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VMware Cloud on AWS：
業界最高クラスの 
ハイブリッド クラウド  
サービスのご紹介
俊敏性の向上、イノベーションの加速、コストの最適化を
実現する方法を模索している IT リーダーの多くが、ハイ
ブリッド クラウドにその成功のカギを見出しています。

それは、次のようなエンタープライズクラスの機能をハイ
ブリッド クラウドで活用できるためです。

オンプレミスの 
データセンターへの 
投資を保護、拡張、 
または統合

あらゆるワークロードで
変更を伴うことなく 
キャパシティを 

シームレスに拡張/縮小

既存のチーム、 
スキル セット、ツール、 
プロセスを活用



VMware Cloud™ on AWS はオンプレミスとパブリック 
クラウドにあるワークロードをシームレスにサポートする
ため、そのワークロードの実行場所を柔軟に選択できます。
また、VMware のエンタープライズクラスの SDDC ソフト
ウェアを AWS クラウド上で運用でき、ストレージ、データ
ベース、分析機能などが、AWS のさまざまなサービスと連携
するオンデマンド サービスとして提供されます。

ハイブリッド クラウドの活用事例や、業界最高クラスの
エンタープライズ クラウドに求められる機能、VMware 
Cloud on AWS がニーズに対応するソリューションで
あるかどうかなどの情報を検索されているなら、本書は
まさにその答えをご提供するものです。

このガイドでは、市場の動向、よくあるご質問に加え、参考
資料へのリンクを紹介しています。



市場の動向：数字で見るエンター 
プライズ クラウドの導入状況
さまざまな業界、さまざまな地域で多くの企業がエンター
プライズ パブリック クラウドを本格的に使用するように
なり、これまで以上にパブリック クラウドへの注目が集まって
います。

今やパブリック クラウドは、長期的なクラウド戦略を策定
する CIO から、複雑な環境を管理する vSphere 管理者まで、
あらゆる人が真っ先に思い浮かべるトピックとなっています。

ご存知ですか？

デジタル化による変革によって 
自身の業界が大きく、または完全に 
変わるだろうと予想する CEO の割合1

今後 2 年間でクラウド  
サービスが急速に 
拡大すると予想する  

IT プロフェッショナルの割合2

さまざまなサービス プロバイダーが 
提供する複数のネイティブ  

パブリック クラウドを使用している 
VMware のお客様の割合。 

67 %がそれが最終的に理想的な 
状態だと考えている3

現在パブリック クラウド上にある 
世界の IT ワークロードの割合。 

VMware は 2030 年までに 
全ワークロードのうち 50 % が 
クラウド上で実行されると推定4
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よくあるご質問 トップ 10
ハイブリッド クラウド、VMware Cloud on AWS のサー
ビス、VMware vSphere® 管理者がその価値を最大限に
引き出す方法など、多くお寄せいただくご質問への回答を
紹介します。

1 |  企業がハイブリッド クラウドを検討するべき理由は
何ですか？

高い俊敏性とイノベーションの促進に対するニーズに後押し
されて、パブリック クラウドの導入が主流になっています。
そのため、現在大企業の 60 % はワークロードをパブリック 
クラウドで実行しており5、48 % は複数のパブリック クラ
ウドを使用しています6。ハイブリッド クラウドはパブリック 
クラウドとオンプレミスのインフラストラクチャを組み合わ
せたもので、IT 部門がワークロードをどこで実行させるかを
戦略的に選ぶことができます。

ハイブリッド クラウドで IT リーダーが実現できること：

俊敏性の向上  
変化するビジネス ニーズへの

迅速な対応

コストの最適化  
設備投資コストから 
運用コストへの移行

イノベーションの促進  
IT 部門、運用部門、 
DevOps の強化



2 |  「業界最高クラス」のハイブリッド クラウドとは 
何ですか？

多くの企業が、既存のチーム、スキル セット、ツールを活用
しながら、IT ワークロードをオンプレミスとパブリック 
クラウドで実行したいと考えています。そのためには、オン
プレミスのインフラストラクチャとパブリック クラウドの
シームレスな連携と、双方にまたがった共通の運用プラット
フォームが必要です。

VMware Cloud on AWS をはじめとする業界最高
クラスのハイブリッド クラウド サービスで実現できること：

 

ハイブリッド クラウドの進化と、企業へのクラウドの
導入を促進するうえでハイブリッド クラウドが果た
している役割の詳細については、ホワイトペーパー
『Balancing Freedom and Control: Evolution 
of the Cloud』をご覧ください。

イノベーションの促進  
新しいアプリケーションの開発

アプリケーションの 
モダナイゼーション

 
 

動的なキャパシティ  
ニーズへの対応

変化への迅速な対応  
合併、買収

 
データ主権、

エンド ユーザーとの緊密性、 
追加キャパシティ

 
業務の継続

コストの最適化  
クラウド化への対応

 
設備投資コストから 
運用コストへの移行

 
 

アプリケーションの 
可搬性

https://www.vmware.com/radius/wp-content/uploads/2015/08/Balancing-Freedom-and-Control-Evolution-of-the-Cloud.pdf
https://www.vmware.com/radius/wp-content/uploads/2015/08/Balancing-Freedom-and-Control-Evolution-of-the-Cloud.pdf


3 |  ハイブリッド クラウド戦略を検討するときに 
どのようなことを意識するべきですか？

変化するビジネス ニーズへの対応、イノベーションのサポート、
ビジネス要件に沿った的確なコスト配分を俊敏に行うために、
多くの企業がクラウドを導入し、積極的な活用を進めて
います。

しかし、パブリック クラウド インフラストラクチャの管理
にはこれまでのオンプレミス環境とは異なるスキル セット
が必要であるため、多くの IT 担当者は管理に多大な時間を
費やしています。

意識すべき 6 つの検討事項

1. クラウドのサイロを新たに生み出さないようにする
にはどうすればよいか？

2. 運用の一貫性とシンプルさを確保するにはどうすれ
ばよいか？

3. スキル セットやツールに対する既存の投資を最大限
に活用するにはどうすればよいか？

4. これらの環境とワークロードを的確に制御、管理、
保護するためにはどうすればよいか？

5. プライベート クラウドとパブリック クラウドで
一貫したエンタープライズクラス アプリケーション 
SLA を提供するにはどうすればよいか？

6. オンプレミス/オフプレミスのアプリケーション間の
互換性をどうすれば確保できるか？



4 |  VMware Cloud on AWS とはどのようなもの 
ですか？

VMware Cloud on AWS はエンタープライズクラスの 
Software-Defined Data Center（SDDC）ソフトウェアを 
AWS クラウド上で運用しながら、AWS のサービスにシーム
レスにアクセスできる、vSphere ベースのクラウド サービス
です。

VMware vSphere、VMware vSAN™、VMware NSX® と
いった仮想化テクノロジーが連携する統合 SDDC プラット
フォームである VMware Cloud Foundation™ を利用し、
AWS の次世代型の伸縮自在なベアメタル インフラスト
ラクチャ向けに最適化されています。AWS の幅広いサー
ビスを利用できるとともに、AWS のクラウドに期待されて
いる機能、柔軟性、セキュリティを提供します。サービスの
管理は既存の VMware vCenter Server® のインターフェイス
から可能で、簡単に AWS のリソースを拡張できます。

VMware Cloud on AWS：サービス概要 

運用管理 VMware Cloud™ on AWS
Powered by VMware Cloud Foundation AWS のネイティブ サービス

vCenter
Server

vCenter
Server

vSphere
（VIC を含む）vSAN NSX

オンプレミス データセンター

vRealize Suite、ISV エコシステム

AWS のグローバルなインフラストラクチャ



5 |  VMware Cloud on AWS は企業にとって 
どのようなメリットがありますか？

VMware Cloud on AWS は VMware と AWS の長所を
兼ね備えており、お客様は次のような大きなメリットを実現
できます。

• 業界最高クラスのハイブリッド クラウド機能：コン
ピューティング（vSphere）、ストレージ（vSAN）、ネット
ワーク（NSX）のすべての環境にわたって、AWS の次
世代型で伸縮自在のベアメタル インフラストラクチャ
向けに最適化された業界最先端の VMware テクノロ
ジーを活用できます。

• シンプルで一貫した運用：AWS のリソースを 
vSphere ベースのクラウドと一貫した運用を行うこと
ができ、リソースを迅速にオンデマンドでプロビジョ
ニング、拡張することが可能です。

• クラウド規模の柔軟性：VMware Cloud on AWS は 
VMware テクノロジー ベースのオンプレミス データ
センターと同じプラットフォームを採用しています。
クラウド間でワークロードを移行させることができる
ため、複雑で時間のかかるアプリケーション プラット
フォームの再構築が不要です。



• VMware による運用とサポート：このサービスのすべて
のソフトウェア コンポーネントは、VMware によって
認定およびサポートされており、インフラストラクチャの
ソフトウェア コンポーネントのパッチ管理とアップ
グレードは VMware が行います。

6 |  VMware Cloud on AWS の購入オプションには
どのようなものがありますか？

VMware のソフトウェアと AWS のインフラストラクチャを
組み合わせた専用のクラスタをオンデマンドまたはサブ
スクリプション サービスとして購入していただけます。

7 |  VMware Cloud on AWS のサポートはだれが 
行うのですか？

VMware Cloud on AWS は、VMware が提供、運用、販売、
サポートする、VMware のサービスです。お客様には専用の
サポート センターをご用意し、インフラストラクチャの 
ライフサイクル管理、サポート、請求、アカウント管理など、
あらゆるお問い合わせに関して、VMware のサポート  
チームが対応します。

また、チャット サポートやフォーラムなど、成功をご支援
するリソースもご用意しています。



8 |  VMware Cloud on AWS を活用しビジネス成長を
推進するうえで、導入前に vSphere 管理者ができる
ことは何ですか？

導入前に vSphere 管理者ができることは 2 つあります。

• 1：vSphere 管理者が組織とクラウドの関係を完全に
理解しておくことが重要です。だれがクラウドでワーク
ロードを実行しているかを明らかにし、そのワークロード
を全インベントリのリストに記載します。これを行えば、
予期しない事態が起こるのを回避できます。

• 2：データセンター、プライベート クラウド、その他の
パブリック クラウドからどのアプリケーションをどの
ような順番で VMware Cloud on AWS に移行する
のか検討します。アプリケーションのリストをくまなく
調べ、依存関係をマッピングします。



9 |  vSphere 管理者は、VMware Cloud on AWS の
価値を最大限に活かすためにどのようなことが 
できますか？ 

VMware テクノロジーを使用するデータセンターにおいて 
Software-Defined 化が進めば進むほど、VMware Cloud 
on AWS の価値は高まります。

オンプレミスに VMware Cloud Foundation を導入する
ことで、非常に簡単かつ迅速に VMware Software-Defined 
Data Center（SDDC）を統合できます。Cloud Foundation 
には vSphere、vSAN、NSX、自動化されたライフサイクル
管理機能が含まれ、VMware Cloud on AWS と組み合わ
せたときにハイブリッド ソリューションの価値を最大限に
引き出せる基礎コンポーネントをすべて備えています。 

ハイブリッド運用を実現するためには、vSphere 6.7 オン
プレミス（最小要件は vSphere 6.x）へのアップグレードが
必要です。



SDDC を導入するための段階的なアプローチ 

• vSphere：vSphere 6.7 は、ハイブリッド インフラ
ストラクチャに最適です（最小要件は VMware 
6.5）。 

• VMware NSX のネットワーク仮想化プラット
フォーム：NSX によってネットワーク サービス、
セキュリティ サービス、ポリシーを自動化し、
一貫性を確保できます。また、クロスクラウドの 
VMware vSphere vMotion® に必要です。

• vSAN および Virtual Volumes（Storage Policy-
Based Management）：共通のストレージ ポリ
シーを制御し、オンプレミスと VMware Cloud on 
AWS の運用の一貫性を高めるために重要です。

また、VMware Site Recovery Manager™ と VMware 
vRealize® Suite も、大規模移行やインテリジェントな
運用管理、自動化、ガバナンスに効果的なツールです。



10 |  VMware Cloud on AWS から大きなメリットを
得られるのは、どのような企業ですか？

クラウド化への対応、合併/買収のサポート、インフラスト
ラクチャの統合、アプリケーションのモダナイゼーションと
いった理由から、VMware ベースのインフラストラクチャを
活用したり AWS のクラウドに拡張したいと考えている
すべての企業が VMware Cloud on AWS から大きな
メリットを得られます。

VMware Cloud on AWS を導入することで、既存のツールと
スキル セットを活用してインフラストラクチャをモダン化
できます。複雑な変換やリファクタリング、再設計をする
必要はありません。また、VMware Cloud on AWS は 
AWS サービスへのシームレスなアクセスを提供します。

柔軟な利用モデル
幅広いクラウド サービス

グローバルな拡張性とサービス展開

業界をリードするコンピューティング、
ストレージ、ネットワーク仮想化機能
幅広いワークロードのサポート 

エンタープライズ データセンターの 
デファクト スタンダード

+

VMware と AWS のメリットをお客様に提供する
共同開発のソリューション 



参考資料
VMware Cloud on AWS の詳細情報は次のような方法で
ご覧いただけます。

Web サイトへのアクセス

Twitter のフォロー

YouTube の VMware Cloud on AWS のビデオの
視聴 
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