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ビジネスの変革を進める先見性のある企業
ビジネスのあらゆる側面で変化が起きています。その原動力と
なっているのは、消費者の日々の行動や職場の日常業務を見直し、
これまでにない革新的な方法でデジタル テクノロジーを活用して
いる企業です。 

このような革新的な企業は、優れた製品やサービスを提供する IT を
フル活用して、デジタル ビジネスの分野でその存在を確立しよう
としています。必要に迫られると同時に、競争優位性を獲得する
ために、顧客の期待を満たし、さらにはその期待を上回る製品や
サービスを提供しています。このような企業が成功する確率は非常
に高いと言えます。

それにもかかわらず、ほとんどの企業はさまざまな障害に妨げられ、
なかなか変革を進めることができずにいます。そのような状況に
あっても、適切なテクノロジー基盤があれば、企業はマルチクラ
ウド環境においてビジネスの成功を収めることができます。

勢いを増すマルチクラウド

マルチクラウド アーキテクチャによって、ビジネス上のリスクと
コストを軽減しながら、サービスの提供を加速することができま
す。さらに、ビジネス部門と IT 部門は、特定のベンダーにロック
インされることなく、さまざまなクラウド プロバイダーが得意と
するサービスを最適な形で組み合わせて、自由にイノベーション
を進めることができます。 

あらゆる業種の企業でマルチクラウドの導入が進んでおり、 
以下のような成果を上げています。  

• カスタマー エクスペリエンスを変革し、 
企業の成長につなげる 

• 製品やサービスのイノベーションを推進し、 
ビジネスを拡大する 

• 従業員がどこにいても最高の仕事ができるようにする

73% マルチクラウド上で標準化を進めている企業のテクノロジー担当意思決定者の割合 1

マルチクラウドの世界でイノベーションを起こす
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マルチクラウドの導入を進めるメリット
マルチクラウドを導入した企業は、以下のような大きなメリットを実感 
しています 1。

35%
モダンなアプリケーションを素早くデリバリ
することで収益が増加。モダン アプリケー
ションによるカスタマー エクスペリエンスの
変革効果の大きさを示しています。

41%
IT インフラストラクチャにかかるコストや作業
時間の削減。コストを抑えながら製品やサー
ビスの提供を拡張できることを示しています。

35%
分散された環境で働く従業員の生産性の向上
によって達成されたコストの削減。従業員の
デジタル エクスペリエンスが従業員満足の
向上につながっていることを示しています。
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マルチクラウドの成功を妨げる要因
長期的な成功を妨げる障害

多くの企業がマルチクラウド戦略を採用し、俊敏性の向上と業務効率の改善を成功させて
います。しかし、チャンスには課題がつきものです。

25% 近くの経営陣 1が、マルチクラウドの使用に関して以下のような懸念を抱いています。

時間の経過とともにより複雑化する、多様でサイロ化された環境

マルチクラウド アーキテクチャは今でも複雑ですが、将来さらに複雑になることは避け
られません。これは、パブリッククラウド プロバイダーの数が増えたり、通信会社が 
5G やエッジ アプリケーション向けに新しいクラウド サービスを提供する可能性がある
からです。また、複雑なタイプのアプリケーションやワークロードが追加されたり、
従業員の分散化や、顧客のグローバル化が進むこともあるでしょう。しかもそれと同時に、
顧客や従業員の期待はますます高まり、セキュリティの強化やコスト削減に対する要求
も強まります。

API、データベース、ネット
ワーク、セキュリティのインフ
ラストラクチャにおける一貫性
の欠如（25%）

個々の環境を管理するポリシー
による複雑さの増大（23%）

パブリッククラウドをサポー
トする専門的なスキルを持つ
新たな人材の獲得と維持の必
要性（24%）

セキュリティ、データ、プライ
バシーの問題に関するリスク
（25%）

コストを管理および最適化する
能力（23%）

1 | 『VMware 2022 年度下半期ベンチマーク：デジタル モメンタム』、2021 年 8 月 2 | 『VMware 2022 年度第 3 四半期 Executive Pulse』、2021 年 9 月

現代の企業が望むのは一貫性
の確保と複雑さの解消

企業の経営陣の 91%2 が、 
「パブリッククラウド環境間の
一貫性」の向上を望んでいます。

91%
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複雑さは「どちらか（OR）」を選択することを強いて、妥協を生み出す

このように増大する複雑さの課題に対処するにあたり、多くの企業は、開発者の自律性、
コスト、セキュリティ、従業員のアプリケーションへのアクセスなど、さまざまな要素
を比較検討して、いずれかを犠牲にする意思決定を強いられます。 

ビジネス上の、または技術的な意思決定を行う場合、なんらかの妥協は避けられないと
いうのが従来の考え方です。しかし、「どちらか（OR）」の選択を強いられる状態では、
マルチクラウドへの投資から最大限のメリットを手に入れることはできません。

開発者の自律性 DevSecOps の効率性OR

従業員への場所を問わず 
アクセスできる環境の提供 ワールドクラスのセキュリティOR

あらゆるクラウドでの 
エンタープライズ アプリの 
運用

環境とコストの 
確実なコントロール

OR
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「どちらも（AND）」という選択肢を提供する VMware

マルチクラウドの活用にあたっては、すべての企業で高い柔軟性とコントロール性が
要求されると VMware は考えています。「どちらか（OR）」の選択を強いられてメリット
をフル活用できない状態から脱却し、「どちらも（AND）」手に入れることのできる状態
を実現する必要があります。このような「どちらも（AND）」という選択肢を提供でき
るのが VMware の強みです。

開発者の自律性 DevSecOps の効率性AND

あらゆるクラウドでの 
エンタープライズ アプリの 
運用

環境とコストの 
確実なコントロールAND

従業員への場所を問わず 
アクセスできる環境の提供 ワールドクラスのセキュリティAND
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「VMware には他社に先駆けてイノベーションを推進
してきた長い歴史があります。現在も引き続き、 
お客様が将来のシステムとしてマルチクラウド
を導入するのを支援しています。VMware 
は、自信を持って、安全に、コスト効率
よく、お客様がイノベーションを推進
するのに必要な柔軟性とコント
ロールを提供します。これこそ
が VMware の持つ力です」

VMware CEO 
ラグー・ラグラム（Raghu Raghuram）



VMware Cross-Cloud Services の概要
ソフトウェアベースの IT 分野で 23 年間にわたりイノベーションを推進してきた 
VMware は、このたび VMware Cross-Cloud Services を発表しました。Cross-Cloud 
Services は、マルチクラウド環境でのアプリケーションのビルド（構築）、デプロイ、
実行、管理、接続、保護を実現する、統合されたサービス ポートフォリオです。 

Cross-Cloud Services を使用することで、以下のメリットが得られます。

小さい投資：コスト効率を大幅に 
向上できます。

自由度の向上：任意のクラウドを任意
の方法で使用できる最大限の柔軟性
を得られます。

スピードアップ：クラウド化のプロ
セスを加速することで、ビジネス  
イノベーションを加速します。

!

クラウドの複雑さの克服とデジタル ビジネスの推進 | 8ホームに戻る
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クラウドネイティブ アプリ
ケーションのビルドとデプ
ロイのための最先端の 
プラットフォーム 

アプリケーションのデリバリ
と実行のためのクラウド  
インフラストラクチャ

複数のクラウドにわたって 
アプリケーションのパフォー
マンスとコストの監視 / 
管理を行うための 
クラウド管理機能

クラウド
管理

セキュリティ＋
ネットワーク

物理的な制約のない
業務環境＋エッジ

クラウド
インフラ

アプリ
プラットフォーム

プライベート
クラウド

ソブリン
クラウド

テレコム
クラウド エッジ

マルチクラウド運用環境全体
にわたりあらゆるアプリケー
ションへの接続を可能にし、
そのセキュリティを確保する
セキュリティとネットワーク

機能 

分散された環境で働く従業員
の生産性を高めるデジタル
ワークスペースと、エッジ 
ネイティブ アプリケーション
の展開と管理を行うエッジ  

ソリューション

中核となる 5 つのケイパビリティでクラウドを横断的に革新

VMware Cross-Cloud Services
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ビジネス全体でメリットを実現

VMware Cross-Cloud Services は、複雑さ
を軽減し、企業がイノベーションと成長を
迅速に実現できる道筋を用意します。

Cross-Cloud Service では、以下が提供
されます。

• マルチクラウドの運用に適した最大限
の柔軟性とコントロール

• マルチクラウドにおける開発者のため
の自律性と、DevSecOps チームのため
の一貫した自動オペレーションが緊密
に統合

• クラウドやエッジに移行したり、アプ
リケーションのポートフォリオ全体を
モダナイズするための、最適な道筋

• 分散された環境で働く従業員が高い 
生産性を維持し、任意の場所から仕事
をするのに必要な安全でスムーズな 
エクスペリエンスを提供するツール

変化に対処しながらイノベーションを進める VMware のお客様

コロナ禍で支援金を申請する 18,000 社の小規模事業者
支援に効果的に対応するため、新しい融資商品とサー
ビスを迅速に構築し自動化しました。

カスタマー エンゲージメントを刷新して、大規模な 
iPhone X の発売を成功に導くことができました。

リモートで診察を行う数千人の臨床医がミッションクリ
ティカルな画像ファイルにアクセスできる環境を整える
ことで、パンデミック下でがん患者にとって不可欠なケア
を引き続き提供できました。
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世界の大手企業が信頼する VMware

VMware は、あらゆるアプリケーションに対応したマルチクラ
ウド サービスを提供するリーディング プロバイダーであり、企業
によるコントロール下でのデジタル イノベーションを実現します。  

VMware Cross-Cloud Services およびグローバルなパートナー 
エコシステムを通して、VMware はクラウド、エッジ、アプリケー
ションのモダナイゼーションを実現するための最適な道筋を提供
します。VMware のテクノロジーは、開発者にマルチクラウドに
おける自律性を提供し、DevSecOps チームのために一貫性のある
運用を実現するとともに、分散された環境で働く従業員が効率的
かつ安全に仕事ができる環境を提供します。

VMware は、お客様に幅広い選択肢を提供し、お客様をベンダー 
ロックインから保護します。Cross-Cloud Services が提供するの
は、妥協ではなく、未来の構築に必要な柔軟性です。  

3 万社のパートナーが参加するグローバルなエコシステムによる
サポート

30 万社
VMware の製品を利用する全世界の企業の数

8,500 万件
VMware の製品上で実行されているエンタープライズ 
ワークロードの数

500 万人
現在 VMware の製品上で開発を行っている開発者の数
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