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ビジネスの課題  

いかなる組織も、競争力を維持するためには革新と適応を継続しなければならないことから、
デジタル トランスフォーメーションによる再編を迫られています。この変革により、ビジネスとそ
の運営の安全性と整合性の確保を任されているネットワーク チームおよびセキュリティ チーム
に対する要望が増しています。IT 組織は、ゼロトラスト セキュリティの導入、クラウドをまたぐ
ネットワーク アクセスの拡張、コンテナのネイティブな管理、ネットワーク機能の提供の迅速化
といった課題に直面しています。こうした課題をクリアすべく、さまざまな組織が VMware の
革新的なソフトウェアベースのソリューションを選択しようとしています。そのためにはインテリ
ジェントでスケーラブルなロードバランシング、先進の脅威保護、マルチクラウドの可視化と分析、
ソフトウェアベースのネットワーク、高パフォーマンス、拠点への信頼性の高いアクセス、ポリ
シーベースのコマンド & コントロールを導入する必要がありますが、これらは日常のビジネス
業務のサポートを継続しながら行わなければなりません。   

組織は、VMware のソリューションによる価値の提供を促進し、現在と将来のテクノロジーを
最適化しつつ、リスクを軽減してコストを削減するために、最適な方法を見極める必要がありま
すが、従来のネットワークとセキュリティのモデルを変革しようにも、必要な知識を持った専門家
が不足しています。 

概要 

VMware Virtual Cloud Network Technical Account Management Services は、企業が 

VMware のネットワークおよびセキュリティ製品への投資をフル活用できる体制を整え、長期的
なビジネス目標とテクノロジー目標を達成できるよう支援します。 

Virtual Cloud Network Technical Account Management Services の活動と成果物は以下
のとおりです。 

• 評価：運用効率の向上を確実に達成することを目指した次のステップとなる成果重視の
ネットワークおよびセキュリティに関するロードマップおよびプランを明確化 

– 確立されたパフォーマンス メトリックに基づいてチームのプロセスとスキルの成熟度を
数値化し、チームの能力のベースラインを構築 

– チームの能力レベル評価と目標に基づき、目指すべき状態に向けて速やかにレベルアップ
するためのロードマップを作成 

– ワークショップとスキル開発セッションを積極的に開催し、スタッフの知識と能力を増強 

• ベスト プラクティス レビュー：パフォーマンスを最適化する機会を明確化 

– 環境パフォーマンス メトリックを使用し、システムの健全性に影響する可能性のある潜在的
なシステムの劣化やボトルネックを特定 

– 製品チームによるガイダンスと長年の経験に基づき、お客様の組織における運用状況と

プロセスを同様の組織の既知のベスト プラクティスと定期的に比較 

概要 

VMware Virtual Cloud Network Technical 
Account Management Services には、実績
のある手法と専用ツールに精通した VMware 

の SME（対象分野の専門家）、専任の担当者、
アドバイザーによるサポートが含まれており、
組織はそのサポートを活用することで、
VMware プロジェクトを着実に推進できます。 

主なメリット 

• VMware のネットワーク/セキュリティ 

製品およびソリューションの価値実現の
加速 

• 運用の最適化によるコスト削減の達成 

• テクノロジーの急激な変化への対応 
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• 進捗と結果のレビュー：活動内容が決定されたビジネス目標と優先事項に沿ったものであ
ることを確認 

– 進捗と結果のレビューを定期的に実施することにより、影響分野、主な達成状況、組織的な
状況、主要なメトリックをまとめ、活動内容が決定されたビジネス目標とテクノロジー目標
に一致していることを確認 

Virtual Cloud Network Technical Account Management Services では、VMware のプロ
フェッショナル サービス、製品管理、エンジニアリングのリソースに横断的に直接アクセスでき、
迅速な目標達成に役立つサポートを得られます。 

さらに、Virtual Cloud Network Technical Account Management Services のお客様だけの
特権として、NSX Rapid Deployment などの VIP プログラム、NSX-V から NSX-T への移行
を支援するチーム、グローバル サポートへのエスカレーション、組織の変革目標に関連する 

SME（対象分野の専門家）と直接面談する機会を得られるイベントなどを利用できます。これ
には、VMworld、地域ごとのワークショップやラウンドテーブル、Web キャストなどで実施され
るさまざまなプログラムが含まれます。 

お客様の要件に応じたサービス提供 

Virtual Cloud Network Technical Account Management Services は、ビジネスの規模や
複雑度に応じてお選びいただけるよう複数の選択肢が用意されており、稼動日数として、
週 1 日、週 2 日半、週 5 日のいずれかを選択できます。 

メリット 

Virtual Cloud Network Technical Account Management Services を利用すると、インフ
ラストラクチャ関連のプロジェクトを早期かつ適切に完了し、価値の提供を加速することが
できます。お客様の担当チームのスキルアップを図る四半期ごとのお客様向けイネーブルメ
ント プログラムによって、IT 運用の効果と効率性が向上し、大幅なコスト削減を達成でき
ます。さらに、VMware のリソースへのアクセス機会が拡大し、VMware のソリューション
および製品のロードマップに対する可視性が向上することから、より戦略的な視点が得られ、
新たなテクノロジーに備えたプランを用意してその導入を迅速に進めることができます。
最後に、VMware への投資の効果を最大化することと IT パフォーマンスを改善することに
重点的に取り組む VMware のネットワーク/セキュリティのエキスパートを、お客様のチーム
の一員とすることができます。 

Virtual Cloud Network Technical Account Management Services を最大限活用されてい
るお客様には、以下のような共通点があります。 

• ネットワークとセキュリティの最適化がビジネスクリティカルな優先課題であると認識し
ている  

• 現在、Software-Defined Networking（SDN）のトランスフォーメーションの初期ステージ
にある 

• ネットワークとセキュリティの両チームのトレーニングとサポートを行う専門家を社内に
必要としている 

• VMware の SME（対象分野の専門家）にいつでもアクセスできるようになればメリット
を得られる経験豊富な IT スタッフがいる 

詳しくはこちら 

詳細については、
vmware.com/jp/services をご覧ください。 

詳細情報 

プロフェッショナル サービス エキスパート
へのお問い合わせはこちら。
vmware.com/jp/company/contact.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用条件 

このデータシートは、情報の提供のみを目的
としています。VMware は、このデータシート
の内容を、明示的または暗黙的に保証する
ものではありません。すべての VMware サー
ビス契約には、VMware プロフェッショナル 

サービスの一般的な利用条件が適用され
ます。米国内のお客様の場合、サービスに
関す る  VMware の契約当事者は 、
VMware, Inc. になります。米国外のお客様
の場合、サービスに関する VMware の契約
当事者は、VMware International Limited 

になります。 

このパッケージ サービスを ELA の範囲外で
購入された場合、購入日から最初の 12 か月
以内にサービスの提供と受け入れを完了
する必要があります。この期間を超えると、
サービスの権利は喪失します。このサービ
スの価格には出張費およびその他の経費
が含まれます。詳細な価格については、
VMware の担当者にお問い合わせください。 

VMware Virtual Cloud Network Technical Account Management Services 

http://www.vmware.com/jp/services
https://www.vmware.com/jp/company/contact.html
http://www.vmware.com/files/pdf/services/tc.pdf
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