
日立のクラウドコンサルティングサービスは、日立独自のフレームワークとノウハウで、お客さまのクラウ
ド活用の企画検討、導入計画段階での悩みを解決するサービスです。プライベート/パブリック/ハイ
ブリッドなど、クラウドをどう使い分ければよいか分からない、クラウド化による全体効果を試算したいと
いったお客さまに、適切なクラウドサービスの選択や導入に向けた準備を支援します。

クラウド活用の企画検討、導入計画をワンストップで支援する
クラウドコンサルティングサービス

■ 実践的なクラウド活用のノウハウを提供

クラウド活用を検討している企業では、「クラウド化して本

当に効果があるのか」「事業目的を達成するために、どのよ

うなクラウドサービスが必要なのか」「どのシステムでクラウ

ドサービスを活用していけばよいのか」といった、さまざまな

悩みを抱えています。

しかし、検討や準備にばかり時間をかけていては、クラウ

ド活用は遅 と々して進まず、そのビジネス効果を創出するこ

ともできません。日々進化するクラウドを活用していくため

には、クラウドを深く理解している専門家によるサポートが

必要です。

日立のクラウドコンサルティングサービスは、クラウド リフ

ト＆シフトの企画検討から導入計画で、日立がこれまで実

践してきたプライベート/パブリック/ハイブリッドなど各種ク

ラウドの導入・運用実績をフィードバックしたサービスです。

クラウド活用の各段階に合わせて提供するサービスメ

ニューの中から、お客さまが必要なサービスを選択可能な

ほか、日立のクラウド導入支援ノウハウをパターン化した豊

富なテンプレートを活用し、効果的かつ迅速なクラウド導

入を支援します（図1）。

■ 企画検討から導入計画フェーズを構成する３サービス

ここから各サービスの内容を紹介します。特にお客さま

からのニーズが高いのが、「利用方針策定」と「効果アセ

スメント」の組み合わせです。クラウド利用方針の結果に

基づきクラウド導入効果アセスメントを行うことで、より効

率的かつスムーズに検討を進めることができるようになり

ます（図2）。

「クラウド利用方針策定支援サービス」

既存システムをクラウド化する際の目的を整理し、システ

ムランク分類でパブリック、プライベート、オンプレミスといっ

た使い分け方針の決定を支援します。

システム停止による業務影響度合いや情報の機密性と

いった、お客さまが重視されている観点でシステムランクを

設定し、各クラウドの特性を考慮して方針を決定します。こ

の利用方針に基づいて、各システムの移行先を仕分けし、

システム配置案として整理します。利用方針が明確になる

と、クラウドへの移行を客観的に判断できるようになり、クラ

ウドをより積極的に活用できるようになります。

クラウド利用方針策定支援

クラウド利用ガイドライン策定支援

企画検討 導入計画

サービス
メニュー

フェーズ

図1 クラウドコンサルティングサービスの体系

導入効果アセスメント
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件を洗い出し、現行コストを調査。クラウド化後のコストも

試算して全体の削減効果を可視化します。リソースや運用

の集約効果を数値化することで、経営層含め社内にクラウ

ド化のメリットを明確に示すことができます。

■ 専門家のノウハウを生かしたクラウド活用を推進

クラウドコンサルティングサービスでは経営層・管理者

層・現場層のベクトルを合わせた意思決定と構想策定を

トータルに支援。日立の多岐にわたる専門ノウハウとベスト

プラクティスなテンプレートを活用し、お客さまニーズに合っ

たクラウド環境を実現していきます。

日立は、お客さまの迅速な意思決定とクラウドサービス

の導入をクラウドコンサルティングサービスでサポートし

ます。

「クラウド利用ガイドライン策定支援サービス」

セキュリティおよびサービスレベルの観点で、クラウドを

選定する基準となるガイドラインの策定とチェックリストの

作成を支援します。まず、お客さまのセキュリティ関連文書

や各種フレームワークに基づき、国際規格ISO27017を

ベースに必要な項目を抽出してガイドラインを策定。次にお

客さまのリスクに合わせ、ガイドラインから利用者向けの

チェックリストを作成します。これらのツールを整備すること

で、適切なクラウドの使い分けができるようになります。

「導入効果アセスメントサービス」

現行ITインフラ環境などのリソースを仮想集約した場合

の、インフラや運用のコスト削減効果を試算します。具体的

には、お客さまの資産情報や運用情報から必要な前提条

（株）日立製作所 IoT・クラウドサービス事業部
https://www.hitachi.co.jp/cloud/

お問い合わせ先・情報提供サイト

ITシステムのクラウド化の検討プロセスに沿って、クラウド化の目的・要件の整理から 
既存システムの分類、クラウド化効果の評価までお客さまとともに検討

図2 クラウド利用方針策定とクラウド導入効果アセスメントの進め方イメージ

クラウド化の目的整理
●IT戦略とのすり合わせ
●課題の洗い出し
●クラウドの定義
●対象とするクラウド基盤の
　決定

クラウド利用方針の策定
●可用性/機密性観点での基盤
　（クラウドとオンプレミス）の
　使い分け方針の策定

システム稼働条件の整理
●可用性、セキュリティ、
　そのほか非機能要件の整理
●社内規程、法的な制約の
　洗い出し

システムランクの分類
●可用性/機密性などに
　基づき各システムを
　ランク分け

システム配置案の検討
●システムランクに基づき、
　各システムを利用方針に
　照らし合わせてマッピング

クラウド化効果の評価
●システム配置案に基づく
　コスト試算
●試算結果の評価、配置案の
　見直し（必要に応じて）
●最終評価
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