
 
自社製品の 

「破壊的イノベーション」
- IT 部門が導き出すビジネス価値

VMware IT 部門における 
2018 年の取り組み



「クラウド、モバイル、AI、IoT をはじめとするテクノロジーの ”スーパーパワー”は、も
はや現代のビジネスの発展には欠かせません。それぞれが非常に革新的である一方
で、これらのテクノロジーを組み合わせることでビジネスのあり方そのものを変革す
るようなチャンスにもつながります。VMware は、あらゆるイノベーションの「橋渡し」
を進めながら、自社の IT 部門においてダイバーシティとインクルージョンの理念を
具現化する新しい機能やツールの開発に注力し、従業員が働きやすく、またひいては、
VMware を取り巻くコミュニティ全体に貢献できるよう取り組みを進めています」

パット・ゲルシンガー（Pat Gelsinger）
VMware, Inc.  
最高経営責任者（CEO）
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CIO からのメッセージ
次年度の見通しや予測されるあらゆる状況を考慮すると、VMware の IT 責任者を務
めることにこれ以上のタイミングはないという喜びを強く感じます。昨年は、IoT、人工
知能（AI）、機械学習（ML）におけるイノベーションを推進するだけではなく、人材の強
化にも重点を置き、多様性とインクルージョンの考え方を尊重する文化を育み、従業員
が日々学び成長できる環境づくりに努めてきました。このような取り組みが評価され、
VMware が Computerworld 誌の Best Places to Work in IT で第 3 位に選出され
たことは大変誇りに思います 1。

2018 年は、VMware の IT 部門が大きな成果をあげることができた 1 年でした。IT 運
用部門の重要性がこれまでになくクローズアップされ、VMworld® US と Europe では、
私たちの VMware 製品に対する取り組みや、提供している IT サービスの品質が注目
を集めました。このようなイノベーションは、VMware におけるデジタル トランスフォー
メーションに必要な人材、プロセス、テクノロジーを強化するだけでなく、お客様やパー
トナー様の取り組みにも活用いただけるものです。私自身、世界各地のお客様と接する
なかで、IT の変革は単に「実現しなくても支障はない」というものではなくなったのだ
という思いを深めています。もはや、ビジネスにおいて最優先すべき取り組みであり、ビ
ジネス目標の達成は IT の運用にかかっていると言っても過言ではありません。実際、
Gartner の調査によると、ビジネス リーダーの 3 分の 2 が、競争力を維持するために
デジタル化を加速させる必要があると考えています 2。

VMware は市場において、また私たちのコミュニティにとってナンバーワンの存在であ
りたいと願っており、私はその実現を確信しています。そのためには、すべての従業員
が一丸となって業務に取り組む必要があります。一人ひとりが意義のある仕事をし、イ
ノベーションを加速させ、コミュニティに貢献しようという熱意を持つことが重要です。
VMware では、多様な経験や指向性を持つ従業員が広く受け入れられ、歓迎され、働く
意欲を掻き立てられるような業務環境が整っており、私はこのようなインクルージョン
の価値を体現している企業で勤務できることを大変誇りに思います。従業員の意見が
尊重され、個々が自分らしく働くことができ、お互いに刺激を与えあえるような環境の
醸成を、IT 部門のリーダーたちとともに進めていきます。

私たちが今取り組んでいるのは、VMware 製品の「破壊的イノベーション」です。概要
をご紹介しましょう。まず、あらゆる業務でインテリジェンスを活用できるように、弊社
の製品に AI および機械学習（ML）を取り入れています。次に、VMware Edge および 

IoT ソリューションを AI および ML と連携させることで運用の俊敏性を高め、次世代
のビジネス チャンスをつかむための重要な構成要素へと進化させます。IoT の複雑性

「近年、新しいテクノロジーが次々
と登場し、進化を遂げています。
このように予測が困難な時代
における CIO の役割とは適切
なインサイトや戦略に基づいて
信頼される「ビジネス パート
ナー」であることです。  
IT は今や組織の中核と言われ
るまでに進化しており、IT 部門
はデジタル トランスフォーメー
ションだけでなく、企業の変革
を推進する役割を牽引すること
も求められています」

バスク・アイヤー（Bask Iyer）

VMware, Inc. 最高情報責任者 （CIO） 
兼 Dell Technologies エッジ/ 
IoT 部門ゼネラル マネージャ

バスク・アイヤーのブログ

http://blogs.vmware.com/cio/

1  VMware  『Computerworld’s 100 Best Places to work in IT 2018: VMware Ranks #3 Among 
Large Organizations』  Leona Sullivan、2018 年 6 月 18 日  
https://blogs.vmware.com/careers/2018/06/computerworlds-100-best-places-to-work-in-it-
2018-vmware-ranks-3-among-large-orgainizations.html

2  Gartner, Inc 『Embrace the Urgency of Digital Transformation』  Susan Moore、2017 年 10 月 30 日 
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/embrace-the-urgency-of-digital-transformation

https://blogs.vmware.com/cio/2018/06/vmware-ranks-3-in-computerworld-best-places-to-work-in-it.html
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/embrace-the-urgency-of-digital-transformation/
http://blogs.vmware.com/cio/
https://blogs.vmware.com/careers/2018/06/computerworlds-100-best-places-to-work-in-it-2018-vmware-ra
https://blogs.vmware.com/careers/2018/06/computerworlds-100-best-places-to-work-in-it-2018-vmware-ra
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/embrace-the-urgency-of-digital-transformation


の軽減、大規模なエッジ インフラストラクチャの保護、エッジからクラウドにわたるユ
ビキタスなデジタル基盤の提供など、エッジにまつわるソリューションに対する要望は
あらゆる部門から日々寄せられています。

自社製品の破壊的イノベーションを進める中で、IT 部門は従来のサービス プロバイダー
からビジネスを進化させる真の戦略的ビジネス パートナーへと生まれ変わりました。
このような成長を遂げたことで、CIO も企業経営において CEO や経営陣と同等の役
割を担っているという自信がいっそう深まっています。

アルベルト・アインシュタイン（Albert Einstein）は、「真の知性とは知識ではなく想像
力だ」と語っています。業務環境の継続的な変革と、私たちの生活スタイル、働き方、余
暇の過ごし方を改めて見つめ直すうえで、お客様、パートナー企業、社会で行われてきた
破壊的イノベーションから学ぶべきことは数多くありますが、私共の成功事例を共有す
ることも皆様の課題解決の一助となれば幸いです。お客様と弊社がそれぞれの経験か
ら気づきを得て進化を遂げ、変革を成功に導く新たな 1 年となることを願ってやみません。

バスク・アイヤー

適切な運用管理 
VMware の IT 部門では、継続的な業務改善をはじめとする IT 環境の適切な運用管
理こそが、従業員が既成概念にとらわれず独創的な発想で考え、あらゆる可能性を実
現させる環境づくりにつながるとの考えから、常により良い運用方法を検討し、変革の
機会を模索しています。

弊社のソフトウェア エンジニアの生産性を最大限向上させることは、私たちの最も重
要な職務の 1 つです。エンジニアリング チームでは毎週、130 万台の仮想マシン（VM）
と 18 万 5,000 台のコンテナの構築と破棄を頻繁に繰り返すのですが、そのスピード
に対応するため、プロセスの自動化および効率化、開発プロジェクトを加速させる、よ
り優れた新しいツールを常に検討しています。

複雑なインフラストラクチャを最高レベルのパフォーマンスで稼動させ続けるには、絶
妙なバランスが求められます。IT マネージャはルーチン タスクの時間を最小限に抑えて、
より多くのリソースをイノベーションに投入できるよう努めています。同時に、信頼性と
即応性に優れたサービスの提供は常に最優先事項です。このような課題に対処するため、
私たちは最高レベルのツールを展開し、DevOps の考え方を組織に浸透させるとともに、
運用効率向上のための従業員トレーニングへの投資を行っています。

3 分の 2
競争力を維持するためにデジタル化を
加速させる必要があると考えているビ
ジネス リーダーの割合 2

6% 以上
2018 年の IT ポートフォリオの健全性
改善率

VMware における総合的な IT の支出
額を把握するため、2017 年に IT ポー
トフォリオ管理機能を実装しました。こ
れにより、維持管理費を対前年比 6 % 
削減できました（これら個々の削減費
をもって、成長と変革のための投資を強
化しています）。
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「IT の変革を実現するには、まず 
日常業務で IT を活用すること
が重要です」

バスク・アイヤー（Bask Iyer）
 VMware, Inc. 最高情報責任者 （CIO） 兼  

Dell Technologies エッジ/IoT 部門ゼネラル マネージャ



研究開発部門の生産性向上と災害対策の強化
まず、新しいサービス デスク アプリケーションによって、エンジニアがリクエストを迅速かつ効率的に追跡、管理、解決
できるようになりました。チーム編成やスケジュールの管理には、カスタマイズ可能なワークフロー管理システムを使用
しています。チーム コラボレーション ツールをサービス デスク アプリケーションと連携させることで、プロジェクトの
進行状況をリアルタイムで把握できるとともに、課題を自動的に文書化することも可能です。VMware のアプリケーショ
ン ライフサイクル管理アプリケーションは、エンタープライズ レベルで業界標準に準拠しており、品質管理システムと
しても機能します。それぞれが連携することで、エンジニアはプロジェクトを迅速に完了させるとともに、リリースされ
たコードの品質を向上できます。

同様の考え方は、災害対策の強化にも適用しています。目標復旧ポイント（RPO）と目標復旧時間（RTO）の達成に向
けてシームレスなフェイルオーバー/フェイルバックを行うために、重要なアプリケーション環境のレプリカは VMware 

Cloud™ on AWS で管理しています。またサービス デスク アプリケーションにより、開発者向けの本番サイトが利用で
きなくなったときでもダウンタイムを回避できます。ホスト サイトで障害が発生すると、VMware Cloud on AWS に
あるレプリカへのフェイルオーバーがただちに開始され、サービスの中断時間を最小限に抑えます。

プラットフォーム

より優れたソフトウェアを迅速に構築

アーキテクチャ

標準化 自動化

運用

Developer-Ready インフラストラクチャ上の 
Pivotal Cloud Foundry 

または 
Kubernetes

クラウド ネイティブ DevOps

SaaS モデルの稼動率向上
現在、無期限ライセンス モデルのソフトウェアから SaaS（Software-as-a-Service）への移行を最優先に進めていま
す。すべての SaaS アプリケーションの信頼性を維持するため、VMware の IT 部門ではかねてより 2 つのコマンド セ
ンターを運営していました。1 つは社内 IT サービス用、もう 1 つは SaaS モデル用です。現在はこれらを単一のコマンド 

センターに統合し、両方をサポートしています。そして高度な技術と知識を有するエンジニアの迅速な問題解決のおか
げで、サービスの信頼性が常に保たれています。また、SaaS 展開を一元管理することで、トレーニング コストの削減、サー
ビスの信頼性向上、SaaS アプリケーションのセキュアな拡張を実現できました。

5



データセンターの移行
パブリック クラウドの利用と同様に、プライベート クラウドの利用も拡大しています。プライベート クラウドの拡
大に対応するため、VMware では最大規模のデータセンターの 1 つを拡張しました。このデータセンターは、LEED

（Leadership in Energy and Environmental Design）の認証も取得しています。また、社内のデータセンター サービ
スは、独自のコスト算出モデル、サービス レベル アグリーメント（SLA）、チャージバック方式のもと、独立した事業のよ
うに運営されています。

会社の成長に伴い、PUE（Power Usage Effectiveness）を低減し統合率を向上させる最新のデータセンターへのワー
クロードの移行も必要です。しかしデータセンター間のワークロードの移行は時間がかかり、ダウンタイムの大幅な長
期化が懸念されました。そこで、VMware HCX、VMware Site Recovery、VMware vSphere vMotion などのテクノ
ロジーを使用し、IT 部門の本番環境のデータセンターのすべてのアプリケーションを別のデータセンターへ移行しまし
た。これにより、ダウンタイムは 4 時間強に抑えられています。 

パブリック クラウドのセキュリティと接続性の向上
パブリック クラウドとプライベート クラウドを展開するだけでは十分とはいえず、それぞれを効率的に運用する必要
があります。VMware の IT 部門では、サービスとしてのクラウド接続ソリューションで各クラウドを接続し、複数のク
ラウドを単一のハイブリッド環境として管理することで、クラウド間の接続とワークロードの移行を容易に行えるよう
になりました。

この革新的なアプローチにより、2 つの主要なオンプレミス データセンターからの専用接続を介した、信頼性の高い高
速なマルチクラウド接続が可能です。その結果、高度なセキュリティ、かつてないスケーラビリティ、一貫したネットワー
クのパフォーマンス、IT 環境の高度な可視化、単一のポリシー適用ポイントを実現し、これらすべてが、サービス提供戦
略を進める上で重要な要素となっています。

構成情報の管理
このように大規模なインフラストラクチャを急速に進化させる際には、IT 部門はできるだけ早く情報を入手しておく必
要があります。たとえば仮想マシンを展開する場合、エンジニアはアフィニティ情報を入手して、同一ハードウェア上にロー
ドバランシングされた予備の仮想マシンが展開されないようにしなくてはなりません。また、ハードウェア障害が発生
した場合、技術者はどの仮想マシン、アプリケーション、お客様に影響があるかを把握することも必要です。 

VMware はこの課題に対処するため、すべての関連情報を一元管理する自社開発の構成管理データベース（CMDB）
を導入し、年間を通じてユースケースの洗い出しを図ってきました。たとえば、CMDB の情報を使用したソフトウェア ラ
イセンスの管理を行いながら、アプリケーションのコスト算出もこのシステムにマッピングしています。

高品質かつ迅速なリリース 

開発者が新たに作成したコードを、中央リポジトリに保存された既存の安定したコードベースに統合する作業は、複数
の手順を要する複雑なフローです。この作業を高速かつシンプルにするため、数年にわたる改善を経て、開発者ワーク
フローを極限まで効率化しました。その結果、すべてのコードのコミットおよび統合後、コードベースを安定化できるよ
うになりました。



このプロセスは、Jenkins による継続的インテグレーション（CI）ツールボックス、オープンソースのコード レビュー ツー
ル（Review Board や Gerrit など）、その他のコンポーネントで構成されています。各コンポーネントは、24 時間 365 

日体制で一元的に運用およびサポートされているマネージド SaaS ソリューションを通じて提供されます。各担当部
門では、CI のカスタム ワークフローを定義し、もう 1 つの一元管理システムであるContinuous Automated Testing

（CAT、継続的自動テスト）を通して適切なテストを行うことにより、確実に動作するかを確認できます。

運用効率向上の達成を実現する IT サービスの提供
私たちは、VMware が定めている運用効率の目標値を達成するため変革を進めています。その第一歩として行っている
のが、従来の IT サービス提供のアプローチからサービス指向のデリバリ モデルへの転換です。多くの技術的な変革と
同様に、弊社でのこのモデル転換においても人材、テクノロジー、プロセスといった要素が深く関わっており、この取り
組みの核となっているのは人材と企業文化です。

技術面では、信頼性、耐障害性、堅牢性をサービスに組み込むことで、高い可用性を実現しています。また、中核となる一
連の主要パフォーマンス指標（KPI）を追跡し、SLA およびサービス レベルの目標（SLO）を達成しています。インフラ
ストラクチャのすべてのコンポーネントの自動化を進めることで、展開、ロールバック、ポストプロダクションの運用が可
能になりました。

プロセス面では、ステージング環境と本番環境の双方を統合的に運用することで、アプリケーションとインフラストラ
クチャを監視および評価しています。ビジネス継続性、災害対策、セキュリティ、コンプライアンス計画は、Production 

Readiness Assessment（PRA）の一環として継続的にレビューし、サービスの本稼動前に潜在的な問題を早期に検
知しています。 

さらに、エンジニアリング チーム全体に DevOps のアプローチを取り入れ、コンテナ、マイクロサービス、動的なオーケ
ストレーションに基づくクラウドネイティブ アプリケーション開発戦略を積極的に採用しています。VMware のクラ
ウド ネイティブ環境の主なコンポーネントは、Kubernetes as a Service、Pivotal Application Service（PAS）、およ
び Spring Boot（マイクロサービス開発に最適なオープンソースの Java ベース フレームワーク）を採用しています。
VMware の IT 環境は、社内の Kubernetes as a Service プラットフォームである VMware Enterprise PKS で運用
されており、開発者は Kubernetes as a Service を使用して Kubernetes Pod および個別の Docker 互換コンテナ
をオンデマンドで展開できます。 

継続的デリバリと水平方向の拡張をサポートするアプリケーションの実行、つまりサービスとしてのプラットフォーム
（PaaS）は、ステートフル クラスタを作成するために欠かせないコンテナ、コンテンツ管理システム、その他のアプリケー
ションなどの重要な機能を提供します。豊富な機能を備えたこの環境によってソフトウェア エンジニアは、サービスと
してのデータベース（DBaaS）、統合監視、すぐに使用可能な抽象化と自動化、迅速なプロビジョニング、自動拡張、自己
修復といった強力なツールを利用できます。直感的に使用できるセルフ サービス ポータルが総合窓口となり、開発者
がクラウド ネイティブ開発を効率化および迅速化するのに役立つリソースにすばやくアクセスできるようになっています。
この環境がビジネスにもたらす効果は大きく、VMware の IT 部門は 24 時間以内にプロジェクトを開始できるように
なり、リソース プロビジョニングについてのサポート チケットは 95 % 減少しました。

運用効率の向上において大切なのは、当事者意識と自己管理力です。すべてのアプリケーションで構築から運用まで一
貫して行うモデルを導入したことにより、開発者はアプリケーションの開発からリリース後まで責任をもって取り組める
ようになりました。VMware のコマンド センターは、インフラストラクチャとアプリケーションの両方を監視する共通
のサブシステムとして、通知、コミュニケーション、ステータス更新を行うサードパーティ製のツールと連携しています。
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エンジニアリング チーム全体に DevOps の文化を取り入れ、 
クラウドネイティブ アプリケーション開発戦略を積極的に採用しています。



運用効率の向上は一足飛びに成し得るものではありません。運用にまつわるあらゆる
要素の改善や自動化を続けていくことが、成功への近道であると私たちは確信してい
ます。

SaaS による変革の推進
エンタープライズ ソフトウェア企業が SaaS モデルに移行する場合、あらゆる組織に
変化が求められ、IT 部門も例外ではありません。製品リリース サイクルが年 1 回から週 

1 回になると、開発 /テストおよびステージング環境の重要性は本番環境と同等になる
ため、すべての環境に本番環境と同様の注意を払う必要があります。

これまで、VMware のバックオフィス システムの重要度は、各四半期末の決算処理に合
わせて変動していましたが、今では、弊社のお客様は SaaS サービスを使用してバック
オフィス システムを継続的に稼動させています。すなわち、長時間タスクを実行せずに、
ほぼリアルタイムで数値を確認できる状態です。

本番移行の準備状況の評価
オンプレミス ソフトウェアから SaaS モデルへのシームレスな移行に取り組んでいる
のが、クラウドおよび生産性向上エンジニアリング チームです。このチームの作業は主
に Production Readiness Program（PRP）に関するもので、PRA および Building 

and Operating SaaS（BOSS）プログラムで構成されており、SaaS モデルと社内 IT 

開発の両方に適用されます。

名前が示すとおり、PRA は移行の準備が整っているかを IT 部門が確認するためのも
のです。セキュリティ、コンプライアンス、運用上のベスト プラクティスのための総合窓
口として機能し、サービスの準備状況を判断するための重要なテクニカル ガイダンスを
提供します。この評価の主な目的は、提供開始前に障害の根本原因を徹底的に分析お
よび理解し、展開後の問題の発生を少なく抑えることです。 

BOSS プログラムは、BOSS Guide（BOSS のガイド部分）と BOSS Blueprint

（BOSS の設計部分）で構成されています。BOSS Guide は、法務、ビジネス、エンジニ
アリング、運用などの主な社内プロセスについて整理された情報を提供する、SaaS 移
行対応についてのカタログのようなものです。このガイドは動的コンテンツで構成され
ており、情報の検索も可能です。自動的に更新されるため、常に最新の適切な情報が提
供されます。 

BOSS Blueprint には、セキュリティ、コンプライアンス、パフォーマンス、使用率、コス
ト分析、信頼性、ビジネス継続性などの開発に関するベスト プラクティスが用意されて
います。また、IT 部門は、BOSS Blueprint を利用して各サービス間の相互依存関係を
把握できます。たとえば、RTO、RPO、SLO などのパラメーターがサービス間でどのよう
に影響しあっているかを確認することが可能です。

BOSS Blueprint には、セキュリ
ティ、コンプライアンス、パフォー
マンス、使用率、コスト分析、信頼
性、ビジネス継続性などの開発領
域のベスト プラクティスが用意
されています。 
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「製品開発プロセスにおける 
IT 部門からのフィードバック
がなければ、現在のように 
優れた製品をお客様に提供
することはできないでしょう」

ラグー・ラグラム（Raghu Raghuram）
 VMware, Inc.  
最高執行責任者（COO）、 
プロダクトおよびクラウド サービス



「お客様、そしてイノベーションと
いう VMware のビジネスを推
進させる 2 つのエンジンの原動
力となるのが IT 部門です。お客
様がクラウドや最新のデジタル 
ワークスペースを活用した変革
の取り組みを進める過程でご利
用になる弊社のすべての製品、
ソリューション、サービスを社内
で展開し、これらが最高の水準
を満たしていることを証明する
場である “Customer Zero（最
初のユーザーとして自社が実践
する）”としての役割を果たして
います。これからも、ビジネスの
成功に向けた取り組みを加速い
ただけるよう、柔軟性、セキュリ
ティ、多様な選択肢を提供して
まいります」

サンジェイ・プーネン 
（Sanjay Poonen）

VMware, Inc.   
最高執行責任者（COO）、  
カスタマー オペレーション

自社製品の活用
VMware 製品は、リリースされる前に VMware の社内で開発およびテストされていま
す。正式名称を VMware on VMware （VoV） プログラムと言い、自社製品を自社で活
用するプログラムです。

VoV プログラムでは、IT 部門と研究開発部門が密接に連携し、バグの特定や機能の要
求に加え、クラウド時代には欠かせない要素である製品の拡張が容易に行えるかどう
かなどを検証します。また、IT 部門は営業部門と共に、製品開発の過程やソート リーダー
シップに関するトピックなどをお客様にご紹介しています。 

VMworld 2018 US および Europe における 
優れたソリューション発表の新しいかたち

VMworld は、さまざまな参加者やテクノロジーが集結して、これまでにない優れた 

製品やサービスを発表するイベントです。数多くの自社製品およびサービスを活用した
インフラストラクチャを提供する私たちの取り組みは、VMworld に参加されたお客様、
パートナー企業、ベンダー各社の高い注目を集めました。 

VoV チームは、VMworld 2018 US でさまざまな企画に参加しました。VMware の IT 

スタッフが VMware NSX®、VMware Horizon®、VMware vSphere、Windows 10 か
らデジタル トランスフォーメーション、クラウド ネイティブ開発、DevOps にわたり、実
際の製品展開の体験談を紹介したセッションには、約 3,000 人が参加しました。「最
先端のデジタル トランスフォーメーション」トラックの、「A Fly on the Wall: VMware 

IT Staff Meeting（VMware の IT スタッフ ミーティングをのぞいてみよう）」は、もっ
とも人気を集めたセッションの 1 つです。

このようなイベントには、2 つの役割があります。1 つは、VMware 製品を社内で使用し
た経験についてお伝えすることです。そしてもう 1 つは、お客様から課題や成功事例に
ついて学ぶことです。次ページでは、参加者と VMware の従業員の双方にとって記憶
に残るイベントとなった VMworld 2018 に VMware の主要製品がどのように貢献し
たかをご紹介します。 
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数字で見る  
VMworld 2018 US：

11,875
ラボ

121,922
仮想マシン

14,692
NSX ネットワーク

8,643,744
vSAN ストレージ（GB）

VMworld 2018 のハンズオン ラボ  
トップ 5

VMware NSX Data Center： 
入門編 

VMware vSphere 6.7 の新機能

VMware vSAN 6.7：入門編

VMware Cloud on AWS： 
入門編

仮想化の基礎

VMware ハンズオン ラボ：VMware 製品の試用

VMware ハンズオン ラボは、最新製品のあらゆるテクノロジーを購入前に実際に試
用できる環境です。車を買う前の試乗のようなものです。ハンズオン ラボは世界各地
の VMworld および vFORUM で常に人気を博しています。ラスベガスで開催された 

VMworld も例外ではなく、5 日間で実施されたラボは 12,000 を数えます。 

VMware ハンズオン ラボの提供においては、スケーラビリティ、俊敏性、相互運用性の
面で独自の課題があります。このニーズに応えるため、私たちは自社のプライベート ク
ラウドと 2 つのパブリック クラウド、VMware Cloud on AWS および IBM Cloud の
環境を用意しました。VMware ハンズオン ラボのワークロードのおよそ半分がパブリッ
ク クラウドを利用して実行されたことは、需要に大きな変動がある場合のハイブリッド 

クラウド モデルの有用性を明確に示しています。

VMware Learning Platform：トレーニング以上の効果を獲得

VMware Learning Platform™ は VMworld 2018 US において、最大 650 人の同時
接続ユーザーをサポートしました。従来のビデオによる説明よりもはるかに効果的なト
レーニングで、新製品や既存の製品のハンズオン トレーニングを受けることができます。
最新製品を使用するベータ版利用者の倍の人数にあたる参加者の皆さまが、未来のユー
ザー候補として各自のペースでトレーニングを受講してくださいました。

VMworld 2018 US のハンズオン ラボ 



VMware Cloud on AWS：VMworld Portal の基盤

VMworld Portal は、Web インターフェイスとデータベース バックエンドを備えたエンタープライズ クラスのアプリケー
ションです。年間を通じてアクセス可能ですが、もちろんイベント開催時には非常に多くのアクセスがあります。 

VMware Cloud on AWS ではアクセス数の変動に簡単に対応できるため、必要なリソースをわずか数時間で追加し、
VMworld 2018 で想定されるピークの使用量をサポートできるよう簡単に拡張することができました。2 万人以上の
参加者が利用しましたが、VMworld Portal は最もアクセスが増えるイベント期間中も非常に高い可用性とレスポンス
を維持しました。 

長期的なマルチクラウド戦略の設計
VMware Cloud on AWS は、ハイブリッド クラウド環境として機能します。VMware のプライベート クラウドおよび
ハイブリッド クラウドでは同じソフトウェア スタックを利用できるため、ワークロードを 2 つのクラウド間で簡単に移
行できます。クラウドの 1 つは、その他のクラウドのディザスタ リカバリ アプリケーションとして機能します。 

VMware の IT 部門には、マルチクラウド アプローチを取り入れるべき理由がありました。プライベート クラウドでは
運用を自由に制御できる一方で、ピーク容量に合わせてクラウドを構築することは避けたかったためです。プライベート、
ハイブリッド、パブリック クラウドを導入することで、低コストかつ無制限でキャパシティを利用できるようになりました。
ワークロードの一時的な急増への対応も、ハイブリッドおよびパブリック クラウドを使用することでコスト効率を上げ
ることができます。

また、コンプライアンスへの対応も容易に行えます。VMware のプライベート クラウドで継続して全社のコンプライア
ンスを標準化しながら、さまざまなマルチクラウド パートナーと同じ場所に配置された物理データセンター（フットプ
リント）を組み込むことができます。これらのフットプリントには、DNS、Active Directory、レイヤー 7 の保護、詳細な
パケット検査をはじめ、オンプレミス ソリューションに一般的に用意されるあらゆる機能が含まれます。さらに、いずれ
かのクラウドがダウンしても、継続稼動が保証されます。

さらに、CloudHealth の買収により、マルチクラウド戦略の最大の懸念の 1 つである予算超過の課題も克服しました。
IT 部門が継続的にかかるコストを把握せずにクラウド サービスを利用していると、翌月に予期しない額の請求を受け
取ることがあります。CloudHealth を利用することで、IT 管理部門で任意の時点での正確なクラウド コストを把握で
きるため、コストを予算内に抑える適切な対応をとることができます。

コストと使用率 耐障害性と災害対策 企業合併および買収

VMware におけるマルチクラウドの推進要素
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50% 以上
CloudHealth の分析機能を基に試算
した、パブリック クラウド コストの削
減率

CloudHealth によるクラウド コストの最適化
パブリック クラウドのコストの可視性と管理性の強化に向けて複数の SaaS ベース ク
ラウド管理ソリューションを調査した結果、大手クラウド サービス企業 CloudHealth 

のプラットフォームが先進的で優れている点を評価し、2018 年の買収に至りました。
CloudHealth プラットフォームは、部門ごとのクラウドの予算の監視や、無駄な支出の
特定に大きく貢献しています。マネージャには、担当グループのクラウド コストが予算
の 80 % を超えると自動でアラートが送付されるため、修正を行う時間的余裕が生ま
れます。CloudHealth を導入したことで、VMware の各事業部門はパブリック クラウ
ドのリソースを使用した際の実際のコストを詳細に把握できるようになりました。

AWS の価格モデルであるリザーブド インスタンス（RI）では、オンデマンドの価格設
定よりも安価にリソースを予約することができます。私たちは、CloudHealth プラッ
トフォームを使用して履歴情報の分析、ニーズの正確な予測を行い、その情報をもとに 

AWS の RI の割合を約 20 % から 65 % まで増加させ、VMware のパブリック クラ
ウドのコストを 50 % 以上も削減することができました。

VMware Cloud on AWS による 
アプリケーション レベルでの災害対策
従来の災害対策はアクティブ/パッシブ モードで実装されており、プライマリ サイトと
災害対策サイトに同等のキャパシティが必要です。つまり、災害対策サイトのキャパシ
ティはアイドル状態のまま使用されません。さらに、ほとんどのレプリケーションはイン
フラストラクチャ ベースで行われるため、細かい粒度でフェイルオーバーを実施するこ
とは困難です。そのため、災害対策のテストはおろそかになり、信頼度の低下を招きま
す。結果として、災害対策はほとんど行われず、必要な事態になってもテストが行われて
いないために機能させることができません。つまり、キャパシティの半分が無駄になっ
ているのです。

VMware Cloud on AWS には、アプリケーション レベルでの詳細なフェイルオーバー
が可能な DRaaS が用意されています。このアプローチは従来のものよりも実用的で、
多くのユースケースがあります。また、VMware Cloud on AWS を災害対策に使用す
る際は、ほとんどの場合で常にすべてのコンピューティング キャパシティを用意してお
く必要はなく、災害発生時にキャパシティを追加することができます。



DevOps のメリット

1,200
IT 部門が人手を介さず 1 か月で自動的
に解決したインシデントの件数

300%
IT 部門の報告による、コードのチェッ
クイン量の増加率

VMware の IT 部門における
ベスト プラクティスは、ビデオ
でご紹介しています（英語）。

https://www.vmware.com/go/
vov-best-practices

最高クラスのプライベート クラウドの稼動
私たちは、世界最大規模のプライベート クラウドを運用していることを、とても誇りに
思っています。それでも現状に満足しているわけではなく、常に改善できる余地を検討
しています。2018 年、私たちには、VMware のインフラストラクチャ全体で増え続ける
プライベート クラウドのより良い管理方法を見つけるというタスクが課せられました。
ゴールは、俊敏性とスケーラビリティの向上です。

これは容易なことではありませんでした。VMware の IT 部門では、テクニカル マーケ
ティング、グローバル サポート サービス、研究開発やその他のテナントをサポートし、
IaaS や DaaS を含むさまざまなサービスを提供しています。さらにプライベート クラ
ウドでは、VMware vRealize® や VMware vCloud Director® などのさまざまなソフ
トウェア製品を使用していました。

マインドセットの転換

まず、技術的な問題だけではなく、組織の働き方（文化）の理解を深めることから始め
ました。これまで、自動化や自己修復といったサイトの信頼性の向上よりも、運用に重
きを置いていたため、自動化や自己修復のタスクにフォーカスすることで、DevOps モ
デルによる開発を優先する計画を立て、マインドセットの転換を図りました。 

また、サイロ化されたワークロード システムが問題解決の妨げになっていました。サイ
トの信頼性向上を担当していたジュニア エンジニアは、日常的な運用作業とトラブル
シューティングも担当しており、一方シニア エンジニアは、アーキテクチャやサイトの信
頼性向上タスクにフォーカスした新サービスの構築に時間をとられていました。

コラボレーションによる学習

私たちは、DevOps の基本理念の 1 つであるコラボレーション学習を取り入れました。
今では、シニア エンジニアとジュニア エンジニアはインシデント管理の責任を共有し
ています。トラブルシューティングの初動対応を円滑に行うため、サイト信頼性の向上
を担当するすべてのエンジニアがプライベート クラウド管理の基本的な要素について
トレーニングを受けています。また、DevOps の別の基本理念に従い、私たちは、たとえ  

1 回限りのプロジェクトであっても、あらゆるステップに自動化を必ずと言ってよいほど
組み込んでおり、IT エコシステム全体で効率性を向上しています。 
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このような変化は確実に実を結び、VMware のプライベート クラウドは、大手クラウド プロバイダーと互角のコスト競
争力を持つようになりました。統合プライベート クラウドとして高い可用性と迅速なリソースのプロビジョニング機能
を備え、自動化は運用のあらゆる面で効率性向上につながっています。ある 1 か月間の 1,200 件におよぶインシデン
トは自動的に解決されました3。テナントの生産性が高まり、コードのチェックイン量が 300 % 増加したという報告も
あがっています4。プライベート クラウドの新たな基準を打ち立て、私たちのクラウド戦略が実を結んだと言えるでしょう。 

クラウドを
中心にしたポリシー

VMware の
プライベート クラウド

専任の
グローバル IT 部門

組織

複数の
サービス レベル

目標

全社の IT ユーザー向けの
プライベート クラウド

サード パーティと互角の
競争力を持つクラウド サービス

研究開発向けの環境

VMware のプライベート クラウド戦略

VMware NSX によるアプリケーションの保護
SAP のエンタープライズ アプリケーション スイートにおけるセキュリティの向上には、マイクロセグメンテーションを
活用しています。VMware NSX による、SAP モジュール内の個別のワークロードのセグメント化です。このアプロー
チは 私たちが経験したなかでも困難なマイクロセグメンテーション プロジェクトの 1 つでしたが、サーバ間で、セキュ
リティ ポリシーによって許可されているデータ フロー以外のすべてのデータ フローをブロックするというゼロ トラス
ト アーキテクチャを実装することができました。 

大規模なテストを行った後、この新しいアプローチが SAP 導入においてセキュリティを大きく向上させることになると
いう結論に至りました。その結果、Informatica や Oracle を含む他のアプリケーションについても同様の変更を行い、
現在では、すべての VMware の新規の IT プロジェクトでマイクロセグメンテーションが必須となっています。NSX マ
イクロセグメンテーションが、クラウドを中心とした攻撃に対する抑止力になることが実証されたと言えます。

3, 4 VMware の IT 部門



マイクロセグメンテーションによる
他のアプリケーションへの脅威の拡散防止

ERP ビジネス 
インテリジェンス

コンプライ
アンス

プロセスの
オーケス
トレーション

SAP Business
Objects

境界
ファイア
ウォール 

内部
ファイア
ウォール

NSX

VMware NSX のマイクロセグメンテーションによる
ゼロ トラスト アーキテクチャとセキュリティの強化

SAP HANA の VMware vSAN への移行
VMware のハイパーコンバージド インフラストラクチャ プラットフォームである VMware vSAN™ を、一般提供開始
前から使用し、仮想デスクトップ インフラストラクチャ（VDI）を最初のアプリケーションとして vSAN に移行しました。
この試みは成功し、数年にわたり 他のビジネス クリティカルなアプリケーションも vSAN への移行を進めました。

2018 年には、移行中にユーザー ダウンタイムを発生させずに SAP HANA を vSAN へ移行させるというプロジェク
トを実施しました。スケールアップした SAP HANA インスタンスの 1 つから始めましたが、綿密な準備のおかげでユー
ザーに切り替えを意識させることなくスムーズに移行させることができました。

総合的に見ると、VMware vSAN の導入によって実用面でのメリットを実現できました。vSAN データストアは 

vSphere クラスタ インスタンス化の一部に含まれるため、容易なプロビジョニングが可能なほか、設備投資コストと
総所有コスト（TCO）の削減にも大きく貢献しています。

SAP HANA の vSAN への移行により、VMware の IT 製品環境では、vSAN 上ですべての主要なデータベースがサ
ポートされるようになりました。vSAN は新たなバージョンへと進化を続けていますが、私たちは本番環境では引き続
き初期バージョンを稼動させていく予定です。SAP HANA を含む ERP アプリケーションの大規模な展開においても 

vSAN を安心して稼動させることができる証明となれば幸いです。
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耐障害性は、世界各地の VMware 
の事業拠点における従業員の業
務環境計画プログラムにおいて
も重要な位置を占めています。

重要な資産の保護
VMware では現状を打破するがごとくイノベーションを進めていますが、多岐にわたる
サイバー攻撃に対しては防御が必要です。広範囲にわたってセキュリティを管理するこ
とがますます難しくなるなか、グローバルなビジネスにおけるセキュリティのリスクは
劇的に変化しています。急増するデバイス、さまざまなセキュリティ実装の選択肢、ます
ます巧妙になる脅威により、テクノロジーも変化を遂げています。 

昨年、IT 部門のセキュリティ担当は、2 つの領域に重点を置き、急速に変化する環境が
もたらすリスクの軽減を試みました。まず 1 つ目として最小権限、パッチ適用、多要素認
証、暗号化、マイクロセグメンテーションという 5 つの基本的な領域に注力することで、
弊社のサイバー ハイジーン プログラムの有効性を高めました。検証可能な形で適切
なメンテナンスが行われているシステムでは、サイバー セキュリティのリスクに対する 

脆弱性が低下します。2 つ目に耐障害性、つまり緊急事態への対応に向けた備えの強化
です。

エンタープライズ クラスの耐障害性の向上
従来の IT 環境で重きが置かれているのは災害対策ですが、私たちは、エンタープライ
ズ クラスの耐障害性を推進しています。IT 部門の主な責務の 1 つが、グローバルで展
開されているエンタープライズ クラスの耐障害性プログラムを通じ従業員と資産を保
護することです。このプログラムのベースとなっているのが、ビジネス継続性、災害対策、
危機管理、緊急対応です。

VMware の DNA に耐障害性を組み込むというビジョンを実現するため、耐障害性チー
ムは広報、総務、人事をはじめとする各部門とグローバル規模での連携体制を取りまし
た。このような部門間の協業により、今では新規採用者オリエンテーションやマネージャ
向けのプログラムに耐障害性に関する情報が盛り込まれています。 

また、世界各地の事業拠点における従業員の業務環境計画プログラムにおいても、耐
障害性は重要な要素です。このプログラムでは、従業員数、業務の性質、各事業拠点の
潜在的なリスクなどの要因に基づき、拠点ごとの業務環境計画をカスタマイズします。 

この包括的なエンタープライズ クラスの耐障害性アプローチによって、弊社および従
業員の耐障害性を確立するとともに、迅速かつ効果的な対応が可能です。
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統合管理 

業務や勤務地の変更に応じて自動的
にアクセス権が設定されます。 

組み込みの権限管理
2018 年に、コンプライアンス戦略を
アップグレードし、オンプレミスとクラ
ウドの両方で、IT インフラストラクチャ
に権限管理機能を組み込みました。 

ID とアクセス管理の一元化
VMware の事業拡大とともに、IT 部門は、リスクの高いアプリケーションおよびデバ
イスを統合し、保護する必要性に迫られています。AccessNow は、企業全体で最小権
限（最低限必要なアクセス権）を一元的かつ自動的に適用する ID のガバナンス/管理
（IGA）システムで、最新の規制への準拠も可能です。また、テクノロジーと自動化された
プロセス フローの組み合わせにより、ID とアクセス権を相互参照できる仕組みです。

一元管理のメリットは、従業員の職務の変更に応じて、自動的にアクセス権が設定され
る点です。手動のタスクも効率化され、プロビジョニングが大幅に高速化されるほか、
危険を最小限に抑えるための規制要件にも準拠することができます。

コンプライアンス アプローチの再構築
私たちは、サイバー リスクへの効果的な対応には企業文化にセキュリティを根付かせる
ことが必要であると考え、基本的な信条として掲げています。2018 年には、オンプレミ
スとクラウドの両方でセキュリティおよび権限管理が IT インフラストラクチャに確実
に組み込まれるよう、コンプライアンスの再構築を抜本的に行いました。VMware の
インフラストラクチャが最新のハイブリッド クラウド ソリューションに進化するために
非常に重要なものですが、従来のコンプライアンスに対するアプローチを拡張するだ
けでは十分ではありません。 

プライバシー、ガバナンス、医療、金融サービスをはじめとする各種の規制に対する 

VMware 製品のコンプライアンス対応を文書化するため、私たちは共通管理プラット
フォームを開発し、コンプライアンス情報を一元的に保管するとともに、お客様向けの
レポートの生成を行いました。その結果、新しいコンプライアンス要件を既存の管理体
制にマッピングし、コンプライアンスの運用を最適化することができました。 

このプラットフォームは、システムにより生成されたコンプライアンス レポートや従来
の監査証明を 1 つに統合したものでもあります。IT によって社外からの問い合わせ対
応を効率化するとともに、お客様やパートナー企業にも確実に対応できるようになりま
した。



広範囲にわたる問題
セキュリティの問題は、特定の地域や組
織に限定されるものではありません。 

セキュリティ ポートフォリオの簡素化
多くのエンタープライズ企業と同様に、VMware でもセキュリティ インフラストラクチャ
で使用されている製品の数と種類は増え続けています。そこで俊敏性とセキュリティの
強化を目指し、2018 年にセキュリティ、耐障害性、コンプライアンスの確保に重要な機
能へと徹底的に絞り込み、承認済みコンポーネントの数を大幅に削減しました。セキュ
リティのポートフォリオを簡素化することは、リスクの発生を低減するだけではなく、脅
威への迅速な対応を強化することにもつながります。

予想どおりではありますが、セキュリティ製品の一覧のうち、2 つの製品、すなわちマイ
クロセグメンテーションのための VMware NSX および仮想環境でのアプリケーショ
ンの保護を行う VMware AppDefense™ が重要な位置を占めることになりました。 

最新セキュリティ基準への対応
世界規模でセキュリティの管理を行うには、数多くの最新セキュリティ基準への対応が
求められます。VMware は、認証デバイス間の相互運用性を推進する業界コンソーシア
ムである FIDO（Fast IDentity Online）アライアンスによる取り組みに参加すること
で、業界の議論に参加しています。特に、2 要素認証を強化および簡素化するためのオー
プン スタンダードである FIDO Universal Second Factor（U2F）に関するディスカッ
ションには積極的に参加しており、私たちの意見を表明することで、業界に変化を促す
ことを目指しています。

運用の連携
人材、データ、物理資産の保護において、共通のミッションを共有する物理的なセキュリ
ティと情報セキュリティの密接な連携は欠かせません。脅威を特定して対応するための
データを共有しておくことで、不正ログインの試行、ラップトップ（ノート PC）盗難時
の対応、従業員の出張時の注意事項の提供、オンサイト イベントの保護などの際に、各
チームが協力して対応することができます。 

長期的には、各グループの情報は物理的に同じ場所にある運用およびインテリジェン
ス機能に統合されます。IoT では数千にもおよぶコンピューティング ノードがネットワー
クに追加されるため、VMware がさらされるリスクを増大させる可能性があることから、
このような統合は、IT 部門による IoT に向けた準備の一環でもあります。 
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「VMware は、自社のみならず、 
業界全体の変革を目指しています」

ベツィー・サッター（Betsy Sutter）
 VMware, Inc 上級副社長 兼 最高人材責任者（CPO）



VMware の IT に関する 
社内調査結果

94.4%
従業員満足度

85%
一次解決率（オンライン）

M&A における IT サポート プログラム

VMware の IT 部門は、M&A による統
合において中心的な役割を果たしてい
ます。詳しくは、VMware on VMware 
ブログ（https://www.vmware.com/
go/vov-ma-success（英語））をご覧
ください。

従業員の業務環境における最適化
IT とは、テクノロジーを支えるものではなく、人を支えるものです。自動化、AI、ボットに
よって迅速かつより効率良く業務を遂行できるようになりますが、最終的な成果は従
業員なしには達成できません。従業員のアイデアこそがよりよい機会を生み出し、問題
解決へ導くのです。VMware でも、プロアクティブなマインドセットとテクノロジーが
支えているのは、従業員（弊社では、最高の仕事を行うという共通の目標を有する者と
して単なる “同僚”の枠組みを超えた同志と呼んでいます）です。このアプローチにより、
生産性と従業員の満足度の向上、コスト削減などの大きな成果が表れています。快適な
業務環境を用意することで、競争の激しい市場で最も優れた人材を獲得し、定着させ、
イノベーションを推進することができます。 

M&A のサポート
現代の企業において合併および買収（M&A）は成長の主要な原動力となっています。
VMware も例外ではなく、現在までに 40 社を超える合併および買収を行ってきました。
買収した企業を統合する際、IT 部門では買収した企業の従業員の生産性、ビジネス継
続性、ユーザー環境を考慮します。 

私たちは買収された企業の従業員が初日から快適なスタートを切れるように、専用の
プログラムを用意しています。新規従業員向けのオリエンテーションをサポートし、IT 

部門が VMware の文化およびプロセスにどのように関与しているかを理解してもらう
ことから始め、従業員一人一人に直接対応することで、インクルージョンのアプローチの
もと VMware の一員である意識を持ってもらえるよう努めています。

従業員がスムーズに業務を開始できるよう、一連のツールとプロセスを開発し、E メール、
コラボレーション ツール、その他の重要なビジネス アプリケーションに初日からアクセ
スできます。新人研修が終わるとすぐに企業ネットワークおよびシステムへセキュアに
アクセスできるため、移行期間全体を通してビジネスが止まることはありません。
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ヘルプデスク業務の再検討
急成長を遂げた多くの企業と同様に、VMware も当初はヘルプ デスク業務に SaaS ソ
リューションを利用していました。しかし、従業員数が数万人規模に増加するにつれて、
この SaaS システムはニーズに対応した拡張ができなくなりました。そこで私たちが弊
社固有の要件に合ったシステムとして開発したのが、HelpNow+ です。 

HelpNow+ は、現在利用できる最高クラスのクラウド テクノロジー、つまり VMware 

のクラウド テクノロジーを活用しています。問題の発生時には、従業員が気づく前にプ
ロアクティブにアラートを送ることができるほか、日常的なユーザーからのリクエスト
の多くを自動的に処理できるため、IT スタッフはより複雑な問題に時間をかけることが
できます。 

最近実施した社内調査によると、HelpNow+ の滑り出しは上々です。従業員の 95 % 

が高い満足度を示しており、以前のサード パーティ製システムよりもはるかに良い結果
です。調査によって判明した指摘にもただちに対応したことにより、問題を迅速に解決
するとともに、フィードバックが反映されているという安心感の提供にもつながりました。
デモをご覧になった社外のお客様からも関心が寄せられています。 

未来の業務環境
テクノロジーに対する従業員のニーズや期待は進化を続けています。私たちは、
Workplace X という取り組みを通じて、パーソナリゼーション、インテリジェントな自
動化、最新のテクノロジーを使用した業務環境の変革を模索しています。

構想しているのは、従業員がどこにいてもパーソナライズされた一連のツールやサービ
スを自動的に利用できるような、未来の業務環境です。インテリジェンスを活用して必
要なメンバー、ファイル、コンテンツ、会議室、コラボレーション プラットフォーム（必要
な場合）が用意される、高度にパーソナライズされた環境と言えるでしょう。このような
コンテキスト視点の環境には、音声、指紋、顔認証、近距離無線通信（NFC）を介した認
証により、シンプルながらセキュアなアクセスが可能になります。

また、音声会議およびビデオ会議を簡単に開催できる方法も検証しています。ワンタッ
チでつながるビデオおよび音声会議、ワイヤレス プレゼンテーションは、会議をパーソ
ナライズするロケーション ビーコンや IoT デバイスなどの最新のテクノロジーへの転
換を進めています。従業員が会議室に入ると、自動的に他の参加者や関連するコンテン
ツにつながるような環境です。会議の設定に貴重な時間を費やす必要がなくなるため、
生産性も向上します。

65% 以上
VMware の技術認定を取得した IT 部
門の従業員の割合。スタッフは年間平
均 28 時間のトレーニングを受講して
います。



このビジョンの実現において要となるのは、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、複合現実を組み合わせ、嗅覚までも含め
た五感すべてを統合してリアルな業務環境を提供する、XR（Extended Reality）です。デスク、コンピューター、モニター
が、VR/AR テクノロジーが組み込まれたコラボレーション/仮想ワークスペースへと進化し、物理的な業務環境全体が
変化するかもしれません。このような変化のトレンドを認識することで、未来のテクノロジーおよびスキルをサポートす
るために必要な投資について適切な意思決定を行うことができます。 

このようなまったく新しい業務体験は、いわば新たなレベルの従業員支援です。その一例が、VMware Global 

Campus です。XR を通してオフィス ツアーを体験できるため、世界各地の従業員とオフィスの様子を共有できます。

私たちは新しいプロセスやテクノロジーを活用し、従業員、パートナー企業、お客様に素晴らしいユーザー体験を提供で
きるよう、継続的に実験を続けています。 
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業務の要となるモバイル アプリ
モバイル アプリを活用することで、誰もが外出先でも情報にアクセスし、利用することができます。VMware 

Workspace ONE® では、開発者はエンタープライズ クラスのセキュリティを犠牲にすることなくコンシューマー向けと
同等の使用環境を提供できます。VMware での導入後にモバイル活用の取り組みが加速した際には、開発者の生産性
は 30 % 向上しました5。 

Workspace ONE は、音声対応のアドバイザおよびバーチャル アシスタントである VMware の vAssist の中核をな
すものでもあります。vAssist は AI、ML、IoT、自然言語パターン、ボットを使用して、モバイル アプリを介した包括的な
デジタル エクスペリエンスを提供します。これらの最新のテクノロジーは、従業員が最高の環境で業務を遂行するため
に重要な役割を果たしています。

ユーザー環境

アプリケーション

vAssist
(“Hey VMware”)

IoT

一連の
応対処理

インテリジェント 
サービス

vAssist 仮想アシスタント

音声 ボット

 

たとえば、カリフォルニア州パロアルトで展開しているお客様向けブリーフィング センターである VMware 

Discovery™ Center では、IoT、Bluetooth ビーコン、RFID（Radio Frequency Identification）センサーによって高
度なデジタル エクスペリエンスを実現しています。このセンターには、複数のタッチパネル式のビデオ ウォールや VR 

デモが用意されており、訪問者は、モバイル アプリを使用して、ブリーフィングのアジェンダ、プレゼンターの詳細、ブリー
フィング チーム、その他の情報にアクセスすることができます。また、現地でアプリを使用して NFC 経由でコンテンツ
をダウンロードし、フィードバックを送信することも可能です。 

VMware の 3 拠点で使用されているモバイル アプリ Smart Workplace にも、IoT とボットが活用されています。こ
のアプリでは、同僚の空き時間をリアルタイムで確認したり、ワークステーションや会議室のスケジュールを設定できます。

5 VMware の IT 部門



30%
VMware の IT 部門の調査による、
Workspace ONE 導入後の開発者の
生産性向上率 5

75%
設定済み Windows ノート PCの提供
時間の削減率。2018 年に 30 日から  
7 日に短縮。目標は、24 時間以内での
提供

デスクトップの利用率
• Windows：57%
• Mac：41%
• Linux：2% 

モバイル OS の利用率
• iOS：77% 
• Android：23% 

最新の管理
VMware の IT 部門が従業員にサポートを提供しているデバイスの 90 % 以上が 

Windows、macOS、Chrome、iOS、Android 上で稼動しています6。2018 年には、
VMware Workspace ONE UEM（統合エンドポイント管理）を使用したクラウド経
由での一元的なプロビジョニングを採用し、これらのデバイスの管理方法を根本から
変革しました。その結果、デバイスは特定のドメインに縛られることがなくなり、IT スタッ
フはセキュリティを一元管理しながら、すべてのオペレーティング システムについての
レポートを実行できるようになりました。 

さらに効率性を向上させるため、ラップトップ（ノートPC）の提供の効率化も 2018 年
に進めました。Windows ノート PC のセットアップを工場で完結し、直接従業員に発
送するプロセスを導入したことで、多くの従業員から受領後 15 分以内に業務を開始
できたと報告を受けています。認証は VMware Identity Manager™ と Workspace 

ONE UEMによって行われています。 

場所や時間を問わず業務を遂行
自社のプライベート クラウドを採用したことで、従業員の使用環境を向上させるテクノ
ロジーをより良く活用できるようになりました。たとえば、シングル サインオンの機能
により、従業員は場所や時間を問わず作業環境にセキュアにアクセスすることができ 

ます。

また、パスワードのリセット プロセスを効率化し、認証オプションを拡張しました。 
今では、プロセス全体がわずか数分で完了するため、サービス デスクへの問い合わせは 

40 % 減少しています。拡張された認証オプションでは、顔認証、指紋のスキャン、PIN 

コードを利用できます。 

6 VMware の IT 部門
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従業員向けの IT サービス デスク
VMware の IT サービス デスクである Oasis には、従業員がどこにいても対応できる
よう、ライブ チャット、E メール、ビデオ、ソーシャル、電話、対面形式の会議など、複数の
チャネルが用意されています。代表的な対応は次のとおりです。

• 技術者の現在のサポート可否を確認できるメニューバーは好評です。

• 自動販売機で自身の社員証をスワイプするだけで簡単に周辺機器を購入できます。
ノート PCにも近日対応予定です。 

• IT 担当者が常駐していないオフィスでは、リモート サービス デスクの技術者とイン
スタント ビデオ チャットができるシステム、Virtual Oasis が試験的に導入されてい
ます。

• AI と自動化を基盤とするボットが、チャットでよくある質問に答えます。問題が解決
されない場合は、IT スタッフが応対します。

• HelpNow+ の最新のデスクトップおよびモバイル アプリでは、リクエストの提出や、
ナレッジベースにアクセスしてわずか数クリックで回答を得ることができます。 

Oasis のアプローチは、プロアクティブであることです。また Oasis は、学び、コミュニ
ケーションをとり、優れたサポートを得られる場でもあります。サービス デスク担当者
から、プロアクティブにヒント、リソース、テクノロジーが従業員に提示される一方で、従
業員にも、新しいテクノロジーや、既存のテクノロジーの新しい使い方を積極的に学ぶ
ことが求められます。 

従業員の業務環境のマッピング 

快適な職場環境の提供には、多くの要素が関係します。ロードマップの策定は、これら
の要素を実行可能なタスクに変換し、総合的な業務環境の実現に向けて連携させるこ
とを意味します。スケジュール、目標、メトリックは、IT 部門とビジネスの双方が認識を
合わせる上で欠かせません。これらの情報を基に、投資の意思決定において、生産性、効
率性、定着率、リスクの影響を考慮することができます。 



従業員環境のロードマップ

優れた
ユーザー環境

フィードバックと
分析

カスタマー 
ブリーフィング 

センター モバイル アプリ

仮想サービス 
デスク

コラボレーションと
コミュニケーション

IoT デバイス
としての
ノート PC

ワイヤレス 
プレゼンテーション

年 2 回の
従業員アンケート

ワンタッチでの
会議開始

IT サポート：
ボット

IT 自動販売機

IT サービス デスク：
プロアクティブな

サポート

IT サービス デスク：
プロアクティブな

サポート

工場での
ノート PC の

プロビジョニング

未来の
業務環境

将来に備えた
開発

コラボレーションの促進と従業員満足度の向上 

快適な業務環境の支え手としての役割を明確にするため、VMware のエンド ユーザー サービス グループは、2018 年
に部署名を Colleague Experience and Technology に改めました。従業員の業務環境への投資からは、時間ととも
に予期していなかった多くの生産性や効率性に関するメリットがみられるようになりました。スタッフ、デバイス、場所
の間で生じる摩擦を最小限に抑え、未来の職場環境に向けた取り組みを進めることで、コラボレーションの促進と従
業員満足度の向上を実現しています。 

従業員がベストな環境で業務を遂行できるようにすることが、Colleague Experience and Technology グループの
基本方針です。この中心にあるのはイノベーションです。従業員、パートナー企業、お客様に対して満足度の高い環境を
提供できるように常に新しいプロセスやテクノロジーを模索しています。イノベーションを継続するため、より広い領域
を対象に変革を行い、もっとも価値があり、影響力のある機会に投資を行っていきます。 
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社会の一員としての活動
VMware Foundation のサービス ラーニング プログラムでは、民間非営利組織（NPO）の活動への参加が推奨されて 

います 7。2018 年、私たちは IT for Good Giving Network を立ち上げました。これは、私たちが掲げる社会貢献の
理念を具現化し、NPO 団体の IT にまつわる課題解決をより積極的に支援できるよう、従業員の専門知識の共有を 

推奨する取り組みです。

NPO 団体の職員の方々や、不遇な環境で生活されている方々とのコミュニケーションからは、事業を行う上で直面され
ている課題を直に学ぶことができます。そして、このような取り組みから、すぐに利用できる新しいソリューションの開発、
導入に至っています。

たとえば、カリフォルニア州パロアルトでは、NPO 団体の事業運営をデジタル技術の側面から支援しています。社会貢
献事業で活用いただける IT の開発を通じ、工数のかかる手作業や不要なプロセスを削減し、低コストまたはコストを
かけずに事業をより強力に推進できる仕組みづくりに貢献しています。

インドのバンガロールでは、言語および聴覚に障害のある人々を対象に、10 週間のデジタル マーケティング トレーニ
ングを設計および提供しています。これまでトレーニングの機会に恵まれていなかった人々が、デジタル マーケターと
しての雇用の機会を得られるようコーチングや面接準備の支援を行っています。

7 VMware Foundation and Taproot Foundation  『Transforming Technology Pro Bono: A Practical 
Approach to Engaging Technology Talent for Nonprofit Capacity Building』、2017 年 5 月



インクルージョンとダイバーシティの醸成
VMware の企業文化であり、私たちのアイデンティティとして全社で共有している
価値観が EPIC2 です。EPIC2 とは、Execution（遂行）、Passion（情熱）、Integrity 

（誠実）、Customers（お客様）、Community（コミュニティ）の頭文字をとったもので
す。「VMware の EPIC2 の価値は、私たちの日々の行い、仕事の進め方、同僚、お客様、 
社会とのつながりの指針となるものです」（VMware, Inc. 上級副社長兼最高人材 

責任者（CPO）、ベツィー・サッター）

EPIC2 の価値を具現化しているのが VMinclusion というビジネスの戦略的取り組み
の 1 つで、あらゆる国籍や文化を背景に持つ従業員が全世界にわたり活躍できる環境
づくりに全社を挙げて取り組んでいます。私たちが重きを置いているのは、周囲に誠実
さをもって向き合う文化と、他社と一線を画す価値観です。さまざまな背景、経験、知見
が尊重されています。

VMinclusion の取り組みを通じ、個々の違いを互いに認め、活かしあう社会になるよう
努めています。

サステナビリティへの投資
VMware は 2020 年に向けて二酸化炭素排出量の削減とすべての事業拠点で再生可
能エネルギーを 100 % 使用するという目標を掲げています8。具体的な成果が表れ始
めており、たとえば、二酸化炭素排出量の削減率は、目標としている年間 10 % を毎年
達成しています。

また、売上成長率 8 % を維持しながらも、スコープ 2 に相当する温室効果ガス（電力な
ど）の排出量を 4 % 削減し、事業の成長と環境保全に対する取り組みを両立していま
す。LED ライトへの変更や、スコープ 3 に相当する温室効果ガス（飛行機での移動など）
の削減に向けた出張の制限など、自然豊かな未来に貢献する取り組みを確実に進めて
います。

8 VMware  『Force for Good:  Global Impact Report』、2017 年

EPIC2 の価値

全 社 を 挙 げ て 取 り 組 んで い る
VMinclusion の活動では、すべての 
従業員が優れた成果を達成できるよう、
多様性に富んだ業務環境を推進してい
ます。

5 億 4,000 万
過去 15 年で仮想化テクノロジーが貢
献した二酸化炭素排出量の削減 8
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IT 部門が管理する環境

事業所、オフィス数
117

データセンター数
9

データセンターの
電力容量

12 MW

サーバの総数
33,000

IT 部門管理の
サーバの総数

8,000

vSAN 
物理ストレージ

12 PB+

毎週構築 /削除される
仮想マシンの平均数130 万以上
毎週構築 / 削除される
コンテナの平均数185,000

オンプレミスの
アプリケーション数

210

NSX でマイクロ 
セグメンテーションが
適用されたアプリ数

55
SaaS アプリケーション数
97

IT 部門が開発および
提供するソフトウェア
機能数

5,000

Horizon を使用している
従業員のユニーク数
（30 日平均）

8,300

IT 部門がサポートする
お客様向け SaaS 数

20 以上

従業員満足度

94.4%
一次解決率 

85%

主要デスクトップ OS の利用率

57% Windows

41% Mac

2% Linux

モバイル OS の利用率

77% iOS

23% Android

VMware の IT
破壊的イノベーションによる
ビジネス価値の創出

エンド ユーザー 
サービス部門の
実績



VMware の IT 部門の活動の詳細は、 
vmwonvmw@vmware.com まで直接お問い合わせ 
いただくか、下記のソーシャル メディア（英語）よりご確認ください。

VMware on VMware E メール  
vmwonvmw@vmware.com

VMware on VMware Web サイト  
https://www.vmware.com/jp/company/vmware-on-vmware.html

VMware on VMware ブログ  
https://blogs.vmware.com/vov

VMware on VMware YouTube  
https://www.vmware.com/go/vov

VMware on VMware Twitter @vmwonvmw  
https://twitter.com/vmwonvmw
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