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　「そろそろ当社の基幹システムもクラウドに移行したい」。こうした

ニーズが高まりを見せている。かつてデータを社外環境で保管する

ことに不安や抵抗感を抱いた企業も少なくなかった。クラウド活用

といっても範囲は限定的で、比較的機密性の低い情報系システム

などにとどまっていた。

　だが「クラウドファースト」という言葉にも見られるように、不安

は一掃されつつある。クラウドの利用範囲は、基幹システムにまで

広がっているのだ。

　1 つ考えなければならない点がある。最近は「VMware vSphere」

などを採用して仮想環境でシステムを運用するケースが珍しくない。

問題は、どうすればオンプレミスで運用している VMware vSphere
の環境を“そのまま”クラウドにリフト＆シフトできるかだ。

　冗長性や拡張性、OSやミドルウェアの互換性など気になるポイン

トは多い。特に、自社固有の要件で環境を構築する場合は、事前

に検討すべきことも多く大変だ。本稿は、不安や問題を解消する 4
つの解決策を紹介する。

ユーザーのニーズを全方位でカバー
「FUJITSU Cloud Service for VMware」

　システムやアプリケーションだけでなくインフラ基盤においても「ク

ラウドファースト」が進んでいる。ハードウェアの購入コストや運用・

保守コストの削減メリットを考えると「できることならクラウド環境に

全面移行したい」と完全クラウド化を目指す企業もあるだろう。

　一方で、目的に応じてオンプレミスとクラウドを使い分けたいと

考え、ハイブリッド構成を望むユーザーも存在する。例えば「機密

性の高いシステムはオンプレミスに残し、それ以外のシステムをク

ラウドに移行したい」「プライマリーシステムはオンプレミスに残し、

ディザスタリカバリーシステムはクラウドに移行したい」「通常の業

務システムはオンプレミスで運用し、短期的な業務など一時的に運

用するシステムはクラウドで運用したい」「新しい基盤を構築する際、

一時的な検証環境を構築するためにクラウドを利用したい」といっ

たケースだ。

　富士通は、ユーザーの多様なニーズを全方位でカバーするため

基幹系システムもクラウド運用の時代

「クラウドに移行したいけど自社要件が……」と
悩む担当者に知ってほしい解決策

に「FUJITSU Cloud Service for VMware」を提供する。クラウド移

行の問題点として「VMware vSphere 環境をそのままクラウドに移

行できるか」を懸念するユーザーも少なくないが、FUJITSU Cloud 

Service for VMwareはその解決策となる。

ユーザーの悩みを解消する4つのサービス

　FUJITSU Cloud Service for VMware には、専用環境を利用でき

るプライベートクラウドサービス「ベアメタルサーバ VMware 

ESXi」「VMware Cloud Foundation」（VCF）、マネージドサービス

を付けた「LCP（Local Cloud Platform）」、運用負荷やコストを抑

えて利用できるパブリッククラウドサービス「FUJITSU Cloud 

Service for VMware NIFCLOUD」がある。

 自社要件に応じて自由に VMware仮想化環境を使えるクラウド

　自社の要件に合わせて細かく環境を設計したいというニーズに応

えるのが、専用環境を提供するプライベートクラウドサービスのベ

アメタルサーバ VMware ESXiと VCFだ。

　ベアメタルサーバ VMware ESXi は、VMware ESXi がインストー

ルされた環境（ユーザーが所有するライセンスを使用）をすぐに利

用できる。VMware ESXi ベースの仮想環境を自由に設計でき、さ

らにオンプレミスの VMware 仮想化環境と同等の環境を簡単に構

築可能だ。物理サーバを専有するためハードウェアの性能を最大限

に発揮できる。

　「VMware vCenter」を利用して、オンプレミス環境とクラウド環境

を1つのコントロールパネルで統合管理できるのも大きな魅力だ。

　VCF は、「VMware vSAN」や「VMware NSX Data Center」ま

で含めたフルスタックの専有環境を提供する。仮想ストレージや仮

想ネットワークを含めたオンプレミスの環境であっても、専用環境

でオンプレミスと同等の環境を実現可能だ。

　VMware vCenter による統合管理はもちろん、「VMware SDDC 

Manager」のライフサイクルマネジメント機能で面倒なパッチ適用

やバージョンアップ作業もユーザーの都合に合わせて富士通が実施

し、オンプレミスとクラウド間の移行も柔軟に対応できる。VCFはサー

バ 4台以上の構成から利用可能だ。
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VMware vSphereで構築した既存環境をクラウドに移行するにはどんな選択肢があるのか。
VMware vSphereベースのクラウドサービスといっても設計の自由度や運用の範囲などさまざまだ。
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パンフレット FUJITSU Cloud Service for VMware

多様なユーザーニーズに応える4つのラインアップ。VM（仮想マシン）の運用
はvCenterからユーザー企業にて実施

VCFはユーザー専用の物理サーバと仮想ストレージ、ネットワークを提供す
る。VM（仮想マシン）の運用はvCenterからユーザー企業にて実施

専任担当者が運用管理をサポートするLCP

設計や運用から解放されるパブリッククラウドサービスFUJITSU Cloud 
Service for VMware NIFCLOUD

　LCP は、運用管理工数を削減したいというニーズに応えるサービ

スだ。専任の担当エンジニアが仮想マシンの配備や運用管理まで

をサポートするので、運用をアウトソースする感覚でクラウドサービ

スを利用できる。

　FUJITSU Cloud Service for VMware NIFCLOUD は、GUI ベース

のコントロールパネルを提供し、ユーザー自身で簡単に運用できる

のが強みだ。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サービス「NIFCLOUD」をベースにし

たサービスで、コストを抑えながらも安定した環境下で運用できる。

顧客に寄り添い、ユーザー事情に合わせたサービスを提案

　VMware vSphere ベースのクラウドサービスを幅広く展開できる

のも、2003年から15年以上にわたるヴイエムウェアとのパートナー

シップがあってのことだ。長年システムインテグレーションサービス

を提供し、ユーザー企業のシステム課題やオンプレミス環境につい

て豊富なノウハウを持つシステムエンジニアを多く抱えているのも

富士通ならではの強みだ。単にサービスを提供するだけでなく、オ

ンプレミス環境をコスト効率の良い最新ハードウェアへ刷新し、同

時にクラウドサービスも活用するハイブリッド IT の実現など、総合

IT ベンダーとして顧客に寄り添い、ニーズをくみ取り、最適な環境

を提案する。

　2019年 4月には「マルチクラウドサポートセンター」を設立した。

移行前の悩みや設計、導入、運用フェーズにおける不安を専門の

エンジニアに無償で相談できる。例えば「レガシーシステムを運用

しているが、クラウドに移行しても大丈夫なのか」といった移行前

の悩みに対しても親身に答える。

　クラウド移行といっても選択肢はさまざまだ。自社にとってどの形

がベストな選択なのかを見極めるためにも、一度相談してほしい。
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