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VMware Cloud Provider 
Program Monthly Webinar

第三回: Certified Reference Design 

for VMware Cloud Providers 2.0

2018 年 3月 22日

14:00より開始いたします。しばらくお待ちください。

ミュートを解除する場合は「*6」を押してください。



アジェンダ

クラウドビジネスのトレンド

様からのご意見と対応

• とは？ が提供するものは？

• のポイント

• のメリット

まとめ
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クラウドビジネスのトレンド



世界ではデジタル化が加速している

年までに世界経済の はデジタル化される

投資 兆 兆 （ 年以内）

クラウドの がエッジにある

つのプラットフォームが をけん引します

• メガプラットフォーム（メガクラウド）

• アプリケーション中心のプラットフォーム（ プラットフォーム利用など）

• マルチクラウドインテグレーションプラットフォーム 億のマーケット



急速にマルチクラウド化している
回
答
の
比
率

利用しているクラウド事業者の数

        

    

平均: 4.09 ベンダー
2社以上利用している

4社以上利用している

10社以上利用している



マルチクラウドの将来性

多くのアプリケーションを別々のクラウドで利用 

マルチクラウドのサイロが増加  管理が難しくなる

マルチクラウドでの開発の計画
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様から
のご意見と対応



クラウドパートナー様からのご意見

✓ クラウドの収益性を高めていきたい

✓ 他社との差別化をしたい（新機能を提供したい）

✓ 現行の 基盤の に際して、複数のソフトウェア群の組合せをチェックし実装す
るのが大変



クラウドプロバイダに求められる３要素

新規ビジネスの獲得、サービス強化
プライベートクラウド・パブリッククラウ
ドをまたがった運用管理

コストの削減、利用率向上、
自動化、スケールアップの
容易性

収益性の向上

効率性の向上

差別化 差別化ポイントの
強化



Introducing VMware Cloud Provider Platform

Copyright © 2018 VMware Inc. All rights reserved.  

Hyper-Converged Software (HCS)

SecurityCompute Storage Network

VMware vSphere® Platform  

VMware vSAN™ VMware NSX®

VMware vCloud Director®

VMware MSP:
• VMware AirWatch®

• VMware Horizon® DaaS
• VMware Cloud™ on AWS

Disaster 
Recovery

Migration

Data Center
Extension

Eco-system 
Services

VMware vCloud 
Usage Meter

VMware vRealize®

Log Insight

VMware vRealize®

Operations

VMware vRealize®

Orchestrator

VMware vRealize®

Network Insight

VMware vRealize®

Business for Cloud



が考えるクラウドパートナー様成功へのステップ

サービスポートフォーリオを拡充して受け皿を大きくする

マネージドサービスを取込み、拡充する

マルチクラウド活用
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なぜ なのか？

ポートフォーリオの拡充 マネージドサービスの提供 収益性の向上

基盤の に関する工数増の問題

クラウド基盤ソフトウェア群に対する
“セット”の提供

• の組合せ

• 構成情報

• 検証済み

• 基盤の に関する工数
増の問題を軽減

• ポートフォーリオの拡充、マネージ
ドサービスの提供を推進



は何を提供するものか （ ）

• ソフトウェアセットの が確認されている の組合せを提供

• ソリューションの性能特性

• 必要なソフトウェアのサイジングガイドライン
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CRDのキーポイント
①

②

③



ソフトウェア組合せ

*4ノード以上



スケールプロファイル

スケールプロファイル



検証内容

スケールテスト
• テナント作成

• テナントで 作成

• の

• の操作をこのスケールで正常に動作する確認

パフォーマンステスト
• オペレーションスループット

– 同時接続数（ ）とネットワーク遅延（ ）の組合せで、 オペレーションセットを実施

– 秒当たりのオペレーション成功数を検証

• 遅延

– 同時接続数のパターン（ ）毎に オペレーションの遅延を検証

• アップロード ダウンロードパフォーマンス

– ネットワーク遅延（ ）の組合せで のアップロード ダウンロードに要した時間を検証

アップタイム検証
• 同時接続、 秒ごとに個々にオペレーション呼出し

• 日間の連続稼働



サイジングガイドライン

10,000/4,000 = 3 vCenter’s



パートナー様のメリット

• 基盤のソフトウェア群に対して、各社で実施していた組合せの整合性を に任せるこ
とができる

• で検証済みであるため、基本検証はスキップし、各社の独自性部分の検証に専念で
きる

• 作業工数を大きく減らすことができる

• マネージドサービスなどを の 上に拡張して利用することができる

• が認定したデザインを採用していることを表明することで、 様に安心感を
持ってもらえる



お客様のメリット

• 安定動作する を満たせる

• 最新の をセットとしていますので、利用しやすい と を提供

• オンプレ に置いてある ベースの を安心して に移行することができる

• オンプレで利用している運用に近い形で ツールを使うことができる



リリースについて



の今後について

• のリリース後に最新版に対応した を出していく予定

• スケールプロファイルに関しては拡充していく予定

• パフォーマンス についても などを緩和していく予定



注意点

• はライフサイクル管理が含まれていません。 についての推奨や方法を提供し
ておりません

• サポートについて、 固有のサポートが提供されるわけではございません。通常のプロダ
クトサポートとなります



ドキュメント



まとめ

• はクラウド基盤ソフトウェアに対する“セット”を提供

• スケールプロファイル、検証、サイジングガイドを提供しリファレンスとなる情報を提供

• クラウドパートナー様に多くのメリットを提供できる

クラウドパートナー様には を利用して省力化を図って頂き、
収益性の高いサービス提供を推進して、

クラウドビジネスで共に拡大して行きましょう！
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Q&A
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サービスを に沿った形にアップグレードすれば のバッジをもらうことが
できるのか？

パートナーレベルは もしくは が前提。その上で、 を立ち上げ、
を使って すれば のバッジをもらうことができる。

のドキュメントの日本語化はあるのか？

現時点では計画されていな。基本、 のリリースのタイミングで出るため、英語版の常に
最新のものを参照いただくのがよい。

のロードマップは？

今後はプロファイルを増やし、様々なクラウドプロバイダー様に適応可能なようにしていく。

のメジャーリリース後どのくらい後に が出てくるのか？

が出て大体 か月程度でててくる。

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

2018年4月26日（木）14:00～を予定しております。

是非ご参加ください。


