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ハイブリッド クラウドとは 

ハイブリッド クラウドは、パブリック クラウドに 1 つ 
以上のオンプレミス環境が接続されたクラウド  
コンピューティング アーキテクチャで、2 つのプラッ 
トフォーム間をオーケストレートする機能を備え 
ています。 

エグゼクティブ サマリー 

どの企業もクラウド ファースト戦略の導入を目指して懸命に取り組んで
いますが、実際に導入するのは口で言うほど簡単ではありません。これ
までは、クラウドへの移行やクラウドでのスケーリング、構築、デプロイ
には障害が多く、IT チームは遠回りを余儀なくされてきました。 

Google Cloud VMware Engine はクリティカルなワークロードをクラウ
ドに移行してモダナイズする際のさまざまな課題を解消してくれるた
め、アジャイルなビジネスをリスクなしで実現でき、アプリケーションの
リファクタリングも、IT チームがスキルを習得し直す必要もありません。
また、既存の VMware 製品上のワークロードをオンプレミス データセ
ンターから直接 Google Cloud にシームレスに移行することも可能にな
ります。 

このホワイトペーパーでは、VMware インフラストラクチャを 
Google Cloud にネイティブかつ安全にデプロイしてクラウドのスケー
ラビリティと両方のプロバイダの開発サービスと管理サービスを利用
できるようにするとともに、費用を削減し、かつてないスピードで未来
を構築できるようにする方法をご説明します。 
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企業にとってクラウドの導入が非常に困難な理由 

クラウドを導入するのはアジリティを手に入れるためです。
組織は、固定化した、費用のかさむ複雑なオンサイト環境
に縛られず、ニーズの変化に応じて流動的に形づくること
ができるインフラストラクチャを求めています。また、より迅
速かつ広範なイノベーションの実現を可能にする独自のパ
ブリック クラウド サービスへのアクセスや、人工知能、機械
学習、自動化の利用も求めています。しかし、クラウドがな
かった時代からの企業にとって、クラウドの導入は困難な
ものになりがちです。 

互換性 

新しいアプリケーションにはクラウドが無理なく適合します
が、リライトやリファクタリングによって既存のアプリケー 
ションをクラウド互換にするのは、はるかに複雑です。費用
がかさみ、エラーが発生しがちで時間もかかるため、ほとん
どの企業は許容できないでしょう。現在、3 大クラウド上には
数えられるほどの仮想マシン（VM）しか存在しません。 

インフラストラクチャ、ポリシー、ツールの一貫性の欠如から
生じる複雑さのために、オンプレミスからクラウドへの行程
において、モニタリング、トラブルシューティング、ネットワー
キング、セキュリティ保護、バックアップ、監査、コンプライア
ンス確立、その他多くの一般的な IT サポート業務を行うこ
とが困難になります。 

当然ながら多くの企業アプリケーションは固定されたオン
プレミス インフラストラクチャに縛られたままとなっていて、
成長、イノベーション、新サービスの提供を滞らせる原因に
なっています。 

運用 

ワークロードをクラウドに移行しさえすればよいというわけ
ではありません。IT チームは複数の環境間の運用という課
題に対処することになるため、移行後に困難な状況に直面
する場合があります。 

多くのプロバイダは、VMware SDDC サービスのホスティン
グに関して必要最小限のことしか提供しません。パブリック 
クラウドのハードウェアに VMware ソリューションをインス
トールするだけで、インフラストラクチャの構成、管理、運用
といった作業は企業任せです。環境間の一貫性が欠如して
いると、ワークロード、ポリシー、コンプライアンスの整合性
の維持に苦労することが多くなるほか、新しいツールや慣れ
ないツールをスタッフが使えるようにトレーニングすること
も必要になります。 

業務範囲がデータセンターの外にまで拡大するため、IT オ
ペレーターの責任が複雑になります。すでに余力のないオペ
レーター チームは、自動化機能がなければ運用の複雑さに
身動きが取れなくなってしまうでしょう。 

イノベーション 

イノベーションの実現という点で言えば、すべてのパブリック 
クラウドが同じように作られているわけではありません。今
日の IT チームは、最新の機能を提供するよう開発者から強
く求められています。さもければ顧客の要求や競争上の必
要性に応じたスピードで、新しくより優れたサービスを構築
できないからです。 

Google Cloud へのアクセスにより、イノベーションの促進に
欠かせない人工知能、機械学習（ML）、ビッグデータ分析と
いった業界屈指のソリューションを開発者が利用できるよう
になります。しかし、環境間の一貫性が欠如していると、運用
上のボトルネックに阻害されることが多く、必要なときに必
要なサービスを利用できません。 
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クラウドで成功する 
ために必要なもの 

企業が必要としているのは、運用上の手
間を取り除き、開発者が未来を構築するう
えで必要なスピードと柔軟性を提供してく
れる、特定の機能セットです。 

必要とされるソリューションに求められる機能: 

運用の継続性 

シームレスな API 管理により、
同じ運用ツール、サポートツー
ル、モニタリング ツール、処理
ツールでオンプレミス環境とク
ラウド環境の両方を管理でき、
移行にあたってリファクタリン
グやスキルの習得し直しは不
要です。 

ネットワーキングと 
セキュリティ構成の統合 

複数の環境全体でネットワー
ク構成を同じにし、セキュリ 
ティ、コンプライアンス、モニタ
リング、チャージバックに関す
るポリシーも同じにすること
で、保存時と転送時を問わず、
データの安全性とコンプライア
ンスを確保します。 

革新的なサービスへの 
アクセス 

クラウドでの運用が始まった
ら、データにクエリを実行して
新しい情報を引き出すために
も、最新の AI、ML、自動化、分
析の各サービスを導入できる
必要があります。 
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オンプレミスの VMware 
vSphere スタック 

図 1: VMware Engine は、オンプレミスの VMware vSphere 
スタックと専用のプライベート クラウドとをネイティブに統合します。 

VMware vSphere スタック 

専用のプライベート クラウド

Google Cloud 
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Google Cloud VMware Engine の概要 

VMware Engine は、企業が必要とする一貫性とイノベーションを提供し、シンプルかつシームレスなクラウドへの移行と、ビ
ッグデータの分析情報の活用を可能にする、フルマネージドの統合型サービスです。このサービスを使用すれば、独立した専
用のベアメタル インフラストラクチャに VMware 製品上のワークロードをネイティブにデプロイでき、企業が必要とするビジ
ネス アジリティを手に入れるとともに、クラウド サービスにネイティブにアクセスできるようになります。 

VMware vSphere、vCenter、vSAN、NSX は Google Cloud 
でネイティブに実行されるため、最初から互換性があります。 

そのため、データセンターからクラウドへと、ワークロー 
ドの移行、管理、スケーリングが可能になり、リファクタ
リングの必要も、ネットワーク ポリシーやセキュリティ 
ポリシーに混乱を来すこともありません。 

Google Cloud には API ライフサイクル管理機能があるた
め、IT チームはオンプレミスで使用するのと同じツールやス
キルを活用してポリシー構成やワークロードを容易に管理
できます。また、VMware Engine の OS にはオーケストレー
ション機能と自動化機能があるため、拡張するアーキテク
チャの管理といった煩雑な作業が不要になることで、インフ
ラストラクチャの管理に要する IT オペレーション チームの
業務負担が軽減します。 

その結果、移行やスケーリングが高速になり、ダウンタイム
や管理上の問題も発生しません。ワークロードは数分で 
Google Cloud に移動でき、ネットワークの設計や構成を計画
し、機器を調達、設置する必要もなくなります。また、従量課
金制のオンデマンド プロビジョニングにより、必要に応じて
使用量を増減することで、総所有コストの削減にもつながり
ます。 

Google Cloud へのシームレスな接続により、アプリケーショ
ン開発者は Kubernetes、データ分析（BigQuery）、Cloud AI、
機械学習の各サービスに直接アクセスできます。環境間の一
貫性があるため、開発者はインフラストラクチャの管理にか
ける時間を減らすことができ、ビッグデータを活用して顧客
が求める革新的なサービスを提供するために、より多くの時
間を費やせるようになります。 

vCenter 

VM VM

ESXi ホスト 

ストレージ ネットワーク

vCenter 

VM VM

ESXi ホスト 

ストレージ ネットワーク



メリット 

競合他社より優位に立つために必要な、安全で柔軟なインフラストラクチャが手に入ります。 

柔軟性とスピード 
専用の独立したプライベート クラウ
ドでは、Google Cloud の API 管理
により、Google Cloud へのフルアク
セスが許可されます。 

管理の一元化 
クラウド管理者もアプリケーション 
開発者も、1 つのポータルから 
VMware ソリューション環境と 
Google Cloud 環境を把握できます。 

運用の一貫性 
好みに応じて VMware ソリューショ
ンか Google Cloud の使い慣れた
ツールを活用でき、ネットワーク、セ
キュリティ、データ保護、監査に関し
て設定済みのポリシーの一貫性も
維持されます。 

権限の昇格 
権限を昇格させ、一定期間ユーザー
による変更を許可できるため、VM 
上の ISV アプリケーション（DR、 
バックアップなど）を容易に構成で
きます。 

包括的なセキュリティ 
レイヤごとにセキュリティが組み込
まれ、専用の独立した環境で互換性
と移動性が維持されているため、安
心して高速に移行できます。 

わかりやすい弾力性 
必要なときに必要に応じて自在に
クラウドにスケールできます。プロビ
ジョニング時間はわずか 30 分、料
金は従量課金制です。 

手間のかからないインフラストラクチャ 
自動化とオーケストレーションによ
り、IT チームはインフラストラクチャ管
理ではなくイノベーションに、より多く
の時間を使えるようになります。 

オンコール サポート 
要望があれば、Google がいつでも 
すぐにサポートいたします。 

ビッグデータの分析情報 
包括的なデータ分析機能と機械学習
機能を備えたサーバーレスなプラット
フォームを用いて、データから実用的
な情報を抽出します。短時間で分析情
報を引き出すことができ、複雑なデー
タ分析手法などを理解する必要はあ
りません。 
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オンプレミスの  
VMware ソリューション

VMware vCentre 

VM VM VM VM 
クローズドの 
相互接続 / VPN 

Google Cloud 

Google Cloud VMware Engine 

専用の VMware スタック 

VMware vCentre 

VM VM VM VM 

サードパーティのサービス 
Zerto、Veeam など 

Google Cloud Console 

VMware Engine UI 

課金、IAM など 

Google Cloud サービス 
ストレージ、運用、 

BigQuery、Anthos など 

ベアメタル 

図 2: VMware Engine の重要コンポーネント 

よりスマートかつ革新的なクラウドを実現する 3 つの重要な 
コンポーネント 

Google Cloud VMware Engine を構成する 3 つの重要なコンポーネント: 

ハイブリッド クラウド インフラストラ
クチャ 

ハイパーコンバージド インフラストラ
クチャ スタック上に、専用の独立した
プライベート クラウドがデプロイされ
ます。そのため VMware ソリューショ
ンを Google Cloud 内でネイティブに
実行でき、ソリューション全体でバック
エンドの運用とサポートも提供され
ます。また、セキュリティ強化のため、
データプレーンの分離が行われます。 

オペレーティング システム 

ハイブリッド クラウド管理プラット
フォームが、VMware ベアメタル イ
ンフラストラクチャと Google Cloud 
インフラストラクチャ間のオーケス
トレーションと自動化を行うととも
に、可用性を維持します。この管理
に使用するのは 1 つのマネージド 
ポータルで、VMware ソリューショ
ンと Google Cloud 両方の環境を
このポータルから把握できます。 

ネットワーク エッジサービス 

貴社のハイブリッド アーキテクチャ
と公共インターネットとの間の通信
を、Google Cloud の高度なネットワー
キング機能とセキュリティ機能で実現
します。 

ESXi ホスト 

ストレージ ネットワーク

ESXi ホスト 
ストレージ ネットワーク
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ハイブリッド クラウド インフラストラクチャ 

VMware Engine には、専用の独立したプライベート クラウ
ドの機能が組み込まれています。つまり、ビジネスの成功と
モダナイゼーションを促進する多様な機能が搭載されてい
るということです。 

ホット移行、コールド移行、一括移行 

複数の環境間に完全な互換性があれば、VMware ソリュー
ションの標準ツールを使用してオンプレミスのワークロード
をクラウドに移行できます。ホット移行では、vMotion を使用
することで、稼働中の仮想マシンをデータセンター、クラス
タ、ホスト間でダウンタイムなく移行できます。コールド移行
では、仮想マシンを停止した状態で移動することで、同じ機
能を実現します。これら 2 つの方法は、順次移行する場合に
最適です。 

（このサービスに付属している）VMware HCX を使用すれ
ば、レプリケーションを使用したワークロードの一括移行を
計画的に実行することもできます。新しい環境にワークロー
ドがレプリケートされたら、HCX が自動的にデータセンター 
のワークロードを停止し、クラウドのワークロードを起動 
します。 

VMware パートナー エコシステム サービス 

専用の独立したプライベートな環境からは、vSphere コア 
プラットフォーム全体とそのデフォルト インターフェースであ
る vCenter に加えて、サードパーティ製 IT 管理ツールを含む 
vSphere エコシステム全体にもアクセスできます。そのため、
プロビジョニング、モニタリング、サポート、インベントリ管理、
バックアップおよび障害復旧、セキュリティ、ネットワークおよ
び IP アドレス管理、ID 管理、チケット発行といったさまざま
な機能を利用できるうえ、どの機能も 1 つのコンソールで管
理できます。 

Google Cloud のイノベーション 

Google Cloud の中に専用の VMware SDDC があるという
ことは、革新的なサービスに高速 VLAN で接続できるとい
うことです。これは、Google Cloud の各種サービスを通じて 
Google のビッグデータのパワーを活用する次世代アプリ 
ケーションの開発にうってつけです。たとえば、貴社専用のク
ラウド上にある独自のデータベースを活用しながら、パブリ
ック クラウドで AI アプリや ML アプリを構築して実行するこ
とが可能です。 

VMware ソリューション環境と Google Cloud 環境の両方に 
1 つのポータルからアクセスできるため、アプリケーション開
発者は使い慣れたツールを使って、セルフサービス方式で直
接ワークロードを構築、管理、デプロイできます。アプリケーシ
ョン開発者は電源操作を実行でき、その操作を適切な量のデ
ィスクとネットワーク インターフェースで構成できます。 

また、管理者から割り当てられたリソースの範囲内で追加
の VM を作成することもできます。たとえば、ロードバラン
サ、自動スケーリング機能、パブリック IP アドレスを構成し
た Google Cloud に、ウェブ用のアプリレイヤをデプロイで
きます。このレイヤは、VMware ソリューションの SDDC にデ
プロイされたデータベースと通信できるようになり、レイヤ
間に適切なセキュリティ ルールが確立されます。 
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Google Cloud VMware Engine OS 

このサービスは、 VMware ソリューションの管理タスクを最
適化するサービスとイノベーションを統合する クラウド オ
ペレーティング システム を提供します。ここで重要なのは、
ポータルをプロビジョニングして、プライベート クラウドのリ
ソースの消費、制御、所有をセルフサービスで行えるように
することです。このポータルは、プライベート クラウドとパブ
リック クラウドの消費を同じインターフェースに統合するこ
とにも使用できるため、ハイブリッド アプリケーション開発
がしやすくなります。また、この統合により、バックアップ サ
ービス、イベント ロギングを直接利用することや、クラスタ
の状態、パフォーマンス、可用性、容量を直接モニタリングす
ることが可能になります。 

たとえば、開発者は VMware Engine Hybrid Templates を
使用して、 開発、テスト、本番環境というアプリケーション ラ
イフサイクルの各ステージでアプリケーションを繰り返しデ
プロイできます。 

VMware Engine では、低コストな「セカンダリ」ストアにデ
ータのバックアップやアーカイブを作成するのではなく、ク
ラウドのオブジェクト ストレージに直接作成するため、冗
長度と可用性のレベルを必要に応じて選択することも、自
動階層化を独自に構成することもできます。各環境のバッ
クアップ戦略を VMware Engine のポータルで有効化し、こ
れを Google Cloud に統合して、vSphere UI へのプラグイ
ンを使用してこの戦略を構成することも可能です。VMware 
Engine は、VMware vSphere 環境で使用されるほとんどの
一般的なバックアップ ツールもサポートしています。 

このサービスでは、プローブとエラーログのレベルが貴社
に最適なものに設定され、パフォーマンス データが絶えず
収集されるため、問題を即座に検出して解決できます。ま
た、VMware ソリューションのアップグレードやパッチ適用
を行うためのカスタム メンテナンスのタイミングは、貴社の
都合に合わせて OS でスケジューリングされます。セキュリ
ティや安定性に関わるクリティカルなパッチについては、各
社に周知して承認を得たうえで適用し、ワークロードの中
断は最小限にとどめます。 

こうした機能があるため、役割に応じたアクセス制御レベ
ルをユーザーと管理者に対して構成して、継続的に環境
の保守や管理を行うことができます。このソリューションで
は、vSphere プラットフォームでサポートされる 350 以上の
各操作に、適切なアクセス制御レベルが設定されています。 

Google Cloud Edge Network 

貴社のハイブリッド環境とインターネットとの間で通信がで
きるようにするのが Edge Network です。 Google Cloud 上
で稼働するサービスで、クラウドエッジ セキュリティを活用
し、VM を管理するためのネットワークの設定と vCenter へ
の直接アクセスを簡素化します。 

Edge Networking Services では、Google Cloud の 
接続を使用して公共インターネットへのアクセスを確立し、 
ネットワークの分離レベルを適切に設定したうえで仮想
マシンのパブリック IP アドレスを公開できるようにするた
め、システムやデバイスをいくつも構成する必要がありませ
ん。Google Dedicated Interconnect を使用すると、オンプレ
ミス環境からパブリック クラウドに安全かつ高速に接続 
できます。 

Edge Network はまた、VPN（サイト間またはポイント対サ
イトをサポート）、公共インターネットとパブリック IP、すべ
てのサブネットと環境を介して流れる、ワークロードとア
プリケーション レイヤ間のトラフィックも保護します。これ
により、Google Cloud のエッジ ネットワーク セキュリティ
と、DDOS からの高度な保護の利用が可能となります。 

このソリューションを利用することで、NSX-T、ポートグルー
プ、Distributed Virtual Switch を含む既存の vSphere ネッ
トワーク設計との互換性も維持できるため、最小限のアー
キテクチャ変更で容易に移行できるようになります。 
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全体のまとめ 

企業のクラウド戦略の多くで必要となるのが、費用のかかるオンプレミス 
データセンターの閉鎖と、そのプロセスのデジタル変革です。これを大規模
に展開するには、パブリック クラウドへの移行か再デプロイが必要です。 

VMware Engine は、Google Cloud 内で VMware 製品上のワークロー
ドのための専用マネージド クラウドを提供する唯一のプラットフォーム
です。管理、ネットワーキング、分離、Google Cloud リソースへの高速接
続といった機能が組み込まれた包括的なプラットフォームを提供する 
VMware Engine を活用すれば、迅速かつ安全な方法で、デジタル変革
の目標をスケジュールどおりに達成できます。 

Google Cloud VMware Engine は VMware による検証済みです。 
VMware および Google はそれぞれ VMware および Google の商標です。 

© 2019 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. 
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