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仮想化による企業デスクトップの課題解決
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はじめに：デスクトップのジレンマ
「デスクトップ コンピューティング」という言葉は適切な言い方ではな
くなってきています。今日のデスクトップは、実際はアプリケーション、

所有する PC にこれを適用することは、多くの組織が抱える大変難し
い問題です。
• 運用コスト。フォレスター社の調査によると、PC 環境のサポートに

ドキュメント、および構成データからなるプロファイルによって定義さ

関連する定常業務の管理は簡単ではない、という指摘があります。

れるエンド ユーザー環境のことです。エンド ユーザーは、ラップトップ、

特に異なるオペレーティング システム、デバイス、およびアクセス

スマート フォン、リムーバブル ストレージ ドライブなどのモバイル デ

ポイントが混在する、大規模で地理的に分散した環境においては、

バイスを使用する機会が多くなっているため、時間と場所に関係なくア

従来のデスクトップのプロビジョニング、管理、およびサポートは

クセスできるデスクトップ環境を必要としています。

コストがかかり、困難なものになります。

一方 IT 組織は、セキュリティを強化し、企業の情報資産を厳密に管理

• バックアップとリカバリ。従来のデスクトップ コンピューティング

しながら、コスト削減と生産性向上を実現するというプレッシャーに直

は分散化する特性を持っているため、デスクトップ アプリケーショ

面しています。一部の組織ではシン クライアントを使用してデスクトッ

ン、ユーザー データ、およびドキュメントのバックアップは非常に

プ インフラストラクチャを統合していますが、従来のシン クライアン

困難です。オフィス全体のデスクトップの完全バックアップは、ほ

ト モデルではラップトップ コンピュータを使用するモバイル ユーザー

とんどの組織において現実的ではありません。また、デスクトップ

には対応できません。また、アプリケーションの互換性や全体的なエン

がダウンしたり、ラップトップ コンピュータを紛失した場合、エン

ド ユーザーの使用環境に関する、固有の課題に直面しています。

ド ユーザーがデータのバックアップを入手して実行するまでに、数

このため、共通のフレームワークを使用して、ユーザーのニーズ（自由
度、使いやすさ、柔軟性、可搬性）と IT 管理者のニーズ（セキュリティ、
制御、管理性、コンプライアンス）の両方にどのように対応するか、と
いうジレンマが発生します。
本書では、仮想化を使用した、このようなデスクトップのジレンマの解
決方法について説明します。VMware は 10 年におよぶデスクトップと
サーバ仮想化への取り組みの結果、専門知識と業界でのリーダーシップ
を確立し、これを活用してユニバーサル クライアントへの統合アクセ
スを可能にする包括的なソリューションを提供しています。これにより、
企業が収益を向上しながら、IT のニーズとユーザーのニーズを両立する
方法についても説明します。

エンタープライズ デスクトップとアプリケーション
管理に関する現在の課題

時間または数日かかることがあります。
• パッチおよびアップデートの管理。従来のデスクトップ コンピュー
ティングでは、ハードウェア、オペレーティング システム、アプリケー
ション、およびユーザーのすべてが単一のデバイスに依存します。
これらのいずれかの要素を更新すると、競合が発生する傾向があり
ます。たとえば、多くの場合、ハードウェアの更新はドライバとオ
ペレーティング システムとの競合を引き起こし、オペレーティング
システムを更新すると、アプリケーション互換性の問題が必ず発生
します。
このほかにも大きな課題が存在するため、組織はエンド ユーザー環境
の抜本的な改善策を模索しており、従来の管理統制されたデスクトッ
プのモデルからの移行を検討しています。

仮想化によるデスクトップのジレンマの解決

ガートナー社の調査によると、オペレーティング システムの移行、PC
の入れ替え、PC の運用コスト、および PC のセキュリティへの懸念に関
連する問題により、企業は既存のクライアント コンピューティング戦
略に疑問を持っています。ここでは、エンタープライズ デスクトップ
コンピューティングを実現するための従来のアプローチに関する、いく
つかの最も難しい課題について説明します。
• データのセキュリティの確保。従来のデスクトップ管理ソリューショ
ンでは、PC 端末のデータ保護に十分なセキュリティを提供できませ
ん。リモートまたはモバイル デバイス（ラップトップ コンピュータ
や USB ドライブなど）でデータの保存やデータへのアクセスを行う場

「安全性に欠け、柔軟性が低く、管理しにくい従来のデスクトッ
プ モデルは時代遅れです。代わりに組織は、タスク ベースのユー
ザー、ナレッジ ユーザー、パワー ユーザーなどの条件でユーザー
を特定し、ユーザーの種類に応じて動的なデスクトップを提供す
ることができます。デスクトップとアプリケーションの仮想化を
検討している組織に話を聞きましたが、クライアントの仮想化は
単なる新たな流行というだけでなく、将来の企業 PC のあり方な
のです」
フォレスター・リサーチ社、『Demystifying Client Virtualization』
2008 年 4 月 9 日

合は、特に注意が必要です。そのため、多くの組織では抜本的な改善
策を模索しています。IDC 社のマイケル・ローズ（Michael Rose）氏は、
「データのセキュリティを最優先事項とみなす組織は、統合仮想デス
クトップに大きな関心を寄せています」と語っています。

多くの組織では、VMware の仮想化テクノロジーを導入することで、従
来のデスクトップ コンピューティングに関連する問題をすでに克服し

• コンプライアンスとポリシーの適用。行政機関および業界の規制は世

ています。VMware の仮想化テクノロジーでは、IT 組織はデスクトップ

界中で増加を続けており、企業は、企業ポリシーの適用、データ漏洩

を統合管理および制御して、必要なコスト削減やセキュリティと制御

の防止、または全体的な監査証跡の維持を実現し、コンプライアンス

の強化を実現し、ユーザーは自由かつ柔軟にデスクトップを使用でき

を遵守する必要があります。しかし、モバイル デバイスや従業員が

ます。
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従来の「管理統制された」デスクトップでは、アプリケーション、オペ

Enterprise Strategy Group 社のアナリスト、マーク・バウカー（Mark

レーティング システム、およびユーザー データのすべてが特定のハー

Bowker）氏は次のように語っています。「VMware は、分散されたユー

ドウェアに依存します。仮想化では、これらの要素を分離されたレイヤー

ザーを統合管理するクライアント仮想化を追加した、ユニバーサル ク

にカプセル化するため、IT スタッフは個々のコンポーネントを別々に変

ライアント ソリューションとして VMware View を提供しており、デス

更、更新、および導入して、ビジネスの機敏性を高め、応答時間を短縮

クトップ仮想化におけるリーダーシップを拡大しています。VMware

することが可能です。また、エンド ユーザーにも仮想化のメリットと

は、コストを最小に抑制し、デスクトップとアプリケーション管理を

して、物理環境同様に機能の豊富なデスクトップ環境を提供できます。

簡素化しながら、最高のエンド ユーザーの使用環境を実現するユニバー

これには、オフィスの内外でも数多くのデバイスやアクセス ポイント

サル クライアントを顧客に提供する方針を示しています」

からコンピューティング環境にアクセスできる機能が追加されていま
す。
仮想デスクトップは、アプリケーション共有とアプリケーションの互換
性に関連する問題が存在しないため、ターミナル サービスよりも優れ

VMware View の仕組み
VMware View のアーキテクチャは、次に挙げるコア テクノロジーを統
合したものです。

ています。ターミナル サービスでは、互換性のあるアプリケーション

• Virtual Desktop Infrastructure（VDI）。VMware VDI と同様に、VMware

の限定されたサブセットを共有しますが、仮想デスクトップでは、各エ

View は、VMware ESX ハイパーバイザーを使用して、データ センター

ンド ユーザーはカスタマイズ可能かつ標準化された完全なデスクトッ

内の仮想デスクトップをホストするための堅牢なプラットフォーム

プ コンピューティング環境として、仮想マシンを利用します。個々の

を提供します。また、
統合管理と迅速なプロビジョニングを実現する、

仮想デスクトップはほかの仮想マシンから完全に分離されるため、IT 管

拡張性の高い VMware vCenter Server ソリューション、およびハード

理者は、オペレーティング システムとアプリケーション ソフトウェア

ウェアに依存しない、仮想デスクトップのバックアップ、フェイル

を従来の PC と同じ方法でプロビジョニングおよび管理できます。

オーバー、およびリカバリのための独自の分散インフラストラクチャ
サービスも提供します。

VMware View によるユーザーを中心とした
コンピューティングの実現
VMware といえば、データ センター仮想化プラットフォームの VMware
Infrastructure がもっとも有名な製品です。しかし 10 年前の創立時には、
高い評価を受けた VMware Workstation を提供するデスクトップ仮想化
のパイオニアとして知られていました。また、VMware は、VMware
Virtual Desktop Infrastructure（VDI）を開発し、サーバ ベースのクライ

• 高度なイメージ管理。VMware View を使用すると、「ゴールド マス
ター イメージ」を基に「リンク クローン」を作成し、パッチおよび
アップデートの管理などの重要な管理タスクを簡素化しながら、ユー
ザーのデータと設定を保持できます。このアプローチにより、IT 組
織はストレージの要件を最大 90 % 削減し、数時間かかるプロビジョ
ニングをわずか数分に短縮できます。
• エージェントを必要としないアプリケーションの仮想化。

アント コンピューティングに大きな変化をもたらしました。これは、

VMware View を使用すると、あらゆるバージョンのアプリケーショ

独自のオペレーティング システム、アプリケーション、およびユーザー

ンを 1 つのオペレーティング システム上で実行できます。このとき、
基盤となるオペレーティング システムからアプリケーションと構成

して、レガシー ターミナル サービスの概念を抜本的に改善するもので

データが分離されているため、競合は発生しません。このテクノロ

した。

ジーにより、IT スタッフはアプリケーションをパッケージングして、

バル リーダーとしての地位を確立しています。VMware View™ は、デス

Ba
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&

現在、VMware は、デスクトップとサーバの両方の仮想化におけるグロー

c ku p

構成データを持つ仮想デスクトップをデータ センターから完全に分離

• Availa

it
bil

y

クトップとサーバの仮想化テクノロジーの両方のメリットを活用する製
品です。次世代の仮想デスクトップ インフラストラクチャとして、
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VMware View は VDI の概念を拡張し、サーバとクライアントの両方が
ホストする仮想デスクトップに対応します。これらの仮想デスクトップ
はラップトップ コンピュータでもデスクトップ コンピュータでも実行

シン
クライアント

オペレーティング
システム

デスクトップ

THINAPP

アプリケーションの
仮想化

オペレーティング
システム

OS、
プロビジョニング
およびアップデート

• ディザスタ リカバリ

VMware View を使用すると、組織では統合フレームワーク内のハード
ウェア、オペレーティング システム、およびアプリケーションを別々

• セキュリティ
ラップトップ

• 可用性および
バックアップ

に管理できます。その結果、デスクトップ管理を抜本的に改善するユー
ザー中心のアプローチが実現し、コスト削減、セキュリティの強化、企
業資産の厳密な管理を行うと同時に、機能の豊富な柔軟性のあるデスク
トップ環境をエンド ユーザーに提供できます。
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できるため、ネットワーク接続の有無に関係なく、統合リソースに対し
て、幅広い種類の端末デバイスからの統合アクセスが可能です。
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データ

図 1. VMware View によるユーザー中心のエンタープライズ デスクトップ
コンピューティング
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• イ ギ リ ス の Brinsworth Comprehensive School で は、VMware のソ
「VMware の仮想デスクトップによって、スタッフはデスクトップ

リューションを実装して、従来の PC をデータ センターで管理可能

の展開と管理を効率化できました。この堅牢なデスクトップ テク

な仮想マシンに交換しました。これにより、学生とスタッフがさま

ノロジーのおかげで、当院の患者の情報を安全に保管できます。

ざまな端末デバイスから柔軟にアクセスできるようになり、IT 部門

すべてのユーザーが VMware の仮想デスクトップを使用していま

の管理時間が 20% 短縮し、サポートへの問い合わせが 15% 減少しま

す。医師や看護師は、任意のシン クライアントのワークステーショ

した。

ンから医療記録にアクセスし、技師はレントゲン写真を確認し、
専門スタッフは 450 以上もあるアプリケーションのすべてにアク
セスしています」
MetroHealth 社、シニア ネットワーク アナリスト、
クリス・ハウス（Chris House）氏

VMware View の主なメリット

• United Equipment 社では、VMware のサーバおよびデスクトップ ソ
リューションを導入し、IT インフラストラクチャの標準化、統合管理、
セキュリティの強化、ディザスタ リカバリの向上、および Microsoft
Dynamics ERP アプリケーションへのリモート アクセスの拡張を実現
しました。

「VMware の仮想デスクトップのパフォーマンス、機能、高可用性、
および管理性は当社の要件に最適でした。また、VMware のソ

「看護師や医師は、基盤となるテクノロジーには関心がありませ
ん。ただ問題なく機能して、作業がしやすくなればいいのです。
ユーザーは、VMware のソリューションを利用したワークステー
ションを問題なく使用しています」

リューションにより、既存の PC 環境を仮想環境として完全にレ
プリケーション可能であるため、リカバリ、バックアップ、およ
びプロビジョニングの機能を向上できました。さらに、企業標準
のデスクトップ アプリケーションをこれまで同様に継続して使用
できます」

Kindred Healthcare 社、Unix サポート チーム マネージャ、

NEC 経営システム本部

ローラ・アーミステッド（Laura Armisterad）氏

高い評価を受けている VMware のデスクトップ仮想化ソリューション

シニア マネージャ、島野進氏

イアント、モバイル ワークステーション、およびその他の端末デバイ

将来のデスクトップ：ユニバーサル クライアント
への統合アクセス

スを使用するユーザー向けに、何千もの VMware の仮想デスクトップを

VMware View は、仮想デスクトップをユニバーサル クライアント、す

実行しています。ここでは、VMware の仮想化テクノロジーを導入して

なわち場所やデバイスに関係なく利用できるコンピューティング環境

デスクトップのジレンマを解決することで得られる、ビジネス上のメ

に拡張する、vClient イニシアティブを通じたデスクトップ コンピュー

リットについて説明します。

ティング変革の大規模な戦略ビジョンの第一歩にすぎません。

は、すでに市場での勢いを増しています。多くのお客様が、シン クラ

• NEC（NEC Corporation）社では、サーバー環境とデスクトップ環境を

現在進行中の vClient イニシアティブの一環として、VMware はデスク

仮想化し、統合管理、セキュリティの強化、ディザスタ リカバリの

トップ、ラップトップ、シン クライアント、およびブレード PC から

向上、およびリモート アクセスの拡張を実現しました。NEC 社は、

ユニバーサル クライアントへのシームレスな統合アクセスを実現する

2009 年 3 月末までに約 20,000 台のシン クライアント端末を導入する

ため、業界全体のデバイス機器メーカーと協力しています。また、

予定です。

VMware は、Teradici Corporation 社などの企業との戦略的なパートナー

• First American 社では、VMware のソリューションを使用して、従来
のデスクトップを消費電力がわずか 9 ワットのシン クライアントに
交換することで、可用性の最適化を実現し、デスクトップの消費電力
を 93% まで削減することに成功しました。
• Kindred Healthcare 社では、VMware のデスクトップ仮想化を導入し

シップを構築して、高解像度グラフィックスやストリーミング ビデオ
などの豊富なマルチメディア機能を備える充実した PC 環境をユーザー
に提供し、ユーザーが幅広いプロトコル テクノロジーを選択できるよ
うにします。
また、VMware は、新しい VMware Mobile Virtualization Platform（MVP）

て、革新的なワークステーション インフラストラクチャを実装しま

による携帯電話向けの仮想化の開発を進めています。これは、完全に

した。ワークステーション 1 台あたりの管理ベッド数を削減しながら、

ハードウェアに依存しない方法でユニバーサル クライアントへの統合

医療提供者が病室で患者のデータにアクセスできるようになり、

アクセスを実現するために、VMware が提供するビジョンの新たな一歩

HIPAA コンプライアンスへの準拠を確保しました。

です。
VMware View と VMware vClient イニシアティブの詳細については、ヴ
イエムウェア Web サイト www.vmware.com/jp/products/view をご覧
ください。
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