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vSphere with Operations 
Management について
VMware vSphere with Operations Management は、キャパ

シティ管理やパフォーマンス監視などの重要な機能を使用して、

業界をリードする仮想化プラットフォームである vSphere を最適化

します。これにより、仮想データセンターについてさらに詳細に

把握できるようになります。企業規模を問わず、高いサービス 

レベルでアプリケーションを実行し、キャパシティ使用率および

統合率を高めることで、ハードウェアのコストを最大限削減できる

ように設計されています。IT 部門は統合コンソールを使用して仮想

環境の状況を詳細に確認し、パフォーマンスの問題を事前に特定

および修正して、リソースの使用を最適化することができます。

vSphere with Operations Management は、2,000 社を超える 

ISV パートナーが提供する 3,000 以上のアプリケーションを 

サポートしており、ビジネス クリティカルなアプリケーションや 

スケール アップ型およびスケール アウト型アプリケーションを 

柔軟に選択して、仮想化を実現できます。

業界をリードし、最も信頼されている仮想化プラットフォームに、パフォーマンスの監視や
キャパシティ管理など、運用に関する重要な機能拡張が追加されています。

VMware vSphere with  
Operations Management 6.0

概要

業界をリードするプラットフォームによる仮想化

仮想化は、コスト負担の大きいインフラストラクチャの 

無秩序な拡張を防止します。仮想環境を拡大するには、 
信頼性に優れた仮想化プラットフォームを選択することが
重要です。そのプラットフォームで、システムを停止させ
ずに、ビジネス クリティカルなアプリケーションの実行、
アプリケーションのスケール アップおよびスケール アウト、
ハードウェア投資における投資回収率 （ROI） の最大化、
およびパフォーマンスの向上を実現する必要があります。

VMware vSphere with Operations Management は、
キャパシティ管理やパフォーマンス監視などの重要な機能
を使用して、業界をリードする仮想化プラットフォームで
ある vSphere を最適化します。これにより、仮想データ
センターについてさらに詳細に把握できるようになります。
企業規模を問わず、高いサービス レベルでアプリケーション
を実行し、キャパシティ使用率および統合率を高めることで、
ハードウェアのコストを最大限削減できるように設計され
ています。

主なメリット

vSphere 単体で使用するよりも、お客様には大きなメリット
がもたらされます 1。

• アプリケーションのダウンタイムを 30 % 削減 

• 統合率を 36 % 向上、キャパシティ使用率を 34 % 向上、
ハードウェア コストを 30 % 削減

• トラブルシューティングにかかる時間を 26 % 短縮

1 Management Insights 社、Study Shows Businesses Experience Significant 
Operational and Business Benefits from VMware vCenter Operations 
Management Suite、2014 年
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vSphere with Operations 
Management の主な機能と 
コンポーネント 

仮想化プラットフォーム
• VMware vSphere Hypervisor アーキテクチャ： 本番環境で実績

のある、高性能で堅牢な仮想化レイヤーを提供します。これにより、

物理環境のスループットと同等以上のパフォーマンスで、複数の

仮想マシンがハードウェア リソースを共有できます。

• VMware vSphere Virtual Symmetric Multiprocessing： 最大 

128 個の仮想 CPU を搭載した強力な仮想マシンの使用が可能に

なります。

• VMware vSphere Virtual Machine File System （VMFS）： 

ファイバ チャネルや iSCSI などの共有ストレージ デバイスを仮想

マシンが利用することを可能にするほか、VMware vSphere 

Storage vMotion® など他の vSphere の機能のベースとなる重要な

テクノロジーです。

• VMware vSphere Storage API： サポート対象のサードパーティ

製データ保護、マルチパス、およびディスク アレイ ソリューション

との連携を可能にします。

• Virtual Volumes： 外部ストレージ （SAN および NAS） デバイス

を抽象化し、仮想マシンに対応できるようにします。

• VMware vSphere Storage Policy-Based Management： ポリ

シー ベースの制御プレーンを使用して、複数のストレージ階層に

わたる共通の管理機能およびストレージの動的なサービス レベル

管理の自動化を実現します。

• VMware vSphere Thin Provisioning： 共有ストレージ容量を

動的に割り当てます。これにより、IT 部門は階層型ストレージ戦略

を実装しながら、ストレージの購入コストを最大 50 % 削減でき

ます。

• VMware vSphere vMotion®： サーバ間での仮想マシンのライブ 

マイグレーションが可能になるため、移行時のユーザーへの影響

はなく、サービスの停止も不要です。また、計画的なサーバ メン

テナンスを行うためにアプリケーションのダウンタイムをスケ

ジューリングする必要がなくなります。

• VMware vSphere Storage vMotion®： ユーザーに影響を与え

ない、仮想マシン ディスクのライブ マイグレーションが可能になり

ます。これにより、計画的なストレージ メンテナンスやストレージ

の移行に付随するアプリケーションのダウンタイムを排除できます。

• VMware vSphere High Availability （HA）： 優れた費用対効果

で、ハードウェアやオペレーティング システムに障害が発生した

場合でも、すべてのアプリケーションを数分で自動的に再起動し

ます。

vSphere with Operations 
Management の活用
• アプリケーションの可用性とパフォーマンスの向上： レガシー 

アプリケーションから、リソースを多用する次世代アプリケー

ション （Hadoop） まで、あらゆるアプリケーションに対応する、

シンプルで柔軟性に優れた可用性を向上させるサービスとポリ

シーを提供します。インメモリ データベースなど、低遅延がパフォー

マンス要件となっているアプリケーションに合わせて、プラット

フォームを調整できます。

• ビジネス継続性の向上： サービス停止およびデータ損失に対応

するため、階層化された保護機能を提供して、ビジネス継続性

およびディザスタ リカバリの管理コストを削減し、複雑さを低減

します。実行中の仮想マシンを別の場所にコピーするレプリケー

ション機能のほか、仮想マシンを高速かつ効率的にバックアップ

およびリカバリする機能も備えています。

• 発生しつつある問題を特定して修正： 包括的な表示機能により、

現在発生している問題と、今後の発生が予測される問題を一度に

確認できます。仮想化された IT 環境の健全性に関する予測分析 

およびスマート アラートにより、システムの問題をプロアクティブ

に特定して修正できます。また、動的なしきい値を環境内に自動的

に適用して、アラート数を低減し、より具体的なアラートを生成

できるようにします。

• インフラストラクチャのキャパシティの最適化： vSphere with 

Operations Management により、キャパシティ プランニングの

管理と最適化がさらに容易になります。オーバープロビジョニング

状態のキャパシティを再利用し、リソース使用率を向上させます。

スクリプトやスプレッドシートを使用する必要はありません。

• OpenStack API と の 連 携： vSphere with Operations 

Management をご利用のお客様は、そのインフラストラクチャ

と運用ノウハウを VMware Integrated OpenStack と合わせて

活用することで、開発者に OpenStack API を提供できます。

VMware Integrated OpenStack は vSphere with Operations 

Management Enterprise Plus に含まれます。VMware Integrated 

OpenStack のサポートはオプションでの提供となり、別途ご購入

いただく必要があります。  

http://www.vmware.com/jp/products/openstack.html

vSphere with Operations Management には、Standard、

Enterprise、および Enterprise Plus の 3 種類のエディションが

あります。また、新規のお客様向けに vSphere with Operations 

Management Acceleration Kit の 3 種類のエディションもご用意

しています。
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Enterprise Edition で使用可能な 
その他のコンポーネント
• VMware vSphere Distributed Resource Scheduler™： ハード

ウェアに依存しない動的なロード バランシングと、クラスタ内の

仮想マシンへのリソース割り当て機能を提供します。また、ポリ

シー ベースの自動化により管理の複雑性を低減しながら、SLA へ

の準拠を促進します。

• VMware vSphere Distributed Power Management™ （DPM）： 

各クラスタ内のサーバの電力消費を継続的に最適化することで、

vSphere Distributed Resource Scheduler （DRS） クラスタの

エネルギー効率管理を自動化します。

• VMware vSphere Reliable Memory： ハイパーバイザーなど、

vSphere のクリティカルなコンポーネントを、サポート対象の

ハードウェア上の信頼性の高いメモリ領域に配置します。これに

より、修正不可能なメモリ エラーからコンポーネントを保護する

ことができます。

• VMware vSphere Big Data Extensions™： vSphere 上で 

Hadoop を実行することにより、使用率、信頼性、および俊敏性が

向上します。複数の Hadoop ディストリビューションをサポート

しているため、IT 部門は単一の共通プラットフォーム上で、複数の 

Hadoop ワークロードの展開、実行、管理をシームレスに行うこと

ができます。

• vSphere API for Array Integration と vSphere API for 

Multipathing： アレイ ベースの効率的な運用と、サードパーティ

のストレージ ベンダーが提供するマルチパス ソフトウェア機能を

活用することにより、パフォーマンス、信頼性、およびスケーラ

ビリティが向上します。

• VMware vSphere Fault Tolerance （FT）： ハードウェア障害が

発生した場合でも、データの損失やダウンタイムなしで、アプリ
ケーションの継続的な可用性を確保します。最大で仮想 CPU 

4 個分のワークロードに対応します

• VMware vSphere Data Protection™： 特許取得済みの可変長
の重複排除機能によってストレージを効率的にバックアップし、 
迅速なリカバリと WAN 向けに最適化されたレプリケーションで
ディザスタ リカバリに対応します。vSphere と連携するシンプル
なユーザー インターフェイスで、簡単かつ効果的にバックアップも
可能です。

• VMware vSphere Replication™： vSphere に対応した唯一の
ハイパーバイザー ベースのレプリケーション エンジンです。スト
レージに依存せずに仮想マシンをレプリケーションし、目標
復旧ポイント （RPO） を 15 分から柔軟に設定できます。また、
vCenter Site Recovery Manager （別売） と連携して、拡張性に
優れ、自動化されたディザスタ リカバリのオーケストレーションを
可能にします。
vCenter Site Recovery Manager の詳細：  

http://www.vmware.com/jp/products/site-recovery-manager 

• vShield Endpoint™： アンチウイルスおよびアンチマルウェア 

（AV） 処理をオフロードすることで、AV エージェントをインス

トールする必要のない、セキュアな仮想マシンを実現します。

• Hot Add： サービスの停止やダウンタイムなしで、CPU、メモリ、

またはデバイスを仮想マシンに追加し、必要に応じてキャパシティ

を増加できます。

インテリジェントな運用 
（VMware® vRealize Operations Standard Edition でも提供）

• 予測分析： 自己学習型のアルゴリズムとスマート アラートを使用

して監視データを自動的に分析し、パフォーマンスとキャパシティ

の問題を特定して回避します。

• 自動化とガイド機能を使用した修正： スマート アラートと関連 

付けることで一般的な処理を自動化し、問題特定までの平均所要

時間 （MTTI） および平均修復時間 （MTTR） を短縮します。たと

えば、利用可能なキャパシティが重要なしきい値よりも低下した

場合に、自動化されたワークフローに準じて仮想マシンの古い

スナップショットを自動的に削除します。

• 統合コンソール： 主要なパフォーマンス指標が、識別しやすい 

色付きのバッジで表示されます。パフォーマンスとキャパシティの

管理において、現在問題となっているものと、問題となる可能性が

あるものを一度に確認できます。

• キャパシティ最適化の自動化： オーバープロビジョニングされた

キャパシティを再利用し、リソースの使用率を向上させます。スプ

レッドシートや複雑なスクリプトを使用する必要はありません。

柔軟性に優れたキャパシティのモデリング シナリオによって、

キャパシティを最適化し、サービス レベル アグリーメント （SLA） 

に準拠したリソース計画を支援します。

• vSphere Hardening： vSphere Hardening のガイドラインに

沿ってチェックできます。
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お客様事例
ワディントン グループ社は、包装容器の製造および販売を行う

大手のグローバル企業です。同社のビジネスは過去数年間で急速

に成長しており、IT チームはその成長のスピードに対応する必要

がありました。ワディントン グループ社は、ビジネス ニーズを満た

すべく俊敏性の強化と迅速な拡張を行うため、vSphere with 

Operations Management を導入しました。その結果、バック

エンド システムの統合に要する時間を短期間で 80 % 以上短縮

することができました。また、統合率は 52 %、データセンターの

効率は 34 % 向上しました。

1988 年に設立されたコーナーストーン ホーム レンディング社 （以下

コーナーストーン社） は、年間 50 億ドルの融資を行う民間の住宅

ローン融資銀行です。コーナーストーン社は、ビジネスの成長に 

向けて、IT コストを削減し、IT プラットフォームの俊敏性と拡張性

を向上させたいと考え、vSphere with Operations Management 

を導入しました。その結果、ハードウェア コストを 70 % 削減し、

IT 環境の包括的な視認性を獲得したほか、リソース プランニング

の強化によって適切な IT 投資と意思決定が可能になり、システム

問題の特定と解決にかかる時間が短縮されました。

米国内に 225 の介護施設を持ち、医薬品のサプライ チェーン サー

ビスを提供するミレニアム ファーマシー システム社 （以下ミレニ 

アム社） は、IT システムを 24 時間 365 日稼動させる必要があり 

ました。ミレニアム社では、コスト削減の要望が高まっており、 

非効率的で分散されている IT インフラストラクチャ管理に対する

改善も必要でした。ミレニアム社は vSphere with Operations 

Management をわずか 1 日で導入し、少ないリソースでより大きな

価値を提供できるようになりました。これにより効率性を 25 %、

仮想マシンの統合率を 20 % 向上させ、運用コストを 20 % 削減する

ことに成功しました。

Enterprise Plus Edition で使用可能な
その他のコンポーネント
• VMware vSphere Distributed Switch™： vSphere 環境内の

仮想マシン ネットワークを簡素化および拡張します。また、サード

パーティ製の分散仮想スイッチを vSphere 環境で使用できるよう

にします。

• VMware vSphere Storage I/O Control および VMware vSphere 

Network I/O Control： ストレージおよびネットワークのサービス

品質の優先順位を設定して、リソースへのアクセスを保証します。

• VMware vSphere Auto Deploy™： 必要に応じて迅速にホストを

追加します。vSphere Auto Deploy はアップデートされたイメージ

をホストに反映するため、パッチの適用は不要となり、パッチの

適用時間をスケジューリングする必要もありません。

• VMware vSphere のホスト プロファイル： IT 管理者はホストの

展開とコンプライアンスの維持を容易に行うことができます。

• VMware vSphere Storage DRS™ の自動ロード バランシング

機能： ストレージの特性を考慮して、仮想マシンのデータの作成時

および使用時に、データの最適な格納場所を決定します。

• VMware vSphere Profile-Driven Storage： ユーザーが定義した

ポリシーに従ってストレージをグループ化することで、ストレージ 

リソースの選択手順を簡素化します。

• VMware vSphere Flash Read Cache™： サーバ サイド フラッシュ

を仮想化し、高性能の読み取りキャッシュ レイヤーを提供する

ことによって、アプリケーションの遅延を大幅に低減します。

• vSphere App HA： これまでにないレベルの可用性を実現します。

vSphere がアプリケーションやオペレーティング システムの障害

を検出し、リカバリを行うことが可能になります。最も一般的

なアプリケーションをサポートしているほか、VMware のパート

ナーは、API を利用して自社のアプリケーションをサポートする

ことができます。

• Cross-vCenter vMotion： vCenter Server 間での仮想マシン

のライブ マイグレーションが可能になるため、移行時のユーザー

への影響はなく、サービスの停止も不要です。また、計画的な

サーバ メンテナンスを行うためにアプリケーションのダウンタ

イムをスケジューリングする必要がなくなります。

• Long Distance vMotion： サーバ間で、長距離 （最大で 100 

ミリ秒の往復時間） にわたる仮想マシンのライブ マイグレー

ションが可能です。移行時にユーザーへの影響はなく、サービス

の停止も不要であるため、計画的なサーバ メンテナンスを行う

ためにアプリケーションのダウンタイムをスケジューリングする

必要がなくなります。

• NVIDIA vGPU： 仮想マシンの 2D および 3D グラフィックスで

ネイティブ環境と同等のパフォーマンスを実現します。

• コンテンツ ライブラリ： 仮想マシン テンプレート、仮想アプライ

アンス、ISO イメージ、およびスクリプトを、シンプルかつ効果的

に統合管理できます。
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その他の製品とアドイン
VMware vRealize™ Operations Insight™： vSphere with 

Operations Management を導入しているあらゆる規模の企業向け

の IT 運用およびログ管理ソリューションです。アプリケーションの

ダウンタイム、IT 投資回収率、および予算の見直しを検討している

企業に最適です。vRealize Operations Insight はパフォーマンスの

管理、キャパシティの最適化、およびリアルタイムのログ分析を行う

統合管理ソリューションです。構造化されたデータと構造化されて

いないログファイルの両方を活用した予測分析により、問題を 

プロアクティブに回避し、迅速な問題解決を可能にします。また、

vRealize Operations Insight のインテリジェントな運用管理は、

vSphere 環境だけでなく、オペレーティング システム、物理サーバ、

ストレージ、ネットワーク ハードウェアにも適用可能です。さらに、

Microsoft SCOM や Oracle などのサードパーティ製ツールを管理

するためのさまざまな拡張機能を利用できます。 

VMware vRealize Operations Insight の詳細：  

http://www.vmware.com/jp/products/vrealize-operations-insight/ 

VMware vCenter Server™： vSphere ベースの仮想インフラスト

ラクチャを統合管理し、ライブ マイグレーションなど多くの vSphere 

with Operations Management の主要機能を操作できます。また、

複数の場所に分散している多数の仮想マシンの管理ができるほか、

迅速なプロビジョニングやポリシー適用の自動化などの機能を使用

した効率的な管理が可能です。

注： vSphere with Operations Management の機能をすべて利用

するには、vCenter Server が必要です。vCenter Server は、インス

タンス単位で別途ライセンスを購入する必要があります。 

VMware vCenter Serverの詳細： 

http://www.vmware.com/jp/products/vcenter-server/

サポートおよびプロフェッショナル  
サービス
VMware は、すべてのお客様に対し、サポートおよびサブスクリプ

ション （SnS） サービスをグローバルに提供しています。さらにご

希望のお客様には、導入を開始するうえでのベスト プラクティスを

提供する、コンサルティング サービスも用意しております。 

http://www.vmware.com/jp/consulting/

購入方法
vSphere with Operations Management を購入するには、VMware 

認定リセラーにお問い合わせください。  

http://www.vmware.com/go/jp_partner

すでに VMware vSphere をお持ちのお客様は、vSphere アップ

グレード センターにアクセスし、お客様の環境に適したアップグ

レード方法をご確認ください。  

http://www.vmware.com/jp/products/vsphere/upgrade-center/

初めて仮想化を導入するお客様向けに、オールインワン ソリュー

ションの vSphere with Operations Management Acceleration Kit 

を提供しています。これには vSphere with Operations Management 

のいずれかのエディションのライセンス （6 CPU） 分と、vCenter 

Server が含まれます。  

http://www.vmware.com/jp/products/vsphere-operations-

management/compare.html

詳細情報
VMware 製品のご購入または詳細情報については、次の製品 Web 

サイトをご覧ください。  

http://www.vmware.com/jp/products  

製品の仕様およびシステム要件の詳細については、vSphere with 

Operations Management のドキュメントを参照してください。

http://www.vmware.com/jp/consulting/
http://www.vmware.com/go/jp_partner
http://www.vmware.com/jp/products/vsphere/upgrade-center/
http://www.vmware.com/jp/products/vsphere-operations-management/compare.html
http://www.vmware.com/jp/products/vsphere-operations-management/compare.html
http://www.vmware.com/jp/products

