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過去 40 年間に、IT 分野では、アプリケーションやデータのユーザー提供方法に数多くの変革が

ありました。メインフレームでは、コンピューティング処理を中央で行い、エンド ユーザーは 

リソースを共有して使用していました。クライアント サーバ アーキテクチャでは、デスクトップ

に高い処理能力を提供しながら、柔軟性を高め、処理コストを低減することが可能になりました。

また、モバイル コンピューティングにより、ラップトップやハンドヘルド デバイスから、時間

や場所を問わずアプリケーションにアクセスできるようになりました。そして今、IT サービスを

オンデマンドで提供するための新しいアプローチとして、クラウド コンピューティングが登場して

います。

しかし、これらの IT の革新とこれを先導するテクノロジー ベンダーは、常に同じ課題を抱えて

いました。これまでは、新しい手法を推進するために、それまで使用していたインフラストラクチャ

を捨て去る必要がありました。VMware はこの問題を解決します。

なぜクラウド コンピューティングが必要なのか、なぜ今なのか

IT 部門に対する業務担当者の要求は増加を続けています。すべてのビジネス上の決定は IT に 

影響します。また、市場は急速に発展しており、先行者に有利な状況となっています。しかし、

ほとんどのエンタープライズ アプリケーションとサービスは、緊密に連携する複数のテクノロジー 

スタック上に構築されているため、変更が困難で管理に負担がかかります。そのため、たとえば

新しいメール サーバやビジネス インテリジェンス エンジンを導入する際、ハードウェアの購入と、

システム イメージの構成のみに数か月かかる場合があります。

リソースが減少し、ビジネス ニーズが増大する中、効率性、柔軟性、および費用対効果に 

優れ、IT の運用効率を高めながらビジネス チャンスに迅速に対応できるモデルを実現する手段

として、クラウド コンピューティングに注目が集まっています。クラウド コンピューティングには、 

IT as a Service （サービスとしての IT） を実現するための技術アーキテクチャが用意されています。

VMware を選択する理由

VMware は、仮想化とクラウド インフラストラクチャ業界におけるグローバル リーダーです。

現在、19 万社以上のお客様と 2 万 5 千社以上のパートナー企業が、VMware のソリューション

を利用してビジネス目標を達成しています。VMware は、独自の革新的なクラウド コンピュー

ティングへの移行方法を提供しています。これにより、IT の複雑さを低減し、コストを大幅に 

削減するだけでなく、柔軟性と俊敏性に優れたサービスの提供が可能になります。

新世代の IT の実現
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VMware の実績のあるソリューションは、

コスト、人的リソース、および地球上のエネ

ルギー資源を節約しながらビジネスを活性化

し、次のことを実現します。

使用率向上と自動化がもたらす効率性

VMware のソリューションは、不要な IT イン

フラストラクチャへの投資、リソースの管理

とメンテナンス、およびシステムのロックイン

を最小に抑制しながら、総所有コスト （TCO） 

を削減します。自己管理型 （セルフマネージド） 

で、より費用対効果に優れ、動的な最適化が

可能な環境へ移行して、効率的に IT サービス

を提供できるようになります。

また、データセンターやクラウド サービス 

プロバイダで実行可能なアプリケーションを

開発および展開することで、さらなる柔軟性

を獲得できます。さらに、インフラストラクチャ

自身を監視するためのポリシー ベースの管理

および自動化機能や、アプリケーションの負荷

と需要に対する自己最適化機能を持つイン 

フラストラクチャへ移行することが可能です。

管理できる俊敏性

VMware のソリューションが提供する容易な

セルフ サービス アクセスにより、IT サービスの

プロビジョニングと展開が大幅に簡素化され、

ビジネス ニーズにより迅速に対応できるよう

になります。同時に、ポリシーを指定して業務

と管理の要件を実装することで、ビジネス 

およびコンプライアンスのリスクを最小化する

ために必要な管理を IT 担当者へ提供します。

VMware は、仮想化のセキュリティにおい

ても他社をリードしています。そのため仮想

マシンをどこで実行しようとも、仮想マシンの

セキュアな仮想コンテナにポリシーを必ず適用

できます。絶えず変化するコンピューティング

環境において、絶えず固定的なセキュリティ 

インフラストラクチャを再構成し続ける必要

はありません。

VMware のクラウドに向けた 
アプローチ  

図 1： VMware のソリューションは、コスト、人的リソース、および地球上のエネルギー資源を節約しながら、
ビジネスを活性化します。

投資コスト

設備投資コストを 
50 ～ 60 % 削減

データセンター
拡張を延期

運用コストを 
25 % 以上削減

人的リソース

定常管理時間を
平均 33 % 削減

例： サーバの
プロビジョニングを
数分以内に完了

地球上の資源

データセンターの
エネルギー コストを
最大 80 % 削減

VMware のソリューションによる活性化と節約

優れた実績を誇る VMware の仮想化
およびクラウド インフラストラクチャ 
ソリューションでは、使用率向上と 
自動化、管理できる俊敏性、および 
柔軟な選択肢により、効率性が高まり
ます。 

優れた実績
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VMware が提供する主要な仮想化ソリュー

ションは、セキュアな基盤として機能する 

だけでなく、社内のデータセンターと、

VMware vCloud™ パートナーが提供する 

外部のホスティング プロバイダやサービス 

プロバイダのクラウドとの間で可搬性を確保

します。これにより、わずかな修正を加えるか、

あるいは修正なしで、アプリケーションを社内

および外部で実行できるようになります。 

また、VMware のクラウド アプリケーション 

プラットフォームにより、インフラストラクチャ

としての機能を超えて、可搬性を備えた 

クラウド アプリケーションを開発し、変化に

対する即応性を向上することも可能です。

VMware のソリューションを活用し、任意

のデバイス間でクラウド対応の IT サービス

を安全かつ動的にプロビジョニングおよび 

管理することで、この俊敏性をエンド ユーザー

にまで拡張できます。これによるメリットは、

ユーザーが必要に応じてアクセスできること

です。

VMware のソリューションでは、エンター

プライズ アプリケーションからデスクトップ 

アプリケーションまで、またミッション クリ

ティカルなものからベーシックなものまで、

すべてのワークロードの可用性、信頼性、 

拡張性、セキュリティ、および SLA （サービス 

レベル アグリーメント） を完全に管理すること

が可能になります。

柔軟な選択肢

VMware のソリューションは、既存のオペ

レーティング システムとアプリケーション 

スタックを維持しながら、任意の vCloud 

サービス プロバイダを使用して、これらを

社内または社外に展開できる柔軟性を提供 

します。VMware のソリューションを使用する

ことで、従来のシステムを引き続きサポート

しながら、これらのシステムに関連する多くの

問題、たとえばシステムの移植やセキュリティ 

パッチなどを排除できます。また、パフォー

マンス予測の精度が向上します。

FICO 社

「VMware の仮想化やクラウド  
コンピューティングなどの機能を
当社ツールボックスに組み込む
ことで、クライアントと担当者の
双方のパフォーマンスを向上し、
将来に向けたより強力な IT イン
フラストラクチャを構築してい
ます」

FICO 社、 
テクノロジー デリバリ担当 
シニア ディレクタ、 
Tom Grahek 氏 

どれだけの規模で仮想化を行うか、いつ、 

どのようにクラウド導入モデルに移行するかも

柔軟に選択できます。VMware のソリュー

ションは、共通の管理およびセキュリティ  

モデルを使用するクラウドにおける、アプリ

ケーションの可動性および可搬性を保証し 

ます。これらは、米国規格協会 （ANSI） の 

標準として採用されている OVF （Open 

Virtualization Format） などのオープン  

スタンダードに基づいています。また、 

2,600 社以上のサービス プロバイダを含む、

大規模なエコシステムが対応しています。

VMware は、お客様の既存の環境との互換

性を保つため、ハードウェア プロバイダや

サービス プロバイダで構成される大規模な

グローバル エコシステムを維持しています。

これにより、VMware のソリューションでは、

数千種類の x86 アプリケーションやワーク

ロード、数十種類のオペレーティング システム

を実行でき、既存アプリケーションの大多数

がすでにクラウド対応となっています。

また、IT 部門の自由度を犠牲にせずに、ユー

ザーの自由度を上げることも可能になります。

VMware のソリューションによって、エンド 

ユーザーは従来のアプリケーション、オン 

サイトのクラウド アプリケーション、および

外部サービス プロバイダが提供する vCloud 

から IT サービスを使用して、時間や場所を

問わず、データに迅速にアクセスできるよう

になります。一方 IT 部門は、サービス レベル

やポリシーを設定することで、プラット

フォームやデバイス全体を自由に管理でき 

ます。

クラウド コンピューティングでは、IT サービス

をオンデマンドで利用できることが保証 

され、これがクラウドに移行する理由でもあり

ます。これからは、どのようにクラウドの 

メリットを実現するかを検討する段階です。

VMware はその方法を提供します。
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M&T 銀行

「最初は、サーバ統合がコストと 
効率にもたらすメリットを重視
していましたが、現在は、プライ
ベート クラウドによるビジネス
の強化に注目しています」 

M&T 銀行、 
管理担当副社長、 
Wm. Bryan Clements 氏

VMware のソリューションによる
クラウドへの変革 

仮想化は、クラウド コンピューティングへの

移行を実現するために不可欠なテクノロジー

です。VMware は急成長ソフトウェア企業、

そして仮想化のリーダー企業として、IT の複雑

性を大幅に削減するための仮想化を基盤と 

したクラウド インフラストラクチャと管理 

ソリューションを提供しています。2009 年 

8 月時点で、企業が使用している仮想マシン

の約 85 % が VMware ベースの仮想マシン

でした。1

ガートナー社による最新の x86 サーバ仮想化

インフラストラクチャのマジック クアドラント

で、VMware はリーダーとして位置付けられ

ています。2 VMware は x86 仮想化のパイ

オニアとして、クラウド コンピューティング

の新しい時代に向けた仮想化の範囲を再定義

しています。

1 Thomas J. Bittman 氏 「Server Virtualization: From Emerging to Mainstream at Light Speed」、 
ガートナー社資料、2009 年 12 月

2  Thomas J. Bittman 氏、Philip Dawson 氏、George J. Weiss氏、「x86 サーバ仮想化インフラストラクチャのマジック クアドラント」、
ガートナー社、2010 年 5 月

チャレンジャー リーダー

特定市場指向型 概念先行型

VMware•

Microsoft•

Oracle VM•

Red Hat•

•Novell

•Parallels

•Citrix

Oracle Solaris Containers

2010 年 5 月現在出典： ガートナー社 （2010 年 5 月）

実
行
能
力

ビジョンの完全性

 •

ガートナー社の x86 サーバ仮想化インフラストラクチャのマジック クアドラント

このマジック クアドラントは、ガートナー社が大規模な調査結果の一部として公開したものであり、この内容を評価する場合はレポートの一部分である 
ことを考慮する必要があります。このガートナー社のレポートは、VMware の要請により提供されています。

マジック クアドラントは 2010 年 5 月に Gartner, Inc. が著作権を得ており、ガートナー社の許可の下で転載しています。マジック クアドラントは、 
ある時点またはある期間における市場の状況を視覚的に表したものです。これは、ガートナー社が定義した基準に基づいて、特定ベンダーの市場における 
位置をガートナー社が分析して図表化したものです。ガートナー社は、マジック クアドラントに記載されている特定のベンダー、製品、およびサービスを
支持するものではなく、テクノロジー ユーザーに対して、「リーダー」 として位置付けられたベンダーを推奨するものでもありません。マジック クアドラントは
調査ツールとしての使用を意図しており、特定の行動を促すことを目的としたものではありません。ガートナー社はこの調査に関して、明示または黙示を
問わず、商品性の保証や特定目的への適合性を含め、あらゆる保証を否認しています。

図 2： VMware はガートナー社の 『x86 サーバ仮想化インフラストラクチャのマジック クアドラント』 において、
リーダーとして位置付けられています。
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クラウド コンピューティングのアーキテクチャ

上のアプローチは、仮想化によって基盤となる

インフラストラクチャやリソース レイヤー

からアプリケーションやサービス レイヤー

を抽象化し、IT サービス提供モデルの拡張性、

効率性、および柔軟性を大幅に向上すること

です。企業全体で必要なリソースを集約し、

共有インフラストラクチャを使用してキャパ

シティの使用率を向上することで、インフラ

ストラクチャやリソース レイヤーのコストを

大幅に削減できます。クラウド コンピュー

ティングはアプリケーションやサービス レイ

ヤーにおいて、標準化と自動化を適用する 

新しいサービスの使用方法を提供し、迅速な

サービスのプロビジョニングを可能にします。

これにより業務部門は、IT 担当者による手 

作業での購入とプロビジョニング プロセス

を待つ必要がなくなり、必要なときにサービス

を利用できるようになります。ただし、サー

ビスの使用ポリシーや請求は IT 部門が管理

します。

レガシー アプリケーションをカプセル化し、

セキュリティ、管理性、サービス品質、および

コンプライアンスを備えた最新のクラウド 

コンピューティング環境へ実践的に移行する

方法を提供しているのは VMware のみです。

VMware のソリューションにより、サービス 

レベルの自動化とアクセスの標準化を実装し、

可用性とセキュリティに優れたオンデマンド

のクラウド コンピューティング モデルに移行

して、コスト効率とビジネスの俊敏性を迅速

に実現できます。

このプロセスでは、既存のインフラストラク

チャを 「完全に入れ替える」 必要はありま 

せん。VMware のソリューションは、既存

の投資を生かして、社内データセンターを 

プライベート クラウド環境に変革します。 

セキュリティを強化し、柔軟な選択肢を拡張

しながら、IT の効率性と俊敏性を向上する 

プライベート クラウドを今すぐ構築して導入

できます。また、VMware のプラットフォーム

にプライベート クラウドを導入することで、

VMware プラットフォームを利用するサービス 

プロバイダが提供する、拡張性とパフォー 

マンスに優れたパブリック クラウドへの実践

的な移行が可能になります。

最も多くの企業とサービス プロバイダに選択

されている先進のプラットフォームを採用する

ことで、任意のワークロードを適切な場所  

（プライベート クラウドまたはパブリック クラ

ウド） に配置できる柔軟な選択肢を獲得でき

ます。また、プライベート クラウドとパブリック 

クラウドのハイブリッド環境を利用することで、

プライベート クラウドとパブリック クラウド

のインフラストラクチャ間でワークロードを

移動する機能を完全に維持できます。

Aprimo 社

「VMware のソリューションにより、
クラウド環境を信じられないほど
簡単に導入し、競争優位性を獲得
できます」

Aprimo 社、 
ソフトウェア エンジニアリング担当 
副社長、 
Tim Sublette 氏
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クラウド コンピューティング
移行への準備

クラウドへの移行で最も成功するのは、戦略

的かつ入念に移行を行った IT 部門です。1 つ

または複数のワークロードを社内または社外

のクラウド インフラストラクチャに移行する

際は、次の点を検討します。

 ポートフォリオを分析し、クラウド コン
ピューティングへの移行のメリットが最も

大きいアプリケーションに高い優先順位

を付けているか

 インフラストラクチャ （サーバ、ストレージ、
ネットワーク） の仮想化を含め、クラウドの

対象となるワークロードを 100 % 仮想化

しているか 

 特定のサービス レベルで提供する標準
サービスについて検討し、定義しているか

 セキュリティの規約とコンプライアンスの
要件をまとめ、必要な場合は再定義して

いるか

 アーキテクチャ、インフラストラクチャ、
および管理体制を含めた組織の手順や 

ポリシーを、サービス使用モデルに合わ

せて最適化しているか

 管理対象リソースを共有プールに統合 
することで、エンド ユーザーがシステム

リソースを直接利用できる場合、キャパ

シティ プランニングの方法をどのように

変更するか 

 ユーザーや各部門へのチャージバック（課金） 
またはショーバック （コストの提示） について

検討しているか

 クラウド コンピューティングへの移行を
サポートするため、IT 部門、各業務部門、

購買部門、およびその他の部門において、

役割、教育、トレーニング、認定手順の

変更を含む変更管理を行うことを検討 

しているか 

ここに挙げた項目をまったく検討していない

場合も、一部またはすべてを検討済みである

場合でも、VMware のソリューションとエキス

パートはお客様に最適な戦略の策定と実装を

支援します。

オーストラリア統計局

「これまでのようにサーバについて
考えるのではなく、作業で使用 
するリソース割り当てについて
考えるようになりました。以前と
変わらないコストで、制限のない
リソースへのアクセスが可能に
なります。クライアントは IT を
意識することさえありません。処理
は自動的に行われるからです」

オーストラリア統計局、 
インフラストラクチャ担当部長、 
Tony Marion 氏
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クラウド向けアプリケーション
のアセスメント

VMware のクラウド コンピューティングへ

の移行では、個別にテクノロジーを購入する

必要はなく、業務が突然中断することもあり

ません。既存の環境をベースに移行すること

ができます。クラウド コンピューティング

に完全に移行する際、すぐに始められる手順

からプロセスを開始できます。これには、現在

データセンター内にあるワークロードの種類

を明確にすることが含まれます。

仮想化はクラウド コンピューティングおよび 

IT as a Service の基盤であるため、ビジネス 

クリティカルなアプリケーションを含め環境

の大部分を仮想化することが、クラウドに 

移行するすべての企業にとっての最初の手順

となります。これにより、これまでよりも容易

かつ経済的にサービス レベルを保証できます。

2 番目の手順は、俊敏でユーザーが利用しや

すい社内サービス プロバイダへと IT 部門を

変えることです。そのためには、IT サービス

を完全に自動化されたカタログ ベースの 

サービスとして、Web ベースのポータル経由

で社内ユーザーに公開する必要があります。

社内ユーザーが IT サービスを必要とするとき

は、たとえばアップル社の App Store で 

アプリケーションをダウンロードするのと同じ

ように、簡単に入手できるようにする必要が

あります。

では、完全に自動化されたセルフサービスを

実現するには、何から始めたらよいのでしょう

か。このアプローチに最適なアプリケーション

は何でしょうか。答えは比較的簡単です。 

ユーザーが頻繁に使用するアプリケーション

が最適な候補となります。このようなアプリ

ケーションには次のような傾向があります。

1. 開発途中のアプリケーション： プロビジョ

ニング、クローン作成、再割り当てなどの

頻度が高いアプリケーション。たとえば、

ステージング環境や本番前の開発環境 

およびテスト環境で使用するアプリケー

ション。

2. 柔軟性を求めるアプリケーション： 必要な

リソース量が時期によって大きく異なるの

で、ユーザーがアプリケーション リソース

の調整を求めるアプリケーション。たとえば、

科学技術系のコンピューティングや、一定

の時期に処理が増加するアプリケーション。

3. 「ロング テール」 アプリケーション： IT 

部門が高い優先順位を付けないアプリケー

ション。たとえば、エクストラネット用の

カスタマイズされた Web ファーム。

VMware のお客様の経験から、これらの 

変更頻度が高いアプリケーションが、セルフ

サービスの対象として優先されます。一般に 

IT 担当者は、ビジネス クリティカルな本番

アプリケーションではなく、一時的なワーク

ロードへの対応に多くの時間を費やします。

また、一時的なワークロードは、IT 部門で最も

コストがかかり、管理する上での悩みの種で

もあります。このようなアプリケーションは、

クラウド環境からサービスを提供した場合の

メリットが大きく、ビジネスへの価値がすぐに

実現します。

「戦略的に言えば、サーバ仮想化は IT 
の刷新を推進し、IT の入手、利用、 
管理、提供、および支払い方法を変革
するものである。仮想化により、企業
のイノベーションと成長の方法までも
が変っていくだろう」 と、ガートナー
社のトーマス・ビットマン （Thomas 
Bittman） 氏は述べています。「適切な
サーバの仮想化により基本的な変革が
実現し、企業はプライベートおよび 
パブリックのクラウド コンピュー 
ティングを推進できるようになります」 
  

ガートナー社資料： 「Server Virtualization: One Path 
Leads to Cloud Computing」、Thomas Bittman 氏、
2009 年 10 月 29 日
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VMware のクラウド  
コンピューティング  
ソリューション

VMware は、クラウド インフラストラクチャ

と管理ソリューション、クラウド アプリケー

ション プラットフォーム、およびエンド ユー

ザー コンピューティング ソリューションを

提供しています。これにより、お客様はクラ

ウド コンピューティングへの移行を迅速に

行い、この新しいアプローチの価値を短時間

で実現できます。

クラウドの基盤

VMware は、データセンターのリソースを

処理能力を柔軟に共有する大規模なプールに

集約することで、インフラストラクチャの使用

率向上を実現しており、これにより企業は 

数十億ドルものコストを削減してきました。

VMware vSphere™ は最も堅牢で信頼性が

高く完成した仮想化プラットフォームとして、

10 年以上もの間標準となってきました。

VMware vSphere は、世界中の最も要求の

厳しいデータセンターで採用されており、あら

ゆる業界のお客様に対応するクラウド インフラ

ストラクチャ構築の基盤となっています。

VMware vSphere では、次のことが可能に

なります。

• ビジネス クリティカルなアプリケーション

を仮想化して、すべてのアプリケーション

とサービスに最高レベルの可用性と即応

性を提供し、比類のない信頼性を実現する

図 3： VMware は、クラウド インフラストラクチャと管理ソリューション、クラウド アプリケーション プラット
フォーム、およびエンド ユーザー コンピューティング ソリューションを提供しています。

VMware Solutions for Cloud Computing

VMware 対応の
パブリック クラウド

独自の
パブリック クラウド

vCloud の
パートナー

SaaS
パートナー

その他の SaaS
プロバイダ

セキュアなプライベートクラウド

アプリケーション アクセス

エンド ユーザー コンピューティング

モジュラー型
デスクトップ

ユーザーの
統合管理

セルフマネージド

クラウド アプリケーション プラットフォーム

クラウド規模に対応 オープン セルフマネージド

クラウド インフラストラクチャと管理ソリューション

自動化がもたらす
効率性

セキュリティ保護され、
管理が可能な俊敏性 柔軟な選択肢

VMware vSphere： クラウド コンピューティングの基盤

アプリケーションの可動性

その他のクラウド
インフラストラクチャ

プロバイダ

PaaS
パートナー

アプリケーションの可搬性

VMware のクラウド コンピューティング ソリューション

VMware vSphere は業界で最も完全な
仮想化プラットフォームとして、あら
ゆる業界のお客様に対応するクラウド 
インフラストラクチャ構築の基盤と
なっています。

信頼性
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• リソース プールを作成し、アプリケー 

ションごとの総コストを最小に抑制しな

がら、最高レベルのアプリケーション 

SLA （サービス レベル アグリーメント） 

を提供する

• クラウド内のアプリケーションとデータの

セキュリティ、管理性、コンプライアンス

を確保する

クラウドのセキュリティ

レガシー アプリケーションを新しいクラウド 

インフラストラクチャへ移行する場合、仮想

化テクノロジーが必要ですが、クラウド環境

のセキュリティを実現する場合にも仮想化は 

不可欠です。

VMware vSphere は、次世代のクラウド  

セキュリティの基盤である VMware vShield 

製品ファミリと連携し、クラウド内のアプリ

ケーションとデータのセキュリティに関連する

課題に対処します。これらのソリューションの

組み合わせにより、コンプライアンスに準拠

するため、アプリケーションとデータをトラスト 

ゾーン内に適切にセグメント化できるように

なります。また、特定の法的要件を満たす 

ようにデータを維持できます。

特に、VMware vSphere プラットフォーム 

独自の内部監視機能は、検出の困難な問題の

特定や、包括的なセキュリティ管理を可能に

します。これらの機能によってパフォーマンス

の向上、複雑性の低減、より包括的なセキュ

リティ保護が可能になります。

VMware のセキュリティ ソリューションでは、

次のことが可能になります。

• セキュリティを大幅に簡素化し、IT コンプ

ライアンスに準拠するためのセキュリティ 

ポリシーを迅速に実装および監視しながら、

所有ドメインに適切なレベルで管理と 

視認性を提供

• 俊敏なセキュリティの実現により、IT 部門

はライブ マイグレーションなどの動的な

機能を利用しながら、セキュリティ ポリシー

を IT サービスにシームレスに適用すること

が可能 

• クラウド環境を包括的に保護するため、

費用対効果に優れた単一の枠組みを提供

アプリケーション
サービス

可用性 セキュリティ スケーラビリティ

コンピューティング ネットワークインフラストラクチャ
サービス

ストレージ

VMware vSphere

図 4： 19 万社を超えるお客様が、クラウド コンピューティングの基盤である VMware vSphere を使用して
います。

VMware vSphere

VMware vSphere と VMware vShield 
ファミリ製品は連携して動作し、 
クラウド内のアプリケーションや
データを保護します。

安全性
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VMware vShield では、サードパーティ製

ソリューション用のプログラム可能なフレーム

ワークを提供しており、監視および管理サー

ビスへの統合や拡張ができるようになって 

います。

VMware vShield は動的で俊敏性と費用対

効果に優れたセキュリティを提供して、クラ

ウド環境への移行をスムーズにすることで、

あらゆる規模の企業がクラウドのメリットを

活用できるよう支援します。

クラウドのサービス カタログと 
セルフサービス

VMware は、クラウド コンピューティングの

可能性をさらに広げるための新しいソリュー

ションを開発しています。VMware vCloud 

Director は VMware vSphere 上に構築さ

れるもので、基盤となるハードウェアやほか

の仮想データセンターから完全に分離した 

共有の仮想インフラストラクチャを、マルチ

テナントの仮想データセンターとして公開し

ます。また VMware vCloud Director では、

IT 部門が Web ベースのポータルを通じて 

仮想データセンターをユーザーに公開したり、

仮想データセンター内に展開可能な IT サービス

のカタログを定義して公開することも可能です。

VMware のテクノロジーを使用することで、

Web ベースのカタログを通じて、標準の IT 

サービスを共有インフラストラクチャ上で 

提供できます。提供するサービスを標準化する

と、トラブルシューティングやパッチの適用

から変更管理まで、数多くの IT 管理タスク

の簡素化が可能になり、今日の IT 部門の負担

ともなっている管理保守業務を排除できます。

また、ポリシー ベースのワークフローによる

プロビジョニングの自動化も可能です。許可

されたユーザーはボタンをクリックするのみ

で、事前構成されたサービスを展開できる 

ようになります。つまり、必要なときに IT 

リソースを調達する新たな機会がエンド 

ユーザーに提供されることになります。

VMware vShield と VMware vCloud Director

VMware vCloud API

パブリック クラウド

ユーザーー

組織 1 組織 m

VMware vCloud Director

ユーザー ポータル

VMware
vShield

仮想データセンター n （Silver）仮想データセンター 1 （Gold）

仮想
アプライアンス VM

VM

d）

are

仮想

w

セキュアなプライベートクラウド

VMware vShield のセキュリティ

VMware vSphere

チャージバック （課金）カタログ

図 5： VMware vShield は比類のないセキュリティを提供し、VMware vCloud Director はクラウドのため
の Web ベース カタログを可能にします。

VMware vCloud Director は、 
VMware vSphere を基盤として
構築されます。これにより、IT 部門
が Web ベースのポータルを通じて
仮想データセンターをユーザーに
公開したり、仮想データセンター
内に展開可能な IT サービスのカタ
ログを定義して公開することが 
可能です。

仮想データ
センターの 
公開
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プロセスを標準化し、自動化を拡大し、 

IT as a Service を提供することで、IT 管理者 

1 人あたりのメンテナンス作業を大幅に削減

しながら、仮想化意義でのコスト削減も可能

にします。

VMware のテクノロジーを基盤とするプライ

ベート クラウドにより、IT 部門は効率性と

俊敏性に優れ、ユーザーが利用しやすい社内

サービス プロバイダに変革します。その後、

Web ベースのポータルを通じて、完全に自動

化されたカタログ ベースのサービスを社内

ユーザーに提供することで、IT as a Service 

を活用できるようになります。

エンタープライズ クラスのクラウド管理

業界標準の x86 環境の仮想化は、IT サービス

の提供を促進するほか、クラウド インフラ

ストラクチャの基盤でもあります。しかし、

セルフサービスを提供して、このような動的な

環境を管理するには、コストを最小に抑制し、

管理性とコンプライアンスを維持するために

新しいレベルの自動化が必要になります。

この基盤を利用して、動的な仮想環境および

クラウド環境用に設計された、新しいタイプ

のソリューションを構築しているのは 

VMware のみです。これらの新しいソリュー

ションでは、効率の悪いマニュアル プロセスを

ポリシー ベースの自動プロセスに置き換えて、

IT 管理をシステムに後付けするのではなく、

本質的なシステムの一部として提供します。

この新しいアプローチにより、IT 部門がコスト 

センターからサービス プロバイダに移行する

ために必要な効率性、管理性、およびコンプ

ライアンスを実現できます。

VMware の仮想化とクラウド管理ソリュー

ションは、動的な環境用に開発されており、

企業の IT 管理とサービスの提供方法を根本

から変革します、VMware vCenter™ 製品

ファミリを含むこれらのソリューションは、

VMware vSphere と連携して、次のことを

可能にします。

• 完全に自動化されたインフラストラクチャ

を作成し、組み込みの自動化機能によって

運用効率を最適化することで、仮想イン

フラストラクチャとクラウド インフラスト

ラクチャをよりスマートかつ有効に利用

する

• サービス レベルへの高まる期待と加速 

する変化に対応して、コンプライアンス

とパフォーマンスを動的に確保し、管理

可能なセルフサービスを実現する

• オープンな標準ベースのアプローチにより、

エコシステム パートナーの管理機能との

インターオペラビリティ、またサービス 

プロバイダ間におけるクラウドのイン

ターオペラビリティを確保し、柔軟な選択

肢を保証する

インフラストラクチャと運用の管理

可用性と
パフォーマンス

キャパシティ

ビジネス継続性

プロビジョニング

構成

コンプライアンスと
セキュリティ

図 6： VMware の仮想化とクラウド管理ソリューションは、企業の IT 管理とサービスの提供方法を根本から
変革します。

VMware の仮想化とクラウド管理ソリューション

VMware vCenter 製品ファミリを含
む VMware の仮想化とクラウド管理
ソリューションは、IT 管理をシステム
に後付けするものではなく、必要な 
システムの一部として提供します。

システムの 
一部としての
管理



12

クラウドのインターオペラビリティ 

拡張可能な VMware vSphere プラット

フォームは、ホスティング プロバイダやサー

ビス プロバイダがエンタープライズ クラウド 

インフラストラクチャを実現するための 

セキュアな基盤としても機能します。vCloud 

から提供されるサービスは、VMware vSphere、

VMware vCloud Director、および VMware 

vShield が基盤となります。また、VMware 

は VMware vCloud Datacenter Service を

提供するため、主要なクラウド プロバイダ

である Bluelock 社、Colt 社、SingTel 社、

Terremark 社、および Verizon 社と緊密に

提携しています。vCloud Datacenter Service 

は、新しいタイプのエンタープライズ クラス

のハイブリッド クラウド サービスであり、

企業が求める俊敏性、セキュリティ、インター

オペラビリティ、および管理性を提供します。

vCloud Datacenter Service は VMware 

が開発したアーキテクチャを基盤とする 

サービスです。一般的なパブリック クラウド 

サービスとは異なり、VMware によって 

互換性とセキュリティが認定されてい 

ます。企業が既存の仮想ワークロードを  

vCloud Datacenter Service のクラウドに

移行する場合、わずかな変更を行うか、ある

いは変更なしで移行できます。インフラスト

ラクチャとアプリケーションはセキュアな 

だけでなく、業界の規制やセキュリティ標準

に準拠しているかどうかを監査できます。

たとえば、Verizon 社は、エンタープライズ 

クラスのクラウド コンピューティング  

ソリューション 「Computing as a Service 

（CaaS）」 を開発しました。これは、vSphere 

を基盤テクノロジーの一つとして使用して 

おり、お客様がコストを抑制しながら柔軟性

と効率を向上するためのソリューションです。

Verizon 社の CaaS は、柔軟性に優れた 

インフラストラクチャをオンデマンドで提供

します。お客様は、ビジネスに必要な量の 

コンピューティング リソースを必要な期間

利用できます。CaaS は、Verizon 社の 

Security Management Program、PCI、

および監査基準書 （SAS） 第 70 号で認定 

されたプラットフォームを基盤とする、信頼性

とセキュリティに優れたソリューションです。

VMware との提携により、Verizon 社は 

CaaS ソリューションを拡張しており、企業

は真のハイブリッド環境を作成できるように

なります。お客様はインフラストラクチャ内の

既存の投資を活かして社内データセンターを

拡張できます。また、既存の仮想ワークロード

を Verizon 社のクラウドに移植することで、

柔軟性、拡張性、効率性を向上できるように

なります。Verizon 社と VMware が提供する

セキュリティ保護されたアーキテクチャにより、

お客様はクラウド環境の管理を維持しな 

がら、パフォーマンスの向上と、パブリック 

クラウドへのセキュアな移行を実現できます。

同様に、ほかの主要パートナーもセキュアで

相互運用可能な vCloud サービスを提供して

おり、企業はこれらのサービスにオンデマンド

でアクセスできます。

vCloud パートナーのサービスを活用すること

により、次のことが可能になります。

• セキュアで実績のある VMware のテク 

ノロジーをベースにデータセンターの論理

的な境界を拡張し、サードパーティ製の

クラウド コンピューティング サービスを

利用する

• 管理性を維持しながら、クラウド コン

ピューティングの完全な柔軟性とメリット

を実現するための、相互運用が可能なサー

ビス デリバリのモデルとアプローチを作成

する

2,600 社を超える VMware vCloud 
のホスティング プロバイダとサービス 
プロバイダのパートナーは、拡張可能
な VMware vCenter プラットフォーム
をベースに、互換性のあるエンタープ
ライズ クラウド インフラストラクチャ
を提供しています。

互換性
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開発における 
新たなパートナーシップ

VMware のソリューションにより、アプリ

ケーション開発チームと IT インフラストラク

チャ チーム間に、さらなるコミュニケーション

の機会が生まれます。社内およびクラウドの

両方のアプリケーションを短期間で提供する

ため、VMware は、新しいアプリケーション

のニーズに最適な次世代プラットフォーム、

VMware Cloud Application Platform を

用意しています。これらのアプリケーション

は、動的で大量のデータを使用する上に、 

クラウド環境への迅速なプロビジョニングが

必要です。

現在、200 万人以上の Java 開発者が、

VMware Cloud Application Platform の

主要要素である Spring 開発フレームワーク

を使用して、最新のアプリケーションをより

短期間で開発しています。Spring によって

アプリケーションの可搬性が実現されるため、

アプリケーションは社内環境で、または主な 

パブリック プラットフォームとのパートナー

関係を通じて社外環境で展開および実行でき

ます。このような外部環境には、VMware と 

SalesForce による共同サービスの VMforce 

や Google AppEngine などがあります。

VMware のプラットフォームでは既存の 

スキルや投資を活用できるため、開発者は 

セキュアなプライベート クラウド環境における

アプリケーションの開発および展開時間を 

短縮できます。また、プライベート クラウド

とパブリック クラウドの間で必要に応じて

アプリケーションを移動できるので、選択の

自由も維持できます。

VMware Cloud Application Platform には

次の特徴があります。

• Spring アプリケーションと VMware vSphere 

用に最適化された軽量なアプリケーション

実行環境

• アプリケーションの要求が増加しても

シームレスに拡張できる柔軟なデータ管理

テクノロジー

• 物理環境と仮想環境全体の状況を把握 

するためのパフォーマンス監視とアプリ

ケーション管理

• クラウド環境に最適な、AMQP （Advanced 

Message Queuing Protocol） ベースの

メッセージング

Runtime Optimization for vSphere

SpringSource 監視と管理

Web サーバ / ロード バランサ

データ管理メッセージング

アプリケーション
サーバ

アプリケーション
サーバ

アプリケーション
サーバ

図 7： VMware Cloud Application Platform は、新しいクラウド アプリケーションの開発、実行、管理用
に最適化されています。

VMware Cloud Application Platform 

VMware は、信頼性に優れた仮想化
およびクラウド インフラストラクチャ 
プラットフォームを補完するため、実
績ある VMware Cloud Application 
Platform を提供しています。これは、
開発者が使い慣れているテクノロ
ジーを使用して、クラウド環境用 
アプリケーションの開発、実行、お
よび管理を可能にするものです。

最新の技術
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クラウドにおけるエンド  
ユーザー コンピューティング
の保護

VMware のエンド ユーザー コン
ピューティング ソリューションを使用
すると、IT 部門は、従来の Windows 
デスクトップを刷新し、ユーザー中心
の管理に移行して、クラウド対応の
サービスを利用できます。

管理性

クラウドへの実践的な移行は、データセン

ターや開発だけでなく、エンド ユーザー  

コンピューティングをも変革するものです。

従来のエンド ユーザー コンピューティング

は、柔軟性に欠け、複雑なデバイス中心の 

モデルに従っていました。IT のコンシューマ

ライゼーション、つまり消費者市場の企業へ

の影響が強まる中、エンド ユーザーの要求

はより厳しいものとなりつつあります。ユー

ザーは時間や場所を問わないアクセスや、 

さまざまなアプリケーションとデバイスの 

使用を求めますが、これは通常、IT 部門の 

セキュリティおよびコンプライアンス要件と

対立するものです。また、デバイスやフォーム

ファクタが急速に多様化しており、インフラ

ストラクチャの制御と管理がますます複雑に

なっています。

ユーザーが機能性に優れた環境を求める 

一方で、IT 部門は SLA （サービス レベル  

アグリーメント） への影響、新たなコンプライ

アンスやセキュリティ リスク、およびヘルプ 

デスクへの問い合わせ件数を抑制しながら、

不安定な IT スタックを維持する必要があり

ます。しかし、この方法では、最終的なコスト

が高額になってしまいます。この 「デスク 

トップのジレンマ」 をきっかけに、多くの企業

がエンド ユーザーのコンピューティング モデル

を再検討し、オペレーティング システムの

移行 （Windows 7 など） や PC の入れ替え

など、サービスの中断が発生する作業を行って

います。

図 8： VMware は、データセンター、アプリケーション開発、エンド ユーザー コンピューティングを変革 
するクラウドへの、実践的な移行方法を提供しています。

VMware はこれらの
新規および既存の
コンピューティング
リソースをまとめ、

完全なコンプライアンス、
管理性、セキュリティを

維持

SaaS
アプリケーション

クラウド 
コンピューティングで
利用可能なキャパシティ

外部社内

AppAppAppApp

新しいクラウド対応
アプリケーション

ユーザー向けの新しいデバイスと
アクセス方法

既存のデータセンター
既存のアプリケーション

AppApp

VMware による包括的なソリューションの提供
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VMware のエンド ユーザー コンピューティング 

ソリューションでは、従来の Windows デスク

トップの刷新、ユーザー中心の管理への移行、

およびクラウド対応のサービスの採用により、

ポリシーに従ったセキュアな方法を用いな 

がら適切なコンテンツを適切なコンテキスト

で提供できます。

VMware View™ と VMware ThinApp™ を 

使用することでデスクトップを刷新できます。

これらの製品は、従来のデスクトップ レイヤー 

（オペレーティング システム、アプリケーション、

および個人情報） の管理を向上し、これらの

コンポーネントに関わるセキュリティとコン

プライアンスを強化すると同時に、多様な 

エンド ユーザー デバイスでアクセスできる

柔軟な選択肢を提供します。これは、デスク

トップ、アプリケーション、およびデータが

データセンター内でセキュリティ保護され、

管理対象サービスとして提供されることで 

可能となります。

また、VMware View では、次のことを実現

できます。

• 各エンド ユーザーのニーズに適した機能

性と生産性を備えた、クラウド コンピュー

ティングの柔軟性、コスト効率、スケー

ラビリティ、管理性、および制御をすべて

活用する

• TCO を削減し、管理および運用コストを

最大 50 % 削減する

• セキュリティとコンプライアンスを強化し、

サービス品質を向上する

VMware View によって従来のデスクトップ

を刷新できますが、真のユーザー中心のコン

ピューティングとは、デスクトップ IT の 

利用方法に対する考えを変えることにあり 

ます。ユーザー中心の利用方法とは、すべて

のアプリケーション、データ、個人情報を 

ポリシーに従ってクラウドで利用できるように

することです。これによりエンド ユーザーは、

場所やデバイスに関係なくアプリケーション

にセキュアにアクセスし、顧客、パートナー、

同僚と共に作業できます。

このような新しい種類のユーザー中心のアプ

リケーションの例として、VMware Zimbra 

Collaboration Suite があげられます。

Zimbra は、単なるメール クライアントでは

ありません。従来およびオンラインのメール 

クライアントの優れた点を取り入れた、ユー

ザー中心のメール クライアントです。ほかの

関連コンテンツと容易に統合可能なインター

フェイスを通じて、より機能的なカスタム環境

を実現します。

VMware のエンド ユーザー コンピューティング 

ソリューションは、デスクトップとアプリケー

ションの従来の枠組みとクラウド対応の枠組み

との橋渡しを行います。これにより、ユーザー、

アプリケーション、およびデータをより有効に

管理できるようになります。従来の制限を 

超えて企業のポリシーやセキュリティを拡張し、

クラウド内で SaaS アプリケーションとデータを

管理できます。

VMware のソリューションを使用すると、

企業全体に柔軟性を提供できます。IT 部門

は、柔軟性、即応性、および可用性に優れた

サービス デリバリを実現し、エンド ユーザーには

柔軟なアクセスとサービス レベルが提供され

ます。

グレイドン、 
ヘッド アンド リッチー社

「VMware View は、管理時間を
削減するだけでなく、ユーザー 
環境の管理を大幅に向上します。
WordPerfect などのレガシー 
アプリケーションや、特殊なアプリ
ケーションに必要な Windows の
旧バージョンのサポートも可能
です。さらに、環境全体のセキュ
リティを強化できます」

グレイドン、ヘッド アンド リッチー社、 
IT マネージャ、 
Robert Gunyon 氏

VMware による包括的なソリューションの提供
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VMware との連携による 
クラウドへの移行

IT の改革には、これまでコストと負担が付き

ものでしたが、VMware はこの問題を解決

します。

VMware は、IT の生産性の段階からビジ 

ネスの生産性の段階へ、そして最終段階の  

IT as a Service まで、3 つの段階を経て 

クラウド コンピューティングへ移行する方法

を提案します。

IT の生産性の段階では、使用率の低い物理 

インフラストラクチャから、クラウド コン

ピューティングに不可欠である、効率的な仮想

インフラストラクチャの共有プールに移行する

ことで、主に費用対効果の向上を支援します。

次の段階であるビジネスの生産性では、管理

を強化し、ポリシーに従ってセキュリティ、

コンプライアンス、フォルト トレランス、可用性

のレベルを自動的に確保することで、サービス

品質を向上します。最後の段階である  

IT as a Service では、ビジネスの俊敏性向上

を含むクラウド コンピューティングのメリット

を提供すると同時に、さらなる設備投資コスト

と運用コストの削減が可能になります。

仮想化は、クラウド コンピューティングへの

移行に不可欠なテクノロジーです。VMware は、

企業とサービス プロバイダの両方にクラウド 

インフラストラクチャを提供することで、 

プライベート クラウドとパブリック クラウド

間のセキュアなインターオペラビリティを実現

しています。VMware のソリューションを

使用すると、現在稼動中のインフラストラクチャ

を捨て去ることなく、IT の複雑さを低減し、

IT as a Service を実現できます。

VMware は、クラウド コンピューティングの

革新に向けた発展的アプローチを提供します。

費用対効果 サービス品質 ビジネスの俊敏性

段階 IT の生産性 ビジネスの生産性 IT as a Service

ビジネス バリューの変遷

• 共有のリソース プール
• 柔軟なキャパシティ

• 完全に自動化された
インフラストラクチャ

• 管理性の向上と
サービスの保証

• サービスの定義
• セルフ サービス
• チャージバック （課金）

ビジネス
バリュー

主要な機能

設備投資コスト
運用コスト
可用性
即応性

コンプライアンス

設備投資コスト
運用コスト
可用性
即応性

設備投資コスト
運用コスト

VMware のソリューションによるクラウド コンピューティングへの移行

図 9： VMware は、クラウド コンピューティングに移行する企業に、実践的な 3 段階のプロセスを通じた  
IT as a Service の実現を提案します。
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