
VMware のクラウド管理プラットフォームと
ネットワーク仮想化の相乗効果による 

ビジネス俊敏性の向上 

マルチ クラウド時代の 
デジタル ビジネスに最適な IT



アプリケーションを迅速に提供するために
アプリケーションは今やビジネスに不可欠なツールです。アプリケーションを通じたコミュニケーション、

コラボレーション、業務が世界中で行われる中、多くの企業が、仕事環境の刷新が求められるような新しい

ビジネス モデルと収益源を模索しています。デジタル ビジネスはあらゆる業界のあり方を変化させており、

企業がきそってデジタル トランスフォーメーションを進めるなかで、ビジネス部門から IT 部門への、迅速な

アプリケーションの提供によるプロセスの俊敏性向上に対する要求が高まっています。

IT 部門は、開発や品質保証 （QA） などのチームへの迅速なリソースの提供に努めていますが、現状では

困難です。多くの場合、必要なインフラストラクチャ リソースのすべてを展開する作業は、依然として 

手動で行われており、プロセスが複雑であるために、いつ、どこに、どのアプリケーションやサービスを

展開できるかが制限されてしまい、開発時間の長期化、生産性の低下、新しいビジネス展開の遅延が生じ

ています。その結果、企業はセールス チャンスを逃し、迅速に競合他社との差別化を図ることが困難になっ

ています。

現在、仮想化とクラウドの導入が進んだ環境へのマルチティア アプリケーションの展開は、複雑な作業です。

一部の IT 部門は、仮想マシン （VM） とマルチティア アプリケーションのコンポーネントの展開を自動化

することで、開発チームと QA チームの日常業務の改善に取り組んでいますが、このようなアプローチを

採用しても、多くの場合、ネットワークとセキュリティの運用に関する課題に対処できていなかったため、

迅速なコンポーネントのプロビジョニングだけでは、ビジネスのスピードと生産性に関する課題の一部しか

解決できませんでした。

ネットワークとセキュリティのリソースは通常手動でプロビジョニングされるため、エンド ユーザー 

には依然として待機時間が生じます。IT 部門には、包括的な自動化されたプロセスによって、個々の仮想

マシンを作成し、マイクロ サービス、ストレージ、ネットワーク、セキュリティに関する適切なリソース

を備えたアプリケーションとして構成することが求められます。ネットワークとセキュリティが自動化 

されていないと、多くの時間が必要となるうえ、セキュリティと運用に関して大きなリスクが生じるほか、

ビジネスを成功に導き、ブランドの評価を守るためには、運用を継続的に監視して、サービス品質とコン

プライアンスを確保することも重要です。
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ソフトウェア ベースのアプローチ
現在のアプリケーションには、変化し続ける要件に対応するために必要なスピード、 

一貫性、品質をビジネスに提供する自動化機能を活用するソフトウェア ベースのアプ

ローチが必要です。ソフトウェア ベースのモデルでは、従来のビジネスをデジタル  

ビジネスに変化させ、俊敏性を向上させることができます。VMware の Software-

Defined Data Center （SDDC） は、インフラストラクチャとアプリケーションの提供

プロセスをネットワークとセキュリティを含めて End-to-End で自動化する、IT 部門

のための最新のアーキテクチャです。

本書では、VMware の Cross-Cloud Architecture の基盤として、迅速なアプリケー

ションの提供とサービス品質の確保に関する課題を克服し、真のビジネスの俊敏性向上

を支援する、VMware vRealize （クラウド管理プラットフォーム） と VMware NSX 

（ネットワーク仮想化） の緊密な連携について解説します。

• VMware vRealize： エンタープライズ対応の包括的なクラウド管理プラット 

フォームです。異種混在のマルチ クラウド環境において、迅速な IT サービスの提供、

IT 運用の改善、IT 部門の管理下でのビジネス部門と開発者への選択肢の提供を実現

します。

• VMware NSX： SDDC のネットワークの抽象化、プール化、自動化によって、仮想

マシンの運用モデルをネットワークに提供するネットワーク仮想化プラットフォーム

です。コンピューティング用の仮想マシンと同様に、仮想ネットワークも基盤となる

ネットワーク ハードウェアから独立し、プログラムによってプロビジョニングおよび

管理されます。

VMware のビジョン

VMware は、SDDC を構成する 

製品群、VMware vCloud® Air™ 

Network、vCloud Air プラット 

フォームによって、プライベート クラ
ウドとハイブリッド クラウド市場を
牽引してきましたが、2016 年に、
複数のクラウドやデバイスに 

わたって共通の運用環境でアプリ
ケーションを実行、管理、接続、
保護し、企業にクラウドに関する
自由度とコントロール性を提供 

する  VMware Cross-Cloud 

Architecture™ を発表しました。
V M w a r e  C r o s s - C l o u d 

Architecture は、VMware Cloud 

Foundation™ と開発中の一連の 

Cross-Cloud Services™ の 2 つの
ソリューションによって構成され、
VMware vRealize® Suite のクラ
ウド管理プラットフォームと 

VMware NSX® も 重要なコンポー
ネントです。
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vRealize と NSX の組み合わせでは、環境内やアプリケーション内で変化があっても、

構成の継続的な管理を容易に行うことができ、ブループリントを更新するだけで、一部

のアプリケーションのネットワークの構成やセキュリティ ポリシーを変更できます。

更新されたブループリントを使用するアプリケーションは自動的に更新され、構成の 

変更を反映します。セキュリティ ポリシーはプロビジョニングの間に一貫して適用 

され、ワークロードに自動的に追随するため、ファイアウォールは常に機能します。

DevOps 対応の IT： 開発者の生産性の向上
開発者の生産性を大幅に向上させることを目的として、多くの企業が DevOps 対応の 

IT に取り組んでいます。開発チームへのインフラストラクチャとアプリケーションの

提供を自動化することは、開発チームがアプリケーションを迅速にリリースし、開発 

リソースである人とテクノロジーの両方の生産性を向上させるうえで、重要な最初の 

一歩です。

マルチマシン ブループリント、サービス カタログ、ガバナンス機能に加えて、

VMware は開発者にフォーカスしたシナリオに適した API へのアクセスを提供して 

います。vRealize、NSX、VMware® Integrated OpenStack を使用することで、 

コンピューティング、ストレージ、ネットワークに関する API に開発者が直接アクセス

できるほか、インフラストラクチャ リソースにアクセスする手段としてカタログと 

API の両方を提供できるため、さまざまな開発者のニーズに対応できます。

「アプリケーションのライフ
サイクル全体をサポートする
自動プロビジョニングの 
ブループリントによって 
セキュリティ ポリシーを確立
できます。VMware NSX と 
vRealize Automation に
よって、アプリケーション
の作成から運用終了まで、
ライフサイクル全体を通じた
セキュリティの確保が可能
です」

SAIC 社 
クラウド コンピューティング担当部長兼 
ディレクター 
Coby Holloway 氏 

プロビジョニングにおける 
スピード、一貫性、セキュリティ
ビジネス部門が新しいアプリケーションをすぐに利用したいと考える一方で、IT 部門が

アプリケーションとインフラストラクチャを提供する従来のプロセスは、手動で間違いが

起こりやすく、時間がかかり、構成エラーやセキュリティ上のミスが発生しやすいもの

でした。VMware が提供するエンタープライズ クラスの自動化機能を活用することで、

基盤となるネットワークとセキュリティのインフラストラクチャを備えたアプリケー

ション環境を導入時にプロビジョニングして、俊敏性、スケーラビリティ、一貫性を確保

することができます。End-to-End でプロセスを自動化し、手動のタスクをなくして

サイクル時間を短くする （サイロ化されたチーム間での引き継ぎと調整の効率化など） 

ことで、待機時間を大幅に短縮します。vRealize と NSX の組み合わせにより、IT の

自動化と DevOps 対応の IT という 2 つの重要なユースケースに対処できます。

IT の自動化： 迅速な IT リソースの提供
vRealize 製品では、「本番環境対応」 のインフラストラクチャ コンポーネントとアプ

リケーション コンポーネントの提供と管理を自動化できます。これによって、異種 

混在のマルチ クラウド環境における迅速な IT サービスの提供、IT 運用の改善、エンド 

ユーザーへの管理方法の選択肢の提供が可能です。

NSX を利用することで、ネットワークとセキュリティのチームは、論理スイッチ、ルー

ター、ロード バランサ、分散ファイアウォールなどのインフラストラクチャのプロビ

ジョニングに関する作業量とコストを大幅に削減できます。

vRealize と NSX を組み合わせると、インフラストラクチャをモデル化し、マルチティア 

アプリケーション環境を完全なものにして、ネットワーク プロファイルやセキュリティ 

ポリシーを含むブループリントとして開発者に提供できます。vRealize と NSX がネイ

ティブに連携することにより、ドラッグ アンド ドロップ操作が可能で、ネットワーク 

サービスとセキュリティ サービスをブループリントに動的に組み込むことができる 

ほか、繰り返し利用可能なため、ネットワークとセキュリティに関する手動の作業を 

削減できます。その結果、インフラストラクチャとアプリケーションの提供にかかる 

時間を数週間から数分に短縮すると同時に、環境を標準化し、構成エラーを回避する 

ことが可能です。

この 2 つのソリューションの組み合わせでは、企業が従来直面してきた大きな課題の  

1 つである、アプリケーション レベルでのセキュリティ ファイアウォールのプロビジョ

ニングを行うことができます。マイクロ セグメンテーションとも呼ばれるこの機能は

マルチティア アプリケーションのプロビジョニング プロセスの一環として実行可能 

です。一般的に、アプリケーション レベルでのセキュリティのプロビジョニングは、

アプリケーション スタックのプロビジョニングの最後の手順として行われます。この

手順だけでも長い時間がかかり、プロビジョニング プロセスが数日または数週間に 

わたることもあります。

「私たちのもっとも重要な 
目標は、セキュリティの 
強化でした。既存のセキュ
リティ ソリューションは、
進化する新しいビジネス 
要件に部分的に対応できて
いなかったほか、プロセス
の自動化を進める必要も 
ありました。VMware NSX 
と  VMware vReal ize 
Automation の組み合わ
せによって、IT とセキュ
リティの運用全体を改善 
してリスクを緩和できてい
ます。また、VMware 製品
ベースのプライベート  
クラウドによって、効率性
と俊敏性を向上させること
ができました」

UnitedHealth Group 社 
Foundation Engineering 部門 
シニア ディレクター 
David Snider 氏

インテリジェントな運用、IT の自動化、DevOps 対応の IT のユースケースに対応する vRealize と NSX

設備投資コスト + 運用コスト + 俊敏性

デジタル エンタープライズの実現に向けたクラウドへの移行
vRealize と NSX による目的に応じたクラウドの規模とスピードへの対応

vSphere

管理機能を備えた
仮想化テクノロジー

インテリジェントな運用

DevOps 対応の IT

IT の自動化

4  |  vRea l i ze  と  NSX  の相乗効果   vRea l i ze  と  NSX  の相乗効果  |  5



6  |  vRea l i ze  と  NSX  の相乗効果

「NSX を基盤とする次世代の 
Software-Defined Data 
Center を展開していますが、
vRealize Network Insight 
（ 旧 称 Arkin） の リ ア ル  
タイムのフロー分析機能に
よって、マイクロ セグメン
テーションによるセキュリ
ティを非常に簡単に実装でき
ました。また、可視化と 
トラブルシューティングの
機能によって、NSX 環境を
迅速かつ確実に拡張でき 
ます」

Nebraska Medicine 社 
情報管理担当取締役 
Brian Lancaster 氏

マイクロ セグメンテーションが 
有効な理由

データセンターを保護するための 

標準的なアプローチでは、境界で 

強力な保護を行い、脅威をネット
ワークの外側に留めることにフォー
カスしてきました。このモデルは、
データセンター内で発生する新しい
種類の脅威には効果がありません。
NSX が提供するマイクロ セグメン
テーションは、脅威はどこにでも 

存在する可能性があり、また、おそ
らくどこにでも存在していると想定
して、データセンター内のすべての
仮想マシンでセキュリティを詳細に
制御できるようにします。

導入後の運用：  
仮想ネットワークと 
セキュリティの最適化と拡張
初期導入時のアプリケーションを中心としたネットワークとセキュリティ サービスの

プロビジョニング後、vRealize 製品で、NSX 環境の拡張など、Software-Defined 

Networking と Software-Defined Security の導入後の運用も可能です。

インテリジェントな運用： ネットワークのセキュリティ、 
パフォーマンス、可用性の向上 
NSX と vRealize 製品の導入により、ネットワーク全体でマイクロ セグメンテーション

を迅速かつ容易に設計して展開できるため、セキュリティの強化、仮想ネットワークと

物理ネットワークのパフォーマンスの最適化を通じた効率性の向上、仮想ネットワーク

の健全性と可用性の確保が可能になり、IT サービスの品質向上と導入時間の短縮を 

実現できます。

マイクロ セグメンテーション： 計画、導入、コンプライアンスの
改善
アプリケーションの動作とさまざまな階層の通信方法の把握は困難ですが、セキュリティ 

ポリシーとファイアウォール ルールを正確かつ予測可能な形でモデル化するには欠か

せない作業です。マイクロ セグメンテーションと仮想分散ファイアウォール ルールを

設計するために East-West トラフィック フローを手作業で分析するには多大な労力が

必要で、ミスが発生しやすいため、障害の発生や、セキュリティに問題が生じる可能性

があります。

vRealize と NSX を合わせて利用すると、NetFlow によって包括的な評価と分析を行い、

セキュリティ グループとファイアウォール ルールをモデル化でき、vRealize 製品は 

NSX のマイクロ セグメンテーションを容易かつ迅速に導入するための推奨項目を提示

します。マイクロ セグメンテーションの導入後の NSX 分散ファイアウォールのコンプ

ライアンス状況を継続的に監視、監査するには vRealize が有効です。vRealize には

過去の状態を時系列にさかのぼるタイムマシン機能が備わっており、過去の状況と現在

の状況を比較した上で、コンプライアンスが準拠されていることを確認することができ

ます。また、vRealize のログ分析機能では、ファイアウォール ルールの変更履歴を把握

できるため、「帯域負荷の高い仮想マシン」 を特定することによって、監査の効率が 

向上します。
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市場からの高い信頼と豊富な 
実績を誇るソリューション
アプリケーションは、企業がサービスを提供しビジネス チャンスをつかむうえでの 

重要な要素です。新しいアプリケーションやアップデートされたアプリケーションを 

場所、時間、デバイスを問わずにユーザーに直ちに提供するために、IT 部門にはあら

ゆるアプリケーションのビルド、配信、管理を迅速に実行することが求められます。

vRealize と NSX を合わせて利用することで、ネットワークとセキュリティ サービス

を備えたアプリケーションを迅速にロールアウトでき、ビジネスのスピードに対応する

ことが可能です。

VMware の vRealize と NSX を組み合わせたソリューションでは、開発期間の短縮、

価値提供の早期実現、運用コストの削減、生産性の向上、競争優位性の向上などの 

メリットを実現できます。

VMware SDDC のさまざまなテクノロジーのネイティブな連携により、多くの機能を詳細な設定不要で使用可能
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ネットワークのパフォーマンス： 包括的な可視化による 
仮想ネットワークと物理ネットワークの最適化
NSX を利用することで、ミッション クリティカルなネットワーク インフラストラクチャ

をこれまでになく効率的に管理できます。NSX は、ルーター、スイッチ、レイヤー 2  

ネットワーク、ファイアウォールなどの論理コンポーネントと物理コンポーネントを 

通じたレイヤー 3 接続など、アプリケーションの認識に関する優れた機能を提供します。

ただし、SDDC のネットワークでは、オーバーレイ （仮想） とアンダーレイ （物理） の

ネットワーク レイヤーにわたって、複数の階層、テクノロジー、ベンダーが関わって

いるため、ネットワークのパフォーマンスを最適化するには End-to-End での可視化

が不可欠です。

NSX と合わせて vRealize を使用すると、物理ネットワークと仮想ネットワークに 

わたって統合された可視化と分析が可能です。vRealize は、物理ネットワークの主要な

ベンダーの多くと連携し、仮想マシン間や VXLAN のビューを含む仮想から物理への

ネットワーク トポロジー マッピングを特別な設定なしで利用できます。さまざまな 

物理ネットワーク コンポーネントと NSX を対象にトポロジー マッピングとログ分析

機能を合わせて利用すると、詳細なコンテキスト情報を取得でき、オーバーレイとアン

ダーレイのネットワークにわたるパフォーマンスの最適化が可能です。

仮想ネットワーク環境： 健全性と可用性の確保 
NSX を使用することで、仮想マシンと同様のシンプルさとスピードで、ネットワーク

全体の構築、スナップショットの取得、保存、移動、削除、リストアをプログラムで 

実行できるため、ハードウェアを中心とした従来の運用アプローチでは不可能なレベル

の可用性を実現できます。しかし、仮想ネットワークの導入によって新しい構成要素が

追加され、VXLAN と仮想ファイアウォールの実装および運用のベスト プラクティス

の活用も難しく、従来のネットワーク管理ツールではネットワーク全体を確認すること

ができないため、仮想オーバーレイにおける接続やファイアウォールの問題のトラブル

シューティングは困難な場合があります。

NSX による仮想ネットワークの健全性と可用性を継続的に確保するために、vRealize 

では直感的なユーザー インターフェイス （UI） と自然言語による検索機能を利用して 

問題を直ちに特定し、ベスト プラクティスのガイドラインに従うことができます。 

管理者と運用担当者は、共通の言語モデルを通じて、ネットワークやデータセンターに

ついて普段どおりの言葉を使って NSX 環境の管理とトラブルシューティングを容易に

行うことができるため、大掛かりなトレーニングは必要ありません。この共通の言語 

モデルは、既存のネットワーク チームと運用チームが最小限のトレーニングで NSX 

環境に対応するうえで重要です。また、vRealize にはベスト プラクティスのチェック

機能も提供されており、ユーザーに VXLAN とファイアウォールの実装に関するガイド

を提供し、NSX 環境の設計と実装に問題がある場合はアラートを表示します。さらに、

IT 部門は、NSX コンポーネント、ネットワーク サービス、物理ネットワーク コンポー

ネントのログ データのキャプチャと分析を通じて、根本原因の分析を迅速に行うことが

できます。NSX 環境の運用開始や拡張を行うには、vRealize と NSX を組み合わせた

ソリューションが非常に重要です。

「弊社にとって 3 世代目 
となるクラウド環境への 
進化は、スタッフとビジ 
ネス パートナーとの緊密
な協力によって実現でき 
ました。なかでも Arkin 
製 品 （vRealize Network 
Insight） は、ソフトウェア 
ベ ー ス の 環 境 全 体 に 
わたって、部門間での 
視認性、コンテキスト分析、
各階層レベルでのセキュリ
ティを実現するうえで重要
な役割を果たしました」

California Department of Water 
Resources 
CTO 
Tony Morshed 氏 

送信

受信

vRealize Automation + NSX

NSX による仮想
インフラストラクチャ
のグラフィカルな
構成および
プロビジョニング

ファイアウォールと
セキュリティ ポリシー
をアプリケーションの
ブループリントに
組み込むことによる
セキュリティ強化

セキュアで拡張性と
パフォーマンスが
高いアプリケーション
のオンデマンドでの
提供

vRealize Network Insight + NSX

マイクロ 
セグメンテーション
の導入の計画と
コンプライアンス
の確保

仮想 /物理
ネットワークの
包括的な可視化に
よるネットワークの
パフォーマンスの
最適化

NSX 環境の
健全性と
可用性の確保

NSX 
ロード 
バランサ

VM VM

VM

VM VM

NSX 
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スイッチ
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俊敏性の向上に向けた検討事項 

初期導入時のプロビジョニングと導入後の運用の簡素化による俊敏性の向上に取り組むにあたって、

次の項目を検討することをお勧めします。
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IT 部門の効率性と生産性を向上させ、迅速に IT サービスを提供することで、ビジネス部門

からの要求により的確に対応することを目指していますか 

仮想化、標準化、自動化は、ソフトウェア ベースのアプローチの主な要素であり、ビジネス

と IT の俊敏性を向上させることができます。

Q

A

市場の評価やブランドに悪影響を与えるセキュリティ侵害に懸念がありますか

ネットワークとセキュリティ サービスのプロビジョニングの標準化と簡素化によってリスク

を緩和できます。

Q

A

サービスの提供方法の刷新を検討していますか 

仮想化と自動化によって、複雑性の軽減とサービスのプロビジョニングにかかる時間の 

短縮を着実に進めると同時に、IT の運用コストを低減させることができます。

Q

A

運用効率の向上に取り組んでいますか 

VMware のソリューションは、ネットワークとセキュリティの運用を支援するインテリ

ジェントな運用機能によって、目標の早期達成を実現します。

Q

A
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詳細情報 
vRealize と NSX がもたらすメリットの詳細については、次のリソースを参照してください。

vRealize Suite：   

vmware.com/jp/products/vrealize-suite

vRealize Network Insight：   

vmware.com/jp/products/vrealize-network-insight

NSX：   

vmware.com/jp/products/nsx

その他の情報

VMware 製品のご購入や詳細情報については、製品 Web サイトをご覧ください   

（http://www.vmware.com/jp/products）。

http://www.vmware.com/jp/products/vrealize-suite.html
http://www.vmware.com/jp/products/vrealize-network-insight.html
http://www.vmware.com/jp/products/nsx.html
http://www.vmware.com/jp/products.html
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