えず 
変化しています。それに対応するには、
インフラストラクチャを動的かつ 
弾力的にスケーリングする必要が 
あります。システムに共通基盤を 
使用すると、効率性に優れた 
インフラストラクチャを維持しながら、
迅速にスケールアップやスケールダウン
を行えます。

特に IT において、変化とは避けがたいものです。
時間の経過とともに、特定のサービスに対する需要や負荷は変動します。静的インフラス
トラクチャは、これらの変化に対応できません。ピーク時の需要に対応できるように容
量をオーバープロビジョニングする従来の手法では、システムを長期間にわたってアイド
ル状態のままにしておいた場合、そこにかけられている予算は無駄に消費されることにな
ります。

標準運用環境を導入することで、インフラストラクチャに動的なスケーラビリティを組み
込むことができます。環境全体で共通する共有基盤があれば、各システムはそれぞれ単
一のアプリケーション専用にならず、多様なサービスを提供できます。この場合、同じリ
ソースを異なる時間に複数のサービスに割り当てることで、オーバープロビジョニングを
行わずに、需要の変化に適応できます。その結果、インフラストラクチャをよりコンパクト
で効率的な状態に維持でき、資本コスト (CAPEX) に加えて電力、冷却、占有スペース
にかかるコストも削減できます。

このアプローチなら、クラウド・テクノロジーを活用するための準備にもなります。通常時
はコンパクトな IT インフラストラクチャをオンサイトで運用して 1 日の平均的なニーズを
満たし、ピーク時にはクラウドリソースをデプロイして、増加した需要に対応できます。

検討事項 5

動的なスケーラビリティを組み込む

「このプロジェクトの成功は、この環境で日々作業する 800 名の人々に 
とって不可欠でした。Red Hat ソリューションのおかげで、プロジェクトを 
より迅速にスケールアップし、組織の成長を加速することができます」8

TTTech、ネットワークおよびサーバーチーム、チームリーダー
Nikolaus Schillinger 氏

 8 Red Hat 事例、「TTTech、Red Hat で仮想化環境を自動化」、2020 年 1 月。

https://www.redhat.com/en/resources/TTTech-success-snapshot
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セキュリティは組織における最大の関心事です。9

効果的なセキュリティ戦略では、一元的な ID 管理システムを使用してシンプルな認証
チェックを行うだけでなく、はるかに多くの要素が関わります。階層化されたセキュリ
ティアプローチをとることで、情報漏洩のリスクを軽減し、不正アクセスの検出と阻止を
迅速化できます。

標準運用環境は、インフラストラクチャ全体でセキュリティを階層化するために最適で
す。システム間に一貫性があることで、インフラストラクチャ・スタック内の複数の階層に
セキュリティ対策を統合できます。また、制御性が向上することで、システムを最新の状
態に保ち、セキュリティポリシーへの準拠が容易になります。 

とはいえ、セキュリティの階層を増やすと、認証済みユーザーにとっての負担も増します。
デプロイするセキュリティ対策が多すぎると、従業員が必要なアプリケーションやデータ
にアクセスする際の手間が増え、逆にデプロイする対策が少なすぎると、不正アクセスや
情報漏洩のリスクが高まります。リスク管理は、効果的なセキュリティ戦略において重要
な要素です。各アプリケーションやデータの価値を評価し、誰がそのアプリケーションや
データを使用する必要があるかを特定し、不正アクセスや不正使用によって何らかの影
響があるかを見極めます。この情報を使用することで、セキュリティポリシーを定義し、リ
スクとアクセスしやすさのバランスを適切に取り、従業員の生産性を不必要に妨げること
なくビジネスを保護できます。

検討事項 6

階層化されたセキュリティアプローチを 
実装する

 9 Flexera、「2021 Flexera State of Tech Spend Report」、2021 年 1 月。

 10 IBM Security、「Cost of a Data Breach Report 2020」、2020 年。

効果のないセキュリティは高くつく

セキュリティの脅威は増す一方で、情報
漏洩によって生じるコストは高額です。

386 万ドル
2020 年のデータ漏洩の平均損害額 
(米ドル) 10

280 日
2020 年のデータ漏洩の特定と阻止
にかかった平均時間10

76%
COVID-19 の影響による 
リモートワークで、漏洩の特定と 
阻止にかかる時間が増加すると 
考える組織の割合10

200 日
以下の期間で情報漏洩の特定と
阻止に対応できた場合

112 万ドル
のコストを節約 (米ドル)10

https://info.flexera.com/SLO-REPORT-State-of-Tech-Spend
https://www.ibm.com/jp-ja/security/data-breach
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標準運用環境の管理を一元化して 
効率化

標準運用環境のコアビルドを 
一元的な管理プラットフォームで 
管理することで、デプロイ先の 
インフラストラクチャを気にする 
ことなく、完全にプロビジョニング 
されたシステムを数分で提供 
できます。

クラウドの導入が広がっています。 
組織はクラウド・インフラストラクチャをデプロイすることにより、コストを削減し、柔軟
性を向上させながら、最新のテクノロジーを利用できます。現在、実に 82% の企業がハ
イブリッドクラウド戦略を有しています。11 

クラウド・インフラストラクチャは、動的かつ弾力的にスケーリングできるよう設計され
ています。サーバーは、迅速なデプロイと自動構成が可能で置き換えも簡単な単一ワー
クロード用デバイスとして扱われます。このアプローチでは、システムは複数のレイヤーと
コンポーネントに分解されます。これらのレイヤーとコンポーネントは簡単に組み合わせ
ることができ、個別に解放できるほか、コレクションとして保守できます。

ハイブリッドクラウド・アーキテクチャは、オンサイトのインフラストラクチャとプライ
ベートまたはパブリッククラウド・インフラストラクチャを組み合わせ、単一の環境へと
まとめます。ハイブリッドクラウドを効果的に運用するためには、一貫性が重要です。標
準運用環境は、ハイブリッドクラウドに理想的なデプロイメント戦略を提供します。標
準運用環境は、物理、仮想、コンテナ、クラウドの各環境にわたって一貫性をもたらすた
め、どこにデプロイされても同じように動作し、ニーズの変化に応じてアプリケーション
とワークロードを配置および移動できます。

検討事項 7

ハイブリッドクラウド全体の一貫性を確保する

 11 Flexera、「Flexera 2021 State of the Cloud Report」、2020 年 4 月。

82%

ハイブリッドクラウド戦略を
実施している企業の割合11

59%

クラウド・テクノロジーを 
多用している組織の割合11

50%

すべての企業ワークロードの
うち、パブリッククラウドで
実行されているものの割合11

46%

すべての企業データのうち、
パブリッククラウドに保存
されているものの割合11

https://www.redhat.com/ja/topics/cloud-computing/what-is-hybrid-cloud
https://www.redhat.com/ja/topics/virtualization/what-is-virtualization
https://www.redhat.com/ja/topics/containers
https://info.flexera.com/CM-REPORT-State-of-the-Cloud
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IT 管理のベストプラクティス

適切な管理ツールの選択はほんの 
始まりに過ぎません。IT 環境の 
価値を最大化するには、それらの 
ツールを使用して運用プロセスを 
定義する必要があります。

• 放置されたリソースや未使用の 
リソースを廃止し、コストを節約

• 自動化を導入することで、一般的な
タスクを効率化し、エラーを減らす

• 管理、自動化、およびセキュリティ
ツール同士を接続し、生産性を向上

• システムを定期的にスキャンし、 
コンプライアンスの問題と 
セキュリティ脆弱性の特定を迅速化

• システムへのパッチ適用を頻繁に 
行い、パッチをテストして 
システムを最新の状態に保つ

IT 管理のベストプラクティスに 
関する詳細は、e ブック 
「成功するための Linux 環境管理」 
をご一読ください。

効果的な管理は、IT 環境からより大きな価値を引き出すために役立ちます。
大規模な IT 環境では、高度な管理ツールとアプローチが重要です。標準運用環境と一
貫性のある関連ツールに基づく包括的な管理戦略を導入すると、アセットとビジネスを
保護するとともに、IT 環境を最大限に活用するための助けとなります。

標準運用環境を定義する際は、選択したプラットフォームで使用できる管理ツールを考
慮しましょう。これらのツールは IT 運用の中核を形成するものであり、チームが生産性
を発揮するために必要な特長や機能を提供できるよう、互いに連携する必要がありま
す。理想的なツールは、システムのライフサイクル管理だけでなく、セキュリティの脆弱性
とコンプライアンスを効果的に管理するためにも役立ちます。

プラットフォーム管理ツールの主な機能

検討事項 8

プラットフォーム管理ツールを統合する

システムのライフサイクル管理
• システムを構築およびスケーリング

• システム、アセット、サブスクリプ
ションを監視して追跡

• システムの保守、パッチ適用、更新
を一貫して行う

• 不要になったシステムとリソースを
廃止

セキュリティ脆弱性と 
コンプライアンスの管理

• 非準拠、脆弱、またはパッチが未適
用のシステムを特定

• 労力、影響、問題の重大度に応じて
修正アクションを整理

• システムへのパッチ適用を迅速かつ
容易に実行

• 変更を検証し、結果を報告

「管理者がサポートと保守業務に費やす時間を 60% と大幅に短縮
できました」12

XM、アーキテクチャチームリーダー
Miguel Cañas 氏

 12 Red Hat 事例、「コロンビアのエネルギー企業、SQL サーバーに Red Hat を使用」、2020 年 9 月。

https://www.redhat.com/ja/resources/linux-system-management-ebook
https://www.redhat.com/ja/resources/linux-system-management-ebook
https://www.redhat.com/en/resources/xm-case-study
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効率的で効果的な IT の未来は標準化にあります。

インフラストラクチャの設計、管理、運用に対して旧式のアプローチを採用していると、
ビジネスが必要なサービスを効果的かつ効率的に提供するための妨げとなる場合があ
ります。標準運用環境を利用する場合、インフラストラクチャと運用を単純化およびモダ
ナイズできるため、コスト削減やアップタイムの増加に加え、柔軟性、セキュリティ、生産
性の向上につながります。

先進的なインフラストラクチャが運用効率の向上にどう役立つかについての詳細： 
red.ht/hybrid-cloud-ja

Red Hat のエキスパートと連携して標準化を加速

Red Hat® コンサルティングは、標準運用環境の迅速な構築を支援します。Red Hat 
コンサルティングの取り組みは、オンサイトで実施される半日の無料ディスカバリー・
セッションから始まります。このセッションで Red Hat のエキスパートがお客様と協力
しながら、最も差し迫ったビジネス上の課題を特定し、この課題を克服するための実践
的なアプローチを決定し、期待される成果を特定します。

無料のディスカバリー・セッションを予約： 
red.ht/consulting-ja

https://red.ht/hybrid-cloud-ja
https://www.redhat.com/ja/services/consulting
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