
高い可用性で安定運用を実現
VMware vSphere®ベースの国産クラウドでDXを加速

DXを推進するためのIT基盤としてクラウドの導入はもはや不可避である。しかし、多彩なクラウドサービスが市場に存在する
中で、自社に最適なクラウドをどのように選べばよいのか迷うケースも出てくるだろう。レガシーシステムから脱却してより改
革をスピードアップさせる重要な基盤としてクラウド基盤は慎重に検討していきたいところだ。その中で本ホワイトペーパー
では、富士通が提供するVMware vSphere ベースの国産クラウド「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-V」とその特長を解説する。

Page 1 of 2 https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

ホワイトペーパー　FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-V

DX実現に向けてクラウドの導入は急務

　市場の急速な変化に対応すべく、多くの企業がデジタルトラン
スフォーメーション（DX）に取り組んでいる。AIやIoTといった最
先端の技術をビジネスに積極的に取り入れて変革を図ろうとする
中で、その大きな足かせとなるのが、レガシーなシステムである。
旧来のアーキテクチャで構築されたシステムが複雑化してブラッ
クボックス化することで、IT予算の大半をその運用・維持に費や
し、「攻めのIT」に投資できない状況に陥る企業も見られる。
　レガシーシステムの刷新はもちろん、いま企業に必要なのは柔
軟性の高いITインフラを構築することである。予測が困難なビジ
ネス環境では、自社を取り巻く変化に合わせて迅速なITシステム

の構築や拡張、縮退に追随できるインフラが求められる。まさに
こうした要件を満たすことができるのがクラウドだ。
　クラウドでは、オンプレミスのインフラで生じていた物理機器
の調達から導入作業、また故障時の対応といった運用管理の必
要がないため、IT人材をより創造的な業務にシフトさせることが
できる。クラウドの導入はDXを加速させるために最初に取り組む
べきことといっても過言ではない。

慎重に行いたいクラウドの選定

　しかし、ひとくちにクラウドと言っても国内外を含めてさまざ
まなベンダーが提供するクラウドサービスが存在し、自社に適し
たサービスを選択することは意外と難しい。
　基本的にクラウドサービスでは、IaaSなどのインフラリソース

を提供するという点では各社でそこまで顕著な違いがあるわけ
ではない。だが、より詳細なサービスメニューやユーザビリティ、
サービスのポリシー、料金体系などの細かいところではやはり各
社の差が出るため、事前に調査が必要であろう。
　またクラウドならではの特徴にも注意が必要だ。例えば、クラ

ウド利用で最もコストがかかるのはコンピューティングリソース
だが、正確なコンピューティングリソースは実運用しないとわか
らない。そのため、料金体系が従量課金制のクラウドでは、導入
前に正確な運用コストを算出できない課題がある。自由にシステ
ムの拡張や縮小ができる分、部門単位で使ううちに大量にリソー
スを消費してしまうケースもある。
　また、APIを活用したインフラ運用の自動化を期待してクラウ
ドを導入したものの、うまく対応できずに運用管理者が属人化す
るケースもある。またデプロイの手軽さゆえに仮想サーバが必要
以上に増加した結果、オンプレミス時と比べて管理工数が増え
てしまう可能性もある。
　これらのクラウド特有の課題を回避するためにサービス内容、
機能、ポリシーや実績などに今一度注目し、自社の運用に適した
クラウドサービスを選定しなければならない。

VMware vSphere ベースの国産クラウド
リージョン完全専有の利用形態も可能

　多彩なクラウドサービスが各社から提供される中で、富士通
の提供するクラウドサービスが、「FUJITSU Hybrid IT Service 

FJcloud-V」（以下、FJcloud-V）である。

　富士通では、長年に渡って提供してきたクラウド、データセ
ンター、ネットワーク、セキュリティなど各種インフラサービ
ス、アプリケーション基盤などに新技術を実装した統合型ITソ

リューション群「FUJITSU Hybrid IT Service」を2020年に提供
開始している。FJcloud-Vはそのラインナップの1つとして提供
されるVMware vSphereをベースとしたクラウドサービスであ

る。サーバ、ネットワーク機能などのIaaSからPaaSまで多彩
な機能をオンデマンドで提供する。
　FJcloud-Vは、これまで7000社以上の導入実績を誇る富士通ク
ラウドテクノロジーズのパブリッククラウド「ニフクラ」をベース
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としたサービスだ。クラウド環境の運用を意識することなく
VMware vSphereベースの各種機能を利用できる。FJcloud-Vで

は一般的なリソース共有型のパブリッククラウドの形ではなく、
富士通または自社データセンター内に専用リージョンとして完全
専有型のクラウドを利用できる「プライベートリージョン」も提供
している。

安心して利用いただけるように
高い安定性や使いやすさを重視

　FJcloud-Vは国産のクラウドとして、使いやすさに徹底的に配
慮している。サーバやディスクなどのリソース管理、パフォー
マンス監視、ネットワーク構成の確認といったクラウドの運用
管理に必要な作業を行うためのコントロールパネルはGUIのわ

かりやすさを重視してつくられている。
　クラウドサービスと聞くと多くの人が気になるのは安定性だ。
商用サービスのシステム障害の原因には運用のオペレーションミ
スによるものも多いが、FJcloud-Vではこうしたミスによる障害
を防ぐために、内部の運用管理を極限まで自動化している。
　具体的には、サーバの設定変更やアプリケーション更新作業の
スクリプトによる自動化を徹底、また人工知能（AI）を活用した
未知の障害や故障の予兆に対する事前検知、サーバの自動再配
置などがある。故障する前にハードウェアの交換を行うことで障
害を未然に防止し、パフォーマンスを均一化することで、全リー

ジョンで同一レベルのサービス提供を実現している。
　SLAの保証に関しても、クラウドサービスの中にはSLAの適用
を受けるために一定の条件が設けられているケースも多い
が、FJcloud-Vでは単一ゾーンにサーバを1台作成するだけで
SLA99.99%が適用される。またFJcloud-Vの場合、サーバやディス
ク、ネットワークの構成コンポーネントをすべて二重化している
ため、メンテナンスも仮想サーバを止めずに実行され、利用者に
影響を与えることはない。

安定稼働を実現する
可用性向上への取り組み

　クラウドでもオンプレミスと同等の性能や可用性を実現でき
るかを懸念する企業も少なくない。FJcloud-VのCPU演算性能、
ネットワークの帯域測定、ディスクI/O性能は各種ベンチマーク
測定ツールで高い数値を出しており、実際に多くの企業からそ
の性能について評価の声が寄せられている。定期的に性能評価
を行っているため、クラウドでも安定したパフォーマンスでシ
ステムを稼働できるだろう。
　HA（高可用性）機能も標準で実装されているため、万が一、
物理サーバが故障しても顧客のデータやシステムにはほとんど
影響を与えることなく、安定してシステム運用を継続できる。
　なお料金体系についても、クラウドサービスの中には料金体
系が複雑で難しいものも存在するが、FJcloud-Vはほとんどの機

能やサービスで従量課金プランだ
けでなく月額プランを用意してい
るため、クラウド移行前に運用コ
ストを試算しやすいようになって
いる。

　富士通では、クラウドへの単な
る移行だけでなく、今後の変化に
柔軟に対応できるようにするため
にも移行後のクラウドネイティブ
なシステムの再設計までを見越し
た支援を行っている。FJcloud-Vを

含む富士通のソリューション
は、DXへ向け有力な選択肢になる
はずだ。FJcloud-VではSLA99．99％の高信頼の仮想サーバを1台から利用できる

お問い合わせ先

富士通株式会社
富士通コンタクトライン（総合窓口）　0120-933-200
受付時間9:00 ～17:30 （土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く）
https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

■ オールフラッシュを採用し
たハイメモリ搭載のサーバ
■ CPU・ディスク・ネットワー
ク性能を定期的に評価

高性能

以下がサーバ1台（VM）から！

■ サーバの追加・削除が自由
自在
■ 柔軟に変更可能なサーバス
ペック
■ 料金プランは従量・月額か
ら選択可能

柔軟性

￥
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■ 基盤すべてを冗長化。メン
テナンスでも「停止しない」
利用環境を提供

■ ハードウェアの負荷状況を
監視。負荷に応じてサーバ
を動的に移動し、パフォー
マンスを確保

高信頼

VMWare vsphere VMWare vsphere

すべての製品名、サービス名、会社名、ロゴは、各社の商標、または登録商標です。製品の仕様・性能は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



ハードウェア運用・管理の負荷から解放
パブリッククラウドを「完全専有環境」で利用可能に

IT基盤の完全クラウド化を検討する企業が増え、今はオンプレミスからクラウド移行の過渡期である。しかし、セキュリティポ
リシー上の理由などからプライベートクラウドを採用したり従来のオンプレミスの仕組みを維持したりする企業も多い。本ホ
ワイトペーパーでは、プライベートクラウドと同等の機密性や安全性を確保しながら、パブリッククラウドのメリットを享受し
DXに必要な柔軟性の高い基盤を手に入れる「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud」のソリューションを解説する。
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オンプレミスで避けられない
運用管理の負担

　2018年6月に政府が発表した「クラウド・バイ・デフォルト
原則」により、民間企業でもデジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）の加速に向け、IT基盤をクラウドに完全に移行しよう
とする動きが活発化している。もちろん、すべてのシステムを
パブリッククラウドへ移行することは難しいため、多くの企業
がオンプレミスとクラウドが混在するハイブリッド環境で業務
システムを稼働させている。
　パブリッククラウドへの完全移行が難しい背景には、既存の
システムを改修する手間も要因の1つとして挙げられるが、セ
キュリティやガバナンスの観点からデータを社外に出せない企
業も少なくない。またパブリッククラウドでは、同一の基盤を
複数社で共有して利用するという形態上、利用の仕方によって
はシステムのパフォーマンスやネットワーク帯域にも不安が残
る。パブリッククラウドは物理運用から解放されるメリットは
あるものの、やはりそれ以外の面で留意
しなければならないポイントは多い。
　こうした理由から一部のシステムを従
来のアーキテクチャのまま残したり、ま
たプライベートクラウドを構築したりし
て運用する企業も少なくない。この場
合、セキュリティを含めて自社のポリシ
ーに沿ったシステム環境を構築できるメ
リットは得られる。一方で、物理サーバ
などのハードウェアの運用管理の問題が
どうしても残ることに加え、サーバ、ス
トレージ、ネットワークなどを数年おき
に必ずリプレースしなければならない。

新環境のサイジングや選定・調達期間を考慮すると準備を含
め、リプレースには1年以上の期間が必要であり、そのコスト
や労力は決して無視できない。
　こうした課題は一般企業だけでなく、IT事業者でも顕著だろ
う。例えばホスティングサービス事業者、データセンター事業
者のように、何千台という単位で物理サーバを保有する事業者
は、機器の故障対応などでほぼ毎日のようにメンテナンス作業
を強いられている。

パブリッククラウドの利便性を
完全専有のクラウド環境で実現

　クラウドへの移行を行いたいがなかなか踏み切れない、もし
くは妥協したかたちでハイブリッドクラウドの構築を余儀なく
されている―。こうした企業の課題解決やDX加速を支援する
ために富士通が新たに提示するソリューション群が「FUJITSU 

Hybrid IT Service」である。

　2020年に提供を開始した同ソリューションは、富士通が長

「FJcloud-V」では一般的なパブリッククラウドだけでなく、完全専有環境のプライベートリージョンも利用できる

内容

共有型
富士通DC内のパブリック
クラウド環境で、共有型
コンピュートリソースを提供

物理サーバを専有
富士通DC内のパブリック
クラウド環境に、お客様専用
コンピュートリソースを提供

１リージョン全体を
専有（富士通DC）
富士通DC内でお客様
専用クラウド環境を提供

１リージョン全体を
専有（お客様DC）
お客様DC内でお客様
専用クラウド環境を提供

共用環境利用
（短期・変動対応）

専有環境を
リーズナブルに利用

完全な専有環境実現、
自社DCへの設置・サービス基盤として活用

サーバ 共有 専有 専有 専有

ストレージ 共有 共有 専有 専有

ネットワーク 共有 共有 専有 専有

DC 富士通 富士通 富士通 お客様

Model 1

パブリック
クラウドモデル プライベート

リソース
プライベート
リージョン

プライベート
リージョン(オンサイト)

Model 2 Model 3 Model 4
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お問い合わせ先

富士通株式会社
富士通コンタクトライン（総合窓口）　0120-933-200
受付時間9:00 ～17:30 （土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く）
https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

年に渡って提供してきたクラウド、データセンター、ネットワ
ーク、セキュリティなどの各種インフラサービス、アプリケー
ション基盤などに新技術を実装した統合型ITソリューション群
である。その中の製品ラインナップの1つである「FUJITSU 

Hybrid IT Service FJcloud-V」（以下、FJcloud-V）は、VMware 

vSphere®をベースとしたクラウドサービスとしてサーバ、ネ

ットワーク機能などのIaaSからPaaSまで多彩な機能をオンデ
マンドで提供する。
　FJcloud-Vが企業のクラウド展開に大きく貢献できる理由の1

つは、同サービスメニューの1つである「プライベートリージョ

ン」の存在である。このプライベートリージョンは、FJcloud-V

が提供するパブリッククラウドの各種機能を、顧客自身のデー
タセンター内で自社専用のクラウド環境として利用できるとい
うものだ。これによってパブリッククラウドの持つ利便性とプ
ライベートクラウドの機密性を両立できる。
　また、FJcloud-Vプライベートリージョンでは、顧客指定のデ
ータセンターだけでなく、富士通のデータセンター内で顧客専
用の環境を構築することも可能だ。どちらを選んでも1リージ

ョンを完全に専有できる。

物理的な運用・保守作業を省力化し
より高度な業務へシフトさせる

　FJcloud-Vプライベートリージョンは自社のデータセンターを
使いつつもパブリッククラウドと同様に、ハイパーバイザーや
ハードウェアの管理が不要になる。具体的には、物理サーバの
リプレースやリプレースに伴う新旧サーバの並行運用、データ
移行、VMware vSphereのライセンス管理、パッチ適用、リソー
ス管理などVMware vCenter®以下の仮想化基盤や物理サーバの
運用をすべて富士通が代行する。
　自社で物理サーバを持てば、保守期限
が切れるたびにハードウェア購入・破棄な
どのコストが生じる。しかし、FJcloud-Vプ

ライベートリージョンは、これらのコスト

も月額サービスに含まれており、これま
で運用業務に割いていた人的リソースを
より戦略的なIT業務へと振り向けること
にもつながる。

　こうした特徴からFJcloud-Vプライベートリージョンは、機
密性と可用性の高いプライベートクラウドを構築したいが、物
理運用の手間とコストがネックとなって踏み切れない企業に最
適なIT基盤といえる。
　1つのリージョンを完全に専有できれば高い安定性を期待でき
るため、自社向けのシステムを抱える一般企業だけではなく、
ホスティング事業者やその他ITサービス事業者のように、顧客向
けシステムのインフラを提供する事業者にも適している。

既存環境の移行も容易
シームレスなハイブリッド環境を実現

　現在ではオンプレミスとクラウドのハイブリット環境のIT基
盤を保持する企業も多い。完全にIT基盤をクラウドに移行する
場合でも、移行リスクの低いシステムから徐々にクラウドに移
行し、段階的なクラウド利用を富士通では推奨している。
　その点でFJcloud-Vは、移行時のメリットも大きいソリュー
ションだ。VMware vSphereベースのクラウドであるため、す

でにオンプレミスでVMware vSphereの仮想化基盤を運用して
いる企業はシステムに大きな改修を必要とせずに移行できる。
またL2延伸でオンプレミスとクラウドを接続できるため、移行
に伴いIPアドレスやシステム構成を変更する必要がないのも大
きなメリットだ。

　このように移行が容易であるという点からも、FJcloud-Vプ

ライベートリージョンは、ハイブリット環境でIT基盤を運用し
たい企業のさまざまなニーズに対応したクラウドサービスとい
っても過言ではないだろう。富士通は今後もクラウド移行を検
討する企業の導入支援から運用までワンストップでサポート
し、ビジネスチャンス拡大を全面的に支援していく。

L2ネットワークを延伸させることで連携性の高いハイブリッドクラウドを実現

■   L2延伸でオンプレミス環境と
　 FJcloud-Vを接続

■   IPアドレスが変わらないため、
　 既存システムの設定変更が不要

VM VM L2

X.X.X.X X.X.X.X

同一ネットワーク

すべての製品名、サービス名、会社名、ロゴは、各社の商標、または登録商標です。製品の仕様・性能は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

FJcloud-V



レガシーなインフラをDXのためのインフラへ
クラウド移行成功のための「5つのステップ」

DXを加速させるためにIT基盤をオンプレミスから柔軟性の高いクラウドに移行する企業が増加している。しかし、クラウド移
行にはブラックボックス化したレガシーシステムの再構成など多くの障壁があり、思うように進まないケースも多い。そこで
本ホワイトペーパーでは、無理のないクラウド移行を実現するための5つのステップとその際に必要となる最適なITインフラを
解説する。

Page 1 of 2 https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

ホワイトペーパー　FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-V

クラウド移行は増加傾向だが
思うように進まないケースも

　市場ニーズが劇的に変化し、またIT技術の急速な発展も進む
今日、企業はビジネスモデルの抜本的な改革が迫られてい
る。それに伴うIT施策の一環として、ITインフラリソースを柔
軟に拡張・縮小でき迅速なシステム構築を可能にするクラウ
ド環境へ完全移行を検討する企業が増えている。
　だが、実際にはオンプレミスに構築されたレガシーシステ
ムからまだ脱却できていない企業も多い。過剰なカスタマイ
ズによる複雑化、事業部ごとにサイロ化されてブラックボッ
クス化したシステムでは運用・維持コストに膨大なIT予算を費
やすこととなり、戦略的なITへの投資、さらにはデジタルトラ
ンスフォーメーション（DX）推進の妨げとなっている。
　この問題は深刻さを増している。経済産業省が発表した
「DXレポート」では「2025年の崖」として指摘されるよう
に、もし企業がこうしたレガシーシステムの課題を2025年ま
でに解決できない場合、デジタル技術を用いた新興企業との
競争や激しい市場の変化に追随できず衰退していくと警鐘を
鳴らしている。
　では実際にオンプレミスからクラウドへの移行の中ではど
のような課題が生じるのだろうか。
　1つは、例えばL2接続ができずに、IPアドレスの変更などの
手間が生じるというケースがある。IPアドレスが変わるとクラ
イアントPCのネットワーク設定の変更、アプリケーションやシ
ステムの改修などさまざまな変更を行わなければならない。
　また、移行に合わせてシステムをクラウド向けに改修しなけれ
ばならないケースは多いが、担当者が離職したために詳細設定が
ブラックボックス化し、再構築が難しい場合も珍しくない。
　さらに、仮にIT基盤を完全にクラウドに移行できても、常に

システム構成やリソース配分が変化するクラウドに最適なパ
フォーマンスを発揮できるアプリケーションの設計の変更も
必要だ。サーバ監視や負荷分散など運用体制もクラウドに最
適なものに変更しなければならない。

クラウドの検証からDX推進まで
５つのステップで移行を全面支援

　こうしたクラウド移行の課題に直面する企業への解決策とし
て富士通が新たに提示するソリューションが「FUJITSU Hybrid 

IT Service FJcloud-V」（以下、FJcloud-V）である。

　富士通では、長年に渡って提供してきたクラウド、データセ
ンター、ネットワーク、セキュリティなど各種インフラサービ
ス、アプリケーション基盤などに新技術を実装した統合型ITソ

リューション群として「FUJITSU Hybrid IT Service」を2020年
に提供開始している。FJcloud-Vはそのラインナップの1つとし

て提供されるVMware vSphere®をベースとしたクラウドサービ

スだ。サーバ、ネットワーク機能などのIaaSからPaaSまで多彩
な機能をオンデマンドで提供する。
　FJcloud-Vでは、IT基盤のクラウド移行の過程で生じる課題
の最適解として、5つのステップに分けた段階的なクラウド移
行を提案している。その内容が次の通りだ。
ステップ1：「オンプレミス環境の仮想化」

　既に実施している企業も多いと思われるが、仮想化によっ
てまずハードウェアとシステムのライフサイクルを分離する
ことが基本だ。これによってクラウドに移行しやすい環境を
構築する。
ステップ2：「クラウドの検証と評価」

　いきなりすべてを移行することは難しいため、まず移行リ
スクの低いシステムを既存の設計のまま1～2つ程度FJcloud-V

に移行する。IT担当者を含め全社でクラウドを検証・評価し、
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クラウドの運用管理者を育成する段階となる。
ステップ3：「クラウドの利用拡大」

　ステップ2の運用経験を踏まえ、将来的な全面移行を見据え
て業務システムの大部分を既存インフラ設計のままクラウド
に移行する。ここでは、安定運用に必要なパフォーマンスを
発揮できるか、セキュアな場所にデータを保存できるかなど
を考慮する段階だ。
ステップ4：「ビジネススピードに対応するクラウド」

　クラウドへのリフトが完了してもこの状態ではまだシステ
ムの実装・運用は従来のままであろう。次に、システム全体
を可視化し、クラウドサービス機能を活用したシステム設計
や運用へと変更する。具体的には、APIをフル活用することで
運用の自動化を行ったり、ミドルウェアなどに関してはPaaS

での実装へと変更したりすることが挙げられる。
ステップ5：「クラウド利用の最適化」

　最後のステップでは単一のクラウド環境だけではなく、複
数社のIaaS、PaaS、SaaSなどさまざまなクラウドサービスを

目的に応じて使い分けたり必要に応じて連携させたりするの
が良いだろう。場合によってはオンプレミス回帰やプライベ
ートクラウド環境を構築する可能性も出てくるかもしれな
い。自社のDXを実現するためにどれが適したサービスなのか
を企業が自ら分析して使い分けをする最終段階だ。
　クラウドサービスの成功例では、ステップ4と5の導入効果
が多く語られがちだが、自社の現状にあまりにもギャップが
あるとクラウド移行を見合わせてしまう。その中でFJcloud-V

は企業が抱える課題に寄り添いながら、最終的なビジネス拡
大を見据えて段階を踏みながら移行を支援する。

L2延伸で既存の仮想サーバを
簡単にクラウドへ移行

　FJcloud-Vが無理のないクラウド移行を支援できるのには、
いくつかの理由がある。まず、前述の通り同ソリューション
は、仮想化基盤でシェアの高いVMware vSphereをベースとし

たクラウドであるため、既存のVMware vSphereユーザーの企
業は大幅な改修を行わずに移行が可能だ。
　FJcloud-Vは、オンプレミスからクラウドにシステムを移行
する際に、「拠点間VPNゲートウェイ」を通じてL2延伸の形
でネットワーク接続できるため、オンプレミスの仮想化基盤
で稼働するシステムのIPアドレスを含む各種変更作業は不要と
なる。そのため、仮想サーバの移行も容易に実現する。もち
ろんシステムを利用するユーザーにも業務の影響はない。
　実際の移行作業ではFJcloud-Vが提供する「VMインポート」

という機能を用い、オンプレミス上の仮想マシンのイメージを
OVFファイルにした上でFJcloud-Vへ移行して展開すればそのま
ま稼働する。ただし、対象の仮想マシンの数が多い場合、ネッ
トワーク経由の移行は時間がかかり、ネットワークの帯域を占
有してしまうケースもある。そこで、FJcloud-Vではディスク

などに格納してオフラインで移行できる「ディスク受け取りサ
ービス」も用意しており、多くの企業に好評だ。
　クラウド移行は高度なスキルや直近で大きなシステムの改修

が 必 要 だ と 思 わ れ が ち だ
が、FJcloud-Vを採用すること
で煩雑な作業は大幅に軽減され
る。また、クラウドを評価・検
証しながら徐々に移行を進めて
いくため、自社に最適なクラウ
ドの運用体制を築くこともでき
るだろう。富士通は、今後もク
ラウド移行の課題解決から移行
後のビジネス拡大までを全面的
に支援し、企業のDX加速に貢
献していく。FJcloud-Vは段階的なクラウド利用を推奨している

お問い合わせ先

富士通株式会社
富士通コンタクトライン（総合窓口）　0120-933-200
受付時間9:00 ～17:30 （土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く）
https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5

オンプレミス
環境の仮想化

ハードウェアとシステム
のライフサイクルを分離
し、クラウドに移行しや
すい環境を構築

システムの一部をクラウ
ドに移行してクラウドを
検証、評価すると同時に
運用管理者を育成

将来的な全面移行を見
据えて業務システムの大
半を既存インフラ設計の
ままクラウドに移行

システム全体を可視化
し、クラウドへと最適化
したシステム設計や運用
へと変更

マルチクラウド利用や一
部オンプレミスへの回帰
も含め、自社に適したサ
ービスを使い分け

クラウドの
検証と評価

クラウドの
利用拡大

ビジネススピードに
対応するクラウド

クラウド利用の
最適化

既存インフラの設計そのままでクラウドへリフト現在の御社 クラウドネイティブなインフラへシフト

VM VM

VM VM VM VM
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