
事例 1：よりスムーズなコストとリソース管理のためのマルチクラウド管理ポータル

課題

課題

実績

実績

ソリューション

ソリューション

成功事例

お客様は韓国最大の複合企業の 1 つです。エンドユーザーが AWS、
Azure、IBMCloud などの幅広いクラウド環境を管理できるようにする
マルチクラウド管理ポータルの構築が切実に必要とされていました。 

ポータルは、100 以上のビジネスユ
ニットを持つ企業の全体のコストと
リソースを管理するという困難な課
題に対処しました

コスト分析と最適化に使用
されるデータ

2TB 以上

データ分析に基づいた
顧客の 360 度ビュー

360 度

100 以上のビジネスユニットの
クラウドアカウント

100 以上
ポータルで管理するための

クラウドリソース

200 以上

47 個のアプリケーション
がマイクロサービスに開発

47

FPT のチームは、次の機能を備えた効果的なマルチクラウド管理ポータ
ルを確立できました。

すべてのクラウドリソース及びシステムの使用状況とコストの監視
AWS、Azure、IBM 及び GCP のすべてのリソースの管理
マルチテナント及びマルチクラウドアカウント管理
コスト管理とコスト最適化
TIG スタック（Telegraf、InfluxDB、Grafana）をポータルと統合して、
マルチテナント、マルチクラウドアカウントのデータを監視。ポータ
ルと TIG スタック間のユーザ情報やダッシュボード構成を同期する
ために、プロセスの自動化を実装。 

事例 2：クラウドネイティブ化、企業のマイクロサービスへの移行

お客様は、アジア最大の保険グループの支社であり、複数の市場におい
て強力な存在感を示しています。お客様のアプリケーションの状況は非
常に複雑であったため、システムを変更する際、特に新規アプリケーショ
ンの開発に関しては、多くの時間と労力を要しました。

システム適応性増加率、
予測値の 30% を上回る 

35%

FPT は、お客様と相談して既存のアーキテクチャを深く理解し、マイク
ロサービスに開発される優先すべきアプリケーション・コンポーネント
を特定しました。プロジェクトの基本的な手順は次のとおりです。

ビジネスドメインに基づいて既存のデータベースを保険契約データ、
請求データ、顧客データ、手数料データに分離する   
ドメインやカテゴリに基づいてアプリケーションを分離し、API 主導
の統合を通じてマイクロサービスに開発する  
ハイブリッドクラウドのアプローチ採用により、レガシーシステムと
の下位互換性を確保する   
すべてのエンタープライズデータを獲得するデータレイクを構築する  
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クラウドジャーニーのアクセラレータ
FPT Cloud Suite



クラウドへ移行、その先は多数チャレンジ FPT クラウドスイートが選ばれる理由

FPT クラウドスイートの差別点

国際的なセキュリティ規格

FPT Cloud Suite クラウド移行ジャーニーの障害を取り除くための鍵

M2C（Move to Cloud）のジャーニーに乗り出すとき、企業がコストとリソースの管理及びセキュリティ標準の確
保が難しいと感じることはよくあります。

FPT クラウドスイートとはマルチクラウド管理のソリューションである。
弊社のベストプラクティスに基づいて構築された FPT Cloud Suite は、クラウドのジャーニーに欠かせないアクセ
ラレータです。マルチクラウド環境の運用と最適化を支援するセルフサービスユーティリティを提供いたします。

Cloud Identity

中堅企業と大手企業に柔軟対応

Cloud Deploy
ワンクリック導入

ゼロヒューマンエラー
セキュリティリスク 40% 削減

1. クラウドオペレーション・ガバナンス 2. IT・デプロイメントの自動化 3. AIOps 導入

セキュリティ
コンプライアンス

コスト管理 人材リソース管理

24 時間年中無休の運用＆モ
ニタリング
リソースカテゴリ＆分類
パフォーマンス＆使用法
高度なイベント駆動型
オートメーション

コンテナ化されたアプリケーション向け
の複雑な環境を迅速に構築
コンテナ管理プラット
フォーム
識別 & 資産管理
セキュリティ & コンプライ
アンス
アプリケーションカタログ

80% までコスト最適化

原価管理＆最適化
コストの可視化と分析
コスト最適化するためのポリ
シー自動化
タグポリシー / タグマッピング

運用効率の 30% 増加

導入管理の自動化
承認されたテンプレート
プロビジョニングの自動化
CI / CD との簡単な統合ツール
ワンクリック導入ゼロ
ヒューマンエラー

セキュリティコンプライアンス
10 以上のコンプライアンス基準
400 以上のビルトインセキュリ
ティポリシー
資産インベントリダッシュボー
ドとメトリクス

ユーザー & 組織管理
シングル・サインオン
マルチ階層構造
AD / LDAP との統合

落とし穴を避ける

ハイブリッドクラウド統合
の複雑さ
費用と時間のかかる移行
予想されるコスト削減は実
現できない
ベンダーロック
データのセキュリティとプ
ライバシー
コンプライアンスと規制の
リスク

弊社の経験を活用し、一般的な
落とし穴を回避するのに支援

コストメリット

10 ～ 25% クラウド TCO 最適化
30 ～ 60% 一般の落とし穴を削減
アーカイブ用の低コストのデータ
ストレージ  

弊社の最適化フレームワークと専
門チームにより、コストメリット
を提供

最適化されたアーキテクチャ
のフレームワークにより、サー
ビス品質向上可能

サービス品質

10 ～ 30% サービス品質改善
20 ～ 30% セキュリティリス
ク削減  
20 ～ 30% 運用効率の向上
自働化

ビジネスアジリティ

関連ビジネスケースを選択するの
に 3 倍速く
準備環境に 5 倍高速
25 ～ 40% 開発加速
15 ～ 30% 実行・開発コスト削減

弊社の実績を活用し、市場投入ま
での時間短縮

1

43
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マルチクラウドプラットフォームサポートをする AWS, Azure, GCP

Yes

No

No

AWS, Azure, GCP

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes Yes

Yes

Yes

Yes

10+  毎月新しい
基準追加

(Azure:8,
AWS:0, GCP:0)

10+  
毎月新しい
基準追加

(Azure:15, 
AWS:15)30+  20+  

包括的な管理

階層的な組織構成（会社／コストセンター／
事業単位）

ITSM コンプライアンス基準に安易に従事

それぞれの業界専用のセキュリティ評価に対応
する基準

コスト最適化するための基準

タグマッピング、タグコンプライアンス

コンテナ化されたアプリケーション管理

特徴 FPT
クラウドスイート

パブリック
クラウド その他

2021 年にクラウドセキュリティ
アライアンスに加入しました。
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