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はじめに
イギリスの数学者およびデータサイエンティストであるClive Humby氏は「データの価値は新しい石油に値する」と述べたことがあります。2020年末まで
に推定44ゼタバイトものデータが存在しています。これは、地球上のすべての人が毎秒1.7MBのデータを1年間生成した場合に相当します。また、スマー
トテクノロジーとIoTの台頭に伴い、この数字の勢いはとどまるところを知りません。

膨大なデータをすぐに利用できるようになった今、データ分析や、生活のあらゆる面で豊富な洞察を引き出す「データが持つ力」について、企業組織は
ようやく理解し始めたところです。

データは大きな能力を潜在させています。公共および民間のサービスを向上させ、効率化の促進、リスクの軽減、収益性の向上、将来の計画に役立つト
レンド分析などの可能性を広げます。

データ経済の成長に伴い、その価値を引き出すためには、個人データの安全性とセキュリティの維持、そして各国のデータプライバシー法の準拠など、
バランスを取る必要があります。そこで、データをパブリッククラウドに移動したくなるかもしれませんが、ここで注意が必要です。EMEA(ヨーロッパ·中
東·アフリカ)の企業は、たとえば米国でホスティングされているデータが米国の管轄下にあることを認識しておくことが重要です。これは、データが収集
された国のプライバシー法と矛盾してしまう可能性があるからです。 

ソブリン·クラウドの台頭

データ主権とソブリン·クラウドは実は新しい概念ではありません。しかし、この新たな状況の中で新しい意味が生まれています。膨大な量の非構造化デ
ータが生成されるようなると、マネージドサービスプロバイダー（MSP）は、拡張性と安全性に優れ、費用対効果が高く、幅広いエンドツーエンドのクラ
ウドサービスを提供できることが重要になります。

ストレージレイヤーについては、データを国内の法律で保護するため、収集された国のオンプレミスに存在させる必要があります。オブジェクトストレ
ージは、ブロックストレージやファイルストレージより手頃で拡張性に優れたソリューションです。

MSPは、バックアップ、暗号化、マイクロセグメンテーション機能を備えたクラウドスタックにデータ保護機能を組み込み、ワークロードのセキュリ
ティを確保する必要があります。小規模なプロバイダーの場合、サブスクリプションモデルで顧客のストレージとバックアップの要件に対応するた
め、STaaS（Storage-as-a-Service）やBUaaS（Backup-as-a-Service）の普及が進んでいます。

オンプレミスのプライベートクラウドストレージ技術により、MSPは、大規模クラウド事業者）に代わる選択肢としての地位を確立し、包括的なデータ主
権戦略と完全に準拠したソブリン·クラウドで、データ管理を提供することができます。

では、EMEAのMSPがソブリン·クラウドについて知っておくべき「最も重要な5つの事項」とは何でしょうか？ ぜひ続きをお読みください。
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データプライバシーに関する規制
近年、企業や政府機関が顧客データを収集·利用する方法が注目されています。人々は、データを誰と共有しているのか、そしてそのデータが何のた
めに使われているのかをより意識するようになりました。

よりパーソナライズされたサービスへの需要が高まる一方で、顧客は、データが安全であることを確認し、個人情報を共有する前にアクセス状況を
把握したいと考えています。

また、サイバーセキュリティへの懸念も高まっています。サイバー攻撃の脅威はますます巧妙化し、あらゆる隙が狙われています。例えば、2020年か
らのパンデミック以降、多くの企業がリモートワークに移行され、同時にハッキング被害は20％増加しました。

有名企業へのサイバー攻撃も大きく報じられています。2020年3月、英国の大手薬局 Bootsは、顧客のパスワードが盗まれたことでポイントカードに
よる支払い停止を余儀なくされました。また、ワクチン開発を進める組織も標的になりました。2020年の欧州医薬品庁への攻撃では、COVID-19モデ
ルナワクチン対する攻撃が明らかにされています。

サイバー攻撃の脅威の高まりと、顧客データに関する透明性とセキュリティへの需要に対応して、GDPR(EU一般データ保護規則)や英国の2018年デ
ータ保護法(DPA)など、多くの国でデータプライバシーに関する法律や規制が成立しています。

国境を越えたデータプライバシー
国境を越えてビジネスを拡大する場合、国や地域など、グローバル規模でデータプライバシー規制に準拠することはより複雑になります。また、これら
の規制は絶えず変化するだけでなく、新しい規制が追加されると新たな課題をもたらします。実際、規制当局が既存の要件をどのように施行するのか
疑問が残る場合もあります。

また、強制アクセスの問題もあります。これは、法執行機関または政府機関が合法的にデータへのアクセスを要求した場合に発生するものです。

米国クラウド法（CLOUD Act）

2018年、米国ではデータへの国境を越えたアクセスを明確化する米国クラウド法 「Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act)」が施行さ
れました。この法律は、アイルランドのサーバーに保存されているデータに対して、米国に拠点を置くサービスプロバイダであるMicrosoft社が管理する
電子メールの開示をめぐる法的訴訟を受けて起草されたものです。この長く続いた法的紛争は、Microsoft社が米国司法権の管轄下にあるため、電子
メールの保存場所に関係なくデータへのアクセス権が合衆国政府側にあることが明示的に示される形で終結しました。

英国のCrime(Overseas Production Orders)Act 2019と、EUのGDPR（EU一般データ保護規則）第49条など、EU圏と英国にも同等の規制があります。

Schrems II 判決

もう一つの注目を集める重要な判決は、EUと米国の間のデータ転送に関するSchrems IIです。
このケースは、EU司法裁判所が、米国の国家機関や法執行機関による監視を懸念し、EU-USデ
ータプライバシーシールドを無効とする判決を下しました。

これにより欧州の企業は、コンプライアンス確保のために、EU加盟国以外へのデータ転送ごと
に、個別評価を実施することが求められるようになりました。

英国はEUから正式に離脱しましたが、現在もSchrems IIは適用されています。つまり、英国の企
業は、英国と米国の間のデータフローを保護するために、データプライバシーシールドに代わ
る保護対策を見つける必要があります。

これらの法律は、組織、企業、または政府による個人情報の保存、処理、および共有の方法を管
理することを目的としています。ただし、データがパブリッククラウドに保存されている場合は、
データは異なる国の複数のデータセンターにまたがって保存されている可能性があり、データ
がホストされているそれぞれの国の規制の対象になってしまいます。

ソブリン·クラウドは、データが収集された国でデータを保存することにより、データプライバシ
ー規制に準拠する際の複雑さを排除します。
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データ保護要件(データレジデンシー)
データ保護要件（データレジデンシー）とは、データが保存される物理的な場所を指します。データ主権とは、特定の場所に保存されているデータが
その場所の法律の対象となることを意味します。

この違いを理解することは、コンプライアンスを確保する上で非常に重要です。たとえば、データを英国のオンプレミスに保存すると、データは英国
の裁判所の法的保護を受けることができますが、同時に英国の法律にも準拠しなければなりません。英国の規制に沿ってデータを保護するために
は、適切なストレージおよびデータ保護ソリューションをクラウドスタックに組み込むことが重要になります。

データが保存および処理される場所は、政策、規制、税務、または運営上の理由により決定される場合があります。フランスなど一部の国では、データ
をEU内に保存することを義務付ける国の政策が実施されています。ドイツでは、データの種類に応じて、国内またはEU内にデータを保存する必要が
あります。

大規模クラウド事業者を使用することで、企業はデータの境界、データの使用場所、どのクラウドサービスを有効にするかを管理することができま
す。大規模クラウド事業者の多くはセルフサービスのツールを提供しているため、政府や業界の要件に合わせてインフラの導入、管理、および保護す
ることができます。

しかしながら、大規模クラウド事業者は、データ保存や処理を行う場所を提供しますが、ホスティングは米国内で行っていることが多いようです。ま
た、提供するサービスの中には、複数の国や地域にまたがるものもあり、国境を越えてデータが流出するリスクが高まります。また、強制アクセス命令
に基づいて、外国当局からデータにアクセスされるリスクもあります。(例えば、大規模クラウド事業者が米国の管轄下にあるため、米国クラウド法が
適用されるなど。)

顧客データとアカウント情報

大規模クラウド事業者では、顧客データとアカウント情報を区別することに注意が重要です。顧客データ（名前、住所、連絡先番号など）は通常、データ
を収集した企業によって完全に管理され、クラウドプロバイダーとの契約条件が適用されます。一方、アカウント情報は個別に管理され、独自のプライ
バシーポリシーで管理されます。

顧客データが1つの国に存在する場合でも、アカウント情報とメタデータは別の場所に保管され、異なる管轄下にある場合があります。利用規約の詳細
に、複数の国から個人情報が保存およびアクセスされる可能性があることを示す条項が見つかることがあります。これは、大規模クラウド事業者が別の
国から技術サポートを提供する場合に見られます。

収集される情報量は、認識よりもはるかに広範囲に及ぶことが多く、ネットワークIP、デバイス、診断、その他のログなど、個人では認識できない範囲の
メタデータが含まれることもあります。

そのため、MSPが大規模クラウド事業者よりも優れた透明性とセキュリティを提供し、分散型のオンプレミスオブジェクトストレージ、比類のないスケー
ラビリティ、および手頃な価格を実現できることは、大きなメリットになります。
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データ主権
前述のとおり、データ主権とは、データが収集された国のプライバシーおよびガバナンスに関する法律が適用されることを意味します。したがって、デー
タをホスティングしているデータセンターが、データを収集した国とは異なる国にある場合、個人は自分のデータを保護する2種類のプライバシーポリ
シーを持つことになります。これは、データにアクセスする政府の権利にも影響を与えます。

ソブリン·クラウドでは、収集された国にデータを保存することで、この問題が簡素化されます。つまり、データはその国の法律が対象となり、他国の法律
はそのデータに対して権限を持ちません。これにより、法的要件の重複や契約の複雑さから回避されます。

国境を越えたデータフローが必要になることがありますが、これはハイブリッドおよびマルチクラウド戦略で対処が可能です。国境を越えたデータの主
権を実現するために、仮想データスペースなどの概念が登場しています。International Data Spaces Association（IDSA）は、データ経済をサポートする
ためのグローバルスタンダードと認証プロセスを開発している120社を超える企業の連合です。

主権を維持しながら、信頼できるパートナー間、国境を越え、クラウド間のデータ交換を促進し、コラボレーションとイノベーションを加速することを目
的としています。

ヨーロッパのGAIA-Xフレームワークは、米国や中国からデータを回帰させ、ヨーロッパのデータ主権を取り戻すためのクラウド基盤を提供します。この
プロジェクトは、データを分散化および統合するための次世代インフラストラクチャとセキュリティ標準を提供することを目的としています。これにより、
現在多くのヨーロッパ諸国で50％以下にとどまるクラウド導入レベルの向上が期待されます。
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データの保護と管理
データ経済は明るい見通しですが、どのクラウドプロジェクトでもデータ保護を念頭に置く必要があります。約64％の企業が、クラウドコンピューティング
に関する最大のセキュリティ課題として、コンプライアンス、監査、アクセス、および事業継続のためのデータ保護を挙げています。

EMEA(ヨーロッパ·中東·アフリカ)では、データ保護に関する主な規制はGDPRです。同法第25条では、製品やサービスのビジネスプロセスを開発する際
に、個人データの漏えいや流出を防ぐことを含め、データ保護対策を組み込むことが義務付けられています。

今、消費者から求められているのは、企業が個人データを共有する前にあらゆる段階で、透明性、完全性、保護、セキュリティを明確に示すことで
す。MSPは、消費者のデータがしっかりと保護されていることを示し、堅牢なデータ保護戦略の確立を支援することで、顧客に付加価値を提供できます。
また、MSPはGDPR第37条に基づき、指定されたデータ保護提供者としても機能します。これには、データ保護法と実務に関する専門的な知識を持つ人
が、企業が規制に準拠しているかどうかを監視する必要があります。

ここでは、優れたソブリン·クラウドのデータ管理戦略に必要な10の要素を紹介します。

1. データライフサイクル管理 - データの収集から保存、削除まで、組織全体のプロセスを標準化
するためのフレームワーク。

2. データのリスク管理 - データに影響を与える可能性のあるすべてのリスクを特定して評価し
ます。これには、データがどの法律に準拠するかも含まれます。

3. データのバックアップとリカバリ - ソブリン·クラウドの一環として、データは取得された国のオ
ンプレミスでバックアップする必要があります。

4. データアクセス管理のコントロール - 権限のあるユーザーのみがデータにアクセス、使用、ま
たは転送できるように、コントロールが適切に実施および維持される必要があります。

5. データストレージの管理 - データがアクセス頻度に応じて正しく保存またはアーカイブされ
ていることを確認する必要があります。

6. データ侵害および漏えいの防止 - サイバーセキュリティ対策として、データの暗号化、ウイル
ス対策ソフトウェア、ランサムウェア対策、ハードウェアおよびソフトウェアのセキュリティが含
まれます。

7. 機密性、完全性、可用性 – C.I.A（Confidentiality,Integrity,Availability）と呼ばれ、データを確実
に保護するために維持しなければならない「情報セキュリティの３大要素」です。

8. ポリシーと手順 - データ保護とその実施方法を定義します。これらは十分に文書化されてい
なければなりません。

9. 規格と規制コンプライアンス - これらはソブリン·クラウドを確立する上で不可欠です。国およ
び業界の要件を徹底的に調査する必要があります。

10. モニタリング（監視）とレビュー - すべてのデータアクティビティ、リスク、コントロールを可視
化して、保護を強化し、リスクへの迅速な対応を確保します。

高レベルのセキュリティとコンプライアンスを確保するためには、すべての主要な利害関係者がデータ管理戦略を理解し、すべてのデータが徹底的
に追跡されていることが重要です。リスク分析を実施することで、顧客データに影響を及ぼす前に、原因を特定して解決することができ、GDPR第35条
のコンプライアンスにも役立ちます。

オンプレミスのオブジェクトストレージをクラウドスタックに組み込むことで、セキュリティが向上するだけでなく、豊富な機能セットにより、規制への
準拠やサイバー攻撃からのデータ保護などの「複雑さ」が軽減されます。また、他の主要なデータ保護ソリューションや、パブリックまたはプライベー
トクラウドソリューションと統合することもでき、手頃な価格で比類のないパフォーマンスを顧客に提供することが可能になります。

大規模クラウド事業者とは異なり、MSPはセキュリティに関してカスタマイズされたサービスを提供できる柔軟性があります。そのため、顧客が最も
重要視していることを優先し、ソブリン·クラウドをどのように実現するか、自由にコントロールすることができます。
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データセキュリティ
EMEA地域の企業にとってビジネスの成長は最優先事項です。経営陣は成功のためにテクノロジーに大きく依存しており、多くがデジタルデジタルトラン
スフォーメーションのイニシアティブに取り組んでいます。 

当然のことながら、デジタル化が重視されるようになると、データ侵害やランサムウェア攻撃に対する懸念が高まります。実際、2021年の調査では、世界
のCEOのうち約47%がサイバーセキュリティについて大きな懸念を抱いています。ビジネスの成長に関する懸念リスクとして、パンデミックに次ぐもの
となっています。

このような背景から、すべての業界においてデータセキュリティの重要性が新たなレベルに達したと言えるでしょう。また、セキュリティ規制への対応も
かつてないほど重要になっています。包括的なデータセキュリティには、データへのアクセス、変更、削除を防止する不変のストレージサービスが必要
です。企業のファイアウォールが破られた場合、不変的なバックアップを持つことが最後の防衛手段となります。ランサムウェアの被害を受けた場合、実
際戻るか分からない重要データの復元のために犯罪者に何百万ドルも支払うか、それとも不変のバックアップを利用してビジネスを継続するか、この
大きな違いが招く結果は言うまでもありません。

またGDPRでは、個人データを保持または処理する企業に対し、個人データの安全性を維持するために適切な技術的·組織的措置を講じることが求め
られています。この点は暗号化によって解決することができます。

MSPの役割
多くの企業がクラウド戦略を加速させる中、データのセキュリティと保護を支援し、顧客データの共
有と保存に関するデータプライバシー法を遵守するために、MSPを利用する企業が増えています。

マネージド·サービス·プロバイダ(MSP)は、企業向けのソブリン·クラウドサービスの一部として、デ
ータセキュリティとデータ保護を考慮する必要があります。これには、送信データと保存データの保
護、データの不変性の提供、管轄レベルのコンプライアンス要件を満たすことの証明などが含まれ
ます。個々の要件に合わせてセキュリティ機能をコントロールおよび実装することが求められてお
り、これはパブリッククラウドベンダーには提供できないものです。

MSPは、セキュリティを損なうことなく、マルチテナントアプローチを採用することで、複数のユーザ
ーが単一のバックアップおよびストレージインフラを共有し、サービス品質管理で一貫したサービ
スレベルを確保し、効率性を向上させることができます。

ソブリン·クラウドのメリット

ソブリン·クラウドは、ビジネスニーズと場所に応じて設定が可能ですが、企業がデータの境界を定
義し、完全なコントロールと主権を維持できるようにしなければなりません。

データ経済は、英国のイノベーションに大きな機会をもたらしており、ソブリン·クラウドは、重要な
データを保護しその価値を引き出すために、下記のようなさまざまな面で役立ちます。

• データ管理の強化
• セキュリティの向上
• コンプライアンスの簡素化
• 将来性を見据えたインフラストラクチャ
• イノベーションの促進 

ベンダーロックインの削減

ソブリン·クラウドを確立することで、海外のベンダーや大規模クラウド事業者への依存を減らすことができます。これは大規模クラウド事業者を利用で
きなくなる訳ではありません。マルチクラウド戦略により、ワークロードに応じて適切なクラウドを活用し、プロバイダーが提供する幅広いサービスを
活用できるようになります。ソブリン·クラウドで、ビジネスの発展に合わせてアプリケーションやデータを必要な場所に移動できるため、ベンダーロッ
クインを減らすことができるのです。

1つのアプローチ方法としては、サイト間で共通のアーキテクチャを確立し、サイト間やクラウドの内外でワークロードを移行する際に、シームレスなポ
ータビリティと相互運用性を実現することです。これは、Kubernetesを抽象化レイヤーとして使用し、任意のクラウドインフラに導入可能なコンテナベ
ースのアプリケーションを利用することで実現できます。いずれの場合も、S3互換性を備えるオブジェクトストレージを選択することが不可欠です。これ
により、オンプレミスやソブリン·クラウドストレージがパブリッククラウドと同じ言語となり、データの移行が容易になります。

Yes
No

Maybe

No 
Answer

2021年11月の調査によると、
英国およびアイルランドのMSPのうち55％が、

顧客がソブリンクラウド機能を求めていると回答しました。
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オブジェクトストレージとソブリン·クラウド - どこに向かうべきなのか
オブジェクトストレージは、クラウドの耐久性、拡張性を備え、豊富な機能を提供します。そのため、安全性の高いソブリン·クラウドの環境には、同等のス
トレージ機能を提供できるオンプレミスのオブジェクトストレージが必要となります。ゲートウェイやアクセスレイヤーを排除し、事実上のクラウドAPIの
標準であるS3-APIと互換性が高く完全ネイティブのオブジェクトストレージが必要です。つまり、MSPは、GDPRの要件に沿ってセンシティブなデータが
適切に管理、保護、制御されることを保証することで、顧客に付加価値を提供することができるのです。

これを実現するためには、ソブリンクラウドを少なくとも2つの国のデータセンターに導入し、安全でプライベートなネットワーク接続と、公共インター
ネットから環境を分離する機能が必要になります。

安全なオブジェクトストレージ

包括的なデータセキュリティには、データへのアクセス、変更、削除ができないようにするための不変のストレージサービスが必要です。WORM（Write 
Once, Read Many）機能により、顧客が指定した保存期間データを保護することができ、ポリシーベースのデータ保護機能によりオフサイトレプリケーシ
ョンが可能になります。

また、システムレベルでソリューションを保護し、さらにルートアクセスを無効にしてソリューションを侵入不可能にできるオブジェクトストレージを探
す必要があります。FIPS 140-2やCommon Criteriaなどのセキュリティ認証や、SEC 17a-4、FINRA、CFTC、IDW PS 880（ドイツ）、OR SS 957ff（スイス）、 
NIST 800-88への準拠を確認する必要があります。

これらのセキュリティ機能はすべて、ランサムウェア攻撃に対する保護を強化するものです。ランサムウェア攻撃はパンデミック以降800％増加していま
す。英国国家サイバーセキュリティセンターの責任者であるLindy Cameron氏は「英国企業にとって最も差し迫った危険」と指摘しています。

データ保護の強化

ソブリン·クラウドのもう1つの要件は、データの暗号化です。これは、国境を越えたデータ転送に不可欠です。S3 API互換性と、データの自動検証と暗号
化が可能である必要があります。

SSE/SSE-CおよびKeysecureは、第三者機関のキー管理システムをサポートすることで、保存データを安全に保護します。HTTPSは、アップロードおよび
ダウンロードのリクエスト中のデータを保護し、暗号化はバケットレベルで管理できるようにする必要があります。

データの不変性で、ランサムウェア攻撃による暗号化からバックアップデータを保護し、攻撃を受けた際、データの復元を可能にします。S3オブジェクト
ロックは、クラウドストレージのデータ不変性を実現するための標準になりつつあります。オブジェクトストレージとバックアッププロバイダーの間にS3
オブジェクトロックが組み込まれているかどうかを確認する必要があります。これにより、項目にチェックを入れて日付を設定するだけで、ランサムウェ
アのアクセスから保護することが可能になります。

また、適切なデータ保護プロバイダーと適切なオブジェクトストレージをシームレスに統合することで、大規模なデータセットのバックアップとリストア
を迅速かつ容易に行うことができます。パフォーマンスを向上させながら、RPO (目標復旧時点) とRTO (目標復旧時間) の短縮を実現します。

MSPは、セキュリティを損なうことなく、マルチテナントアプローチを採用することで、複数のユーザーが単一のバックアップおよびストレージインフラ
を共有し、サービス品質管理で一貫したサービスレベルを確保し、効率性を向上させることができます。

コストの最適化

オブジェクトストレージは、パブリッククラウドに比べ、数分の1のコストでサービスを提供できる拡張性の高いソリューションです。MSPは50％以上の
利益率を得ることが可能です。STaaS（storage-as-a-service）やBUaaS（backup-as-a-service）などのサブスクリプションモデルは、需要に応じてストレー
ジを拡張できるため、より多くのプロバイダーがこの成長し続ける業界市場から利益を生み出すことができます。
また、STaaSは、インフラストラクチャ、メンテナンス、設備、運用の責任を信頼できるオブジェクトストレージパートナーに委譲することで、ストレージ管
理をシンプル化できます。
2021年11月に調査した英国およびアイルランドの MSPのITリーダー22人のうち、46％が真のMSPコスト最適化には以下のすべての点が必要だと回答
しています。 

• ハードウェアやデータセンターのスペース（設置面積）を削減し、設備投資を削減
• 必要に応じたストレージ容量
• 物理的災害によるインフラ損傷からの保護
• 可用性とビジネス継続性の向上 

これは、従業員数500人以下のMSPに特に有益です。MSPは、収益と利益の増加や、顧客満足度向上のために、業務に集中することができます。

BUaaSは2024年まで年平均成長率26.6%で成長すると予想されています。MSPは拡張性、信頼性、コスト削減を実現し、より戦略的な活動に注力できる
ようになります。

ソブリン・クラウド について知っておくべき5つのこと
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結論
成長するデータ経済において、顧客データの保護をシンプル化するために、ソブリン·クラウドはますます重要になっています。データ保護要件（データ
レジデンシー）とデータ主権に関する国の規制に準拠する際の複雑さを排除すると同時に、膨大な量のデータ分析を可能にし、よりインテリジェントで
予測可能なイノベーションへのアプローチを推進します。

MSPは、ハイブリッドまたはマルチクラウド戦略の一環として、大規模クラウド事業者に代わる費用効果に優れたオーダーメイドのソリューションを顧
客に提供するという独自の立場にあります。国および地域のプライバシー法は常に変化しているため、MSPはこの分野の専門家としての地位を確立し、
この知識と最高のテクノロジーを組み合わせて、堅牢で安全なクラウドスタックを構築する必要があります。

S3オブジェクトストレージは、拡張性と安全性に優れ、高度なデータ保護ソリューションと統合が可能で、MSPが大規模クラウド事業者と競争するため
に必要なマージンを確保できるため、ソブリン·クラウドに最適です。STaaSとBUaaSを活用することで、小規模なMSPであっても、実行可能で手頃な価格
のソブリンクラウドを顧客に提供することができます。

クラウドへの移行をサポート
ソブリン·クラウドを構築する前に知っておくべき5つのことを説明しましたが、次のステップは何でしょうか？

ソブリン·クラウド戦略をサポートする適切なパートナーを見つけることが成功の鍵と言えるでしょう。Cloudianは、このホワイトペーパーで紹介した
ソブリン·クラウドの前提条件をすべて満たしています。当社はハードウェアとソフトウェアの両方に対してきめ細かなサポートを提供しており、世界
各地にチームを配置して地域ごとのアドバイスを提供します。

AWS、VMware、Veeamなどのベンダーとの連携により、当社のスケーラブルなS3互換オブジェクトストレージは、クラウドスタックにシームレスに統
合され、MSPの将来的な成長を支えるため、堅牢で信頼性の高いエンドツーエンドのソリューションを提供します。 

Cloudianソリューションの詳細はこちらからご覧ください。https://cloudian.com/jp
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