
クラウドへの 
仮想デスクトップの移行

ホワイト ペーパー： 2016 年 12 月



目次

エグゼクティブ サマリー 3

デスクトップ： 戦略再考に向けた 3 つの要素 3

仮想デスクトップ インフラストラクチャ （VDI） の問題点 4

クラウド ホスト型のデスクトップおよびアプリケーションを採用する理由 4

クラウド ホスト型デスクトップの最適なユースケース 6

VMware によるクラウドへの移行の支援 6

まとめ 8

ホワイト  ペーパー  |  2

クラウドへの仮想デスクトップの移行



エグゼクティブ サマリー
物理デスクトップ コンピューターのインフラストラクチャでは、現代の企業を取り巻く環境には対応

しきれなくなっています。コストがかかり、安全性に欠け、メンテナンスが困難であるだけでなく、

変化し続けるビジネスを支える IT 環境を効果的にサポートすることができません。Windows 10 

への移行や、多様な働き方の拡大、モバイル デバイスの使用の増加、個人所有デバイスの持ち込み 

（BYOD） の要望の増加、IT 予算の削減などの課題に対応するには、デスクトップ戦略の再考が必要

です。仮想デスクトップと仮想アプリケーションのクラウドへの移行は、統合管理、データ セキュ

リティの強化、展開の簡素化など、仮想化によって期待されるすべてのメリットを実現できるだけ

でなく、莫大なコストや制限が生じることもなく、管理に伴う手間もかかりません。

このホワイト ペーパーでは、従来のデスクトップ コンピューティング戦略を変革すべき理由と、

クラウド ホスト型の仮想デスクトップおよび仮想アプリケーションが多くの企業にとって優れた 

ソリューションである理由について説明します。また、Windows 10 への移行、モバイル ワーカー

や臨時従業員への対応にクラウド ホスト型のデスクトップとアプリケーションを活用する方法につ

いても説明します。

デスクトップ： 戦略再考に向けた 3 つの要素
デスクトップ コンピューティングの管理は、IT 部門にとって大きな負担となっています。必須の

アプリケーションとサービスをエンド ユーザーに提供することは、非常に重要ですが、物理 PC の

管理および保護に伴う膨大な時間、複雑性、コストは IT マネージャーの負担となっています。また、

テクノロジーに精通したユーザーは、使用しているコンピューターが、自分の期待する柔軟性や性能

を備えていないことにますますストレスを感じています。

これらの問題は長年認識されていましたが、Windows 10、モバイル デバイスからのアクセスの増加、

IT 予算の削減という 3 つの要素により、多くの企業が今まさにデスクトップ コンピューティング

の変革を迫られています。

• Windows 10 への移行： Microsoft 社が Windows XP のサポートを終了し、Windows 10 が

リリースされたことを受けて、多くの企業が Windows の更新に取り組んでいます。しかし、古い 

PC の多くは Windows 10 を実行できないため、Windows を移行するためには新しいコン

ピューターを購入する必要があります。PC を入れ替えずに、既存の PC をアップグレードする

ことにしても、メモリー、ハード ディスク、ビデオ アダプターなどの新しいパーツの購入費用や

人件費がかかるため、大幅なコスト削減にはつながりません。

• モバイル アクセスの増加： IDC 社は、2020 年までに米国の労働人口の 4 分の 3 近くがモバイル 

ワーカーになると予測しています *。iPad、Android 搭載のタブレット、スマートフォンなど、

普及が進むさまざまなデバイスから、業務アプリケーションやサービスへのアクセスが求められる

ため、場所や時間を問わずにアクセスできる手段の提供が必要です。

• IT 予算の削減： PC のコストは IT 予算の 7 ～ 10 % を占めますが、競争力の強化に直結してい

るわけではありません。不安定な景気が続き、企業が IT 支出を厳格に管理している中、大量の 

PC を入れ替えて Windows 10 にアップグレードするという選択肢は現実的ではないうえ、増え

続けるモバイル ユーザーに対応するためのコスト削減も必要です。
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仮想デスクトップ インフラストラクチャ （VDI） の問題点
デスクトップ戦略の見直しを行う企業の多くが VDI を検討するのには、次のような理由が挙げら

れます。まず、VDI により、従来の物理デスクトップの問題の多くが解決されることが期待されます。

仮想デスクトップは、企業のデータセンターのサーバー上で実行される仮想マシンに統合されている

ため、VDI では新しいデスクトップとアプリケーションの展開、各地に分散した従業員のサポート

などの日常業務が容易になり、工数も大幅に軽減されます。ユーザーが PC のリモート技術を利用

して仮想デスクトップにアクセスすることで、IT 部門はデータセンターに出入りするデータを細かく

制御できます。また、ローカル デバイスにはデータが保存されないため、PC やモバイル デバイス

が盗難にあった場合や、紛失した場合の企業のリスクも大幅に軽減されます。

このように多くのメリットがありますが、先に進む前に、考慮しなければならない重要な検討事項

がいくつかあります。

• コスト： VDI は物理コンピューターより低コストですが、VDI の導入に必要な先行設備投資コスト

も考慮に入れることが重要です。VDI 環境の先行投資のコスト算出時には、設計におけるコンピュー

ティング、ネットワーク、およびストレージの要件に加えて、導入に必要な電力、冷却、設置場所

の要件についても考慮する必要があります。

• 複雑さ：VDI に必要なテクノロジー （サーバー、ストレージ、ネットワーク、シン クライアント、

仮想化ソフトウェア） を提供するベンダーは多岐にわたっているため、採用するテクノロジーの

選択は IT 担当者にとって難しい問題です。また、多くの場合、社内の複数の IT グループが VDI の

管理に携わるため、仮想デスクトップ プロジェクトを進めるにあたっての調整が困難になる懸念

があるほか、VDI の使用にあたっては、仮想インフラストラクチャの管理に関する IT スキルや

エキスパートも必要です。

• 導入に関する課題： 仮想デスクトップは物理デスクトップよりも格段に容易に導入できますが、

導入するための十分な余裕が必要です。特に、時間的制約があるプロジェクトや一時的なプロジェ

クトで、従業員やコンサルタントをサポートするために迅速にシステムを拡張しなければならない

ときは困難です。また、遅延の問題が存在するため、パフォーマンスは、ユーザーがデータセンター

の近くにいるほど高くなります。しかし、最適な、あるいは十分なパフォーマンスを実現できる

場所にデータセンターが設置されている企業は、それほど多くありません。

クラウド ホスト型のデスクトップおよびアプリケーションを採用する理由
クラウド コンピューティングは、その柔軟性とコスト削減効果により大きな注目を集めています。

仮想化がサーバー側から始まり、実証されてからデスクトップへと拡大されたように、クラウドも、

デスクトップ インフラストラクチャに拡大する準備が整いました。

データセンターを社内に展開して管理するのではなく、デスクトップとアプリケーションをクラウド

に移動することで、統合管理、データ セキュリティの強化、展開の簡素化という、仮想デスクトップ

に期待されるすべてのメリットを実現できるうえ、莫大なコスト、制限、制約、煩雑さを回避でき

ます。
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サービスとしてのクラウド ホスト型のデスクトップとアプリケーションには次のようなメリットが

挙げられます。

• デスクトップのコスト削減： 仮想デスクトップに電力を供給する物理インフラストラクチャが 

アウトソーシングされるため、投資回収率 （ROI） をすぐにプラスにできます。VDI の場合、先行

の設備投資コストが必要で、3 ～ 4 年かけて減価償却する必要がありますが、クラウド ホスト型

デスクトップの場合は設備投資コストが不要なため、デスクトップ コンピューティングの設備投資

コストを運用コストに転換することが可能です。また、仮想デスクトップと仮想アプリケーション

を月単位で契約することができ、必要な仮想デスクトップの台数に対してのみ課金されるため、

デスクトップの総所有コスト （TCO） の削減は、18 ～ 24 か月後ではなく、クラウド ホスト型 

デスクトップを導入してすぐに達成できます。不明確または予想外のコストは存在しないため、

固定の月額料金に基づいて予算を立てることが可能です。

• 容易な管理と利用しやすいサポート： 仮想デスクトップの設計、実装、サポートに伴う複雑さが

解消されます。クラウド ホスト型の仮想デスクトップは、簡単に購入し、実装できるほか、プロバ

イダーが用意している物理インフラストラクチャを利用することができ、展開と運用をすべてアウ

トソースできます。これにより、今まで物理デスクトップのメンテナンスに費やしていたコストを

大幅に削減できるほか、仮想デスクトップを活用するために必要となる専門的な技術や知識が最小限

で済むようになります。さらに、デスクトップは安全なネットワークを通じてプロバイダーから

提供され、サービス レベル アグリーメント （SLA） に基づいてサポートされているため、エンド ユー

ザーは問題が発生したときに現場での対応が必要な物理 PC よりも優れた可用性を期待できます。

• デバイスと場所への非依存： デバイスや場所に依存しないため、地理的に分散し、増加するモバ

イル ワーカーに対応できます。

– デバイスへの非依存： エンド ユーザーは、任意のデバイスから企業のアプリケーションやデータ

にアクセスして業務を行えます。

– 場所への非依存： プロバイダーは複数のロケーションを有しているため、データセンターとの

距離に関する課題が解消され、ユーザーは、自宅やカフェなど、世界のどこからでも作業できます。

• 柔軟性

– ベンダーへの非依存： 仮想デスクトップに関連するテクノロジーの選択、将来的に使用できなく

なる可能性のあるテクノロジーの実装、特定ベンダーのロードマップによる制限など、ベンダー

に関する懸念が解消されます。

– 規模の迅速な拡大と縮小： 月単位のサブスクリプションに仮想デスクトップや仮想アプリケー

ションを追加または削除することで、わずか数分で迅速にスケール アップまたはスケール  

ダウンできます。これにより、一時的な業務のためにデスクトップ環境をスケール アップし

たり、新しい地域のオフィスにデスクトップを素早く展開するなど、短期および長期のさまざ

まな種類のプロジェクトも問題なく遂行することが可能です。

– 地理的な制約を受けない俊敏性： 企業のデータセンターの設置場所が原因で、仮想デスクトップ

の展開が制限されることはありません。クラウド ホスト型デスクトップを世界中どこでも展開

できます。オフィスや社内インフラストラクチャの範囲という制限がなくなり、ユーザーはほぼ

どこからでも仮想デスクトップにアクセスできるため、企業は地域を問わず幅広く人材を採用

できます。

– 容易な試用と購入： クラウド ホスト型の仮想デスクトップの導入にはインフラストラクチャや

ソフトウェアが不要なため、購入前に簡単かつ迅速に試用することができます。
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クラウド ホスト型デスクトップの最適なユースケース
クラウド ホスト型のデスクトップおよびアプリケーションの主要なユースケースからは、ビジネス

にもたらされるメリットが非常に効果的であることが分かります。クラウドにおけるデスクトップ

およびアプリケーションの最適なユースケースは次のとおりです。

• クラウドに精通した企業： クラウドのメリットを十分に理解し、活用を希望されている企業。

• 中堅・中小企業： 物理デスクトップまたは仮想デスクトップの展開および管理に必要となる、 

大規模な IT リソースを持たない企業。

• リモート ワーカー： 在宅勤務、オフショア、契約社員など、さまざまな働き方を必要とする従業員

の割合が年々増加する中、クラウド ホスト型デスクトップによって、費用対効果に優れたセキュ

アな方法で、リモート ワーカーをサポートできます。契約社員は、個人所有のデバイスから企業

環境に容易にアクセスできるほか、従業員は、自分のコンピューターを使用できないときでも、

自宅や移動先から自分のデスクトップやアプリケーションにアクセスできます。ローカルにデータ

が保存されないため、海外の従業員に社内ネットワークへのアクセスを許可することも可能です。

機密データが紛失や盗難のリスクにさらされる心配はありません。

• デスクトップに対する要求への柔軟な対応：特定の作業や 1 回限りのプロジェクト用のデスクトップ

が必要なケースへの対応も可能です。たとえば、開発者にはアプリケーションの構築およびテスト

用の環境が必要ですが、柔軟性に優れたクラウド ホスト型のデスクトップおよびアプリケーション

により迅速な拡張が可能になり、変化するニーズに対応できます。

• Windows 10 への移行： デスクトップの入れ替えやアップグレードを行わずに、既存のハード

ウェアで Windows 10 を実行できます。クラウド ホスト型デスクトップによって、PC の更新に

かかるコストを節約できるだけではなく、既存の PC のライフ サイクルより長く使用できるほか、

充実したデスクトップ機能をそのままに、低コストでエネルギー効率に優れたシン クライアント 

デバイスに変更することも可能です。

VMware によるクラウドへの移行の支援
VMware は、クラウド ホスト型デスクトップを利用してデスクトップ戦略を再考し、さまざまな 

IT の課題に対処できるよう、あらゆる業界のお客様を支援しています。VMware の Horizon 

Cloud サービスでは、クラウド ホスト型またはオンプレミス型の仮想デスクトップ環境を、使い

やすい便利なクラウド ベースの制御プレーンから容易に管理できます。お客様の希望に合わせて、

自由かつ柔軟にクラウドに移行することが可能です。

小売流通業
G&J Pepsi-Cola 社は、Pepsi 社のフランチャイズとして最大規模の非公開企業で、オハイオ州と

ケンタッキー州に 11 か所の拠点があり、1,600 名を超える従業員と 300 のルートセールス網を 

有しています。G&J 社のクラウド サービス担当マネージャー、Eric McKinney 氏は、クラウド 

テクノロジーを利用して本社から現場の社員への情報伝達の効率化を行い、時間の短縮、コストと

リソースの削減が実現しました。

McKinney 氏は、1,000 台を超えるエンドポイント デバイスを管理しており、「ビジネスに注力できる 

IT 部門」 を実現するクラウド ファースト戦略を高く支持しています。G&J 社は、当初、データセンター

に VDI ソリューションを導入しましたが、継続的な管理の難しさに直面しました。ソリューションの

強化に取り組んだ McKinney 氏は、VMware と Peak 10 社 （G&J Pepsi-Cola 社のクラウド プロバ

イダー） と協業し、データセンターの運用を取りやめ、マネージド ホスト型デスクトップ サービスを 

VMware に委託しました。G&J 社の VDI イメージはクラウド ホスト型サービスに切り替わりました。
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Horizon Cloud により、キオスク ユーザー、配送ドライバー、小売業者、外部ベンダーは、

McKinney 氏と IT チームが即座にプロビジョニングしたワークスペースを搭載した予測可能な環境

にログインできるようになります。G&J 社は、多額のコストをかけることなく、環境を迅速に拡張

できるようになり、ユーザー数が 425 名から 900 名以上に増えましたが、サポート担当者を追加

しなくても、さらにユーザー数を増やすことが可能です。「素晴らしい成果に満足しています。IT と

直接関連しないプロジェクトにも取り組む余裕ができたため、製品やサービスの拡大に注力できます」

金融サービス
85 名の従業員と 60 名の融資担当者が勤務し、米国内に 3 か所のコールセンターを持つ金融サー

ビス会社は、10 か所の小規模な支社の管理に苦労しており、IT 責任者は、リモート オフィスの 

すべてを管理するための、より適切なソリューションを探していました。「各拠点は、独自のファ

イアウォール、ルーター、サーバーを設定するには規模が小さすぎ、Comcast 社と Time 

Warner Cable 社のいいなりになっていました。私たちが VMware のソリューションを検討した

のは、これがきっかけでした」よりコスト効率に優れたソリューションを検討した結果、VMware の

ソリューションを導入しました。「支社からローカル サーバーを撤去し、Dell Wyse ゼロ クライ

アントとクラウド ホスト型デスクトップを展開することで、予算を半分に削減できました。これで、

環境がローカルかどうかによる違いはなくなりました」

また、VMware ソリューションの導入前は、1 ユーザーあたり 800 ～ 900 ドルを費やしていました。

「現在、1 ユーザーにかかるコストは、ゼロ クライアントに 250 ドル、モニターに 200 ドルと、

以前の半分程度です。また、従業員により優れた使用環境を提供できるメリットもあります」 と、

IT 責任者は述べています。

「VMware のソリューションによって、クリーンで一貫したデスクトップ環境が実現しました。 

さらに、すべての Web サービスを通して、デスクトップを容易に監視し、保護できるようになり

ました。1 年前だったら、3 か所の拠点それぞれにローカルの IT 管理者を配置して、これらを管理

する必要があったでしょう。VMware のソリューションのおかげで、すべてをリモートで処理で

きます。Visio などの Microsoft アプリケーションを 15 分でインストールできますが、以前なら

数時間かかったでしょう。セキュリティも大幅に向上し、全員が VMware の大ファンになりました」

グローバルに展開するアセット マネジメント企業
クラウド サービスの責任者、Scott Myers 氏は、Zebra Technologies 社のクラウド アーキテクト

である Kelly Jones 氏と緊密に連携し協業しています。Zebra Technologies 社は、現在 4,200 件

を超える資産管理テクノロジーの特許を保有する世界的な企業であり、約 2 年前に Motorola 

Solutions 社を買収しました。この買収により、移行時サービス契約 （TSA） の日次費用が 6 桁に

達しました。Zebra 社は、使いやすさ、コスト、運用管理機能、コンプライアンス対応の容易さを

評価して、VMware のソリューションを導入しました。IT 部門がクラウドからデスクトップを 

利用することを決断するにあたって最終的な要因となったのは、「2 つの ERP システムを統合する

大事業」 と、デスクトップへの迅速なアクセスという 「便利さ」 です。

Zebra 社では現在、仮想サーバー インフラストラクチャを、ホスト型デスクトップと同じデータセン

ターに配置しています。「来年、数百台のデスクトップから始めて、1,000 台以上に増やす予定です」 

（Jones 氏）Zebra 社がクラウド ホスト型デスクトップの利用を拡大するにあたり、IT 部門の

フォーカスは、保守モードから 「キャパシティを提供できるスピード」 に変わりました。「デスクトップ

を設置すると、すぐに使用されてしまいます。100 台のデスクトップを用意しても、24 時間のうちに

すべて使用されてしまうのです。ちなみに、これらはパーシステント デスクトップです」 （Myers 氏）

Zebra 社による、従業員のニーズの急速な拡大に対応した迅速な導入は、投資の正当性を立証しま

した。
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教育機関
カリフォルニア大学ロサンゼルス校、デジタル イニシアティブおよび情報テクノロジー部門のシス

テム アナリストである Cindy Kimmick 氏は、2011 年に最先端のライブラリ リノベーションの 

一環として実施された、大規模な VDI 実装の展開に携わりました。150 台のデスクトップの展開

では、「デスクトップとアプリケーションがデータセンターに配置され、高速ネットワークを使用

するため、外部の PC に置く場合と比べて実行速度が驚くほど速くなりました」 （Kimmick 氏）

Kimmick 氏が所属する部門は、古い PC を HP 社のシン クライアントに交換しました。これは、

学生が購入するには高価過ぎるアプリケーションが含まれている、予測可能な環境へのパブリック 

アクセスと UCLA ログイン アクセスの両方を可能にするためです。

2015 年に、Kimmick 氏は、今の VDI ソリューションの IT ベンダーによるサポートが終了に 

なることを知りました。VMworld 2015 に参加した Kimmick 氏は、VMware Horizon Cloud 

ソリューションの存在を知り、その使いやすさに惹かれて、早期導入に熱心に取り組みました。

Kimmick 氏は、VMware Horizon Cloud でのデスクトップ展開のスピードとシンプルさに大変

満足しています。「これがハイブリッド クラウドのメリットです。ハイブリッド クラウドでは、 

組織内のシステムを同じ管理インターフェイスで使用できるため、管理やトラブルシューティング

が大幅に簡素化されます。また、ユーザーに使用方法を教えるのも容易です」Horizon Cloud の

展開を続けるなかで、IT 部門は、データセンターの運用よりも、UCLA ライブラリ独自のイニシ

アティブにフォーカスできるようになりました。

まとめ
デスクトップ市場は変革のときを迎えています。Windows 10 への移行、新しい柔軟なビジネス 

モデル、デスクトップの TCO 削減、モバイル デバイスのサポートに対するニーズ、クラウド  

テクノロジーの導入の増加を受けて、企業にはデスクトップ戦略の再考が求められています。

クラウド ホスト型仮想デスクトップは、クラウドから完全なデスクトップを配信し、先行投資を 

せずに VDI のあらゆるメリットを実現し、導入を妨げる要因を取り除くことができます。コスト

を削減し、デスクトップとアプリケーションの展開および管理における複雑性を解消すると同時に、

ユーザーが必要とする柔軟性を提供することが可能です。VDI の導入や物理 PC の更新に伴う設備

投資コストが生じないようなデスクトップの変革を行うことで、予測可能で予算を立てやすい運用

コスト ベースのデスクトップ環境のメリットを得られます。VMware は、クラウド ホスト型の 

デスクトップおよびアプリケーションを容易に活用できるクラウド プラットフォームを提供してい

ます。

詳細情報： http://www.vmware.com/jp/cloud-services/desktop.html

* IDC 社、『U.S. Mobile Worker Forecast, 2015-2020』（http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=256194）
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