FAQ

VMware Horizon Cloud Service

Q：Horizon Cloud について教えてください

Q：Horizon Cloud の仕組みについて教えてください

A： VMware Horizon® Cloud Service™ は、スケーラブルな専用の

A： Horizon Cloud は、仮想デスクトップやホスト型アプリケーション

クラウド プラットフォームを使用して、機能豊富な仮想デスク

をクラウド サービスとして、デバイスや場所を問わず提供します。

トップや仮想アプリケーションを提供します。また、VMware

エンド ユーザーは、VMware Horizon Client または任意のデバ

が提供するマネージド インフラやパブリック クラウド インフラ

イスから Web ブラウザを使用して各自の仮想デスクトップや

の Microsoft Azure といった複数の展開オプションを選択する

ホスト型アプリケーションにアクセスします。仮想デスクトップ

ことも可能です。このサービスは、クラウド環境向けに最適化

やホスト型アプリケーションはクラウドまたはオンプレミス環境

されたアーキテクチャをサポートしており、デバイスや時間を

に実装されており、IT 部門は、既存のスキルやツールを使用して

問わず、仮想化された Windows デスクトップやアプリケーション

これらを容易に管理できます。

を簡単に提供できるほか、柔軟なサブスクリプション モデルに
より、手早く導入、運用し、迅速に拡張できます。

Q：Horizon Cloud の主なメリットについて教えてください
A： Horizon Cloud は、ワークスペースをクラウド サービスとして

Q： Horizon Cloud でサポートされている複数の展開オプションとは
どのようなものですか？
A： Horizon Cloud では、すでに使用しているパブリック クラウド
インフラストラクチャの利用または VMware の完全なマネージド

管理および提供することを目的として設計されており、次のような

クラウド インフラストラクチャの購入のどちらかを選択できます。

VMware 独自の機能が実装されています。

また、展開オプションは、いつでも柔軟に変更することができます。

• 優れたエンド ユーザー環境：あらゆるデバイスに対応し、

• Horizon Cloud with Hosted Infrastructure （クラウド

WAN および LAN の両方で優れたユーザー環境を提供するよ

ホスト型）：インフラストラクチャの管理をクラウドにアウト

うに最適化されたインターフェイスを備えています。

ソースし、真の DaaS 環境の実現に取り組んでいる企業に適し

• きわめて柔軟な展開：専用デスクトップ、フローティング
デスクトップ、ホスト型アプリケーションを適切に組み合わせ
ることで、ビジネス ニーズに対応します。

• コストの削減：パーソナライズ可能な共有デスクトップとアプリ
ケーションを提供することで、ユーザーあたりのコストを削減
します。

• エンタープライズクラスのサービス：サービス レベル アグ
リーメント（SLA）の保証と VMware が提供する組み込みの
セキュリティおよびサポートにより、クラウド環境は常に利用
可能でセキュアな状態に保たれます。

ています。迅速な拡張と予測可能な運用コスト モデルの採用
が可能です。

• Horizon Cloud on Microsoft Azure：Microsoft Azure の
IaaS を Horizon Cloud に接続し、Horizon の仮想デスクトップ
とアプリケーションの提供および管理を実現します。すでに

Azure サブスクリプションを利用している企業に適しています。
Q：Horizon Cloud の購入方法について教えてください
A： Horizon Cloud には、次の 2 種類のサブスクリプション モデル
が用意されています。

• 指定ユーザー単位（NU）：仮想環境において、従業員が終日
Q：Horizon Cloud はどのような企業に適していますか？

特定の仮想マシンにアクセスする環境に適しています。

A： Horizon Cloud は、仮想デスクトップとホスト型アプリケーション

• 同時接続単位（CCU）：仮想環境において、学生やシフト勤務

のメリットを活用し、次のような取り組みを検討中の企業に適し

の従業員など、多数のユーザーがマシンを共有する環境に適し

ています。

ています。

• 先行投資の抑制と、予測可能な運用コスト モデルへの移行

そして、 VMware からクラウド ホスト型インフラストラクチャを

• 仮想デスクトップおよびホスト型アプリケーションの TCO

購入いただくか、お客様自身で契約されている Microsoft Azure

（総所有コスト）の削減

• 柔軟性と俊敏性の向上、およびサービス提供までの時間の短縮
• IT のセキュリティと管理性を低下させることなく、エンド
ユーザーに優れた使用環境を提供

• コストのかかるオンプレミス インフラストラクチャの管理業務
からの脱却

を使用して、仮想デスクトップやアプリケーションをホストして
ください。

Q：Horizon Cloud のライセンス情報はどこで確認できますか？
A： Horizon Cloud は、月単位のサブスクリプション モデルで提供
しています。Horizon Cloud のユーザー ライセンスとホスト型
インフラストラクチャ オプションの最新情報は、こちら でご確認
いただけます。
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Q：Horizon Cloud の購入先について教えてください

Q：NVIDIA GRID vGPU について教えてください

A： Horizon Cloud は、VMware 認定パートナーからご購入いただ

A： GRID vGPU は、NVIDIA が提供するグラフィック アクセラレー

けます。詳細については、VMware の営業部門にお問い合わせ

ション テクノロジーで、単一のグラフィック プロセッシング

ください。

ユニット（GPU）を複数の仮想デスクトップで共有できるよう
にします。この機能は、製造業に携わる設計者、建築家、技術

Q：Horizon Cloud はマルチテナントをサポートしていますか？

研究所、高等教育機関、石油 / ガス探査分野、医療機関の臨床医

A： はい。Horizon Cloud はマルチテナント サービスです。

をはじめ、高画質の 2D/3D グラフィカル インターフェイスへ
のアクセスが必要なパワー ユーザーに最適です。

Q：VMware Horizon Cloud で利用可能なテクニカル サポートに
ついて教えてください

Q：GRID vGPU の一般的なユースケースを教えてください

A： Horizon Cloud には SaaS プロダクション サポートが含まれて

A： パワー ユーザーや設計者は、共有グラフィック アクセラレーション

います。

の パ フ ォ ー マ ン ス を 活 用 で き る だ け で な く、 ネ イ テ ィ ブ な

NVIDIA ドライバのサポート、vSGA や Soft 3D よりも優れた
Q：IT 部門による管理とセキュリティの設定には、どのようなもの
がありますか？

グラフィック パフォーマンスというメリットも享受できます。

A： IT 部門は、独自のイメージまたは VMware が提供するゴールド

されている豊富な専門アプリケーションをサポートします。

GRID vGPU は、NVIDIA ドライバでのみ認定およびサポート

パターン イメージを使用して、仮想デスクトップやホスト型
トップ プールを作成し、デスクトップをエンド ユーザーに割り

Q：このプラットフォームではフル デスクトップの代わりにアプリ
ケーションの展開をサポートしていますか？

当てることも可能です。仮想デスクトップやホスト型アプリケー

A： はい。Horizon Cloud では、Microsoft RDS ホスト キャパシティ

ションを自社の Active Directory 環境に統合するなど、内部

（ホスト型アプリケーション サーバ）を使用して公開アプリケー

アプリケーションを作成できます。イメージ割り当て用のデスク

ネットワークへのセキュアな接続も管理します。加えて、管理コン

ションを提供できます。

ソールと仮想デスクトップに対する多要素認証の完全なサポート

Q： Horizon Cloud が使用する画面転送プロトコルを教えてください

Q：ホスト型のデスクトップやアプリケーションから、社内ネット
ワーク上の共有 IT リソース（ファイル ストレージ、プリンター
など）にアクセスできますか？

A： Horizon Cloud は、VMware Blast Extreme と Teradici PCoIP

A： はい。Horizon Cloud の機能を使用して、Horizon Cloud が提供

を構成することもできます。

プロトコルをサポートしており、Horizon のクライアントを介して、

する仮想デスクトップやホスト型アプリケーションと社内ネット

ネットワークやデバイスの種類を問わず、優れたエンド ユーザー

ワーク間にセキュアな接続を確立できます。また、仮想デスクトップ

環境を提供します。ユニファイド コミュニケーション、USB

を企業の Active Directory ドメインの一部として構成して、ほか

デバイス、3D グラフィック、マルチメディア、ジェスチャーも

のデスクトップとまったく同じように機能させることも可能です。

サポートしています。

Q：Blast Extreme と PCoIP の違いを教えてください

Q：デスクトップへのアクセスに使用できるデバイスやエンドポイント
を教えてください

A： Blast Extreme は、H.264 プロトコルに基づく新たな画面転送

A： Horizon Cloud では、任意のデバイスから、場所を問わずに自身

テクノロジーで、仮想デスクトップやアプリケーションをクライ
アント デバイスにリモートで提供する方法の 1 つとして利用でき
ます。Horizon Cloud では PCoIP を利用するデバイスも引き
続きサポートするため、Blast Extreme が追加されたことにより、
ユースケースに応じて最適な画面転送テクノロジーを選択できます。

Q：Horizon Cloud では、vGPU アクセラレーション対応のデスク
トップはサポートされていますか 1 ？
A： Horizon Cloud は NVIDIA GRID vGPU をサポートしており、
仮想デスクトップを介して、リアルな 3D グラフィックをセキュア
に提供します。デバイスや場所を問わず容易にアクセス可能で、
コストの削減や最適化が可能です。

のデスクトップやアプリケーションにアクセスできます。シン
クライアント、ゼロ クライアント、PC、Mac、iPad、Android
デ バ イ ス、 ス マ ー ト フ ォ ン、Amazon Kindle Fire、Google

Chromebook を使用できます。
Q：Horizon Cloud サ ー ビ ス は Windows 10 デ ス ク ト ッ プ を
サポートしていますか？
A： はい。
Q：仮想デスクトップやホスト型アプリケーション サーバに独自の
ソフトウェアをインストールできますか？
A： はい。仮想デスクトップやホスト型アプリケーション サーバに
独自のソフトウェアをインストールして構成できます。

1 日本国内から提供されている Horizon Cloud では、まだ vGPU はサポートされており
ません。サポート時期については、明確になり次第、お知らせする予定です。
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Q：必要に応じてストレージを追加購入できますか？

Q：VMware User Environment Manager について教えてください

A： はい。ホスト型インフラストラクチャをご利用のお客様は、必要

A： VMware User Environment Manager™ は、任意の仮想環境、

に応じて、追加のエンド ユーザー ストレージを購入できます。

物理環境、クラウドベースの環境全体に、パーソナライゼーション
と動的なポリシー設定機能を提供します。VMware Horizon

Q：Horizon Cloud のデスクトップやアプリケーションにブラウザ
からアクセスできますか？

Cloud の機能のひとつとして、既存のインフラストラクチャを

A： はい。Horizon Cloud のデスクトップやアプリケーションには、

エンド ユーザーのプロファイル管理が簡素化されます。また、

活用した拡張可能な単一のソリューションが提供されるため、

HTML5 ブラウザや Google Chromebook からシームレスに

インフラストラクチャをマッピングし（ネットワークとプリン

アクセスできます。

ターのマッピングを含む）、エンド ユーザーのポリシーを動的に
設定できるため、より多くのユースケースを安全にサポートする

Q：Horizon を使用している場合に Horizon Cloud を併用する
メリットを教えてください

ことが可能です。このソリューションによって、エンド ユーザー

A： Horizon を使用している場合、Horizon Cloud を併用することで、

アクセスでき、パーソナライズされた一貫性のあるユーザー環境

仮想デスクトップ環境を容易に拡張して、企業合併や買収、契約

は Windows のワークスペースやアプリケーションに迅速に
をデバイスや場所を問わずに使用できます。

社員、臨時社員、支社など、新しいプロジェクトやユースケース
に対応できます。また、プロジェクトに先行投資ができない場合

Q：Instant Clone テクノロジーについて教えてください

でも、Horizon Cloud の予測可能な運用コスト モデルを活用

A： VMware の Instant Clone テクノロジーを利用することで、現在

して、柔軟性と俊敏性を最大限に高めることができます。Horizon

可能な方法よりも約 10 倍の速さで仮想デスクトップのクローン

Cloud と Horizon は同じクライアントを使用するため、オンプレ

を作成して展開できます。実行中の仮想マシンのインメモリ

ミスとクラウド ホスト型の仮想デスクトップ間でシームレスな

クローン作成とコピーオンライトによって親仮想デスクトップの

ユーザー環境を実現できます。

クローンを迅速に展開します。

Q：使用するデバイスに適した Horizon Client の入手方法と価格に
ついて教えてください

Q：Horizon Cloud テクノロジーの特長について教えてください
A： Horizon Cloud では、VMware がホストするクラウドベースの

A： 各デバイス向けの Horizon Client は Horizon Cloud のサブスク

管理レイヤーを提供します。また、管理対象のパブリック クラ

リプションに含まれており、製品のダウンロード用ポータルから

ウド インフラストラクチャまたはオンプレミスのハイパーコン

追加コストなしで利用できます。iOS 版 Horizon Client は App

パージド インフラストラクチャ アプライアンスで実行されて

Store から、Android 版 Horizon Client は Google Play から

いる仮想デスクトップとアプリケーションを統合管理できます。

それぞれダウンロードできます。

お客様は、クラウドベースの制御プレーンを使用して、オンプレ

Q：Horizon Cloud には、共有（ノンパーシステント）イメージ
モデルはありますか？
A： はい。パーシステントとノンパーシステントの両方の仮想デスク
トップに加えて、RDS ホストを使用した共有デスクトップを
ご用意しています。

Q：VMware App Volumes について教えてください
A： VMware App Volumes™ は、仮想デスクトップ環境へリアル
タイムでアプリケーションを配布します。IT 部門は、Horizon

Cloud の機能である App Volumes を使用してアプリケーション
をリアルタイムで配布するシステムを構築し、あらゆるアプリ
ケーションを統合管理できます。
アプリケーションは、仮想マシンやアプリケーション自体に修正
を加えずに、仮想ディスクを通じて仮想デスクトップに配布され
ます。また、エンド ユーザー環境に影響を与えずに、高速かつ

ミスでホストされるユーザー グループ向けに、デスクトップ、
アプリケーション、ポリシーを構成できます。

Horizon Cloud テクノロジーの重要な要素の 1 つは、仮想デス
クトップとアプリケーションのジャストインタイム（JIT）プロ
ビジョニングです。Horizon Cloud では、クラウドベースの制御
プレーンで行った構成を使用し、VMware App Volumes、User

Environment Manager、VMware Instant Clone の各テクノ
ロジーを利用して、エンド ユーザーがログインしたときに、パー
ソナライズされた仮想デスクトップとアプリケーションを組み
合わせます。これにより、IT 管理者はインフラストラクチャを
柔軟に活用できます。

Q：Horizon Cloud の詳細情報はどこで確認できますか？
A： Horizon Cloud の詳細情報は、http://www.vmware.com/jp/
cloud-services/desktop.html でご確認いただけます。

低コストで仮想デスクトップにスケール アウトできます。
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