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クラウド管理は将来の変化に 
対応可能な企業にとっての基盤
俊敏性を抜本的に改善するための 3 つの要件 
世界を取り巻く最近の状況から、2 つの重要な事実が浮き彫りとなっています。未来の不確実性は増すばかりであり、
耐障害性と持続的な成長の鍵となるのは俊敏性であるということです。現在問われているのは、「将来の変化への対応」
を一時の流行りではなく、持続可能なビジネス モデルへどのように変えていくかです。

間違いなく、答えはクラウドにあります。しかし、クラウド モデルの俊敏性を最大限に活用するには条件があります。
強い結び付きを持つ次の 3 つの要素が、クラウド変革を成功させるための基盤となります。

マルチクラウドの導入 
あらゆるクラウド上のすべてのアプリ
ケーションを強化し、データセンター、
エッジ、あらゆるクラウドにわたって
一貫性のある方法で機能するように、
IT の基盤を再定義します。

2
クラウド運用モデル
人材、プロセス、テクノロジーの観点
から、ビジネス、アプリケーション、
クラウドの戦略を結び付ける運用
フレームワーク。

1
マルチクラウド管理 
クラウド運用モデルの強化を実現する
テクノロジー。マルチクラウド管理に
より、クラウドを制御し、人材やプロセス
の変革を促進できます。
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将来の変化に対応可能な組織の実現
マルチクラウド管理が重要な理由  

マルチクラウド管理の課題  
クラウド運用モデルの管理  

従来型ソリューションの欠点  
VMware のクラウド管理 
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クラウドへの移行のどの段階かにかかわらず、最新の包括的なマルチクラウド管理ソリューションによって展開されたクラウド
運用モデルは、あらゆるタイプのクラウドを一貫性のある方法で管理できるようにし、迅速な適応、対応、革新を可能にします。

なぜマルチクラウド管理がクラウド変革を成功に導くための鍵であるのか、そしてなぜ VMware のクラウド管理がアプリケー
ションのイノベーションを促進し、効率を最大化して、リスクを軽減するのに特に有効であるのか、お確かめください。
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マルチクラウド戦略を導入していると回答した
企業の割合1 

複数のパブリッククラウドをすでに使用して
いると回答した組織の割合2 

2021 年のアプリケーションにまつわる主な取り
組みはレガシー アプリケーションの移行と
モダナイゼーションであると回答した上級
管理職の割合3 

92%

55%

91%

1. Flexera、『2021 State of the Cloud Report』
2. ParkMyCloud、『Statista 2021 Market Survey』
3. ESG Research、『Hybrid Cloud Trends: Strategies 

for Optimizing and Managing On-premises and 
Public Cloud Infrastructure』レポート 

4. 451 Research、『2019 Trends in Cloud 
Transformation』レポート 

5. VMware、「アプリケーション要件に基づいてインフラ
ストラクチャを決定する 6 つの方法」

6. 『VMware FY22 Q1 Executive Pulse』、2021 年 1 月

4マルチクラウド管理

マルチクラウドの導入は大きなチャンス — ただし適切な管理が必要
戦略的価値がクラウド管理の重要性を際立たせる
マルチクラウドへの移行は経営陣にとって優先事項となっています。CXO は、モダン ビジネスの基盤となるのはモダン アプリケー
ションであり、モダン アプリケーションの基盤となるのはクラウドの組み合わせであることを認識しています。要点：マルチクラウド
は将来の変化に対応可能であることを意味します。ただし、多くのビジネス リーダーは、マルチクラウド モデルを機能させるため
にはクラウド管理が重要であると考えています。

マルチクラウド管理に注目すべき理由
1. クラウド管理が不適切だと、マルチクラウドのメリットが逆効果となる可能性がある
マルチクラウドの利点は十分に実証されています。効率性、柔軟性、迅速性、俊敏性などを向上できます。ただし、オンプレミスと
クラウド環境全体にわたる包括的で一貫性のある管理がないと、マルチクラウドの導入で期待されるメリットが逆効果となり、
むしろ次のような結果をもたらす可能性があります。

 –俊敏性の低下：100 個のアプリケーションをリファクタリングしてクラウドに移行するのに 7.4 年かかる場合があります4

 –リスクの増大：調査対象となった組織の 90% はクラウド関連の分野でスキル不足に陥っています5

 –コストの増加：1,000 個のワークロードをクラウド間で移行するのに 100 万ドル以上かかる場合があります6

2. 不適切なクラウド管理はクラウド変革を妨げる可能性がある 
適切なクラウド管理機能がないと、多くの場合、クラウド変革の計画は勢いを削がれます。クラウド計画が前に進むことは 
あっても、断片化したインフラストラクチャの非効率性、可視性の欠如、環境に対する制御性の不足などが足かせとなり、 
想定よりも進展が遅れます。
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顧客およびビジネス部門への
即応性が向上

IT 運用コストが低減 アプリケーションの新機能や 
新バージョンの提供が迅速化
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3. CXO は一貫性のある管理モデルがクラウド変革の目標を達成するための最善策だと考えている 
最近の調査で、クラウド モデルの運用にもっとも役立つ機能について企業に尋ねたところ、大多数が単一のクラウド管理制御 
プレーンを支持していることがわかりました。主な理由：一貫性は、効果的なクラウド運用モデルの礎だと考えられています。

49% 38% 28%

マルチクラウド環境における一貫性の主なメリット
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https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/microsites/app-modernization/vmware-12594-modern-apps-launch-report-v3.2.pdf
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マルチクラウドの導入と管理を阻む障壁
マルチクラウドへの移行はさまざまな課題によって困難になる可能性がある
マルチクラウドの導入にはビジネス上の利点があるものの、次のような多くの要因により、マルチクラウド モデルへの移行が妨げられる場合が
あります。

複雑さ：サイロ化したインフラストラクチャ、ユーザー権限、
多数の API、課金システム、正式な運用計画の欠如などに起因
します。クラウド プロバイダーを中心に新たなテクノロジー
のサイロが形成されており、クラウド プロバイダーごとに
異なる方法でサービスとリソースが管理されています。

スキルの不足：企業は高い専門能力を持つ（高給の）人材を
募集、採用、維持する必要があり、このようなスキルの確保
はますます難しくなっています。

コストとパフォーマンスの問題：アプリケーションが複数
のクラウド プロバイダーに分散している場合に発生します。
包括的で一貫性のあるクラウド管理がないと、使用状況や
消費のデータに対する可視性が限られ、パフォーマンスと
コストの最適化が困難になります。

セキュリティ：環境の安全は共有責任、つまり関係者間で
分担して確保する必要があるため、ガバナンスやコンプ
ライアンスに関する新たなリスクと課題が生じます。適切
な管理機能がないと、このような新しいリスクはマルチ
クラウド モデルによって悪化し、脆弱性を評価および追跡
することもできません。

一貫性の欠如：プロバイダーごとに異なる方法で管理、運用、
セキュリティ ポリシーが実装される場合があり、クラウド
サービスの新しいイノベーションによって、拡大する
クラウド環境の管理がさらに複雑になる可能性があります。
サービス品質を確保し、需要管理を可能にするためには、
ツールセットの標準化が重要となります。

チーム間で連携がなく、クラウドサービスに関する運用上の優先順位がばらばらであるため、組織によるクラウドサービスの使用を包括的に把握し、
ベスト プラクティスを共有し、十分なガバナンスを確保することが困難になっています。したがって、複数のクラウド環境を扱う場合には、可視性
の欠如とセキュリティ上のリスクの増大が、喫緊の課題となります。
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クラウド運用モデルでのクラウド管理： 
将来の変化に対応可能となるための鍵
管理によってクラウド運用モデルに一貫性をもたらす
複雑さやリスクを増大させることなく俊敏性を高めるには、クラウド全体にわたる一貫性のある運用モデルが必要です。
クラウド運用モデルは、場所を問わずすべてのワークロードに対応する、クラウドサービス デリバリ、クラウド運用、
およびクラウド ガバナンスの基盤です。

クラウド運用モデルは、ビジネス ニーズへの即応性を高めるように特別に設計されています。運用を統合し、アプリケー
ションの移行を効率化し、モダナイゼーションを加速させて、コストとリスクを低減できます。

クラウド管理は、クラウド テクノロジーの導入、管理、セキュリティ、制御を簡素化することにより、クラウド運用モデル
を強化します。
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従来のクラウド管理ソリューションの限界
クラウド プロバイダーのツールが最善策とは限らない理由
多くの組織では、パブリック、プライベート、ローカルのリソースを組み合わせて運用しており、アプリケーション アーキテクチャ
に関して既存の技術と最新の技術が混在しています。そのため、クラウド プロバイダーのツールセットだけで、このような異種混在
の環境を管理することは不可能となっています。

ハイパースケーラーがその管理ツールを使用してハイブリッドクラウドを最適化できると謳っていても、その方法では多くの場合、
クラウドのコスト削減や、イノベーションと俊敏性の促進、ビジネスの保護は実現されません。それどころか、担当チームは、一貫性、
制御性、可視性を欠くなかで、クラウドと Software-Defined Data Center（SDDC）の間でサービスを仲介するのに苦心することに
なるでしょう。

すべての主要なハイパースケーラーと連携するマルチクラウド管理ソリューション ベンダーを選択することが重要です。これにより、
パフォーマンスの問題や、ライセンスの複雑化、データのセキュリティ、プライバシー、機密性、コンプライアンスに関する懸念なしに、
複数のクラウド間でワークロードを簡単に移行できます。

単純な事実として、クラウド プロバイダーとその独自のツールは、マルチクラウド モデルではなく、基本的にそのクラウドに焦点
を合わせています。これは、クラウド管理とクラウド変革を成功に導くために組織が求めているものと真逆にあります。

「 CloudHealth のコスト最適化
ダッシュボードにより、Segment 
では、コスト分析の容易化や、イン
フラストラクチャの可視化を実現
して、最終的に粗利益を約 20% 
増やすことができました。これは
取締役会で非常に高く評価され
ました」
Segment 
Chief Product Development Officer 
Tido Carriero 氏
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「 以前は、アプリケーションを本番
環境に投入するのに 1 年半近く
かかっていました。VMware の
クラウド管理により、今では数か月
以内に実施できます。まさにゲーム 
チェンジャーです」
PROVIDENT MÉXICO、 
Director of Technology and Change、 
Nestor Rodriguez 氏

9マルチクラウド管理

VMware：包括的なマルチクラウド管理
VMware のマルチクラウド管理：卓越している分野
VMware のクラウド管理は、次のように、効果的なクラウド運用、クラウドサービス デリバリ、クラウド ガバナンスに必要なすべての
機能を統合できます。

• クラウド デリバリの自動化
マルチクラウド環境全体でセルフサービスの利用環境を提供する
最新の開発者向けプラットフォームにより、サービス デリバリ
を迅速化します。Infrastructure as Code（IaC）およびパイプラ
イン機能をサポートするインフラストラクチャの DevOps を
実現します。中央管理プレーンによる Kubernetes の自動化と
管理を可能にします。

• 運用の統合
アプリケーション、インフラストラクチャ、プラットフォーム サー
ビスの包括的な可視化と一貫性のある運用を実現します。信頼
できる唯一の情報源に基づいて、複数のクラウド、さらには従来型
のアプリケーションと最新型のコンテナベースのアプリケーション
にわたり、AI を活用した継続的なパフォーマンスの最適化、一元化
された監視、キャパシティとコストの管理、移行計画、ネットワーク
の最適化を可能にします。

• 財務管理の簡素化
チーム、プロジェクト、アプリケーション、コスト センター
ごとに、クラウドの使用状況と費用を継続的に分析して
報告します。予算の用途を明確化し、カスタマイズされた
ライトサイジングに関する推奨事項、動的なガバナンス 
ポリシー、パブリッククラウドの予約と割引プログラムの
合理的な管理によってクラウドの費用を削減する機会
をすばやく特定します。

• セキュリティとコンプライアンスの強化
マルチクラウド環境全体でリソースの関係、構成エラー、
リスク スコア、アクティビティ ログをリアルタイムで
可視化して、クラウドのセキュリティとコンプライアンス
の状態を改善します。アラートや自動修正を介して、セキュ
リティに関する問題を迅速に特定して解決することも
できます。また、カスタムのポリシーにより、または 
DISA、FISMA、ISO、CIS、PCI、HIPAA などの業界標準
に基づくすぐに使用可能なセキュリティ ルールにより、
継続的にコンプライアンスを確保します。
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VMware のクラウド管理のメリット 
ビジネス価値にはさまざまな形がある
VMware の市場をリードするクラウド管理ソリューションは、クラウドの複雑さを解消して、お客様のクラウドへの移行をサポート
します。これにより、すべてのクラウド環境で仮想とクラウドの IT 運用が改善され、次のことが可能になります。

俊敏性を加速する
インフラストラクチャおよび
アプリケーション サービス  
デリバリを全面的に自動化し、
セルフサービスの利用環境を
実現してイノベーションを 
促進できます

パフォーマンスを最適化する
それと同時に、リソースの使用
状況を管理して効率を最大限
に高めることができます 

クラウドを制御する
財務管理を簡素化し、セキュ 
リティを管理し、コンプライ 
アンスの確保を自動化して 
リスクを軽減できます

vRealize Cloud Universal を使用すると、オンプレミスまたは SaaS の利用を必要に応じて選択できるうえ
に、1 つのライセンスで両方のハイブリッド サブスクリプションを利用することもできます。これにより、 
組織は既存の投資を保護しながら、それぞれのペースでクラウドファースト モデルを導入できます。

「 現在、VMware のクラウド管理
プラットフォームで約 1,000 人
の開発者をサポートしています。
正直なところ、今やこれなしでは
生きられません」
Cerner、Technical Manager for 
Virtualization and Cloud Management、
Chris Hayes 氏
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VMware のクラウド管理ソリューションは、世界中の主要なアナリストからも一貫して
高い評価を受けています。最近の評価とランキングは次のとおりです。

• IDC 調査による IT 自動化および構成管理市場シェア第 1 位
• IDC 調査による世界クラウド システム サービス管理市場シェア第 1 位 
• ハイブリッドクラウド管理に関する Forrester Wave™ レポートでリーダーに選出 
• インフラストラクチャの自動化に関する Forrester Wave™ レポートでリーダーに選出
• クラウドのコスト管理と最適化に関する Forrester Wave™ レポートでリーダーに選出
• 性能およびカスタマー サービスに関する OMDIA Universe のレポートでリーダーに
選出

VMware：マルチクラウド モデルの管理で 
最大の成果を達成する 
競争上の高い優位性
VMware のクラウド管理は、包括的で統合されており、競合製品との大きな差別化
が図られているため、比類のない効果を発揮します。具体的には、VMware だけが、
マルチクラウド管理機能を組み合わせて、次のことを実現できます。

• プライベート、パブリック、マルチクラウドの管理：単一ベンダーのソリューション
によって、あらゆるクラウド環境を管理できます。

• 優れた性能：一貫性のある運用を実現する統合機能によって、あらゆる分野で高い
成果を上げることができます。

• 自由な選択：SaaS とオンプレミス環境をいつでも必要に応じて選ぶことができ
ます。

• もっとも広範なエコシステム：220 を超えるハードウェアとサービスが統合
されています。

• お客様への効果的な支援：ライフサイクルを通じて必要な情報、ガイド、トレー
ニングを提供して、お客様が成功を収められるようお手伝いします。

• VMware の経験の活用：VMware のソリューションは、あらゆる業種で採用する
企業が増え続けており、高い実績を誇ります。

11マルチクラウド管理

将来の変化に対応可能な組織の実現
マルチクラウド管理が重要な理由  

マルチクラウド管理の課題  
クラウド運用モデルの管理  

従来型ソリューションの欠点  
VMware のクラウド管理  

VMware の優位性  
次のステップ 
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VMware とともに実現しましょう
VMware のクラウド管理の詳細をご確認ください。
マルチクラウド モデルの「約束」と「可能性」を実際の成果として手にするために、次のステップ
に進みましょう。VMware のクラウド管理をぜひご検討ください。

VMware のクラウド管理のエキスパートとのミーティングを設定して、お客様の現在の状況や、
ニーズ、要件について話し合ってください。私たちのチームは、お客様のお話を伺い、お客様と
協力して、お客様の業界に固有の情報や導入事例を提供いたします。また、マルチクラウドと
モダン ビジネスへの移行を計画、遂行して成功を収めるために必要なすべてのリソースを得ら
れるように、お客様をお手伝いいたします。

Web サイトをご覧ください

https://www.vmware.com/jp/products/cloud-management.html
https://twitter.com/vmware_japan
https://www.facebook.com/vmwarejapan/
https://blogs.vmware.com/vmware-japan/
https://blogs.vmware.com/vmware-japan/
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