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総所有コスト（TCO）の比較において優位性を誇る 
VMware Cloud Foundation 

2019 年 4 月 

このホワイト ペーパーでは、計 4 種類のクラウド インフラストラクチャの相対的な
コストとメリットを検証します。対象となるのは 2 つのプライベートまたはオンプレ
ミスのクラウドと、2 つのパブリック クラウドです。そして、言うまでもなくプライ
ベート クラウドとパブリック クラウドのアプローチを融合させたのが、ハイブリッド 
クラウドです。本書は、TCO およびその他の要素の違いに基づいて、どのクラウド 
ソリューションが自社に適しているかを企業が評価できるようにすることを目的として
います。 

パブリック クラウドはビジネスでも個人利用でも活用が進み、確実に定着したと言えます。AWS が IaaS 型
のサービスを開始してから 10 年以上が経過し、今ではパブリック クラウドは、新規および既存のいずれの
ビジネス アプリケーションを展開する場合にもごく一般的な選択肢の 1 つとなりました。Taneja Group の
調査からも、現在ではほぼすべての企業がユースケースやアプリケーションの少なくとも一部を 1 つ以上
のパブリック クラウドで運用していることがわかります。クラウドは、従量課金制で柔軟に利用できる
だけでなく、優れた俊敏性とほぼ上限のないスケーラビリティを利用者に提供します。 

しかし、大多数の企業は、パブリック クラウドだけで自社の IT のニーズを満たすことはできず、ハイ
ブリッド クラウドを最適なアーキテクチャの選択肢として検討しています。パブリック クラウドの持つ
すべてのメリットを享受できるだけでなく、幅広いユースケースに対応でき、より柔軟な展開モデルを
実現できるためです。Taneja Group が最近行った 2 つの調査に参加した IT 担当者の 3 分の 2 以上が、
アーキテクチャを長期的に考えた場合、ハイブリッド クラウドが好ましいと回答しています。 

ハイブリッド クラウドを構成するオンプレミスまたはプライベート クラウドについては、VMware の
ソリューションの導入から始めるユーザーが大部分であり、2 種類のアプローチがよく利用されます。1 つ
は、従来の統合型 3 層アーキテクチャで一般にコンバージド インフラストラクチャ（CI）と呼ばれている
ものです。もう 1 つはハイパーコンバージド インフラストラクチャ（HCI）をベースとし、すべてソフト
ウェア制御でサービス提供するアプローチです。3 層の CI の場合、疎結合モデルを採用するコンピュート、
ストレージ、ネットワークのリソースを使用しますが、もっとも簡単で包括性に優れているのは、Software-
Defined Data Center プラットフォームである VMware Cloud Foundation を利用する方法です。私たち
の分析から、オンプレミスまたはプライベート クラウドのインフラストラクチャを構築するには、ソフト
ウェアベースの VMware Cloud Foundation を利用するのが、シンプルでコスト効率に優れた方法である
ことが明らかになっています。 

パブリック クラウドに目を向けると、オンプレミスのワークロードをパブリック クラウドに移行する場合、
そのすべてを移行するか一部を移行するか、また、完全にパブリック クラウドで運用するかハイブリッド
の形式を採るかという選択肢があります。そこで、ワークロードをパブリック クラウドに移行して運用
するための主要な 2 つの方法について、相対的なコストとメリットを分析しました。1 つは、オンプレミス
のワークロードを、ネイティブの Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platform 
など、ネイティブ パブリック クラウド インフラ
ストラクチャに移行する方法、もう 1 つは、
VMware Cloud on AWS をはじめとする 
VMware Cloud Foundation ベースのパブリック 
クラウド、または VMware Cloud Provider Program
（VCPP）パートナーが提供する VMware Cloud 
Foundation を基盤とするサービスに移行する方法
です。後ほどご説明しますが、ネイティブ パブ
リック クラウド インフラストラクチャに移行する
場合は、事前のリファクタリングや移行に膨大な
作業が必要となることが多いため、VMware 
Cloud Foundation ベースのパブリック クラウドに
高いコスト メリットが見られます。  
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2 つのプライベート クラウドの手法と 2 つのパブリック クラウドの手法について、コスト面および定性面
で詳細な分析を行ったところ、3 年間の TCO がもっとも低くなるのは VMware Cloud Foundation を
ベースとしたクラウドであることがわかりました。VMware Cloud Foundation ベースのクラウドでは、
実績があり広く採用されている VMware のソリューションをオンプレミスで使用することから始める
ことで、VMware と互換性のある任意のパブリック クラウドとオンプレミス環境との間で完全なアプリ
ケーションの互換性およびワークロードの可搬性を実現でき、リスクを最小限に抑えられます。VMware 
Cloud Foundation ベースのクラウドにより、ハイブリッド クラウドの実現をスムーズに進めることが
可能です。 

 

導入の検討が進むハイブリッド クラウド 
2018 年 11 月、Taneja Group は IT の意思決定者および意思決定に関与する関係者を対象に、今後 3 ～ 5 年
で自社への導入が望まれる IT アーキテクチャについて質問する調査を行いました。ハイブリッド クラウド、
オンプレミスのみ、パブリック クラウドのみ、コロケーションという選択肢を提示したところ、データ
センターのアーキテクチャとしてハイブリッド クラウドを選択する回答者が大多数を占めました。45 % は
すでにハイブリッド クラウド アーキテクチャを全面的に実現しており、20 % 以上はコロケーション施設
をパブリック クラウドへの足掛かりまたはパブリック クラウドと同等と考え、最終的にハイブリッド 
クラウドの実現を目指していると回答しました。パブリック クラウドへ完全に移行しようとしている
回答者は 7 % に留まり、ほぼオンプレミスのまま維持するという回答は 16 % でした。 

これほどまでに関係者を惹きつけるハイブリッド クラウドの魅力とは何でしょうか。多くの IT 担当者に
とって、必要に応じてコスト効率よくインフラストラクチャのスケール アップ/スケール ダウンを行える、
オンプレミスとパブリック クラウドの間で透過的にワークロードを移動できる、最適またはメリットが
もっとも大きいクラウドにワークロードを動的に配置できる、などが主に上げられる理由です。ハイ
ブリッド クラウドでは、ワークロードの展開先の選択肢が広がり、複数のクラウドを利用できます。また、
クラウドを活用したバックアップ、ディザスタ リカバリ、分析などの有用なユースケースを実現できます。
図 1 に示すとおり、ビジネス アプリケーションのリフト アンド シフトを行って、主要なアプリケーション
のストレージをハイブリッド クラウド環境で運用しようと考える企業が増えています。効果的に活用する
ことで、ハイブリッド クラウドは IT の俊敏性を高めるとともに、全体的なコスト削減にもつながります。 

ハイブリッド クラウド実現に向けた出発点としては、オンプレミスで VMware のソリューションを利用
するのが合理的です。多数の企業（65 % 以上）が現在すでに、仮想化の主な手段の 1 つとして VMware 
vSphere を導入しています。そして、大半とは言えないまでも多くのビジネス クリティカルなアプリケー
ションをこのプラットフォームで運用しているケースが多くなっています。VMware Cloud Foundation で
プライベート クラウドやハイブリッド クラウドを構築する VMware 製品ユーザーは増加しています。
VMware Cloud Foundation は、VMware が提供する Software-Defined Data Center（SDDC）環境で
あり、VMware Cloud on AWS と同じアーキテクチャを実現できます。実績のあるエンタープライズ 
クラスのハイブリッド クラウド ソリューションにより、オンプレミス環境とパブリック クラウド環境の間
で完全なアプリケーションの互換性とワークロードの可搬性を確保できるというメリットがあります。 

図 1：ハイブリッド クラウド/マルチクラウドのユースケース（2019 年の実施を予定） 

 

N= 1060（サンプル数）、372（回答数） 

出典：Taneja Group 
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今回の TCO の評価は、ハイブリッド クラウド ソリューションのコストの主に 3 つの要素にフォーカス
しています。 

• プライベート クラウドのアーキテクチャ。このカテゴリでは、完全なソフトウェアベースと統合型 
3 層アーキテクチャという、プライベート クラウドを構築する 2 つの方法について、調達と運用の
コストに注目しました。 

• ハイブリッド クラウドを構成するパブリック クラウド。このカテゴリでは、VMware Cloud on AWS 
と Microsoft Azure の 2 種類のパブリック クラウドで運用する場合のサービスとサポートのコストを
分析しました。 

• リファクタリングと移行のコスト。規模が大きく 1 回限りであることから、アプリケーションの
調整およびリエンジニアリングと、オンプレミスからパブリック クラウドへの移行コストを個別の
カテゴリとし、パッケージ アプリケーションと独自開発のアプリケーションの両方を対象としました。 

ここからは、具体的な数字を提示しながら、ハイブリッド クラウドのこれらのコスト要素について詳しく
説明します。 

プライベート クラウド構築の主な 2 つの手法の比較  
ここでは、オンプレミス プライベート クラウドに注目して TCO 分析を行い、プライベート クラウドを
構築するうえで一般的な 2 つの手法を比較しました。1 つは、コンバージド インフラストラクチャ（CI）と
呼ばれる統合型 3 層アーキテクチャを使用するもので、もう 1 つは、一般にハイパーコンバージド イン
フラストラクチャ（HCI）と呼ばれる、完全なソフトウェアベースのアプローチを使用するものです。この
調査では、それぞれのアーキテクチャを比較し、コアとなるプライベート クラウド インフラストラクチャを 
3 年間維持するための総コストを評価しました。以降のセクションで、それぞれのアプローチに関する
分析を簡単に紹介します。多くの企業では過去に導入済みのオンプレミス インフラストラクチャからアップ
グレードする場合が多いと考えられますが、ここでは、なるべく同じ条件で直接的な比較ができるように、
新規導入の場合を取り上げます。 

VMware Cloud Foundation ベースのプライベート クラウド  
VMware Cloud Foundation を使用することで、プライベート クラウドとハイブリッド クラウドの両方に
対応する統合 Software-Defined Data Center（SDDC）環境を構築できます。プライベート クラウドの
構築については、VMware Cloud Foundation を任意の認定 vSAN ReadyNode、または主要なハード
ウェア ベンダーの統合システムに展開できます。VMware Cloud Foundation は当初から、完全なソフト
ウェアベースのプライベート クラウドを実現するためのもっとも簡単な足掛かりとなるように設計されて
います。図 2 は、VMware Cloud Foundation ベースの SDDC クラウドを構成する主な要素を示して
います。 

 

図 2：VMware Cloud Foundation の概要  

 
出典：VMware 
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VMware Cloud Foundation は、論理的要素と物理的要素の両方にわたり、コンピュート、ストレージ、
およびネットワークを 1 つのソリューションに統合したものです。VMware Cloud Foundation は、VMware 
が提供するコンピュート、ストレージ、ネットワークの仮想化をネイティブに統合します。つまり、
ハイパーコンバージド ソフトウェア（vSphere および vSAN）とネットワーク仮想化（NSX）を組み合わ
せて 1 つのスタックを構成します。典型的な環境は、x86 ベースのハイパーコンバージド ReadyNode
（認定サーバ）と直接接続されたストレージ（DAS）、トップ オブ ラック（ToR）スイッチ、電源分配
ユニット（PDU）で構成されます。これ以外に、耐障害性に優れたスケールアウト型のリーフ/スパイン型
アーキテクチャのラックを相互接続するスパイン スイッチがオプション
で含まれる場合があります。図 3 は、1 つのラックの典型的なレイアウ
トを示しています。 

• ネットワーク：スパイン スイッチ、リーフ スイッチ、管理スイッ
チについては、サポートされている任意のネットワーク プロバ
イダーの製品を使用できます。VMware NSX はネットワークの
仮想化とセキュリティの機能を提供します。 

• 管理クラスタ：管理クラスタでは、4 台のハイパーコンバージド 
サーバを使用し、Cloud Foundation の管理ソフトウェアと必要
なコンポーネントをホストします。 

• ワークロード クラスタ：ハイパーコンバージド サーバには、認
定を受けた多数のサーバ ベンダーから提供されている任意の 
vSAN ReadyNode を使用できます。 

一部に SDDC を搭載した 3 層アーキテクチャとの主な違いは、VMware 
Cloud Foundation にはクラウドの自動化ツールが含まれており、ネッ
トワーク、コンピュート、ストレージのすべてのインフラストラクチャ レ
イヤーが完全に可視化されることです。すべてのレイヤーが仮想サービ
スとして vSphere ハイパーバイザー カーネル内に直接組み込まれており、
ネイティブに統合された SDDC スタックとして使用できます。VMware 
Cloud Foundation の SDDC プラットフォームは、さまざまな IaaS ワー
クロード向けに最適化できます。ネイティブに連携する SDDC スタックは
パブリック クラウドからサービスとして実行できるため、強力なハイブリッ
ド クラウド機能を実現できます。 

VMware Cloud Foundation の統合インフラストラクチャ管

理  

VMware Cloud Foundation には、統合 SDDC ソフトウェア スタック全体の導入から実際の運用までの
ワークフローを自動化するためのツールが含まれています。インフラストラクチャの仮想マシンの展開、
管理クラスタの作成、ストレージの構成、クラスタの作成とプロビジョニングなどを含む、Cloud 
Foundation スタックの導入と構成のプロセスの自動化が可能です。また、ソフトウェア スタック全体の
パッチ適用/アップグレードがワンクリックで行えます。クラウド管理者は、アップデートのタイミングと
範囲を柔軟に選択でき、ワークロード ドメイン単位でアップデート/アップグレードを適用できます。
ポリシー ベースのプロビジョニングによってクラスタの作成を自動化でき、個々のワークロードへの
リソースの割り当ても簡単に行えます。  

まとめると、VMware Cloud Foundation には次のような特長があります。 

• SDDC ベースのプライベート クラウド全体を自動的かつ簡単、迅速にセットアップできる。 

• 初期導入、構成、プロビジョニング、パッチの適用/アップグレードなど、導入から実際の運用
までのプロセスを含む、SDDC プラットフォーム全体のライフサイクル管理を自動化できる。 

• ワークロード ドメインを使用した抽象化により、可用性、パフォーマンス、セキュリティの属性
が異なるプライベート クラウドのキャパシティごとにリソース プールを分離できる。 

• 単一の画面で、サーバおよび仮想化されたリソースを統合管理できる。 

• 物理インフラストラクチャと仮想インフラストラクチャの両方を対象とした健全性の監視により、
運用の簡素化と自動化を実現している。 

• IaaS サービスの展開が簡素化され、パブリック クラウドと同様の運用ができる。 

結果として、VMware Cloud Foundation は、俊敏性の大幅な向上、TCO の削減に加え、SDDC プライ
ベート クラウドをシンプルかつ低料金な方法で実現するソリューションです。 

図 3：vSAN ReadyNode と
ネットワーク 
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従来の 3 層アーキテクチャ ベースのプライベート クラウド 

プライベート クラウドを実現するもう 1 つの一般的な手法として、従来型 3 層システムにいくつかの
ソフトウェア コンポーネントを追加して、部分的に統合 SDDC ソリューションを実現する方法があります。
この調査では、代表的な従来型 3 層統合システム（コンバージド インフラストラクチャ（CI））を分析
しました。外部の共有オールフラッシュ ストレージとブレード ベースのコンピューティング インフラ
ストラクチャに加え、ソリューションの実現に必要となる適切な VMware の仮想化テクノロジーに基づき
評価を行っています。図 4 は、従来型 3 層アーキテクチャを使用したラック設計の基本的なアプローチ
を示しています。 

• ネットワーク：業界をリードする各社によって提供されるスパ
イン/リーフ型ネットワーク。NSX ソフトウェアベースのネット
ワーク仮想化を使用して、コストを最小限に抑え、分析対象の
ソリューション間の機能を統一します。 

• 管理クラスタ：ハードウェアと仮想化ソフトウェア インフラ
ストラクチャの両方を運用するための、専用のすべての管理
ソフトウェアをホストできるサイズのコンピュート クラスタを
構成する、専用の独立したサーバ群。 

• コンピュート クラスタ：プライベート クラウドのワークロード
をホストするために用意された専用のサーバ群。すべてのサーバは、
必要なコンポーネントを含むブレード サーバがベースです。 

• ストレージ クラスタ：外部のオールフラッシュ ストレージ 
アレイとストレージ コントローラを評価。専用のネットワーク 
コンポーネントをベースとした SAN です。 

今回検証した従来型 3 層ベースのシステムは、ベンダーの構築済み/参照
アーキテクチャ システム上の仮想プライベート クラウドをサポートする
ものです。多くのベンダーは、vSphere および vCenter のコンポー
ネントが事前インストールされた状態で、VMware 製品に対応するシス
テムを提供しています。SDDC のような環境を構築するには、プロフェッ
ショナル サービスの契約が必要になる場合があり、お客様自身で大幅な
カスタマイズを行う際には、連携、自動化、ライフサイクル管理の機能
が制限される可能性があります。 

従来型 3 層アーキテクチャのインフラストラクチャ管理  

3 層システムでは、システム コンポーネントごとに専用の管理ソフトウェアが付随するため、管理負担
が増えます。各デバイスが独立したものであるため、これは当然のことですが、重複する機能や独自の
機能が、ぞれぞれのツールにさまざまなレベルで存在することになり、個々のツールの複雑な寄せ集め
になってしまいます。たとえば、多くのベンダーが vCenter プラグインをサポートしていますが、通常、
そのプラグインでは、すべての機能やトラブルシューティングを利用できるわけではありません。この
ため、構成は複雑化し、それぞれのツールについての十分なトレーニングと理解が必要です。3 層型ソリュー
ションを扱ういくつかの企業では、3 つの層を 1 つの層であるかのように管理できる独自のツールを作成
することで、この問題の緩和に取り組んでいます。これは第一歩としては良い取り組みですが、個別の
ツールが不要になるまでには至っていません。結論として、従来型 3 層ベースのアーキテクチャでは、
複雑なシステム管理ツール群が必要です。 

2 種類のプライベート クラウドの主なコンポーネントのまとめ* 

 
VMware Cloud Foundation 

（Basic Edition） 
従来型 3 層 DIY* または CI 

ソフトウェア 

コンピュートの仮想化 VMware vSphere Ent+ VMware vSphere Ent+ 

ネットワーク仮想化または 
Software-Defined 
Networking 

VMware NSX DC PRO VMware NSX DC PRO 

ストレージ仮想化 VMware vSAN ADV ― 
* DIY（Do It Yourself）：自社構築 

図 4：従来型 3 層  
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管理用ソフトウェア 

仮想化環境の管理 vCenter vCenter 

ライフサイクル管理 VMware Cloud Foundation 
複数のベンダーの 
ソフトウェア製品 

インフラストラクチャ管理と
自動化 

VMware Cloud Foundation 
個々の要素を管理するソフト
ウェアと vCenter プラグイン 

ハードウェア 

ネットワーク 
トップ オブ ラック スイッチ 

管理スイッチ 
トップ オブ ラック スイッチ 

管理スイッチ 

セキュリティと 
ロードバランシング 

― 

（NSX にすべて含まれる） 

― 

（NSX にすべて含まれる） 

SAN 
― 

（vSAN にすべて含まれる） 
独立した FC SAN スイッチ 

ワークロードの 
コンピューティング 

モジュール方式のスケール 
アウト型 HCI サーバ（任意の
認定 vSAN ReadyNode） 

ブレード サーバ 
ブレード シャーシ 
追加コンポーネント 

管理クラスタの 
コンピューティング 

モジュール方式のスケール 
アウト型 HCI サーバ 

標準のラックマウント型サーバで
構築した管理クラスタ 

ストレージとコントローラ 
モジュール方式のスケール 
アウト型 HCI サーバと vSAN 内 

外部のオールフラッシュ アレイ
とストレージ コントローラ 

* 高度な機能を備えるプライベート クラウドおよびハイブリッド クラウドを構築するために、上記の
シナリオにさらに、VMware vRealize Suite などのクラウド自動化ソフトウェアを加えることをおすすめ
します。この調査では、それぞれのシナリオの基本的なコア テクノロジーの違いのみを比較することを
目的としています。 

コストの比較方法とアプローチ 
コストの比較分析のため、ワークロードのユースケースに応じてシステムを構築、最適化し、定量的な
ハードウェア メトリックを算出して、ベンダーの参照アーキテクチャと比較できるようにしています。
そのため、参照アーキテクチャのガイドラインに収まる範囲で、CPU、メモリ、ストレージが同等の
条件となるように、それぞれの 3 層システムを調整しました。これにより、メモリやストレージの不足に
起因した製品構成の条件の違いを生じさせることなく、利用可能な仮想マシンのキャパシティを公平に
比較することができました。この比較調査における基本方針は次のとおりです。 

• 中規模の仮想マシン 1,000 台程度のインフラストラクチャに合わせて、システムの規模を最適化 

• ベンダーの参照アーキテクチャがある場合は、サイジングとベスト プラクティスを活用 

• できる限り公平でバランスの取れた比較を行うため、コンピュート、ストレージ、ネットワークに
同程度のリソースを使用して、各ソリューションを最適化 

• 設備投資コストの主な要素と、それに関連する 3 年間の継続的なサポート費用にフォーカス。
アーキテクチャの構築方法による差異が少ないかまったくない場合はそのコスト要素は比較対象外
（たとえば、電力消費量や設置場所に目立った違いが見られない場合など） 

• Taneja Group は、VMware の運用コストの節約効果の調査およびモデルを検証。VMware は、
VMware のデータセンターおよび VMware Cloud Foundation の顧客のデータセンターで調査を
実施。顧客が使用していた従来型 3 層システムに対する作業量と時間の節約効果を比較。 

各シナリオの前提条件と構成  

前述のとおり、従来型 3 層システムのシナリオではそれぞれ、VMware Cloud Foundation のシナリオと
可能な限り近くなるように構成されています。さらに、従来の 3 層システムには完全な統合 SDDC ソフト
ウェア スタックが搭載されていないため、Taneja Group では不足している SDDC ソフトウェアを追加し、
VMware Cloud Foundation の統合ソフトウェア スタックの構成と極力同等にしました。一般的な負荷
テスト ツールは、仮想マシンの集約度の評価における有効性が広く認められていないため、使用可能な
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仮想マシンのキャパシティの合計を計算する方法として、ゲスト仮想マシン用の使用可能なすべての CPU 
キャパシティを標準化してから、仮想マシン 1 台あたりの仮想 CPU 数を一定にして、使用可能な仮想
マシンのキャパシティの合計がどのソリューションも同じになるようにしました。比較対象のそれぞれの
ソリューションで、システムごとの使用可能な仮想マシンのキャパシティがほぼ同等となることを目指し
ました。次の表は、各シナリオの構成の概要をまとめたものです。 

システム構成の比較表 

コンポーネント  VMware Cloud Foundation 従来型 3 層 DIY または CI 

クラウド プラットフォーム 
VMware Cloud Foundation 

（Basic Edition） 
vSphere と追加の SDDC ソフトウェア 

コンピュート  
プラットフォーム 

HCI ラックマウント サーバ 
（全ノード同一） 

ブレード サーバ 
（シャーシあたりのノード数 8/16） 

CPU ごとのコア数 18 18 

ノードごとのメモリ容量 512 GB 512 GB 

ソリューションの 
専用管理ノード 

4 
（上記の HCI サーバから） 

4 
（独立したラックマウント サーバ） 

ソリューションで使用可能な
コンピュート ノード 

28 28 

ストレージ テクノロジー VMware vSAN 
外部のオールフラッシュ アレイ、SAN 
スイッチ、ストレージ コントローラ 

SSD ストレージの物理容量 269 TB 184 TB 

物理容量から実効容量への
オーバーヘッドの概算 

50 % 80 % 

実効容量 134 TB 147 TB 
 

上記の構成を前提とし、下記の表の数値に従って使用可能な仮想マシンの特性を算出しました。 

仮想マシンのキャパシティの計算 

項目 従来型 3 層 
VMware Cloud 

Foundation 

ソリューションの合計 CPU コア数 1,152 1,152 

管理専用のコア数 144 144 

顧客の仮想マシンに使用できるコンピュート用コア数 1,008 1,008 

オーバーコミットメント率 4.0 4.0 

使用可能な仮想 CPU 4,032 4,032 

サポートされる仮想マシン 

（仮想マシン 1 台あたり 4 個の仮想 CPU） 
1,008 1,008 

仮想マシン 1 台あたりの使用可能なメモリの推計（GB） 14.2 14.2 

仮想マシン 1 台あたりの使用可能なストレージの推計（GB） 146 133 

ハードウェアおよびソフトウェアのコスト分析  

それぞれのシナリオのコスト メトリックを計算するために、上記の特性に合致するソリューションを
構築しました。可能な場合には、3 層システムでは、ハードウェアとソフトウェアの構成が各ベンダーの
参照アーキテクチャの指定と同一になるようにしました。料金表は、ベンダーの料金計算ツール、再販
業者の見積もり、料金データベースから取得しました。実際の料金設定に基づいて実際のシステムを構築
するには限界があるため、コンピュート/ストレージ/メモリのすべての側面について、数字を完全に一致
させることができなかった場合もあります。各シナリオにおける可変要素の重要度が読者各位によって
異なることを鑑み、数字を無理に合わせることは避けています。ソリューションのコストは次のカテゴリ
に基づき算出しています。 
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ハードウェアの設備投資コスト 

• コンピュート/サーバ/ネットワークについては、現在の各社の料金設定および再販業者の見積もり
に基づき、コンポーネントの実際の料金を使用しました。 

• ハードウェア固有の管理パッケージ（ハードウェア ベンダーから提供されているものや、その
アプライアンスで実行するためのハードウェア付属のソフトウェア）はすべて、ハードウェアの
設備投資コストの区分に含めました。ソフトウェアがアプライアンスに付属していて、分けること
ができないケースが多いため、その場合はハードウェアに含めています。 

ハードウェアの運用コスト 

• 可能な場合には、実際のメンテナンス費用を使用しています。3 年分の見積もりが入手できない
場合は、1 年ごとに延長した場合のメンテナンス費用を使用しています。特定のハードウェア コン
ポーネントのメンテナンスの見積もり料金を確認できなかった場合は、ハードウェアのメンテナンス
費用を 1 年あたり 5 ～ 8 % と見積もっています。これは、実際に入手できたメンテナンスの
見積もり料金の幅の範囲内となっています。 

• Taneja Group が前回行ったコスト比較分析において、VMware Cloud Foundation ベースの
ソリューションと従来型 3 層ソリューションとの間で人件費を比較して運用コストを検証しま
した。その調査結果から、ソリューションのハードウェア部分のみのメンテナンスを行うために、
VMware Cloud Foundation ベースのソリューションでは 0.5 FTE（フルタイム当量）の作業が
必要になるのに対して、従来型 3 層方式では 1.5 FTE が必要になると結論付けられました。 

ソフトウェアの設備投資コスト 

• 前述の調査方法に基づき、期限付きでないソフトウェア コンポーネントで、ハードウェア ベン
ダーと特に関連付けられていないものはすべて、このカテゴリに含めています。 

• すべてのシナリオで同様と見なされる、細かなソフトウェア コンポーネントについては除外して
います。たとえば、管理クラスタの Microsoft Windows ソフトウェアやクライアント仮想マシン
でホストされるソフトウェアの費用がその一例です。 

ソフトウェアのサポート 

• ソフトウェアの年間サポート費用として、3 年分で計算しています。 

付加的なオンプレミスの人件費 

• 前回の調査結果から、従来型 3 層システムと VMware Cloud Foundation SDDC について、イン
フラストラクチャ部分を管理するための人件費の相対的な差分を検証しました。 
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コストの比較結果：ハードウェア、ソフトウェア、サポートの初期費用 

次の表は、プライベート クラウドについて、各システムの初期費用の項目をまとめたものです。 

TCO 内訳：仮想マシン 1,008 台を展開するシナリオでのハードウェア、 

ソフトウェア、サポートのコスト 

コストの項目 従来型 3 層 
VMware Cloud 

Foundation 

ハードウェアの設備投資コスト 2,668,202 ドル 1,586,615 ドル 

アプリケーション/コンピュート 1,134,711 ドル 1,394,846 ドル 

ストレージおよび SAN 1,336,090 ドル  

ネットワーク 130,768 ドル 123,945 ドル 

ラックおよびケーブル 27,804 ドル 36,038 ドル 

追加のソフトウェア 2,796 ドル 0 ドル 

インストール 36,033 ドル 31,786 ドル 

ソフトウェアの設備投資コスト 549,310 ドル 853,310 ドル 

ハードウェアのメンテナンス（3 年） 813,053 ドル 334,140 ドル 

ソフトウェアのメンテナンス（3 年） 411,983 ドル 639,983 ドル 

付加的なオンプレミスの人件費 585,000 ドル 195,000 ドル 

3 年間のコストの合計 5,027,547 ドル 3,609,048 ドル 

詳細な分析の結果、VMware Cloud Foundation を使用すると、従来型 3 層システムを使用する場合と
比較して、初期費用を大幅に抑えられることが明らかになりました。ハイパーコンバージド インフラ
ストラクチャを使用すると、サーバと共有ストレージの合計費用を大幅に抑えられ、Web スケールの
大規模なサービス プロバイダーのデータセンターを使用した場合と同程度にできます。3 層アーキテクチャ
では、コンポーネントを提供する主要ベンダーが通常ハードウェアに組み込みで提供しているストレージ
およびネットワークの機能を実現するには SDDC ソフトウェアが必要になるためコストが増加しますが、
ハードウェア コストの節約分でそれを相殺できます。 

拡張型のハイブリッド クラウドへのアップグレード 

上述のプライベート クラウドは、それぞれのシステムに VMware のマルチクラウド自動化ソフトウェア
である VMware vRealize Suite を導入することにより、さらに拡張できます。VMware vRealize Suite 
は、Basic を除くすべてのエディション（Standard、Advanced、Enterprise）の VMware Cloud 
Foundation に含まれており、高度なハイブリッド クラウド自動化機能を提供します。これらのエディ
ションでは、さらに高度な vRealize Suite の機能が安定的に提供されるのに加え、ネットワーク（NSX）
およびストレージ（vSAN）の機能も強化されます。  

同様に、従来型 3 層システムのプライベート クラウドについても、同じバージョンの vRealize Suite 
をそれぞれのシステムに追加し、それに合致するよう NSX のバージョンをアップグレードすることに
より、これらの機能強化を取り入れることができます。それぞれの機能強化によってもたらされる、
マルチクラウドやハイブリッド クラウドのさまざまな機能の細かな違いについては本書の目的と異なる
ため、ここでは触れません。 

パブリック クラウドへの移行手法の比較 

プライベート クラウドで分析したのと同じ 1,008 台の仮想マシンのワークロードを 2 種類のパブリック 
クラウドに移行する場合について TCO 分析を行いました。このシナリオでは、前述の 2 つのプライベート 
クラウドで使用したのと同様の一連の IaaS ワークロードに対応できるパブリック クラウドの構成を構築
しました。調査からは、多くの利用者がプライベート クラウドをパブリック クラウドに接続することで、
ハイブリッド クラウド環境の実現を目指していることが明らかになっています。  

分析対象のパブリック クラウドとして、まず VMware Cloud on AWS を取り上げました。VMware Cloud 
on AWS は、VMware の Cloud Foundation をベースに構築されており、マウスでクリックするだけで、
AWS 上にサービスとして展開できます。エンタープライズ向け仮想化ソリューションの主要なプロバイ
ダーとして VMware 製品を利用するようになった多くの VMware ユーザーが、オンプレミスの VMware 
環境で利用しているのと同じセキュリティや制御性、機能性のすべてを備えたハイブリッド クラウドを
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すぐに実現できるようになったところに大きな特長があります。また、プライベート クラウドからパブ
リック クラウドへワークロードをシームレスに移行でき、高度なディザスタ リカバリ機能を利用できる
だけでなく、AWS のパブリック クラウドを使用しているため、ほかの AWS サービスも安全かつセキュア
に利用できます。 

分析対象とした 2 つ目のパブリック クラウドは、Microsoft Azure です。Microsoft Azure は高い利用率
を誇るパブリック クラウド インフラストラクチャであり、AWS 以外のパブリック クラウドとしてもっとも
よく名前が挙げられるものです。オンプレミスのワークロードを Azure などの VMware 製品を基盤と
しないパブリック クラウドに移行してアプリケーションを実行する場合、アプリケーションの移行（リフト 
アンド シフト）またはリエンジニアリングに大きなリファクタリング コストがかかることが明らかになり
ました。このような追加コストを数値化するため、詳細な一次調査を行って、大規模なパブリック クラ
ウドに対応するためのアプリケーションのリファクタリングにかかるコストを算出しました。 

VMware Cloud on AWS のアーキテクチャの説明 

多くのパブリック クラウド インフラストラクチャと異なり、VMware Cloud は透過的です。VMware 
Cloud on AWS では、VMware Cloud Foundation を基盤としたハイパーコンバージド アーキテクチャ
が採用されています。この VMware Cloud Foundation は、現在、多くの先進的なオンプレミスの HCI 
およびプライベート クラウド環境で使用されています。オンデマンドの VMware Cloud サービスを AWS 上
に展開した場合、複数の vSphere ベースの環境をまたいでアプリケーションを実行することができ、幅
広い AWS サービスにもアクセスできます。VMware Cloud サービスには、vSphere、vSAN、NSX に
加え VMware vCenter による管理機能が統合され、専用の伸縮自在なベアメタル AWS インフラスト
ラクチャで稼動するよう最適化されています。企業では、使い慣れた VMware のツールで、専用のパブ
リック クラウド リソースを管理できます。図 5 は、VMware Cloud on AWS のアーキテクチャを図示
したものです。 

  

ベースとなる VMware Cloud on AWS サービスでは、4 つの専用コンピュート ノードで耐障害性の高い
ハイパーコンバージド クラスタが構成されます。単一の HCI クラスタ環境で最大 16 ノードまで、1 ノード
ずつオンデマンドで拡張できます。さらに拡張が必要な場合には、最小 3 ノードのクラスタを新たに作成
できます。次の表は、ハードウェア インフラストラクチャの観点から構成要素をまとめたものです。 

VMware Cloud on AWS 

コンポーネント  説明 

クラウド ソフトウェア プラットフォーム VMware Cloud Foundation コア ソフトウェア 

クラウド コンピュート プラットフォーム AWS ベアメタル サーバ（すべてのノードが同じ） 

ノードごとのコア数 36 

ノードごとのメモリ容量 512 GB 

図 5：VMware Cloud on AWS のアーキテクチャの概要図  

 

出典：VMware 



 
 

Copyright  2019 The Taneja Group, Inc. All Rights Reserved. 11 / 18 
PO Box 117 - West Dennis, MA 02670 -T: 508.398.0075 - F: 508.398.0071 www.tanejagroup.com  

ソリューション プロファイル 

ノードごとの NVMe ベースの SSD の物理容量 10.7 TB 

ストレージ テクノロジー VMware vSAN 

1 つのクラスタの最小ノード数 3 

1 つのクラスタの最大ノード数  16 

ネットワーク テクノロジー VMware NSX 
 

 

VMware Cloud on AWS が理想的なハイブリッド クラウド ソリューションであるのは、主に次のような
特長があるためです。  

• オンプレミスとパブリック クラウドの運用の一貫性。vCenter、vSphere API、vSphere クライ
アントなど、使い慣れた VMware ツールを使用できるため、AWS 上の VMware インフラスト
ラクチャを、オンプレミスとまったく同じように管理できます。ハイブリッド クラウドの導入を
進めるにあたり、コストのかかるスタッフのトレーニングを行う必要はありません。ハイブリッド 
リンク モードでは、パブリックとプライベートの vCenter サーバ インスタンスをリンクできる
ため、1 つの vSphere Client インターフェイスで両方の環境のインベントリを管理できます。 

• ハイブリッド クラウドの統合管理。VMware vRealize Suite のアプリケーションを使用すること
で、ハイブリッド クラウド環境のオーケストレーションと運用管理を合理化できます。VMware の
ハイブリッド クラウド ツールを使用する場合でも、ほかのさまざまなサードパーティ ツールを
使用する場合でも、vSphere ベースの仮想環境との相互運用性が認められていることから高い
ベネフィットが得られます。 

• エンタープライズクラスのアプリケーション ワークロードのサポート。VMware Cloud on AWS 
では、最新のプロセッサーが搭載されたアーキテクチャをサポートする、エンタープライズクラス
のベアメタル コンピュート ノードと、NVMe プロトコルをサポートするローカル接続の SSD 
テクノロジーを組み合わせて使用します。Software-Defined Storage である VMware vSAN と 
NVMe ベースの SSD を組み合わせることにより、ミッション クリティカルなワークロードのサ
ポートで長い実績を持つ共有ストレージ環境を構築可能です。オールフラッシュ ストレージ 
インフラストラクチャにより、どのワークロードが VMware Cloud on AWS への移行に適して
いるかを考慮する必要もありません。 

• 平均値を上回る仮想マシンの集約度と効率性。VMware vSphere 環境はリソース効率の高さで
知られています。ワークロードを VMware Cloud on AWS に展開することで、この効率性を十分
に活かすことができます。パブリック クラウド ベンダーではどの程度のリソースがオーバープロ
ビジョニングされているかや、基盤となっている仮想化テクノロジーのパフォーマンス効率を知る
ことはできません。VMware Cloud on AWS の透過的なアプローチを通して、追加コストをかける
ことなく、環境内に多くの仮想マシン インスタンスを集約でき、効率性と費用対効果に優れた
ソリューションとすることができます。ほかのアプローチによるパブリック クラウドとは異なり、
集約度と効率性が高いことで仮想マシンあたりのコストを抑えることができるため、クラウド プロ
バイダーの収益性ばかりが高くなるのとは対照的です。 

• シームレスなネットワークのブリッジ接続と機能。VMware Cloud on AWS では、パブリック 
クラウドとプライベート クラウドの環境をまたいで NSX テクノロジーを活用することにより、
ハイブリッド クラウドに伴う多数の複雑な互換性の問題を解消できます。VMware HCX により、
vMotion を使用して、これまでサーバ ノード間でのみ可能だったワークロードの移行を、クラウド間
で行うことが可能です。 

• 妥協のないワークロードの可搬性。ハイブリッド クラウドのメリットとして大きくアピールされ
ながら十分な成果が出ていなかった機能の 1 つとして、パブリック クラウドへワークロードを
シームレスにバースティングする機能が挙げられます。VMware Cloud on AWS では、VMware の
ソリューションを活用することによりこれが実現されており、オンプレミスとパブリック クラ
ウドの VMware 環境でシームレスに動作します。これらの機能には、透過的にワークロードを
移動できる vMotion や、VMware Cloud on AWS とオンプレミスの vSphere 環境の間で自動的
にロードバランシングができる DRS などが含まれます。 

• 単一の窓口でのプレミアム サポート。パブリック クラウドのサポートは、契約しているサービス
のレベルに応じて異なる場合があります。VMware Cloud on AWS を利用する場合、VMware が
サービスを管理、運用し、ソリューションに含まれるすべてのコンポーネントのライフサイクル
全体についてサポートを提供します（緊急パッチの適用、ソフトウェアのアップグレードなど）。
ユーザーは、FAQ、フォーラム、チャット機能を備えたオンライン サポート センターを含む、
世界水準の 24 時間 365 日対応のサポート サービスを利用できます。 
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• AWS サービスへの直接アクセス。VMware Cloud on AWS で実行されるアプリケーションは、
AWS サービス（S3、AI、Analytics、Lambda など）へのアクセスにおいて、ネイティブの EC2 
から実行されるアプリケーションと同程度に優れたパフォーマンス（低遅延、広帯域）を発揮
します。これは、VMware と AWS インフラストラクチャのネットワーク連携により、AWS の
環境およびサービスに対する専用アクセスが提供されているためです。 

VMware Cloud on AWS で期待される効率性と料金 

VMware では、ハイブリッド クラウドの利用について最適な戦略を立てることができます。すべてが
透過的であるため、仮想マシンの集約/オーバーサブスクリプション、vMotion、HA など、オンプレミス
で実績のある VMware の機能を、ハイブリッド クラウド アーキテクチャでも活用できます。VMware は、
VMware Cloud on AWS の料金メトリックを変更しています。クラウドに展開されるワークロードの総数
によって実際の効率性の計算は変わりますが、Taneja Group が試算した VMware Cloud on AWS を使用
する際に期待できる効率性は、下表のようにまとめることができます。 

VMware Cloud on AWS の効率性の計算 

コンポーネント  値 説明 

ノードごとのコア数 36 コンピュート ノードあたりの使用可能な物理コア数 

オーバーコミットメント率 4 
ハイパースレッドの効果を考慮した場合の値（非常に控えめ
な計算値） 

ノードあたりの使用可能な 
仮想 CPU 数（オーバーサブ 
スクリプションあり） 

144 
仮想 CPU 数は、パブリック クラウドでよく指定される 
コンピュート リソースの標準的な単位 

仮想 CPU あたりの使用可能な
メモリ容量 

3.5 GB 
ワークロードに対応するうえで余裕をもった仮想 CPU の 
メモリ容量 

仮想 CPU あたりの使用可能な 
SSD の実効容量 

47 GB 
RAID 6 構成で、重複排除率を控えめに 1.44:1 と見積もった
場合 

 

 

VMware Cloud on AWS のプロビジョニングに関して、VMware は複数の料金を設定しています。イン
フラストラクチャをオンデマンドで利用することもできますが、料金的なベネフィットが高いのは、ニーズ
に応じて 1 年または 3 年単位でインフラストラクチャをリザーブする形態です。リザーブ期間が長いほど
割引率は高くなります。次の表は、このレポートの発表時点での料金の概要をまとめたものです。料金
には、エンタープライズ レベルで必要な一連のサービスおよびサポートが含まれます。 

VMware Cloud on AWS の料金計算 

料金設定 
オンデマンド 

（1 時間単位） 
1 年間事前コミット 3 年間事前コミット 

標準料金（ホスト 1 台あたり）* 8.3681 ドル/時間 51,987 ドル/年 109,366 ドル/3 年 

実際の時間あたりの料金** 8.3681 ドル/時間 5.9346 ドル/時間 4.1616 ドル/時間 

オンデマンドと比較した節約分   30 % 50 % 

* 米国西部のデータセンターの料金。 

** 比較用に算出した 1 時間あたりの金額。 

VMware Cloud の具体的な構成とコスト 
VMware Cloud on AWS の構成の規模を決定する方法は非常にシンプルです。料金計算ツールを使って
さまざまな選択肢や組み合わせを試す必要はなく、各ホスト ノードで処理可能な仮想マシンのキャパ 
シティを計算し、ワークロード シナリオへの対応に必要なホスト数を乗算するだけです。このノード 
ベースの料金設定の考え方は非常に重要です。Azure でのシナリオとは異なり、仮想マシンの構成を
必要に応じて都度変更でき、その変更後の月額料金がいくらになるかが明確にわかるためです。次の表は、
VMware Cloud on AWS の構成とコストをまとめたものです。 
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VMware Cloud on AWS パブリック クラウドの料金計算 

クラウド コンポーネント 構成 
3 年間事前コミットの 

コスト 

VMware Cloud ホスト  
コア数 36、メモリ 512 GB、 

SSD ストレージ物理容量 10.7 TB 
3,038 ドル/月 

IaaS ワークロード シナリオ ホスト 28 台（仮想マシン 1,008 台） 15,190 ドル/月 

サポート  Premium 付属 

3 年間の総コスト  3,062,248 ドル 

仮想マシン 1 台あたり月額  84.39 ドル 
 

Microsoft Azure のパブリック クラウドの場合 

コスト比較分析を行うパブリック クラウドの選択肢の 2 つ目として、Microsoft Azure を取り上げ、
ビジネス クリティカルなワークロードの実行に対応できる汎用 IaaS システムとして、クラウドのシナ
リオを構成しました（高可用性を備える、24 時間 365 日のサービス対応など）。仮想マシンのサイジング
とストレージの構成については、Microsoft の推奨に従い、この水準のサービス レベル アグリーメント
（SLA）が得られるように拡張サービス契約を含めました。Microsoft ではさまざまな仮想マシンのサイズ
が用意されているため、まず条件に合う Azure 仮想マシンのサイズを選択し、VMware Cloud on AWS の
仮想マシンのサイズをこれに一致させました。これにより、分析対象のそれぞれのパブリック クラウド
環境ができる限り同等の条件に近付くようにしました。比較方法の概要と前提条件は次のとおりです。 

• IaaS のサイジングを最適化し、合理的な量のビジネス クリティカルなワークロードをパブリック 
クラウドに移行するのに十分な規模の環境を実現する。まず Azure 対応の仮想マシン インスタンス
について行い、次に、これに VMware Cloud を一致させました。 

• 2 つのシナリオでほぼ同等となるコストは含めない（AWS と Azure の出力の課金など）。 

• ワークロードをパブリック クラウドに移行するために必要なものについての前提は行わない。
この部分の分析については、リファクタリング コストのパートで確認します。 

• 調査から、企業が重要なワークロードのパブリック クラウドへの移行を計画する場合、長期的な
ソリューションとして検討していることが明らかになったため、分析の対象期間を 3 年間のライフ
サイクルとする。 

各パブリック クラウドの構成  

次の表は、それぞれのパブリック クラウドで購入する構成の規模とサービスの比較を示しています。  

VMware Cloud on AWS の料金計算 

クラウド コンポーネント 必要最小限 Azure の構成 
VMware Cloud の 

構成 

仮想マシン インスタンスの合計数 1,000 1,008 1,008 

仮想マシンあたりの仮想 CPU 数 4 4 4 

仮想マシンあたりのメモリ容量 8 GB 8 GB 14 GB* 

ゲスト OS  Windows Windows Windows 

仮想マシンあたりの平均ストレージ
（SSD ベース） 

125 ～ 150 GB 128 GB 148 GB 

* 仮想 CPU が制限要因となったため、VMware Cloud on AWS のメモリについて、必要最小限の容量
よりも大きくしてあります。VMware Cloud では、より多くのストレージと、より少ない仮想 CPU を
必要とするワークロードも容易に構成できます。  
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Azure 固有の構成とコスト 

どのパブリック クラウドでも、仮想 CPU のサイズとメモリの構成には無数の選択肢があります。Azure 
での IaaS のシナリオでは、Microsoft 公式の料金計算ツールを使用し、次のような選択プロセスを採用
しました。 

1) 仮想マシンの種類とサイズを選択 
2) ワークロードの要件に合った、耐久性のある永続的ストレージを選択 
3) 追加のストレージ サービスを選択 

その結果、シナリオの構成とその料金は次のとおりとなりました。 

Azure パブリック クラウドの料金計算 

クラウド コンポーネント 構成 
3 年間事前コミットの 

コスト 

仮想マシンの種類 
F4：仮想 CPU 4 つ 

RAM 8 GB 
一時ストレージ 64 GB 

68.86 ドル/月 

永続的ストレージ 
Premium SSD Managed 

Disk 128 GB 
17.92 ドル/月 

スナップショット ストレージ 12 GB 1.44 ドル/月 

IaaS ワークロード シナリオ 1,008 台の仮想マシン 15,662 ドル/月 

サポート コスト Professional Direct* 1,000 ドル/月 

3 年間の総コスト  3,273,327 ドル 

仮想マシン 1 台あたり月額  90.20 ドル 

*Professional Direct は、サポート対象の仮想マシンの台数と関係なく、顧客ごとに  
1 か月 1,000 ドルです。  

この 3 ステップのプロセスはシンプルに見えますが、ステップごとに無数の選択肢があり、具体的なワーク
ロードに対して最適な選択肢を判断するにはかなりの時間を要しました。Azure に慣れていない場合は、
事前の調査とさまざまな選択肢の検討にかなりの時間を費やす必要が生じます。 

アプリケーションのリファクタリング：大規模なパブリック クラウドへの移行に伴う
隠れたコスト 

企業でパブリック クラウドを導入する場合の最大の障壁の 1 つが、アプリケーションの移行と展開に
かかる時間、労力、およびコストです。クラウドでネイティブ実行するために開発されたアプリケーション
を除いて、新しくアプリケーションをクラウドに移行する場合は、アプリケーションごとに少なくとも
移行と調整の作業が必要になり、多くの場合は、それぞれのパブリック クラウド環境で正常に動作させる
ためのリエンジニアリングも必要です。Taneja Group の調査では、ビジネス アプリケーションの準備
から運用開始までにかかる、移行とリファクタリングのコストが過小評価される傾向があることがわかって
います。2018 年には、一連の質問を通じて、移行対象のアプリケーションの種類および必要な労力と時間
の概算をもとに、リファクタリングの隠れたコストの明確化と定量化を行いました。 

この調査では、オンプレミスのワークロードをネイティブ AWS または Azure パブリック クラウドに移行
したことのある、200 人を超える IT の実務担当者を対象にアンケートを実施しました。オンプレミス環境
から大規模なパブリック クラウドにワークロードを移行するコストを具体的な数字として算出するのは
困難であると考え、IT 担当者に対して、3 種類の異なる方法でコストについて回答を求め、コストに収斂
が見られるかどうかを確認しました。また、リエンジニアリングによる変更がほとんどまたはまったく
必要のない、パッケージ アプリケーションを使用する場合（一般に「リフト アンド シフト」または「リ
プラットフォーム」と呼ばれる方法）と、ある程度のリエンジニアリングが必要なカスタム アプリケー
ションの場合（「リファクタリング」と呼ばれる方法）で、ワークロードの移行コストを区別してもらい
ました。その結果、ワークロードのクラウドへの移行における仮想マシンあたりのコストに、注目に値
する整合性があることがわかりました。分析を行うために必要な情報を収集するために、回答者に提示
した主な 4 つの質問は次のとおりです。 
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1. パブリック クラウドに移行した仮想マシンの数を教えてください。 

2. その仮想マシンをパブリック クラウドに移行するためのコストの概算を教えてください。 

3. その仮想マシンをパブリック クラウドに移行するための工数の概算を教えてください。 

4. その仮想マシンをパブリック クラウドに移行するための仮想マシンあたりのコストの概算を
教えてください。 

この分析では、非常に大規模で高額なプロジェクトのために仮想マシンあたりのコストがきわめて高額に
なったという回答があった一方、移行にコストはかからなかったという回答もありました。このような
両極端の回答は分析対象外とし、正規化された平均コストを算出するアプローチを取りました。次の表は、
それぞれの算出方法によるコストをまとめたものです。 

コスト分析：パブリック クラウドへのワークロードの移行 

項目 
パッケージ アプリ 
ケーションの移行 

「リプラットフォーム」 

カスタム アプリ 
ケーションの移行 

「リファクタリング」 
平均コスト 

クラウドに移行した仮想マシンの台数 802 台（平均） 749 台（平均） - 

コスト算出方法 1：プロジェクト  
コスト合計額を、移行した仮想マシン
の台数で徐算 

1,021 ドル/ 
仮想マシン 

958 ドル/ 
仮想マシン 

990 ドル/ 
仮想マシン 

コスト算出方法 2：人件費* を、移行 
した仮想マシンの台数で徐算 

911 ドル/ 
仮想マシン 

968 ドル/ 
仮想マシン 

940 ドル/ 
仮想マシン 

コスト算出方法 3：回答者が答えた 
仮想マシンあたりのコスト  

642 ドル/ 
仮想マシン 

1,337 ドル/ 
仮想マシン 

989 ドル/ 
仮想マシン 

* 人件費は、平均として年間 12 万ドルで計算しました。  

これら 3 つの算出方法のいずれの移行コストも似たような数値に収斂しました。このホワイトペーパーでは、
3 つ目のコスト算出方法がもっとも正確と考え、最終的な比較分析では仮想マシン 1 台あたり 989 ドル
という数字を使用しました。  

VMware Cloud と Azure のパブリック クラウド サービスの比較 

次の表とグラフは、1,008 台の仮想マシンと同様のワークロードおよび期待される SLA に対処できる
ように構成された VMware Cloud on AWS と、同等の Azure 構成の比較を示したものです。評価には、
アプリケーションをパブリック クラウドで実行するためのリファクタリングにかかる 1 回限りのコストが
含まれています。これは、Azure などの VMware Cloud Foundation ベースでないパブリック クラウドに
アプリケーションを移行する場合に発生し得るコストです。 

 

Azure と VMware Cloud のパブリック クラウドの料金 

項目 Azure 
VMware Cloud 

on AWS 
VMware Cloud の

節約効果 

3 年間のクラウドのサブスクリプション 
コスト 

3,273,327 ドル 3,062,248 ドル 
211,079 ドル
（6 %） 

1 回の移行/リファクタリングのコスト 996,912 ドル  
996,912 ドル
（100 %） 

合計コスト  4,270,239 ドル 3,062,248 ドル 
1,207,991 ドル
（28 %） 
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クラウドの 4 つの選択肢の比較 

コスト節減の方法がますます求められるなかで、インフラストラクチャとして IaaS が選ばれるケースが
急激に増加しています。その際に、オンプレミスでプライベート クラウドとして展開される場合もあれば、
一般的なサービス プロバイダーが提供するクラウド サービスを利用する場合もあります。次の表とグラフ
は、4 つのクラウドについて、同じ種類のワークロードを実行する 1,000 台の仮想マシンを運用する場合
の 3 年間のコストの比較を詳しく示したものです。 

コストの項目 従来型 3 層 
VMware 

Cloud 
Foundation 

パブリック  
クラウド 

パブリック  
クラウド上の

VMware 
Cloud 

オンプレミスの初期費用 3,217,512 ドル 2,439,925 ドル   

オンプレミスの運用コスト 1,810,035 ドル 1,169,122 ドル   

クラウドのサブスクリプション コスト   3,273,327 ドル 3,062,248 ドル 

ワークロードのリファクタリングのコスト   996,912 ドル  

3 年間のコストの合計 5,027,547 ドル 3,609,048 ドル 4,270,239 ドル 3,062,248 ドル 

想定される仮想マシンの集約度 1,008 1,008 1,008 1,008 

仮想マシンあたりのコスト 4,988 ドル 3,580 ドル 4,236 ドル 3,038 ドル 

従来型 3 層システムと比較した節約効果  28 ％ 15 ％ 39 ％ 
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分析を行った各クラウドのシナリオでは、コストとメリットの間にトレードオフがあります。次の表は、
最適なクラウドを選択するうえで参考にできる定性的要素をまとめたものです。 

クラウドの種類を選択するための基準 

最適なクラウドの選択 

クラウドの種類 選択する理由 デメリット 

従来型の 3 層の 
プライベート  
クラウド 

• コンピュートにはブレード サーバ テクノロジー
を使用したい 
• ストレージとコンピュートを別々にスケーリング
する必要がある 
• 同じインフラストラクチャでベアメタルのワーク
ロードに対応する必要がある 
• ストレージのパフォーマンスに関して特定の特性
を最適化する必要がある 

• 設備への初期投資額が高くなる可能性
がある 
• 通常、開始時のインフラストラクチャ
のオーバープロビジョニングが大きく
なる 
• アップグレードのサイクルに手間が
生じ、3 ～ 5 年で拡大が必要になる 

 

VMware Cloud 
Foundation  
ベースの 
プライベート  
クラウド 

• プライベート クラウドとパブリック クラウドで
アーキテクチャを一致させることができる  
• 必要な分だけをあらかじめ購入し、必要に応じて
追加できる 
• オンプレミス インフラストラクチャとしては
コストが最小 

• ワークロードの種類によってはコン
ピュートやストレージに関して特別
な要件があるため、十分に対応でき
ない場合もある 
• コンピュート対ストレージのサイ
ジングと性能を必ずしも十分に最適化
できない場合がある 

パブリック  
クラウド 

• 増減の幅が大きい、大規模なワークロードがある
（季節的変動があるなど） 
• 世界中からアクセスされる、一般消費者向けの 
Web アプリやコンテンツのプロビジョニング
に適している 
• ほかのパブリック クラウド サービス（AI クラ
ウド サービス）へのアクセスが必要  
• スタートアップ企業はパブリック クラウドから
始める傾向がある 

• オンプレミスのワークロードをパブ
リック クラウドに移行するにはリファ
クタリングやリプラットフォームに
大きなコストがかかる 
• データをクラウドの外部に送信する
必要がある場合、コストが増大する
可能性がある 
• 規制順守のために特定のアプリケー
ションはオンプレミスにしておくこと
が求められる場合がある 

パブリック  
クラウド上の 
VMware Cloud 

• オンプレミスの VMware のソリューションと
シームレスに連携するハイブリッド クラウド
環境が必要である 
• 安定したビジネス クリティカルなワークロード
に対応できるもっとも低コストのパブリック クラ
ウドである 
• オンプレミスのワークロードをパブリック クラ
ウドに移行するのにリプラットフォームのコスト
がほとんどかからない 
• パブリック クラウドとプライベート クラウド
の間で、双方向にワークロードを透過的に移行
するための非常に簡単な方法である 

• パブリック クラウドほどきめ細かい
単位でスケールインできない 

 

 

これら 4 つのプライベート クラウドおよびパブリック クラウド ベースのアプローチは、TCO やその他の
要因によりそれぞれの選択理由が異なると考えられますが、今後も各ニーズに応じて活用されていくもの
と推察されます。 

Taneja Group の見解  

ハイブリッド クラウドは、もはや次世代のテクノロジーではありません。すでに多くの企業が導入を進め、
活用を始めています。今回の調査から、ハイブリッド クラウドは長期的なアーキテクチャとして多くの
企業の意思決定者に支持されており、すでに導入が進んでいることがわかりました。 

ハイブリッド クラウドを選択する場合、プライベート クラウドとパブリック クラウドの選択肢をできる
限り狭めないソリューションに目を向けるのが最善であると考えられます。これは、特定のプロバイダーに
ロックインされるリスクを低減して、それぞれのワークロードを、特性や機能、コストの面から最適な
クラウドに展開できるようにするためです。クラウド間の互換性とワークロードの可搬性を確保できる
ハイブリッド ソリューションならば、展開先を柔軟に選択でき、ワークロードを真にハイブリッドな形で
運用できます。 
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Taneja Group がこれまで行ってきた 2017 年後半の調査を中心に、ハードウェア主体の従来型 3 層構造
の構成と比較した Software-Defined Data Center アーキテクチャのメリットが明らかになっています。
特に、Microsoft Azure や Azure Stack などのパブリック クラウドやプライベート クラウドとの比較を
通して、VMware Cloud Foundation ベースのクラウドが提供するコストおよび俊敏性の面でのメリット
が確認されています。そして、この最新の調査で見てきたとおり、アプリケーションの移行とリファクタ
リングのコストを考えた場合、VMware Cloud Foundation ベースのクラウドが持つ相対的な TCO の
優位性はさらに大きくなります。 

さまざまなハイブリッド クラウドの選択肢を精査する際は、VMware Cloud Foundation ベースのプライ
ベート クラウドや VMware Cloud Foundation に対応したパブリック クラウド（VMware Cloud on 
AWS、または VMware のパートナーがサポートするそのほかの VMware Cloud ソリューション）など、
VMware Cloud Foundation をベースにしたソリューションを検討することをおすすめします。これらの
クラウドは十分な機能を備え、費用対効果に優れたハイブリッド クラウド環境を構築する土台となり、
将来の拡張にも対応できるものと言えます。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Taneja Group による注意事項：このホワイトペーパーでは、対象のソリューションの実際の TCO の計算
を試みています。ただし、実際の環境、スキル セット、関連するサービスに違いがあれば、TCO 分析に
差異が生じます。さらに、サポートされるビジネス上の成果や、特に、比較対象のサービスの自動化水準
はさまざまです。実際の環境と整合性のある TCO の数字を算出するには、具体的な環境に応じた分析を
実施する必要があります。最後に、このホワイトペーパーで提示した分析は、ソリューションの評価方法
について認識を深めることを目的としています。この分析は、特定の環境において最適なソリューション
を実証することを目的としたものではありません。この分析で対象となったソリューションには、それ
ぞれに実績のある固有のメリットがあります。 

  
 

 
 
 

 
 

 

 

注意：Taneja Group が提供する情報および製品に関する推奨事項は、公開された情報およびソース
に基づくものであり、Taneja Group およびそのほかの個人的な見解が含まれることがありますが、そ
のすべての正確性と信頼性は高いものと確信しています。しかし、市場の状況変化により、弊社が管
理できる範囲を超える場合、情報および推奨事項に関して、いかなる保証も提供しません。ここで使
用され、記載されているすべての製品名は、各所有者の商標です。Taneja Group, Inc. は、ここに記
載された情報および推奨事項を使用あるいは信頼することにより、あるいは本書に含まれる不注意によ
る誤りにより生じた、いかなる損害（偶発的、結果的、そのほかを含む）に対して責任も義務も負いませ
ん。 
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