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すべての道は
ハイブリッド・クラウドへと
続く
統合 IT サービス・デリバリー戦略の
基盤構築

ハイブリッド・クラウドへのシフト
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クラウド移行に関する意思決定は、
「やるか」
「やらないか」という
単純な二者択一ではないことに多くの企業が気付き始めています。
その意思決定は、戦略的目標の達成のために最適なリソースを組み
合わせるという、ハイブリッドなアプローチとなることが多いです。
2013 年 12 月に行われた Gartner Data Center Conference Poll では、
IT 部門 (N = 70) の 74 パーセントが 2015 年までに社内のハイ
ブリッド IT 戦略を推進するとしています。1
IDC によれば「IT 運用の全領域で、ハイブリッド・ストラクチャー
が接着剤となり企業の IT 運用を促進していきます。ハイブリッド
により、あらゆるクラウド、非クラウド・サービスが一元化され、
真の意味で IT 運用をサービスとして管理できるようになります」。
2
IDC はまた、ハイブリッドは、大部分の企業インフラストラク
チャー環境の最終目的地であるとも述べています。3
端的にいえば、今後 IT サービスの提供に必要となるさまざまな要
素を単一のリソースでまかなうことはできなくなるでしょう。その
結果、サイロ化されたサービスからデータへの接続、アクセス、安
全確保を行うことが重要な要件となります。ある調査では、回答者
の 76 パーセントが社内データセンターや複数のクラウド・プロバ
イダーでアプリケーションやデータの移行が可能になると考えてい
ます。4
ハイブリッドは、統合 IT サービス・デリバリーを実現するアプ
ローチです。「オプション」でも「あれば便利」というものでもな
く、今後あらゆる企業が業務を行う環境を意味します。このため、
ハイブリッドの影響を理解し、戦略を立ててその導入を円滑に行い、
成功へと導くことが重要です。
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 データとアプリケーションのポータビリティー。ハイブ
リッド環境では、企業は Web やモバイル・アプリケー
ションのデータやサービスの構成を迅速に行えます。例
えば、新しい国でアプリケーションを利用可能にする場
合、開発・テスト環境から実働環境への移行や、一次キャ
パシティーからスケールアウトしたキャパシティーへの
移行が必要になるかもしれません。

ハイブリッド・クラウドとは要するに何でしょうか。
IBM ではハイブリッド・クラウドの定義を、プライベート・
クラウド、パブリック・クラウド、従来型の IT など 2 つ
以上のプラットフォームから、安全にサービスを提供・消費
し統合することと定めています。ハイブリッド・クラウドは、
3 つの領域で価値を提供します。
 アプリケーション、データ、サービスの統合。ハイブリッ
ド・クラウドは、複数のインフラストラクチャーにまた
がるデータやアプリケーションの確認や接続に必要な透
明性をもたらします。例えば、ハイブリッド・クラウド
のアプローチなら、従来型の IT やプライベート・クラ
ウドに格納されていることが多い定型業務処理システム
(SoR) と、ますますパブリック・クラウドでホストされ
るようになっている協働のための情報活用システム
(SoE) との統合を可能にします。
 ワークロードの構成、オーケストレーション、管理。
俊敏で競争力のあるビジネス・モデルは、ますますコン
ポーザブル化していきます。プロセス、アプリケーショ
ン、サービス、データは、クラウド内で組み立てや組み
直しを行い、迅速なイノベーションや顧客とのエンゲー
ジメントを実現する新たな方法を見出すための構成要素
になっています。ハイブリッド・クラウドで開発者の生
産性が高まり、アプリケーションの統合、構成、デリバ
リーが可能になります。

あるいは、対象を絞ったクラウドやモバイル・サービスへの
戦略的投資を考える必要があるかもしれません。また同時に、
レガシー・システム上のアプリケーションもできるだけ活用
したいと考えるかもしれません。ハイブリッド・クラウドな
ら、パブリック・クラウド、プライベート・クラウド、社内
の既存のインフラストラクチャーなど、それぞれ最適な場所
に置かれたデータ、アプリケーション、サービスへのアクセ
スが可能になります。
図 1 に示すように、IBM ではハイブリッド・クラウドの真
価は、多岐にわたる IT サービスの迅速なソリューショニン
グだけでなく、未来の複合アプリケーションを提供する IT
サービスの統合にもあると考えます。

ハイブリッド・クラウドは、複合アプリケーションを
提供する IT サービスを統合します

ハイブリッド・クラウド

プライベート
パブリック
従来型の IT

図 1.

ハイブリッド・クラウドの真価は、未来の複合アプリケーションを提供する IT サービスの統合にあります。
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ハイブリッド・クラウドのフレームワークの設計
統合 IT アーキテクチャーの構築時、企業はしばしばハイブ
リッド・インフラストラクチャーとプラットフォームの基盤
を構築し、次にリスクが低いと考えられるものから順にアプ
リケーションの移行を開始します。現在、多くの企業ではク
ラウドと従来型の IT が混在して展開されており、相互接続
されたハイブリッド・モデルへの転換には、統合、最適化、
管理が必要となります。機能的、非機能的要件を含むワーク
ロードの評価が、ハイブリッドを含むあらゆるアーキテク
チャー・フレームワークの基盤となります。

統合: 真のハイブリッド環境への鍵
日々リアルタイムに変化するお客様の要求に応えるため、企
業はしばしば「迅速な対応」という方法で対処しようとする
あまり、インターフェースは種々異なり管理プロセスもバラ
バラな、一貫性のないソリューションを採用することがあり
ます。実際、各サービス・プロバイダーのソリューションを
それぞれの目的に応じて使用するという、計画性のないハイ
ブリッド環境を構築することも珍しくありません。このよう
なシナリオは、将来の環境もまた次善のものにしてしまいか
ねません。
IBM では、真に統合されたエンタープライズ IT 環境を達
成し、新たなハイブリッドの現実に対応するために、図 2 で
示すように、あらかじめ次の 3 つの領域に投資することを
推奨します。
 ハイブリッド・クラウドのフレームワークの設計
 サービス・ポートフォリオ管理アプローチによる、サー
ビス品質および顧客関係の最適化
 ハイブリッド・クラウド環境の主要なガバナンスおよび
組織に関する考慮事項の評価

パブリック

プライベート
従来型の IT

アーキテクチャー

サービス・ポートフォリオ
管理

ガバナンス / 組織

ハイブリッド・クラウド管理
図 2.

アーキテクチャー、サービス・ポートフォリオ管理、ガバナンス / 組織に関する戦略に投資することで、真に統合されたハイブリッド・クラウド環境
を実現できます。
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アーキテクチャーの観点からいえば、ハイブリッドはレガ
シーのクラウド実装と比べて、まったく新たな要件というわ
けではありません。そのため、基本となる柔軟なクラウド・
アーキテクチャーを、複数のハイブリッドのシナリオに対応
するよう更新して適応させることができます。

ハイブリッド・クラウドのシナリオによるアーキテクチャー・
パターンの可視化

数十、あるいは数百にも及びかねないワークロードの技術要
件を考慮する際、ワークロードの特性に基づきカテゴリーを
確立することは有益です。その後ワークロードをいくつかの
シナリオにグループ分けし、そこから図 3 で描かれている
7 つのハイブリッド・シナリオへと分類できます。
この 7 つのハイブリッド・シナリオを出発点として、ワー
クロード主導のユースケースを検証したり、ハイブリッドの
設計に組み込むべきシナリオのポートフォリオを決定でき
ます。その後、シナリオをアーキテクチャー・パターンの視
覚化にも役立てることができます。

各シナリオへの対応には必ずしも個別のアーキテクチャー
が要求されるわけではないという点が鍵になります。
むしろ、少ないアーキテクチャー・パターンの設計で、全シ
ナリオに求められる機能、品質、コンポーネントを表現でき
ます。統合ハイブリッド・アーキテクチャーには、広範なシ
ナリオおよび要件に総合的に対応するパターン一式が含ま
れています。

次世代ハイブリッド・ワークロード

ハイブリッド・インフラストラクチャーのスケールアウト
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プライベートを行き
来してさらに最適化
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環境

独立したワークロー
ド要件に基づき、
プライベート、パブ
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ド・クラウドを選択

災害復旧

データ同期
データ・ストア

計画された、あるいは
ポリシー・ベースの
管理とソーシングを
複数の環境で (イン
フラストラクチャー、
プラットフォーム、
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図 3.

オフプレミスの
リソースを活用して
オンプレミスの
リソースをバック
アップおよび
アーカイブ

パブリック・クラウド
を追加リソースとし
て大規模な業務に
必要に応じて使用
(例: ハイパフォーマ
ンス・コンピューティ
ング、ビッグデータ・
バッチ)

データ・ストア

オフプレミスの
パラレル環境として
セットアップし利用
可能に

この 7 つの典型的なハイブリッド・クラウドのシナリオは、ワークロード主導のユースケースの検証やハイブリッド設計で対応すべきシナリオの決定
に役立ちます。
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それ以外にも、ハイブリッド・アーキテクチャーに関する考
慮事項は、一般的な要素から個々のワークロード固有のもの
まで多岐にわたります。一般的な考慮事項には次のものが含
まれます。

ハイブリッド・アーキテクチャーの考え方と考慮事項

ハイブリッド・アーキテクチャーに取り組むにあたり、2 つ
のアプローチのいずれかを適用することができます。ひとつ
は、ハイブリッド環境の設定、管理を自分で行うアプローチ
です。もうひとつが、別の個人または企業により設定された
環境を使用するというアプローチです。
いずれにせよ、図 4 で示すように、ビジネス、インフラス
トラクチャー、サービス・プロバイダー、ソリューションと
いう観点を考慮に入れる必要があります。

 ワークロード (サービス) 統合を可能にする、中核となる
クラウド・プラットフォームの構築
 パブリック・サービスやアプリケーションと、オンプレ
ミスのサービス管理プロセスとの統合
 ハイブリッド環境へのワークロードの展開
 消費ベースのチャージバック・モデルを顧客に提供する
アプローチやツールの特定

ビジネス:
SLA に記載される品質、
コスト、俊敏性、
サービスのレジリエンシー

ソリューション:
要件を満たす
サービスの活用

ハイブリッド・クラウド・
アーキテクチャー

インフラストラクチャー:
コンピュート (ストレージ、
ネットワーク、その他リソース)、
ロケーション、使用状況、可用性、
パフォーマンス

サービス・プロバイダー:
利用可能なサービスの
カタログとそのプロバイダー、
SLA の管理
図 4

ハイブリッド・クラウド・アーキテクチャーを成功に導くには、ビジネス、インフラストラクチャー、サービス・プロバイダー、ソリューションといっ
た要素を考慮に入れます。
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ワークロード固有の要素には、以下のようなものが考えられ
ます。

これに伴い、多くのサービスがモジュラー化され、
「プラグ・
アンド・プレイ」が容易になっています。多くの場合、開発・
テスト環境、ストレージ、セキュリティー、侵入検知は、従
来の IT 部門からではなく、クラウド・サービス・プロバイ
ダー (CSP) から提供されます。CSP はまた、GPS ポジショ
ニング、マッピング、バイオメトリクス、画像処理、分析な
どの革新的なサービスを提供します。ここでの課題は、どの
サービスを選択すればコストやリスクを負うことなく、戦略
的かつ収益につながる成果を達成できるかについて判断す
ることです。

 ワークロードをハイブリッド環境で実行する誘因
 パブリックやハイブリッド・クラウド環境への配置を妨げ
る特定のワークロードに関するセキュリティー、コンプラ
イアンス、規制上の制限
 ネットワーク・アクセスの追加や遅延により受容できない
ほど影響を受けかねない、ワークロード内、ワークロード
間のトランザクションの依存関係
 クラウド・プロバイダー候補がワークロード下にある IT
インフラストラクチャーを標準化しサポートする能力
 複数のクラウド・プラットフォームを活用したり、複数の
ホスティング拠点へとバーストするワークロードの能力

最も魅力的なハイブリッド・サービスは、従来の IT 環境
および 1 社以上の CSP に統合的に接続された複合サービ
スになるでしょう。IT サービス・プロバイダーには、もは
や技術や社内組織のみにフォーカスする余裕はありません。
サービスの品質を厳しく監視し、顧客との関係を管理する必
要があります。図 5 が示すように、サービス・ポートフォ
リオ管理アプローチはこのような目的の達成に貢献します。

このようなトピックについて考慮するにあたり、重要なリ
ソースとなるのがハイブリッドのシナリオ、ユースケース、
機能を反映したクラウド・リファレンス・アーキテクチャー
です。例えば、IBM のクラウド・コンピューティング・リ
ファレンス・アーキテクチャー (CCRA) を拡張し、ハイブ
リッド採用のアーキテクチャー・パターンを追加することで
特定のハイブリッドに関する考慮事項に対応できます。この
ハイブリッドの採用パターンは、図 3 の使用シナリオをサ
ポートし、要求される機能、必要な意思決定、利用可能なオ
プション実装に対する理解を促します。

サービス・ポートフォリオ管理による投資リソースの配分

クラウド誕生以前からビジネスを行っている企業であれば、
ポートフォリオには従来の IT サービスが含まれている場
合が多く、ポートフォリオ管理プロセスで、クラウドへの
サービス移行を行うかどうか、行うとすればいつかを判断し
ます。企業における新規ビジネスやスタートアップの場合は、
「born on the cloud (クラウド生まれ)」である可能性があり、
すでに CSP が提供しているサービスから新規サービスを構
成している可能性があります。

サービス・ポートフォリオ管理アプローチによるサービ
ス品質および顧客関係の最適化
通常ハイブリッド・クラウド・アプローチでは、サービス・
プロバイダー、デリバリーの構成、請求モデルなどの幅広い
選択肢が網羅されています。その設計は、環境、データ・ス
トレージ、サービスを必要に応じて柔軟に変更、統合できま
す。
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現行サービスの提供品質
サービスの差別化
サービスを構築する技術の可用性
サービスの標準化
サービス使用の変動
セキュリティー要件

このサービスは
ハイブリッド・
クラウドの候補か

どのサービスを
提供するか








サービス・ポート
フォリオの管理



業界動向
市場勢力図
クラウド・ユーザーのニーズ
より収益性が高く迅速に提供
できるサービスの特定
サービスが最終目標を達成する
可能性









図 5.

顧客がサービス購入に至る
動機を評価
顧客が自社からサービスを
購入するような付加価値の提供
価格設定またはチャージバック・
モデルの決定
強み、弱み、優先順位、リスクを
評価
リソースや能力を配分

サービス・ポートフォリオ管理を成功に導くには、どのサービスを提供するかという点と、ハイブリッド・クラウドの候補となるサービスの適合性も
また考慮に入れます。
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ハイブリッド・クラウドで、新たなサービスを迅速に構築、
展開、統合する能力が劇的に高まり、企業は変化する経済情
勢、競争条件に遅れずに対応できるようになります。また、
既存サービスは競争力や顧客に対する魅力を維持するため
に頻繁な更新が必要となりますが、ハイブリッド・モデルを
採用することで、既存サービスの反復利用が可能になります。
サービス・ポートフォリオ管理による投資の配分は、ビジネ
ス・マネージャーの重要なタスクです。効果的な優先順位付
けが不可欠となります。

用して適切な投資の意思決定を促進するには、サービス・
ポートフォリオ管理が欠かせません。これには、顧客が期待
する結果とサービス構築、提供に必要な投資を比較すること
による定量可能なアプローチが必要になります。先に進める
という意思決定は、実証可能な投資収益性がある場合に限り
行われます。
顧客にどのサービスを提供するかという判断は、多くの要素
に影響されます。






サービス・ポートフォリオは、企業が管理するサービス一
式で、一部は CSP により提供されます。このポートフォ
リオを使用して、サービス・パイプライン、サービス・カ
タログ、終了したサービスなど、全サービスのライフサイ
クルを管理します。サービス・ポートフォリオ管理は、競
合サービスの「ビジネス価値」を評価し、投資リソースの
配分に関する意思決定を行う継続的なプロセスです。次の
ような戦略上の問題を明確化します。

業界動向
市場勢力図
消費者 (ユーザー) のニーズ
容易かつ迅速に提供できる収益性の高いサービスの識別
サービスが最終目標を達成する可能性

IT の観点からだけではなく、ビジネス上の観点から市場勢
力図を評価することで、導入成功率が高まり、お客様にも満
足していただけるようになります。詳しい洞察については、
IBM ホワイト・ペーパー「Designing your Cloud Decision
Framework」をお読みください (http://ibm.co/19WbrT7)。

 顧客がサービス購入に至る動機と、その購入を自社から
行う動機
 価格設定またはチャージバック・モデル
 強みと弱み、優先順位とリスク
 リソースや能力の配分

ハイブリッド環境の主要なガバナンスおよび組織に関す
る考慮事項の評価
IT コンポーネントの配置に関する境界線は、ますます曖昧
になっています。データセンターやオフィス拠点のインフラ
ストラクチャーが完全に IT 部門の管理下にある一方、多く
の資産はサード・パーティーが所有する仮想マシンやコンテ
ナに収められています。資産は多くの場合目に見えず、API
または提供されたサービスとしてしか見ることができませ
ん。要するに、IT 部門の従来のコントロールが及ばない所
に置かれているのです。同時に、ビジネス・プロセスをエン
ドツーエンドで管理することはかつてないほど複雑化して
おり、ハイブリッド環境では、進化するさまざまな IT スキ
ルの組み合わせが求められます。

サービス・カタログとは、展開可能なものを含めすべての
現在提供可能なサービスに関する情報のデータベースま
たは構造化されたドキュメントです。サービス・カタログ
の重要性は、ハイブリッド・クラウドの世界で高まってい
ます。複合サービスでは、カタログは運用の可視化とコン
トロールの維持には欠かせないツールとなるでしょう。

サービス・ポートフォリオ管理によるハイパフォーマンス・
サービス戦略の構築

ハイパフォーマンス・サービス戦略を構築することで、企業
はビジネス・サイクル、業界の変容、リーダーシップの変化
を超えて、長期に渡り代替サービスの脅威を退けることが可
能になります。これは、企業を現在そして将来的な成功へと
導きます。サービス戦略を活
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このプロセス管理における課題を考えてみてください。レガ
シーな定型業務処理システム (データセンター) の更新を協
働のための情報活用システム (クラウド) で行い、レポート
機能は Software as a Service (SaaS) として提供されます。こ
うした状況下で、IT 部門はさまざまな要件の中でもとりわ
け、可用性、パフォーマンス、キャパシティーをどうしたら
管理できるでしょうか。統合環境の課題に対処するには、図
6 で示すように新たなガバナンスと組織的アプローチが必
要になります。

当事者間の関係を重視したガバナンス・プロセスの構築

IT 部門と特定クラウド・サービスのユーザー間のコミュニ
ケーション手順を確立することは、非常に重要な第一歩です。
ハイブリッド・クラウド・モデルを導入し、カスタマイズに
制限を設けることで、IT 機能は劇的に変化します。IT
Infrastructure Library (ITIL) タイプのフォーカスから、日常的
に ITIL プロセスを制御する CSP との対話へと発展します。
関係管理は、CSP とサービス・ユーザーの橋渡し役として機
能し、現実的な期待値を維持することに役立ちます。
ガバナンス・プロセスの構築時には次の点を考慮に入れてく
ださい。

当事者間の
関係を重視した
ガバナンス・
プロセスの構築

 共通プロセス・ガバナンス・フレームワークの確立
 IT サービス供給の計画およびコントロールに対する全社
的ポリシーおよびガイドラインへの CSP による準拠
 各 CSP の対応窓口の指定とガバナンス活動への参加
 データ・セキュリティー
 規制要件の十分な理解と準拠

サービス
統合要件の
特定

統合ベースの
ガバナンスの
取り組み

運用サービス
管理要件の
特定

また、サプライヤーのサービス・レベル・アグリーメント
(SLA) を、個別にフォーカスした SLA から協調的なエンド
ツーエンドのデリバリー目標へと拡張する必要があります。
サプライヤーの関与の範囲は、関係の複雑さと要求に対応し
ている必要があります。契約は構造を定義するものであり、
関係の内容ではないことにご注意ください。最終的に、契約
と SLA には共有された目標が反映されている必要があり
ます。

組織と
スキルの変化の
特定

サービス統合要件の特定

ITIL プロセスをベースとしたサービス統合アプローチの導
入や維持は、得てして困難に陥りがちです。CSP は独自の手
法やツールを使用しているため、変更管理などのプロセスが
企業のアプローチにそぐわない場合があります。

図 6.

統合ベースのガバナンスの取り組みは、当事者間の関係に関する考慮
事項、サービス統合要件、組織上・技術上の課題、運用サービス管理要件に
及びます。
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特定のサービス・レベルを策定する前に、次の基準を考慮し
てください。

要求される組織とスキルの変化の特定

 CSP プロセスの役割と責任は明確で、個々の顧客で利用
可能
 CSP は、エンドツーエンドのプロセス改善を共同で実施
 CSP に期待するやりとりのレベル
 総じて XaaS または Everything as a Service と呼ばれる、
Infrastructure as a Service (IaaS)、Platform as a Service (PaaS)、
SaaS など、さまざまな「as a service」のタイプによる CSP
サービスの違い

マルチプラットフォーム環境が今や一般的です。大手企業の
IT 環境は複雑で、単一サプライヤーですべてのサービスを
提供することはほとんどありません。各企業は今後独自の
ソーシング構想を持つ一方で、IT 情勢は概して複雑で複数
ベンダーに及びます。
IT サイロを打ち破り、統合ソリューションへと進むことは、
企業の組織モデルと関連スキルに大きな影響を及ぼしかね
ません。実際、企業の IT チームの半数以上が 2016 年末ま
でに新たなクラウド管理の役割を創出する必要があるで
しょう。5

運用サービス管理要件の特定

エンドツーエンドのサービス管理には、情報の収集と照合だ
けでなく、異なるプラットフォームからの運用プロセスをサ
ポートするツール群が要求されます。サービス管理を情報面
から検討する時には、次の点を理解する必要があります。

IBM は、サービス・インテグレーターの役割の観点から、
標準化されたサービス指向アーキテクチャー (SOA) リ
ファレンス・モデル (http://ibm.co/1eIY8rv 参照) をサービス
統合に採用しています。このモデルでは新たな役割と責任に
対応し、他のアクティビティーやサービスを外部ソースへと
移行します。世界中のお客様との経験からいえば、今後複数
領域のスキルは必須といえます。実際、IBM ではこのモデ
ルを展開し、ハイブリッド環境を拡張しています。

 顧客に転送するべきイベントの CSP による監視
 キャパシティー管理の責任を CSP にアウトソースする
能力
 全サービス・プロバイダーにおけるレポートの統合

ハイブリッド・クラウド: 統合 IT サービス・
デリバリーの標準アプローチ

サービス管理ツールの評価時には、次の点を考慮してくださ
い。

ハイブリッド・クラウドは、統合 IT サービス・デリバリー
の標準的なアプローチになっています。ハイブリッドの影響
に対処する戦略を立て、その実行を成功へと導くことは非常
に重要です。実際アナリストによると、 2017 年まで、パブ
リック・クラウドの採用が増加するにつれ、ハイブリッド・
クラウドのシナリオでは、オンプレミス環境をパブリック・
クラウド・サービスへと拡張する管理、セキュリティー・サー
ビスの必要性が高まります。6

 CSP サービス管理ツール提供の透明性
 サービス・インテグレーターなど、他のプロバイダーとの
データ・インターフェースの要件
 XaaS として提供される IT サービス管理ツール
 単一ビューの構成管理データベース (CMDB) における
影響 (まだ該当する場合)
導入は段階的に行い、新たな運用モデルに密接にリンクされ
ている必要があります。統合に効果的に対処できなければ、
ビジネスの現場を混乱させる大きな代償を伴う場合があり
ます。

この統合を実現し、新たなハイブリッドの現実に対応するに
は、体系的な取り組みでハイブリッド・クラウドのフレーム
ワークを設計する必要があります。さらに、サービス・ポー
トフォリオ管理を活用したサービス品質と顧客関係の最適
化も必要です。また、当事者間の関係における考慮事項、組
織上、スキル上の要件、運用サービス管理、サービス統合な
どを含む統合ガバナンス戦略の採用も必要になるでしょう。
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ハイブリッド・クラウドの実装により、ワークロードの構成、
オーケストレーション、管理能力など多くのメリットが生ま
れ、データやアプリケーションのポータビリティーを活用で
きるようになります。IBM ではハイブリッド・クラウドの
真価は、多岐にわたる IT サービスの迅速なソリューショニ
ングだけでなく、未来の複合アプリケーションを提供する
IT サービスの統合にもあると考えます。

IBM クラウド・アドバイザリー・サービスに関する詳細に
ついては、日本 IBM 営業担当員にお問い合わせください。
また、次のクラウド・アドバイザリー・サービスのデータ・
シートも併せてご参照ください。http://ibm.co/1FPtvus

詳細情報
IBM クラウドに関する詳細については、日本 IBM 営業担
当員にお問い合わせいただくか、次の Web サイトをご覧く
ださい。ibm.com/cloud-computing/jp/ja/

IBM をお勧めする理由
ハイブリッド・クラウドがビジネスにもたらす機会の想定、
ギャップ分析、ハイブリッド・クラウド実装のロードマップ
策定、どのワークロードをクラウドに移行し、どのような性
能を発揮するかについて優先順位を付けるなど、ハイブリッ
ド・クラウドに関することであれば、IBM がご支援します。
また、次の点についても IBM がお役に立ちます。
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