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第 回 の概要と

最新アップデート

2018 年 12月 27日

14:00より開始いたします。しばらくお待ちください。
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VMware Cloud on AWS : 
世界で最もパワフルなクラウド テクノロジーの共演

• AWS ベアメタル上で実行される VMware SDDC

• VMware が販売、運用、サポートを提供

• コンテナと仮想マシンのサポート

• オンデマンドのキャパシティと柔軟な利用

• オンプレミスの SDDC との完全な運用の一貫性

• ワークロードのシームレスな移行

• AWS のネイティブ サービスへの直接アクセス

• AWS のグローバルなフットプリントを基盤と
した可用性の高いサービスの利用

• パートナーエコシステムとの連携

ハイライト

AWSのグローバル インフラ

VMware Cloud™ on AWS
Powered by VMware Cloud Foundation

お客様の
データセンター

vSphere vSAN NSX

プライベート
クラウド

ネイティブの
AWS サービス

vRealize Suite, ISV エコシステム

vCentervCenter
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特長1. 専用に設計された管理コンソール経由でシンプルな調達が可能

• 専用の管理コンソールから
Software-Defined Data Center 
(SDDC) の作成・管理が可能
https://console.cloud.vmware.com

• マウスを数回クリックするだけで
SDDC 環境の構築が可能

- SDDC 作成： 平均2時間

- ホスト追加： 平均12分

• My VMware の認証情報を利用

• HTML5 インタフェース(モバイル対応)

• REST API 経由での操作も可能
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特長2. AWSベアメタルサーバにインプリされた VMware SDDC

• VMW-AWS両社によって共同設計さ
れた占有型のベアメタル基盤を利用

– EC2 のVPCインスタンスとして展開

– All Flashで構成されたvSANクラスタ

– 25 Gbps の仮想ネットワーク(NSX)

• 最新のVMware ソフトウェアを採用

• vSphere HTML5 Web Clientに加え、
vRealizeやPowerCLI, REST API経
由での管理性も提供

• 柔軟な接続形態を選択可能

– スタンドアロンなクラウド

– オンプレミス – VMC

– VMC – 既存のVPC
シングルテナント(占有型)のベアメタルな

Amazon EC2 ハードウェア上にVPCとして展開

vSphere / NSX / vSAN

...

vCenter Server Appliance

NSX with NSX Edge

vSphere HTML5 Client

vRealize / REST API / 
PowerCLI vSAN with All Flash
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特長3. ネイティブな AWS サービスとの連携

VMware Cloud ENI を経由して150種類近くの
ネイティブな AWS サービスとシームレスかつ高速に連携
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特長4. クラウド移行を強力にサポートする
VMware Hybrid Cloud Extension

• vSphereベースのワークロード
移行を強力にサポート

• vSphereのバージョン差異を
吸収する互換性

• vSphere Replicationを活用し
たCloud Motion で1,000台規
模の仮想マシン移行をオンライ
ンで実行可能 *プレビュー

• 拠点間をハイブリッドに繋ぐ
L2延伸ネットワーク

• 拠点間のWAN接続を最適化

• 様々なユースケースに対応
• データセンタ統廃合

• データセンタ拡張

• データセンタ更新

Any-to-AnyのvSphereマイグレーション
• オンプレミス – オンプレミス
• オンプレミス – クラウド
• クラウド – クラウド

ハイブリッドなインターコネクト

大規模に対応した
ライブマイグレーション

可搬性 セキュリティバージョン互換性

オンプレミス

vSphere 5.0 -

クラウド

VMware Cloud on AWS
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特長5. VMware による販売・運用・サポート

• 環境構築

– API を経由して、自動的に環境を作成

– VMW/AWS アカウントに紐付いた
接続を自動的に設定

• 運用

– 専任のVMwareの運用部隊が管理

– オンプレミス – VMC 間の一環した監視

• メンテナンス

– VMware の運用部隊が継続/定期的に実施

• サポート

– VMware のカスタマーサクセスチームに
よるサポートを提供

– オンラインでのチャットサービスも実装
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VMware Cloud on AWS
継続的な機能追加とグローバル フットプリントの拡大

M1 M2 M3 M4 M5

2017 年 8 月
VMware と AWS、
提供開始を発表

2017 年 11 月
大規模なミッショ
ン クリティカル ア
プリ対応

2018 年 3 月
グローバル展開の
開始

2018 年 6-7 月
ドイツでのサービ
ス提供開始とガバ
ナンス対応

2018 年 8 月
アジア パシフィッ
ク地域でのサービ
ス提供開始

2018 年 11 月
エンタープライズ
向け
アプリとコンテナ

オレゴン リージョン

4 ホスト SDDC

ハイブリッド リンク モー
ド

バージニア リージョン

VMware Site Recovery

VMware Hybrid Cloud 
Extension

ヨーロッパ展開：ロンド
ン リージョン

マルチ AZ 対応 SDDC

Horizon 7 のサポート

フランクフルト リージョ
ン

柔軟な DRS

業界の認定

アジア展開：シドニー
リージョン

vSAN EBS

一括ライブ マイグレー
ション

複 数 リ ー ジ ョ ン 展 開 ：
東 京 、 ア イ ル ラ ン ド 、
オハイオ、北カリフォル
ニア リージョン

NSX-T 採用とDirect 
Connectでのワークロー
ドネットワーク接続

M5
P1/2
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VMware Cloud on AWS 提供／提供予定リージョン
継続的な機能追加とグローバル フットプリントの拡大

サービス提供中リージョン

アメリカ：オレゴン
アメリカ：ノースバージニ
ア
ヨーロッパ：ロンドン
ヨーロッパ：フランクフル
ト
アジア：シドニー

2018年 第4四半期

アジア：東京
ヨーロッパ：アイルランド
アメリカ：北カリフォルニ
ア
アメリカ：オハイオ
AWS GovCloud(アメリカ
西部）

2019年以降順次

アジア：シンガポール
アジア：ムンバイ
アジア：大阪
アジア：香港
アジア：ソウル
アジア：バーレーン

カナダ：中央部
南米：サンパウロ
ヨーロッパ：パリ
ヨーロッパ：スウェーデン
AWS GovCloud(アメリカ東
部）
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主要なコンプライアンス規制・基準に対応

.

ISO 27001

情報セキュリティ
マネジメントシステム

ISO 27017

クラウドサービス
セキュリティ

ISO 27018

クラウド内の
個人情報保護

SOC 1

監査統制報告書

SOC 2

セキュリティ、
可用性、

機密性レポート

SOC 3

全般統制報告書

HIPAA

医療情報の安全管理

GDPR

EU一般データ保護規則

CSA

クラウドにおける
セキュリティのベスト

プラクティス



©

VMware Cloud on AWSの提供価値

世界で最も信頼性の高いVMware SDDCのテクノロジーと
世界で最も人気のあるクラウドサービスをシームレスに統合可能

オンプレミスとクラウド
で一貫性のある運用

AWS

ネイティブの
AWSサービスとの
シームレスな連携

小規模から大規模まで
カバーする柔軟な構成

容易なワークロード
のポータビリティ

AWS
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VMware Cloud on AWS ユースケース
お客様のニーズや状況に応じてフレキシブルにご利用頂くことが可能

データセンターの拡張

ユーザー環境の拡大／
オンデマンドのキャパシティ

仮想デスクトップと
公開アプリケーション

テスト／開発

拡張
維持

ディザスタリカバリ

新しいディザスタ リカバリ

既存のディザスタ リカバリの
置き換え

既存のディザスタ リカバリの
補完

セカンダリプライマリ

クラウドへの移行

特定アプリケーション

データセンター全体

インフラストラクチャの
刷新

次世代アプリケーション

アプリケーションの
モダナイゼーション

次世代アプリケーションの
構築

先進のテクノロジー

移行統合

A B C D

©2018 VMware, Inc. 



©

主要な機能
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ベアメタルサーバー スペック (i3.metal)

Local NVMe devices

Assigned to vSANBoot Device

EBS Volume
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リソースの拡張性と柔軟性

3 ホスト 16 ホスト

Elastic DRSによるオートスケーリングも可能

１クラスタあたり
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HW故障時の自動復旧

ホスト障害、または
問題を検知

1. 新しいホストがクラスタ
に自動追加され、障害
ホストからワークロード
をフェイルオーバー

2. 3. 障害ホストはクラスタ
から取り除かれ、新しい
ホストを永続的に利用

SDDC クラスタ SDDC クラスタ SDDC クラスタ
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ネットワーク接続オプション

インターネット

• パブリック IP アドレスと NAT による接続（管理とワークロード）

IPsec VPN / L2VPN 

• 暗号化されたセキュアな接続

• SDDC からオンプレミス、SDDC から SDDC、および SDDC から VPC

• オンプレ、SDDC 間の L2 ネットワーク延伸

AWS Direct Connect

• オンプレミスと SDDCの間の高速プライベート ネットワーク接続を提供

Hybrid Cloud Extension

• オンプレ、SDDC 間の ゼロンダウンタイムおよびバルクマイグレーション

• オンプレ、SDDC 間の L2 ネットワーク延伸、WAN最適化

VMware Cloud ENI

• 同じアベイラビリティ ゾーン（AZ）の SDDC と AWS VPC の間で高速かつ
低遅延の接続を提供

• AWS リージョンのサービスと、プライベート
環境で管理されている AWS サービスへのアクセス

IPsec

NAT

L2VPN

Direct 
Connect

HCX

オンプレミス

インターネット

オンプレミス

オンプレミス
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ネットワーク接続のイメージ

...MGW

CGW

セグメント

セグメント

セグメント

お客様のVPC

Redshift

EC2/RDS

S3

VPC subnets

VPC Endpoint

EC2

ENI

VMware Cloud on AWS

ホスト毎に25 Gbps のネットワーク帯域

マネジメントネットワーク

ユーザネットワーク

VMware Cloud ENI を経由するこ
とで、同一AZ内のVMC-AWS VPC
間を低遅延、高速に接続

イメージ図

インター
ネット

ダイレクトコネクト

IPSec VPN など

オンプレミス
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NSX-Tをベースとしたネットワーク機能を提供

今後 VMware Cloud on AWSのネット
ワーク基盤に様々な機能を有する NSX-T
がデフォルトに

• 簡素化されたハイブリッド性

• 冗長化されたルートベースVPN

• 分散ファイアウォールにも対応

• IPFIXとポートミラーリングによる
パケット監視
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と による
高機能、高品質なハイブリッドなネットワーク

• 全てのネットワーク通信にAWS 
Direct Connect が利用可能に

• 低遅延、高帯域幅な専用線
通信をサポートすることに
より高いサービスレベルを提供

• クラウドへの移行を加速すると
共に、マルチティアのハイブ
リッドアプリ構成を実現
可能に

...MGW

CGW

セグメント

セグメント

セグメント

VMware Cloud on AWS

マネジメントネットワーク

ユーザネットワーク

ダイレクトコネクト

オンプレミス
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マイクロセグメンテーションによる仮想マシン単位での保護
NSX のセキュリティ機能を VMware Cloud on AWS にビルトイン

• 仮想マシン単位の分散型の
ファイアウォールを提供

• VMware Cloud on AWS 内の
East-Westトラフィックを
効果的、効率的に制御

• 簡素化されたポリシーによる
設定 (例. 仮想マシン名, タグ)

• VMware Cloud on AWS内の
仮想マシンの配置に合わせて
ポリシーも継続的に追随

• Add-on サービスとして提供
(現在はキャンペーン中につき無償)

…
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• ゼロデータロス(RPO)の可用性

• インフラレイヤ組み込み型の保護。
アプリのアーキテクチャ非依存

• アベイラビリティゾーン(AZ)を
跨いだ論理ネットワークと、
vSphere HA/DRS による
ワークロードの保護/動的再配置

• アベイラビリティゾーン間での
完全同期レプリケーションにより、
ミッションクリティカルにも対応

• 片側 AZ の全面障害時でも迅速な
復旧が可能

• Add-on サービスとして提供

VMware Cloud on AWS

ストレッチクラスタによるマルチAZ
複数AZに跨がるインフラレベルでの保護により、ワークロードを強力に保護

AWS リージョン

アベイラビリティゾーン - A アベイラビリティゾーン - B

NSX による論理ネットワーク

弾力性の高いクラスタ構成

vSANストレッチクラスタによる
複数AZ間のデータ保護

インフラレイヤに組み込まれた本質的かつ堅牢なワークロード保護

vSphere

･･･

･･･

vSphere

･･･

･･･
複数AZ間でのvSphere HA/DRS

＊マルチAZ構成に必要な最小ノード数は6です。
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VMware Cloud on AWS の DR サービス
DR to the Cloud

• VMware の定番 DR ソリューション
Site Recovery Manager を活用

• vSphere Replication による
非同期レプリケーション

• 災害対策発動を全て自動化

• 専用の DR データセンターは不要

• 双方向の DR が可能

• Add-on サービスとして提供

vCenter vCenterSRMVMware Site 
Recovery Manager

(SRM)

VMware Cloud™ on AWS
Powered by VMware Cloud Foundation

AWSのグローバル インフラ
カスタマーの
データセンタ

プライベート
クラウド

vSphere Replication による
双方向のレプリケーション
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VMware Horizon 7 for VMware Cloud on AWS
いつでも、どこでも、どこからでも仮想デスクトップにアクセス

Horizon 7 Connection Servers

VMware Cloud on AWS

Horizon Cloud Pod Architecture (CPA) 

vSphere

Horizon 7 Connection Servers

Horizon Pods (VMware Cloud on 
AWS)

インターポッド
コミュニケーション

Horizon Pods (オンプレミス)

グローバル
データレイヤ

• Horizon CPAにより、オンプレミス –
VMware Cloud on AWS間でハイブ
リッドなVDI運用を実現

• 低コストでの災害対策の実装が容易に

• オンデマンドベースの支払いにより、
コストを抑えながらシンプルな展開、
一時利用が可能

• HorizonおよびWorkspace ONEの
サブスクリプションライセンスを
適用可能

• Horizon コンポーネントの管理は
利用者にて実施が必要

VMware Cloud on AWS
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vCenter Hybrid Linked Mode による一括管理
オンプレミスと VMware Cloud on AWS の両方のリソースを対象に、一元化された論理ビューと
ハイブリッド管理をオンプレミスのアプライアンスから実現

• オンプレミスからのハイブリッド
VMware Cloud on AWS を拡張された
オンプレミスのデータセンターとして管
理

• オンプレミスから vCenter Hybrid 
Linked Mode を構成し、オンプレミスと
VMware Cloud on AWS の vCenter を
リンク

• オンプレミスのActive Directoryを
クラウドに見せずにハイブリッドな
管理が可能（vCenter Cloud Gateway
利用時）オンプレミス

(VC 6.０U3 以降)

VMware Cloud on AWS
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VMware Log Intelligence を活用した監査ログの取得

VMware Cloud on AWSの監査ログ取得を効率化

• VMware環境およびVMware Cloud 
on AWSに対するリアルタイムな
Big Dataログ管理/分析機能を提供

• シンプルで視認性に優れたダッシュ
ボードを提供

• リアルタイムなインフラおよび
アプリログの分析、可視化された
ダッシュボードによる、スピーディ
なトラブルシューティングを実現

• 監査や依存関係把握のための
コンテンツモデリングを実装

セキュリティ NW機器 ストレージOS/アプリ 統計ログvSphere
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Developer Center 
自動化/効率化を加速する DevOps開発者向けツール

• VMware Cloud on AWS コンソール
に組み込まれた新しいデベロッパー
ツール

• 対話型のAPI Explorerを活用した、
RESTful APIs の効率的な実行と習得

• VMware {code}コミュニティへの
アクセスと、サンプルコードの入手

• オープンソースソフトウェア開発
キット(SDK)や、Getting Started 
Guide、ドキュメントを提供

• PowerShellやシンプルなコマンド
セットを包含したCLIを実装
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日本のリージョンをご利用の場合:

✓ 日本法準拠

✓ 東京地方裁判所管轄

準拠法/管轄裁判所
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Amazon EBSとEC2 R5インスタンスベースの大容量のvSAN構成
コスト、容量効率の高いストレージ構成を

• EC2 i3.metalインスタンスに
加え、R5.metalインスタンス
を構成ラインナップに追加

• VMware vSANとAmazon EBS
を連携させ、ノード当たり15～
35TBの大容量ストレージ構成
を実現

• インスタンスはSDDC
クラスタ単位で選択可能

Amazon EC2 R5.metalのスペック: 
2 x 2.5 GHz Intel Platinum 8000 series (Skylake-SP) processors. 
48物理コア, 96論理コア w/HT, 768 GBメモリ, 25 Gb ENA. 
EBS gp2 SSD (15 – 35 TB Capacity)

EC2 R5.metal インスタンス

EBS EBS EBS EBS EBS

VMware vSAN

*この機能は本番運用での品質を保証していないプレビュー版です。
全てのリージョンで提供していない可能性があります。
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VMware Cloud on AWSと
MSPモデルについて
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VMware Cloud Provider Program（VCPP)

VMware はクラウド時代における皆様のパートナー
VMware Cloud ProviderTM Program（旧称 vCloud Air Network）は、高い評価
を得ている VMware テクノロジー ベースのクラウド サービスを
提供する世界最大規模のネットワークです。お客様は、各地域のクラウド プロバ
イダーをこれまで以上に自由に選択できます。VMware Cloud Provider パート
ナーは、次のようなサービスをお客様に提供できます。

▪ VMware のお客様の環境をクラウドへシームレスに移行

▪ VMware Cloud Provider サービス プロバイダー エコシステムを通じて、高い評価を
受けているさまざまなクラウド サービスをグローバルに提供

▪ 複数のコンプライアンス認定、マネージド サービス、アプリケーション サービス、
および各種の業界に適応したサービスにより、さまざまなお客様の要件に対応

▪ 国内に拠点を置く VMware Cloud Provider Program サービス プロバイダーを
通じてデータの所在のコントロールが可能

VMware テクノロジーを基盤とするクラウド サービスを提供し、高い評価を得ている
世界最大規模のネットワーク VMware Cloud Provider Program 
では、パートナーが利用規模に応じた月単位のサブスクリプション モデルで VMware 
製品を使用できます。VMware テクノロジーを利用した幅広い
クラウド サービスを地域ベースで提供することで、オンプレミスですでに
利用している VMware の製品やツールを使用し、お客様のデータセンターを迅速かつ
シームレスにクラウドへ拡張するハイブリッド クラウド サービスを提供できます。

クラウド
パートナー

エコシステム

VMware 
Cloud 

Services

高い評価を得ている VMware テクノロジー
ベースのクラウド サービスを提供する世界
最大規模のネットワーク。お客様はその
地域のクラウド プロバイダーをこれまで
以上に自由に選択できます

Cloud Provider Program
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マネージド サービス プロバイダー（MSP）モデル

さまざまなビジネス ニーズに対応する VMware ベース
のクラウド サービス：

VMware Cloud Provider ライセンス レンタル

ライセンス レンタル モデルでは、VMware のソフトウェア
ライセンスを利用して、サービス プロバイダー パートナーが
それぞれのデータセンターに独自のインフラストラクチャ環境と
マネージド サービスを構築できます。

VMware Cloud Provider マネージド サービス
プロバイダー

マネージド サービス プロバイダー（MSP）プログラムでは、パー
トナーは VMware のクラウド サービスを購入し、それを
お客様へ再販する際にマネージド サービスを提供できます。

サービス プロバイダーが MSP プログラムに参加するには、
独自の利用規約を定め、お客様に対するサポート全般を自社で提供
することが条件になります。MSP モデルの主なユース
ケースに地域の拡大があります。MSP モデルを利用すれば、データ
センターに多額の投資をしなくても、新たな地域へ迅速にサービスを拡
大できます。また、VMware が提供するサービスの
認定を取得し、新しい業種のお客様に対応することも可能です。
VMware のサービスは今後も引き続き追加されていくため、MSP 
パートナーはそれらのテクノロジーを活用してお客様向けの
独自のサービスを強化できます。

サービス プロバイダーが管理

VMware 
ソフトウェア ライセンス

サービス プロバイダーの
データセンター

VMware のソフトウェア
テクノロジーを利用して独自の

インフラストラクチャを構築し、
そのインフラストラクチャで
マネージド サービスを提供

ライセンス レンタル

VMware のテクノロジーを
サービスとして利用することで、
自社のデータセンター インフラ
ストラクチャに投資することなく

マネージド サービスを提供

VMware の
データセンター

VMware の
クラウド サービス

サービス プロバイダーが管理

マネージド サービス

サービス
プロバイダーが

独自の
利用規約を策定

地域の拡大

ディザスタ
リカバリ

OnDemand

業種の拡大

VMware の
XaaS

テクノロジー
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マネージド サービス プロバイダーのライフサイクル

バリュー プロポ
ジション（価値提

案）

12 か月の

契約

1

ビジネス

プランを策定

2

利用規約と

マネージド

サービスを

提供

3

サポートを

提供

4

レポートと

支払いを処理

5

プログラムのライフサイクル
VMware Cloud Provider Program MSP のライフサイクルは次のとおりです。

1. 12 か月の契約を締結：VMware アグリゲーターと VMware MSP 契約を締
結します。さらに、月間 MSRP 利用額を設定した 12 か月の契約を VMware と
締結します。

2. ビジネス プランを策定する：市場を開拓し、マネージド サービスの提供へ
向けてビジネスを展開します。このハンドブックの MSP のユースケースに
関するセクションを参考に、潜在的なビジネス機会を見出してください。

3. マネージド サービスを提供し、独自の利用規約を定める：ビジネス機会を特定
したら、VMware にクラウド サービスを注文し、お客様へのサービスの一環と
してマネージド サービスを提供します。パートナーは、お客様に提供する
サービスについて独自に利用規約を定め、お客様へのサービスの一環として
マネージド サービスを実施する必要があります。これには、少なくとも、サー
ビスに対するテクニカル サポートに加え、サービスの構成、アドオン、更新、
請求に関連するすべての機能を含める必要があります。

4. 導入支援を受け、お客様へのサポートを開始する： パートナー サポートを
通じて VMware のテクニカル サポートを受けることができます。一方、エン
ド ユーザー（お客様）に対する導入支援とサポートはパートナーが行います。こ
れには、お客様との打ち合わせ、マネージド サービスの提供、導入、構成、使
用に関する問い合わせへの対応など、
お客様へのあらゆるサービスとサポートが含まれます。

5. 月次レポートをサブミットし、請求書の金額を支払う：毎月 Business 
Portal にログインし、前月の使用量を確認します。レポートの内容を確認して
アグリゲーターにサブミットすると、アグリゲーターからその月の請求書が
届きます。
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適切なビジネス モデルとして MSP を選択

適切なビジネス モデルを選択

複数の選択肢の中から、サービス プロバイダーパートナーに適し
たビジネス モデルをお選びいただけます。どのモデルが適している
かを判断するには、まず「サービス利用規約（ToS）とサポートを
独自に提供するかどうか」を考えます。

ToS とサポートを独自に提供せず、VMware のサービスを
そのまま提供することを希望する場合は、ソリューション
プロバイダー プログラムが適しています。

一方、ToS とサポートを独自に提供する場合は、VMware 
Cloud Provider Program が適しています。

MSP が適切かどうかを判断

▪ VMware のサービスとデータセンターを利用せずに、自社の
データセンターで独自のサービスを構築する
場合は、VMwareCloudProviderライセンス レンタル
プログラムが適しています。

▪ 一方、VMware のクラウド サービスを購入し、それを利用し
て完全なマネージド サービスを提供する場合は（VMware 
ブランドの使用の有無は問わない）、VMware Cloud 
Provider マネージド サービス プロ
バイダー プログラム(MSP)が適しています。

VMware Cloud Provider 
Program：

ライセンス レンタル

VMware Cloud Provider 
Program：
マネージド

サービス プロバイダー

ソリューション
プロバイダー プログラム

はい、ただし...

✓ お客様に独自の ToS を提供する

✓ お客様に独自のサポートを提供する

VMware のサービスとデータセン
ターを利用せずに、自社のデータ
センターで独自のサービスを構築
する

はい

✓ お客様に独自の ToS を提供する

✓ お客様に独自のサポートを提供する

✓ VMware のクラウド サービスを
購入し、それを利用して完全な
マネージド サービスを提供する
（ VMware ブ ラ ン ド の 使 用 の
有無は問わない）

いいえ

お客様に独自の ToS を提供しない

お客様に独自のサポートを提供
しない

✓ VMware Cloud Air ベースのサー
ビスをそのまま再販する（プロ
フェッショナル サービスを含む）

「お客様に独自のサービス利用規約と
サポートを提供しますか？」
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VMware Cloud on AWS MSP 要件とメリット

要件 メリット

 VMware Cloud Provider Program 
（VCPP）に参加

 VMC on AWSソリューションコンピテン
シーの取得

 アグリゲーターとのコミット契約を締結

 独自のサービス利用規約を定め、
サポートを提供

 VMC on AWSの
マネージド サービスを提供

 初期設備無しに
コンプライアンスと各種認定を
取得した
ホステッドITサービスを展開可能

 多様なRegionからのサービス展開

 一律のボリューム ディスカウント
のご提供

 パートナー様のサービスとして
ブランディング

 自社のオリジナルサービスによる
価値の付与
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一貫性のあるインフラストラクチャ

包括的なセキュリティ

一貫性のある運用管理性

On Premise

VMC on AWS MSP により
パートナー様のサービスポートフォリオを拡充



│ ©

VMC on AWS MSPによる
クラウドサービス拡充によりパートナー様の
ビジネス拡大を実現します

詳細は各アグリゲータ様へお問い合わせください



│ ©



©

Q1.NSX-Tに変わったが、環境構築時に何か指示しないとNSX-Vで構築されますか？

A1. NSX-Tがデフォルトになっているので何もしなくてもNSX-Tの環境が使える

Q2. HorizonのサブスクリプションでAWS上でHorizonを利用する場合、オンプレ版との機能差はありますか？

A1. Linked CloneはサポートしていないのでInstant CloneもしくはFull Cloneを使用する必要がある

Q3. MSPの場合の課金体系はどうなりますか？

A3. VMwareからパートナー様へのご提供に関しては、通常のVMC on AWSの課金体系と同様、オンデマンド、1年サブスクリプション、
もしくは3年サブスクリプションとなる。通信費は毎月の課金となる

MSPとしてVCPPパートナーがサービス提供するという観点では、エンドユーザーへの課金体系は各MSPパートナー様で決めていただく

MSPと通常のVCPPポイント消費とは互換性がない

Q4. AWSからエンドユーザーに対する直接の請求は発生しますか？

A4. VMC on AWSを提供する際にAWSのアカウントを紐づける必要があり、そのアカウントにチャージされるような通信が発生する場合
（例えばAWSの他のサービスとの連携通信するといった場合）は、エンドユーザーに請求が行く可能性があり、その部分に関しては
VMwareとして制御する部分ではない

いただいたQ&A一覧
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ご清聴ありがとうございました

次回は

2019年2月28日（木）14:00～を予定しております。

是非ご参加ください。


