VMware Horizon Suite

データシート

エンド ユーザーには自由を、IT 部門には優れた管理性を

一般的な質問
Q： VMware Horizon™ Suite について教えてください
A： VMware Horizon Suite は、大規模企業向けの完全なエンド
ユーザー コンピューティング（EUC）ソリューションを提供する
製品です。Horizon Suite により、IT 管理者は、既存のエンド
ユーザー コンピューティング環境を最適化すると同時に、新しい
機能をエンド ユーザーに提供できるようになります。管理性と
柔軟性が向上し、複雑性とセキュリティ上のリスクが低減され
ます。また、これまでより優れた操作性により、エンド ユーザー
の生産性が高まります。その結果、企業の競争力はさらに強化
され、現在そして将来のビジネス上の課題に対処できるように
なります。Horizon Suite には、次のコンポーネントが含まれ
ます。

• VMware Horizon View™： デスクトップの管理、セキュリティ、
および制御を簡素化すると同時に、デバイスやネットワークを
問 わず、高 パ フォーマンスのデスクトップ サービスを実 現し
ます。
• VMware Horizon Mirage™： IT 部門は物理デスクトップを
統 合 管 理して、 エンド ユーザ ー の 利 用 場 所 やネットワー ク
接 続 の 有無 にかかわらず、デスクトップの可用 性を実 現で き
ます。
• VMware Horizon Workspace™： IT の 統 合 管 理 を実 現し、
任意のモバイル デバイスやコンピュータからデスクトップ、アプ
リケーション、およびデータにアクセスできる安全な統合ワーク
スペースを提供します。これにより、管理コストを削減しながら、
エンド ユーザーの使 用環境を簡素化できます。
Q： Horizon Suite の対象となるのはどのような企業ですか
A： Horizon Suite は、これまで個々に管理されていたオペレー
ティング システム、アプリケーション、データなどのエンド
ユーザー向け資産を、IT 部門が統合管理するサービスに変革
したい企業を対象としています。

Q： Horizon Suite で解決できる重要なビジネス上の課題とはどの
ようなものですか
A： Horizon Suite では、次のような課題を解決できます。

• 個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）を検討している
• 不正なデータ共 有およびクラウド ベースのアプリケーション、
複雑な IT 管理など、IT のコンシューマライゼーション（業務に
おいて消費者向け製品の使用が浸透している状況）に関連する
リスクやコストを低減する
• エンド ユーザーへのライセンス付与と使 用を長 期 的に最 適 化
するため、Windows への移行戦略を実装する

今日の IT とビジネスの課題
Q： Horizon Suite は、エンド ユーザーと IT 部門にどのような
メリットを提供しますか
A： Horizon Suite により、エンド ユーザーは Horizon Workspace
を利用できるようになります。Horizon Workspace は、場所や
デバイスを問わずにアクセスできるユーザー向けの統合ワーク
スペースです。Horizon Workspace には、セルフ サービス、
カスタマイズ可能なエンタープライズ向けのアプリケーション
カタログや、コラボレーション用のセキュアなデータ共有ツール
が用意されています。同時に、 IT 管理を簡素化し、エンド
ユーザーの操作を把握して、IT 部門の管理性を拡張します。
また、エンド ユーザーはシンプルかつ安全にログインできます。
このため、セキュリティに関するリスクが低減し、ヘルプ デスク
に報告される問題が減少するほか、デバイス、アプリケー
ション、およびデータの管理にかかる所有コストが大幅に
削減されます。

Q： Horizon Suite では、Windows のデスクトップやアプリケー
ションにどのようにアクセスできますか
A： Horizon Suite には、Horizon View、Horizon Mirage、および
VMware Fusion® Professional が 含 ま れ ま す。 統 合 管 理
オプションにより、どのようなタイプのユーザーに対しても、

Windows のデスクトップやアプリケーションへのアクセスが
提供されます。これにより、デスクトップ資産の保護、追加、
または削除がこれまでより容易になるほか、場所を問わず
柔軟にアクセスすることができます。また IT 部門は、個々の
ユーザーに適切な Windows 環境を提供できるようになり
ます。

• シンプルかつ柔軟な方法でデスクトップ サービスをエンド ユー
ザーに提供する

Q： Horizon Suite では、ユーザーと使用状況の管理はできますか

• デスクトップに関するリスクの発生を低減し、可用性を向上する

A： はい。管理者は、ユーザー、グループ、および職務単位でアク

• 物理マシンの統合管理に関する懸念を最小にする
• デバイスの管理コストを削減する

セスを許可できます。また、どのアプリケーションを誰がどこで
使用したか確認するための包括的なレポートを作成できます。
これにより、管理が簡素化され、アプリケーションへのアクセス
をより強力に保護できるほか、ライセンス購入が最適化されます。
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Q： 現在、SaaS（サービスとしてのソフトウェア）アプリケーション
をいくつか使用しており、さらに増やすよう求められています。
このようなアプリケーションの増加はどのように管理するので
すか
A： Horizon Suite は、まさにこのような課題に対応するために
開発されたものです。Identity Access Management（IAM）
テクノロジーにより、企業のディレクトリ サービスに関連付
けた単一の連携用クラウド ID を適用することで、各アプリケー
ションに個別に設定されているユーザー ID が統一されます。
これにより SaaS アプリケーションや Web アプリケーションの
セキュリティが向上し、ユーザーのログイン操作がシンプルに
なります。認定済みの SaaS アプリケーションを事前に設定した

Q： Horizon Suite では、モバイル デバイスをどのように管理
しますか
A： Horizon Suite では、従業員所有のスマートフォン上で統合
さ れ た 企 業 ID を 使 用 す る こ と で、 個 人 環 境 か ら 分 離 し た
ビジネス ワークスペースの安全なカスタマイズと管理を可能
にします。この方法により、個人の資産と企業の資産が完全に
区別されます。この Dual-Persona ソリューションにより、
企業データのセキュリティを高めながら、企業で個人所有デバ
イスの持ち込み（BYOD）を許可する際に個人のプライバシー
保護に関する負担が軽減されます。

リストから選択するか、VMware Horizon の管理ツールを使用

Q： Horizon Mobile と Horizon Application Manager はどう
なるのですか

して、独自の SaaS アプリケーションや Web ベースのアプリ

A： い ず れ も 単 体 製 品 と し て の 販 売 は 終 了 し ま す。 代 わ り に、

ケーションをアップロードできます。

Q： 一部のユーザーがプライベート クラウドとパブリック クラウド
の両方で作業しているので、IT 部門はセキュリティについて懸念
しています。Horizon Suite では、このような問題を解決でき
ますか

A： Horizon Suite では、プライベート クラウドとパブリック
クラウドに違いはなく、高いセキュリティ レベルを維持できます。

IT 管理者は、プライベート クラウドとパブリック クラウドの
双方を制御し、特定のユーザーに特定のアプリケーションや
データへのアクセスを許可することができます。たとえば、
ボタンをクリックするだけで、ユーザーのアプリケーションへの
アクセス権とデータ共有を解除できます。また、これは複雑な
検出プロセス、セキュリティ監査、およびコンプライアンスに
おいて、推測で作業をすることが無くなることも意味します。

Horizon Suite には新しいテクノロジーを採用した VMware
Horizon Workspace が含まれ、企業にさらなる柔軟性と価値を
提供します。

Q： 現在、Horizon Mobile または Horizon Application Manager
を使用しています。アップグレードはできますか
A： VMware の認定リセラーまたは営業部門に、該当の製品が
Horizon のアップグレード対象となるかどうかをご確認くだ
さい。

価格設定、パッケージ、およびライセンス
Q： 価格や注文に関する情報を教えてください
A： Horizon Suite は、ユーザー単位の無期限ライセンスとして、
VMware の認定リセラーを通じて販売されます。詳細については

Q： IT リソースに余裕がありません。Horizon Suite の実装は
難しいのでしょうか

次の Web ページを参照してください。

A： Horizon Suite は VMware vSphere® を基盤とする仮想アプ

desktop_virtualization/horizon-suite/overview.html

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

ライアンスに展開できるため、わずか数日でソリューションを
実装できます。他のソリューションのように、実装に数週間
または数か月もかかることはありません。オンサイトでもプラ
イベート クラウド構成でも、Horizon Suite を短期間で容易
に導入できます。

Q： この製品と Citrix 社の Enterprise Cloud Gateway との違いを
教えてください

A： いくつかの基本コンポーネントは似ています。ただし、Horizon
Suite は完全なクロス プラットフォーム製品であるため、デスク
トップ、データ、およびアプリケーションに対し、ID、ポリシー、
および従業員の位置などに関する情報を統合的に適用でき
ます。その結果、管理の複雑性が低減し、IT の制御とエンド ユー
ザーの使用環境が向上します。
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