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ビジネスのスピードに適応した IT
「新しい製品やサービス投入の迅速化」「顧客との関係強化」「モバイル ワーカー
の生産性向上」これらを達成するために IT に求められるイノベーションへの
期待は日々大きくなっています。しかし、既存の IT インフラストラクチャで 
ビジネス ゴールを達成することはできるでしょうか。 

モバイル・クラウド時代の到来とともに、より多くのユーザー、アプリケー 
ション、データに対応できる IT モデルが求められています。IDC 社によると、 
IT の成長とイノベーションを支える （メインフレームおよびクライアント サーバの 
先の） 第 3 のプラットフォームを提供するには 1、クラウド コンピューティング、
ソーシャル、モバイル、ビッグデータといったテクノロジーへの投資が必要です。
また、時間や場所、デバイスの種類を問わずデータとアプリケーションにセルフ 
サービスでアクセスできるように、IT を根本的に変革する必要もあります。

IT 部門に管理性を、ユーザーに競争力を 
IT as a Service （ITaaS） は、顧客、従業員、および IT 部門を強化する役割を果たします。IT サービスの 
提供をカスタマイズすると同時に、テクノロジーのコスト、トレーニング、余分なプロセスを最小限に抑え、
IT の俊敏性、柔軟性、即応性、管理性を最大化します。ITaaS によって、IT 部門は際限のないさまざまな 
要求に対応していくだけの存在から、パートナーとしてビジネスに積極的に関わる存在へと変わります。また
戦略的サービス ブローカーとして要求により効果的に対応できるようになり、競争力の向上を推進する役目を 
果たします。しかし、コスト増を招くことなく、ビジネスの俊敏性と収益性を高めるにはどうすればよいで 
しょうか。 

ビジネスを加速
クラウド コンピューティングの基盤となる VMware® の仮想化を活用することで、企業はイノベーションと 
成長を成し遂げる一方、膨大なコストを節約することができます。VMware の仮想化および自動化ソフト 
ウェアはデータセンター全体から仮想ワークスペースまで活用できるため、各企業はそれぞれのビジネス  
ゴールに合わせて IT を徹底的に簡素化できます。 

VMware のインフラストラクチャは、最も成功を収めた世界最大規模のプライベート、パブリック、および 
ハイブリッド クラウド環境の基盤として採用されています。50 万社を超える企業が VMware のソフト 
ウェアを活用してコストを削減し、俊敏性を劇的に向上させると同時に、IT 環境の管理性を維持しながら、 
ビジネス上の成果を大幅に拡大しています。また、VMware ソリューションによって、あらゆるアプリケー 
ションやクラウドを自在に選択し、業界で最も充実したパートナー エコシステムを通じて、効率的で信頼性の
高い安全な ITaaS を実現できます。

VMware が提案する ITaaS >

1 IDC 社 『IDC Predictions 2013:Competing on the 3rd Platform』 Frank Gens 著、2012 年
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IT as a Service への移行 
VMware と VMware パートナー ネットワークを活用して移行を行う場合、まず従来の IT  
インフラストラクチャを俊敏性と効率性に優れた仮想化クラウド コンピューティング環境へと段階的 
に進化させます。VMware の導入プロセス全体を通して、IT への投資から得られる価値を拡大し、
戦略性を高めることができます。 

一般的に導入プロセスを始めるにあたり、インフラストラクチャを仮想化してから投資を統合し、 
コストを削減します。次に、基幹アプリケーションを仮想化し、自動化された高レベルの管理手法に 
より、ストレージ、ネットワーク、セキュリティなど、コンピューティング プラットフォーム以外の 
インフラストラクチャにも仮想化を拡張します。このような取り組みによって運用コストが削減 
され、サービス品質は向上しますが、仮想化が全体に浸透するまで、企業は ITaaS のすべての価値を 
享受できません。

IT の生産性

181 % 

ビジネスの生産性

192 % 229 % 
IT as a Service

導入プロセスの各段階を進むにつれて、仮想化による ROI が向上する 2。 

IT 部門への要求に対する即応性が

 30 % 短縮運用および開発スタッフの作業時間がともに

 66 % 増の予算を獲得IT 成熟度の低い他社よりも約

 50 % をイノベーションに投資予算の

 26 % 増加新しいアプリケーションと IT サービスにより収益が

 37 % 向上

ITaaS を実現した企業は、他社とまったく異なる方法で IT の運用を行い、大きな利益を上げている 3。  

未来への着実なステップ >

ITaaS の実現過程で得られる 
3 段階の IT 導入プロセスに
おける投資価値

第 1 段階
設備投資コストの 
削減 / 統合

第 2 段階
運用コストの削減 
サービス品質の向上 
信頼性

第 3 段階
俊敏性 / 自動化

IT の生産性

ビジネスの生産性

IT as a Service

2  VMware 『IT Evolution:Today and Tomorrow – Insights from the VMware 2013 Journey to IT as a Service Survey』 2013 年 8 月
3  同上
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実績のある構築基盤
10 年以上前に、VMware は IT の複雑性とコストの削減に役立つ仮想化プラットフォームである   
VMware vSphere® を発表しました。現在、VMware は Forbes 社の 「最も革新的な企業」 ランキング 
の第 3 位に選ばれています 4。VMware と VMware パートナーのテクノロジーは、アプリ
ケーションとリソースの迅速かつ容易なプロビジョニングを実現することで、IT とビジネスの 
俊敏性を高めます。また、コンピューティング、ストレージ、ネットワークの各リソースをソフト 
ウェアによって柔軟にプール化し、IT 部門の管理性を強化します。さらに、運用の非効率な箇所を 
解消することで、保守プロジェクトに割り当てていた既存の IT リソースをビジネスにつながる 
イノベーションに再配置することができます。 

しかし、テクノロジーを利用する人なら誰でも承知しているとおり、変化は絶えず起きています。この 
ため、VMware と VMware パートナー ネットワークは、モバイル・クラウド時代の IT を加速 
する実用的で進化的なアプローチを提供しています。データセンターから仮想ワークスペースまで、
VMware とパートナー エコシステムは次のような IT の重要項目を推進しています。

 Software-Defined Data Center： オープン アーキテクチャのアプローチによって、サーバ仮想化 
のコスト面および運用面でのメリットをすべてのデータセンター インフラストラクチャ （コン
ピューティング、ネットワーク、セキュリティ、ストレージ） に拡張します。また、自動化を活用
することで、IT 部門はビジネスのスピードに合わせて進化できるようになります。

 ハイブリッド クラウド： データセンターをクラウドにシームレスに拡張し、既存および次世代の 
アプリケーションをサポートすることで俊敏性の向上、共通管理、オーケストレーション、ネット
ワーク、およびセキュリティ モデルを提供します。

 モビリティ： 外出先で複数のデバイスを使用するユーザーをサポートする必要がある企業に、 
仮想化の自由度、柔軟性、および管理面でのメリットを提供します。

IT の新しい役割：  IT as a Service

仮想ワークスペース
あらゆるデバイスからのサービス、アプリケーション、データへのアクセスを管理

プライベート クラウド パブリック クラウド

Software-Defined Data Center
データセンター全体を仮想化

ハイブリッド クラウド
データセンターをパブリック クラウドにシームレスに拡張

管理および自動化

ストレージと可用性 コンピューティング ネットワークとセキュリティ

VMware は「皆さまに最適なクラウド」を構築、運用、人員配置、管理するためのテクノロジー、 
サービス、およびガイダンスを含む包括的なクラウド ソリューションを提供

IT を進化させて ITaaS を実現 >

Fortune 100 の大企業から

中堅・中小企業に至るまで、 

ITaaS およびクラウド インフラ 

ストラクチャの異種混在型 

プールの基盤として、VMware 

の仮想化、自動化、包括的な 

管理ソリューションが選ばれる 

理由は、VMware ソリューション 

による IT の簡素化です。

4  Forbes 社 『The World’ s Most Innovative Companies』 2013 年 8 月 14 日
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IT インフラストラクチャの再定義：  
Software-Defined Data Center
サーバの仮想化によるコスト削減を実証済みの企業には、仮想コンピューティングをすべての 
アプリケーションに拡大し、さらにストレージとネットワークにまで拡大することで得られる 
メリットを想像できるはずです。VMware および VMware パートナー エコシステムと連携して 
仮想化導入プロセスを進めると、Software-Defined Data Center を実現するアーキテクチャ、 
テクノロジー、サービスを利用できるようになります。 

アプリケーションの要求に
適合できる
ストレージへ変革

管理ツールにより
自動化へ移行

仮想コンピューティングを
すべてのアプリケーションに

拡張

ネットワークを仮想化して
速度と効率を向上

インフラストラクチャはすべて仮想化され、Software-Defined Data Center のサービスとして提供 
される

仮想コンピューティングの拡張による俊敏性の向上
Software-Defined Data Center は、プライベート、パブリック、またはハイブリッド クラウドに 
最適なアーキテクチャです。仮想化と自動化の機能をデータセンターのすべてのサービス （ストレージ、 
ネットワーク、セキュリティ） に拡大し、これまでにない効率性、俊敏性、および管理性を実現します。
この環境では、ミッション クリティカルなアプリケーション、データベース、ビッグデータ アプリ
ケーション、および物理サーバがすべて仮想インフラストラクチャに置き換えられます。このように、
コンピューティングをすべてのアプリケーションに拡大するには、VMware vCloud® Suite および 
VMware vSphere® with Operations Management ™ は理想的な仮想化プラットフォームです。

ストレージの変革によるコストの削減とパフォーマンスの向上
アプリケーションにはデータが必要で、データは保存しなければならないため、VMware および 
主要なストレージ テクノロジー パートナーは Software-Defined Storage 用に 3 つのコンポー 
ネントから成るアーキテクチャを用意しています。このアーキテクチャにはポリシー ベースの制御 
プレーンが含まれており、IT 部門はキャパシティ、パフォーマンス、可用性の各要件に応じた 
ポリシーを仮想マシンごとに設定し、残りの仮想インフラストラクチャによってそれらのポリシーを 
適用することができます。また、データ プレーンの仮想化も含まれており、IT 部門は基盤となる 
ストレージ インフラストラクチャの異種混在機能を抽象化してプールし、それらの機能をその 
ソフトウェア ベースの制御プレーンに通知することができます。さらに、アーキテクチャにはアプリ 
ケーション中心のデータ サービスの仮想化が含まれています。これらはハードウェア アレイと 
密接に結び付いていて、多種多様な仮想データ サービスを実現します。

VMware が提唱し、業界および

アナリストからその革新性を評価

されている Software-Defined 

Data Center アーキテクチャは、 

現在および将来のあらゆるアプリ

ケーションとハードウェアに対応

する自動化されたインフラスト 

ラクチャを実現します。 
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VMware® Virtual SAN ™ はハイパーバイザーを拡張し、ローカル ストレージとフラッシュ  
テクノロジーを、新しい統合インフラストラクチャであるデータ ストレージ階層として使用して、
コンピューティングとストレージをプールする環境を可能にします。この環境では、仮想化レイヤー
との密接なポリシー統合もサポートしており、高い柔軟性を備えています。パフォーマンスに優れた 
Virtual SAN は、仮想マシンのローカル ストレージとローカルの読み取りおよび書き込みキャッシュ 
を利用して、ストレージのコストを削減し、パフォーマンスを向上させます。仮想デスクトップ  
インフラストラクチャ、支社との接続環境、および Tier 3 ストレージを必要としている企業に特に
適しています。

ネットワークの仮想化によるスピードと効率の向上
アプリケーションの要求に合わせてストレージを設定した後は、ネットワークを仮想化して 
スピードと効率を改善します。基盤となるハードウェアからネットワークの機能を抽象化する 
ことによって、物理ネットワーク インフラストラクチャからワークロードを解放し、時間がかかり 
ミスの発生しやすいプロビジョニング プロセスから IT スタッフを解放することができます。 
ソフトウェア定義のモデルによって、ネットワークをプログラム化および自動化し、IT の俊敏性を
高めるような変革を促すことができます。 

VMware NSX ™ は、あらゆるアプリケーション、クラウド管理システム、ハイパーバイザー、および 
ネットワーク ハードウェアをサポートするように設計されています。VMware® ESX® がコンピュー
ティングに革命をもたらしたのと同様に、NSX はネットワーク運用とコンピューティングに革命を
もたらします。ネットワークを NSX で仮想化することによって、アプリケーションの展開を加速し、
設備投資コストと運用コストを削減するとともに、ネットワーク運用を中断せずに変革を進めること
ができます。

イノベーションに向けた自動化によるリソースの再展開
将来の変化に対応できるこのデータセンターに不可欠なのが、自動化された IT 運用管理です。 
従来の IT 管理では情報とインフラストラクチャがサイロ化していましたが、自動化されたクラウド 
管理では、実用的なダッシュボード ビューが提供されます。IT 部門はビジネス バリューを推進 
しながら、セキュリティ、コンプライアンス、およびリスクをより適切に管理できるようになります。 
VMware とそのパートナーが提供する管理の自動化ソリューションでは、ポリシー ベースの 
ツールによって、より多くの仮想マシン、イベント、複雑な相互処理がサポートされます。この 
ソリューションにより、物理インフラストラクチャ、複数の仮想環境、および複数のクラウドにわたって  
IT 管理が簡素化されるため、IT 部門は単なる導入担当から企業内の戦略的パートナーへと役割を 
変えることができます。自動化と IT 管理の改善を推進する VMware のソリューションは、他に 
類を見ないほど充実しており、IT 部門は組織全体にわたって本当の意味でサービスを仲介できる 
ようになります。IDC 社の最近の調査によると、VMware はクラウド管理ソリューションでトップ
シェアを獲得しています 5。

Software-Defined Data Center を導入すると、既存のアプリケーションを活用しながら未来に 
飛躍できます。さまざまなオペレーティング システムで行われていた管理を、IT 部門に取り戻す 
こともできます。何よりも、ITaaS に移行する過程で最もメリットのある仮想化導入プロセスを選択
可能です。

「VMware によって強化 
されたプライベート クラウド 
が実現する柔軟性とスケーラ 
ビリティのおかげで、基幹 
アプリケーションとサービス 
を迅速に提供して、ビジネス  
ニーズに応えることができ
ます。VMware のクラウド 
管理ソリューションへの投資 
は、クラウド管理の簡素化と 
自動化に役立っています。
この強力な組み合わせに 
より、当社は以前よりも 
迅速にビジネス チャンスや
市場参入のチャンスに対応
することができます」 

Columbia Sportswear 社  
副社長兼 CIO、Fred Pond 氏

5 IDC 社 『Worldwide Cloud Systems Management Software Vendor Shares』 Mary Johnston Turner 著、2013 年 6 月
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ビジネス目標を達成する 2 つの方法 
VMware は IT インフラストラクチャの再定義と ITaaS への移行に必要な実績のあるソリューションを提供します。 

方法 クラウド コンピューティング 仮想化の拡大

対象となる組織 クラウド コンピューティングを全面的に採用する組織 IT の生産性から段階的にメリットを増やしたい組織

メリット 成果の拡大： Software-Defined Data Center をサポート
する VMware の包括的なソリューションを展開します。

ビジネスへの IT の即応性が向上： クラウド サービスへの 
セルフサービス アクセスを可能にし、プロビジョニングを
自動化します。

すべてのアプリケーションに最適な SLA を提供： （サービス  
レベル アグリーメント） が提供されることで、すべてのワーク 
ロードに対する災害対策と、運用および法規制への準拠が 
実現します。

IT 管理の簡素化および自動化： クラウド サービスのプロ 
ビジョニング、クラウド運用管理、およびクラウド ビジネス 
管理が可能です。

仮想化の拡大によるすべてのメリットを享受 （右列を参照）

vSphere のメリットが促進され、IT コストの削減額
が倍増： vSphere with Operations Management を
展開することで実現します。

キャパシティ使用率が 40 % 向上 6 

統合率が 37 % 向上 7 

ソリューション プライベート クラウドを構築および運用するには、その 
ための主要コンポーネント （インフラストラクチャ、管理、 
ネットワーク、セキュリティ） がすべて含まれている 
vCloud Suite の導入から開始します。企業の ITaaS の 
目標を達成するため、NSX および Virtual SAN と vCloud 
Suite を併用します。これらのソリューションでは、 
オープンな Software-Defined Data Center アーキテク
チャに基づいて包括的なクラウド ソリューションを構築、
実行、維持するために必要なすべての要素が 1 つにまとめ 
られています。

主 力 製 品 で あ る VMware の 仮 想 化 プ ラ ッ ト 
フォームの次世代製品、vSphere with Operations 
Management には、キャパシティ プランニング、 
および健全性の監視とアラート機能が追加されてい 
ます。これらの機能を使用することで、vSphere  
環境の運用状況を把握しながら、未使用のキャパ 
シティを再調整し、仮想マシンを適切にサイジングし、 
使用率を向上させ、統合率を高めることができます。 
ワークロードの健全性状況を把握して、可用性と 
パフォーマンスを向上させながら、キャパシティの 
最適化と仮想環境の拡大を確実に実行します。 

IT とビジネスの俊敏性向上のためにパブリック クラウドを検討中のお客様は、VMware のハイブリッド クラウド ソリューションによって 
データセンターをクラウドにシームレスに拡張することもできます。

6 Management Insights 社 『The Benefits of VMware’ s vCenter ™ Operations Management Suite ™ : Quantifying the Incremental Value of the vCenter Operations Management Suite for vSphere Customers』、
Sonia Sheffield、Jack Mandelbaum 著、2012 年 9 月

7 同上
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ハイブリッド クラウドの提供
エンド ユーザーや経営幹部が IT 部門を介することなく、外部のクラウド プロバイダからオン  
デマンド サービスを受けると、ビジネスの総コストとリスクが増大する可能性があります。実績の 
あるハイブリッド クラウド サービスを選択することによって、業務部門のリーダーと IT 部門の 
リーダーがそれぞれ想定する期待のギャップを効果的に埋めて、導入時間を短縮することができます。 

VMware および 250 社を超える VMware vCloud® サービス プロバイダが提供するクラウド  
サービスを使用すると、他のクラウド サービスに付きもののアプリケーションの互換性やサービス  
プロバイダの囲い込みを気にすることなく、オンサイト環境とオフサイト環境の間でアプリケーションを 
シームレスに移動できます。セキュリティ、信頼性、パフォーマンスを犠牲にすることなく、ハイ 
ブリッド クラウドのメリットである可搬性と互換性を享受できます。この互換性によって、IT の 
リソースやスキルに対する既存の投資が保護されるので、コストとリスクの両方が軽減されます。

VMware vCloud® Hybrid Service ™ は、vSphere と Software-Defined Data Center を基盤 
として構築されています。既存のアプリケーションやサードパーティが提供するアプリケーションを 
サポートするほか、新しく開発されるアプリケーションにも対応しており、ハイブリッド クラウドに 
移行する最良かつ最速の手段です。既存のツールとプロセスを使って、データセンターをすばやく
シームレスにクラウドに拡張でき、コードの書き直しや、既存のアプリケーションの変更は必要あり 
ません。新たなレベルの効率性をもたらす vCloud Hybrid Service を利用することで、アプリケー
ションをいつでもどこにでも展開し、クラウド全体で簡単に管理することができます。また、コスト 
のかかるプロビジョニング作業を減らし、開発期間を短縮してイノベーションを加速することで、 
収益を生み出すサービスをより迅速に提供できるようになります。 

このサービスは企業のプライベート クラウドからパブリック クラウドまで適用されるため、ハイ 
ブリッド クラウドの次の 4 つの要件を満たしています。

 共通の管理およびオーケストレーション プラットフォーム： アプリケーションのプロビジョ 
ニング、管理、自動化、および展開を 1 つの画面で制御できるので、ビジネス ユーザーは IT の運用 
モデルを変更することなく、すばやく簡単に IT サービスにアクセスできます。

 統合ネットワーク アーキテクチャ： プライベート クラウドとパブリック クラウドの間でワーク
ロードをシームレスに移動または連携することにより、時間のかかる DNS 構成や IP アドレスの
変更が不要になります。 

 共通のセキュリティ モデル： クラウド全体を包括的に保護することで、複数のファイアウォールや  
DMZ への 「パンチング （セキュリティ ホールを開けること）」 などによって生じるリスクを緩和 
します。 

 単一のサポート窓口： ワークロードのサポート窓口を一元化することで、どの問い合わせでも応答
時間を短縮できるほか、IT 部門の負荷も軽減されます。

VMwareおよび VMware vCloud サービス プロバイダ パートナーのどのクラウド サービスを選択 
しても、IT 部門は多様なプロバイダから提供されるサービスを一次ブローカーとして管理できる 
ようになり、ビジネス リスクの低減に必要な管理性を IT 担当者が維持したまま、ユーザーに自由な
選択肢を与えることが可能になります。

「vCloud Hybrid Service 
によって最新の高度な 
テスト環境を構築するだけ
でなく、容易に運用環境に
移行することができます」 

マサチューセッツ州メルローズ市 
システム管理担当者 
Colby Cousens 氏
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モバイル ワーカーへの対応
モバイル・クラウド時代を迎え、企業は将来の新しい要求に対応できるように、既存の IT インフラ
ストラクチャを進化させる必要があります。VMware とそのパートナーが提供するエンド ユーザー  
コンピューティング ソリューションは、PC や新たに登場するモバイル デバイスの管理に伴う 
コストと複雑性の両方に対応します。

PC 時代のユーザーは、通常デスクトップ コンピュータに保存されたアプリケーションとデータに 
アクセスしており、IT 部門はデスクトップの物理的なセキュリティとネットワーク アクセスに 
セキュリティの主眼を置いていました。しかし現在は、ユーザーが複数のモバイル デバイスを 
操作する時代です。携帯電話やタブレット、ノートパソコンなど個人のデバイスを仕事に持ち込む 
ようになったことで、IT 部門には新たな課題が生じています。

VMware® Horizon ™ Suite は、IT チームがエンド ユーザーの使用環境を強化できるようにする、 
安全性の高いモバイル エンタープライズ プラットフォームです。このプラットフォームは、個人所有 
デバイスの持ち込み （BYOD） の可搬性および仮想ワークスペースのイニシアティブに対応して 
おり、IT 部門はユーザーに必要なものを必要なときに提供できます。

VMware Horizon Suite

APP
APP

ENT

ENT

APP
SaaS

APP

SaaS

APP

APP
WIN

MOBILE

アプリケーション
カタログ

デスクトップ データ

ユーザーにサービスを
自動的に提供するポリシーを

中央から管理、保護、および定義

デスクトップ、多様な
アプリケーション、およびデータを

統合サービスに簡素化

デバイス、場所、接続環境に
とらわれない柔軟な

アクセスを実現

Horizon Suite は、モバイル ユーザーに適した包括的なプラットフォーム

Horizon Suite の導入によって、エンド ユーザーが業務用でも私用でも、複数のデバイスからデータ、
アプリケーション、およびデスクトップに必要に応じてアクセスできる包括的なソリューションが 
提供されます。IT の管理性とセキュリティを犠牲にすることなく、モバイル化が進むユーザーの 
ニーズに応えることができます。さらにサイロ化されたインフラストラクチャが、Horizon Suite に 
よって安全な管理対象サービスへと変わるため、IT 運用が簡素化されます。 

戦略を立てる >

「Jaguar Land Rover の 
成功事例は、リモート ワーク  
スタイルを例外として扱う
のではなく、誰もが複数の
個人用モバイル デバイスを
使用し、ローカルとグロー
バルのネットワークに接続
することを前提としたシス
テムとポリシーの設計に 
よるものです。その中核を 
担うのが VMware Horizon  
Suite で、世界各地で働く 
従業員のコラボレーション
と生産性を大幅に向上させる 
ことができます」 

Jaguar Land Rover Automotive 社 
情報技術部門 最高技術責任者代理
Gordon McMullan 氏



-9-

豊富な実績がもたらすメリット 
仮想化に着手したばかりの企業にも、仮想化を拡大する企業にも、VMware プロフェッショナル  
サービスは、業界をリードする VMware のソリューションとテクノロジーを活用するための支援を 
行います。VMware の幅広いサービス コミュニティは、VMware プロフェッショナル サービスと  
VMware 認定のサービス プロバイダ パートナーで構成されています。コンサルタントとアドバイザー 
は、本番環境での豊富な経験と、仮想化およびクラウド コンピューティングに関する圧倒的な専門
知識を併せ持っています。このようなスキルは、技術、人員配置、プロセス、財務といった ITaaS 
のさまざまな側面を IT 部門が解決するうえで役に立ち、建設的、具体的かつ実質的な成果を IT と 
ビジネスにもたらします。

VMware プロフェッショナル サービスには、次のようなサービスが含まれます。

 Accelerate Advisory Services： ベンチマークおよび財務モデル分析と詳細な分析情報を活用 
して、変革可能な領域を特定し、お客様のビジネス目標を支援する現実的な IT 戦略とロードマップを 
策定します。

 Technology Consulting Services： クラウド環境の構築、拡大、強化と、VMware のテクノロジー、 
プロセス、および企業の最適化を通じて、建設的かつ実質的な成果を提供しながら、実践的な知識
を伝えることでお客様のチームの対応能力を底上げします。

 Technical Account Manager Services： お客様の戦略と戦術に関する提案を定期的に実施して、
長期的な変革を促進します。同時に、お客様のニーズを VMware 社内で共有することで、さま 
ざまなプロジェクトの顧客サポートを改善します。

 教育サービスおよび認定プログラム： お客様が IT 環境を管理するために必要なスキルや経験を 
蓄積するための各種プログラムを提供します。

VMware が選ばれる理由 >
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VMware のソリューションがもたらす IT の変革
現在お持ちの VMware の基盤上に構築するだけで、IT を加速して ITaaS  
を実現することができます。オープンなソフトウェア定義のアーキ 
テクチャを使用したアプローチにより、すべてのデータセンター インフラ 
ストラクチャが仮想化され、どのプライベート クラウドまたはパブリック  
クラウド、プロバイダにするかを選択する必要なく、ハイブリッドクラウドが 
実現できるようになります。また、仮想化のメリットを活用し、IT 部門や、
複数のモバイル デバイスを利用するユーザーの使用環境が向上します。
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VMware が選ばれる理由
総所有コスト （TCO） を最小限に抑える実績のあるソリューション： vSphere および 
vCloud Suite は、仮想化とクラウド コンピューティングに関して業界で最も信頼されている 
プラットフォームです。Fortune 500 企業の 100 %、Fortune Global 100 企業の 100 %、さらに 
数多くの中堅・中小企業を含めて、50 万社を超えるお客様が VMware のテクノロジーとサービスを 
利用しています。そして、VMware による仮想化は、他のソリューションに比べて TCO の削減効果が 
優れていることが調査で明らかになっています。

データセンター全体を仮想化するために設計されたソリューションによる革新的な 
効率化： サーバ仮想化と Software-Defined Data Center のアプローチにより、VMware は 
データセンターから仮想デスクトップまで、業界に類を見ないレベルで IT を最適化します。アプリ 
ケーションとデスクトップから IT インフラストラクチャ全体に至るまで、サーバ、ストレージ、 
ネットワーク、セキュリティを含めてあらゆるものを仮想化、自動化、管理して、ビジネス バリューを 
高めながらリスクを低減できるようになります。

総合的なセキュリティ、信頼性、および管理性による IT 部門の俊敏性の向上： VMware 
や VMware パートナー ネットワークが提供するソフトウェアを使用すると、オペレーティング  
システムに手を加えることなく、プライベート クラウドをハイブリッド クラウドに確実に拡張で
きます。専用の VMware プラットフォームは、モバイル ワークスペースのすべてのデバイスに 
対して、シームレスで、信頼性の高い、安全な使用環境を提供します。このソリューションは業務
部門と IT 部門の間のニーズの隔たりを埋め、IT 部門はビジネス全体に関わる戦略的ブローカーと
しての役割を果たせるようになります。

ゴール達成を実現するビジョン： 異種混在環境を使用する企業のために、VMware は異種 
混在型のマルチプラットフォーム インフラストラクチャの要件もサポートしています。マルチ 
クラウド環境で、VMware とそのパートナーのソリューションを使用すると、どこにいてもワーク 
ロードを実行できるようになります。さまざまなアプリケーション、クラウド、ワークロードを 
どこにいても利用したいというニーズに対応し、プライベート、パブリック、およびハイブリッド  
クラウド コンピューティング用に設計されたソフトウェア製品群を提供しているのは VMware だけ 
です。

VMware ソリューションで IT を劇的に簡素化させ、仮想化を通じて、IT 部門とユーザーを支援 
することが可能です。そして ITaaS によって IT 部門を制約から解放し、そこを起点にさらにイノ
ベーションを拡大することにより、ビジネスの収益性を高めて戦略的な差別化を促進する新しい 
サービスとビジネス チャンスを生み出しましょう。

詳しくはこちら： http://www.vmware.com/jp
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期待以上の成果を達成
自社製品の最初のユーザーとなる VMware では、IT 部門が仮想化およびクラウド管理テクノロジー
を用いてビジネス上の課題を解決したときに、そこで得られた教訓を社内で共有するようにして 
います。現在、10 以上の社内チームがプライベート クラウドを活用し、俊敏性の向上とコストの 
削減に取り組んでいます。次に示すのはその一例です。 

VMware の IT 部門がプライベート クラウドでアプリケーションの 
プロビジョニングを自動化
ビジネス アプリケーション開発者の間で満足度と生産性の低下が見られることを受けて、VMware 
アプリケーション運用チーム （AppOps） は Software-Defined Data Center アーキテクチャを
ベースとするプライベート クラウドを使用して、ソフトウェア開発ライフ サイクル全体にわたる 
プロビジョニングを自動化しました。成果を上げるには、アーキテクチャと運用の変革を後押しする 
経営幹部レベルの支援と投資が必要でした。IT 部門は従来のデータセンター環境をプライベート  
クラウドに移行し、複雑なスタックと複数の手順のワークフローをプロビジョニングするために 
クラウド管理機能および自動化機能を展開しました。また、手動による 「人力ミドルウェア」 プロセス 
を、ブループリント ベースのプロビジョニングによる一貫した自動化プロセスに変換しました。  

このプライベート クラウド ソリューションは、次のような大きなメリットをもたらしました。 

 ● アプリケーション環境のプロビジョニング時間を平均 4 週間から 36 時間に短縮。目標は 24 時間

● 600 人の開発者の生産性が 20 % 程度向上

 ● キャパシティとサービス品質が向上し、AppOps がすべてのプロジェクト要求に常に対応できる

● インフラストラクチャ コストと運用コストが年間で 600 万ドル減少

 ● ブループリントを使用することでプロビジョニング結果が同一になり、インスタンスの品質が向上

重要なポイント
ビジネス上のニーズをより的確に満たすために IT 部門が行った俊敏性への投資が、コストの削減と
サービス品質の向上にも結び付きました。

「この機能により、当社の IT サービス提供の 
俊敏性は大幅に高まりました」

VMware IT 戦略およびアーキテクチャ担当副社長、ジョブ・サイモン （Job Simon）
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