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クラウドサービスの普及
当然のことと言えば当然ですが、クラウドの利用が増え、パブリッククラウドサービスが
普及しているのは、インフラストラクチャを容易に拡張してビジネス ニーズの変化に対応
できることが組織にとって必要であるためです。Gartner によれば、「世界中のエンドユー
ザーがパブリッククラウドサービスに費やしている金額は、2021 年には 23.1% 増大する
と見込まれている」とのことです 1。さらに、「構成可能なアプリケーションが求められて
おり、さまざまな種類の SaaS エクスペリエンスが必要とされている。SaaS は今後も最
大の市場セグメントであり、2021 年には 1,226 億ドルに達すると見込まれる。IaaS およ
び DaaS は 2021 年には、それぞれ過去最高の 38.5% および 67.7% の成長を見せると思
われる」2 としています。この推定データを見れば、サービスの配信にかかる時間を短縮し、
新たなユースケースを実現するための手段として、組織がなぜクラウドを活用している
かを想像するのは難しいことではありません。
1. Gartner, Inc.、『Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Grow 23% in 2021』、Gartner プレスリリース、2021 年 4 月 21 日
2. 同上。
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図 1：クラウドを活用した、仮想デスクトップおよび仮想アプリケーションの新たなユースケースの実現
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市場の混乱やビジネスの変化に IT 部門が対応するうえで、最適なソリューション（特にクラウドベースのソリューション）を導
入することがますます重要となっています。その 1 つが VMware Horizon® です。このソリューションにより、仮想デスクトップ
と仮想アプリケーションを効率的に提供できるデジタルワークスペースと、仕事をする場所に関係なくどのデバイスからでも従業
員が会社のリソースに安全に接続できる優れたエンドユーザー環境を実現できます。デスクトップおよびアプリケーションの仮想
化のことを、オンプレミス限定のソリューションだと思っている人は少なくありませんが、VMware Horizon でもハイブリッドク
ラウドによる提供が可能です。SaaS ベースの重要な管理サービスと監視サービスを含んでおり、クラウドベースの基盤となります。
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クラウドベースの俊敏なインフラストラクチャで 
耐障害性を実現
VMware Horizon は柔軟性に優れたスケーラブルなプラットフォームであり、目前の変化に対応するために必要な耐障害性を実現
できます。Horizon とその SaaS サービスにより、オンプレミスで展開および管理ができ、ハイブリッド /マルチクラウドのどち
らにも容易に展開を拡張できる、クラウドベースのインフラストラクチャを構築できます。Horizon 制御プレーンはこのソリュー
ションの一部です。最新のクラウド管理サービスにより、オンプレミスおよびクラウド ホスト型のデスクトップとアプリケー
ションを最適化できます。ビジネス要件は変化しますが、Horizon はクラウドを活用して、ディザスタ リカバリ、データセンター
の拡張、アプリケーションのコロケーションといった重要なユースケースに対応します。このようなユースケースそれぞれについ
て詳しく解説するとともに、Horizon により、どのような状況かに関係なく、ユーザーに意識させることなく、同じレベルのサー
ビスを提供できることについてご説明します。
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Clal Insurance は新型コロナウイルス感染症の
拡大を受け、4,300 人の従業員のうち 3,700 
人の自宅に VDI を設置して、VMware Horizon 
を短期間で導入しました。

「VMware のソリューションのお
かげで持続可能なテレワーク戦
略を導入することができ、優れ
たユーザー体験を安定的に提供
しながら包括的なセキュリ
ティを維持できるようになりま
した。必須のアプリケーション
およびデータにアクセスを拡張
し、エンドポイントを管理およ
び保護し、全従業員へのネット
ワーク エッジを最適化すること
で、これを実現しています」 
– CLAL INSURANCE、CTO、HAIM INGER 氏

ビジネスを常に前進させる
ハイブリッドクラウドおよび SaaS の提供モデルにおいて Horizon 実装上の重要なユースケースの 1 つが事業継続性です。中断が
発生しても、時間と場所を問わずどのデバイスからでも、エンドユーザーがデータとアプリケーションにアクセスできるようにす
るということです。天候、パンデミック、環境的な問題など、さまざまなことが原因で中断が発生すると、エンドユーザーは会社
のリソースとアプリケーションにアクセスできなくなってしまいます。原因はさまざまでも、共通する点が 1 つあります。予期せ
ず発生するため瞬く間に組織は混乱し、即座に業務が滞ります。オフィスがある場所に行けるという前提は、もはや通用しません。 

現在の組織は、エンドユーザー、IT システム、つまりビジネス自体の本質的な事業継続性をどう実現するかに注力しなければな
りません。事業継続性およびディザスタ リカバリを計画する際には、システムを常に利用可能にし、デスクトップとアプリケー
ションにエンドユーザーが安全にアクセスできるようにし、コストがかさむダウンタイムや生産性の低下をなくすにはどうすれば
よいか、十分に検討する必要があります。

メインのデータセンターの予備を用意し、事業継続性とディザスタ リカバリを実現している組織が多数あります。しかし、予備
のサイトを構築して管理するとなると、資金、ハードウェア、ソフトウェア、サイトを構築して維持するために必要な専門知識と
いう点で見れば、コストがかかります。コスト効率が高い選択肢としては、ハイブリッドクラウドの導入、つまり、メインのサイ
トをオンプレミスで稼動し、予備のサイトは選択したクラウドで稼動するという方法があります。クラウド プロバイダーの協力を
得たうえで、それぞれのニーズと予算に合わせて選択したリソースを使ってソリューションを構築できるという柔軟性があります。
より重要な点は、必要が生じたときに、設備投資コストをかけずにリソースを追加できることです。

オンプレミスのプライマリ サイトとクラウドのディザスタ リカバリ サイトを併用した Horizon アーキテクチャを導入すれば、
フェイルオーバーのプロセスがシンプルになります。プライマリ サイトがダウンした場合や、物理デバイスにアクセスできなく
なった場合に、クラウドベースのセカンダリ サイトを利用できます。エンドユーザーのデスクトップとアプリケーションは、代
替サイトに複製され、Universal Broker を使って、任意のデバイスから URL 経由でアクセスできるようになります。
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Horizon のメリットをデータセンターからクラウドに拡張 
IT 部門は Horizon によって、デスクトップとアプリケーションのワークロードをクラウドに追加および拡張できます。プライベー
トクラウドとパブリッククラウドの枠を超えて柔軟に導入できるため、データセンターのリソースに時間も投資もかける必要があ
りません。Horizon は、あらゆる VMware vSphere® 環境、または VMware Cloud ™ 認定パートナー（Microsoft Azure、
Amazon Web Services、Google Cloud、Dell EMC、Oracle Cloud など）の環境に展開できます。選択したクラウドを活用して、
マネージド インフラストラクチャでデスクトップおよびアプリケーションの機能をコスト効率に優れた形で提供することができ、
多彩な機能を備えた Horizon プラットフォームを使用してワークロードを短時間で拡張およびプロビジョニングすることができ
ます。

このソリューションは、統合アーキテクチャを活用しているため、IT 部門はそれぞれの専門知識を使い、使い慣れた vSphere ツー
ルと Horizon ツールで、クラウドベースのリソースを管理できます。新たなスキルを習得する必要も、新しいツールを購入する
必要もありません。オンプレミスでもクラウドでもアーキテクチャと運用環境が同じで、短期間で習得できるため、すぐにビジネ
ス価値が得られます。さらに、ハードウェアを新たに購入する必要がありません。費用が発生するのは、使用するリソースに対し
てのみです。容量を増やす必要があるときも、インフラストラクチャを購入する必要がないため、設備投資コストを抑えることが
できます。ワークロードをクラウドにオフロードすることで、ハードウェアの刷新サイクルを最小限に抑えることができます。

テレワークのスタッフ、契約社員、季節労働者をサポートするために一時的に容量を増やす必要がある場合は、データセンターを
拡張すれば、特に効果的にクラウド バーストに対応できます。必要に応じてリソースをスケールアップ /スケールダウンでき、ま
た支払は使った分に対してのみ発生するため、コストを抑制できます。
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JWS は VMware のソリューションを活用し、
オンプレミスのレガシーなインフラストラク
チャから、クラウド中心のアプローチに切り
替えつつ、通信およびワークフローをクラウ
ドに安全に移行しました。このプロセスにお
いて、データの管理責任者は、弁護士が作成
した行動規範を順守しました。

「ロックダウンになったとき、従
業員はテレワークを行ったので
すが、ワークフローもプロセス
も変更する必要がありませんで
した。CPU、サーバ、データベー
ス、フロントエンド サーバの大
部分を移行しましたが、舞台裏
でさえ一瞬の中断もありません
でした。なにが行われていたか
は、だれも知りません」 
–  JOHNSON WINTER & SLATTERY、CIO 

ROSS FORGIONE 氏
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アプリケーションのコロケーションによってパフォーマンスと
コンプライアンスを向上
アプリケーションをクラウドに移行するなら、仮想デスクトップと仮想アプリケーションもクラウドに移行するのが理にかなって
います。クラウドにホストしているアプリケーションとアクセス インターフェイスを、仮想アプリケーションまたは仮想デスク
トップの形で互いに近付ければ、ネットワーク トラフィックが大幅に減り、遅延が低減されます。アクセス ポイントと、ホスト
されているアプリケーションの距離が非常に近くなるためです。アプリケーションの場所がオンプレミスでもパブリッククラウド
でも、アプリケーションとデスクトップを同じクラウドにコロケーションすることで、全体的な従業員体験を改善できます。

アプリケーションのコロケーションのもう 1 つの重要なメリットは、コンプライアンスです。規制が多い業界の組
織の場合、アプリケーションをオンプレミスからクラウドに移動するには、アクセス ポイントを同じクラウドに配
置する必要があります。コロケーションにより、組織はどのワークロードをクラウドに移行するかを評価する際に、
必要とする柔軟性を得られます。 
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SaaS ベースの VMware Horizon に移行する
VMware Horizon は、仮想デスクトップと仮想アプリケーションをエンドユーザーに提供するという
だけのものではありません。クラウドベースのインフラストラクチャによって、クラウドとそのサー
ビスを活用するメリットすべてを実現し、ビジネス ニーズに迅速に対応できる、より俊敏で耐障害性
に優れたインフラストラクチャを構築できます。 

次のステップとして、Horizon とその制御プレーン サービスによる仮想デスクトップおよび仮想アプ
リケーションの最新の動向について、「VDI およびアプリケーションのトレンド 2021：SaaS サービ
スの活用（英語）」の Web セミナーとデモで理解を深めてください。 
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ヴイエムウェア株式会社 〒 108-0023 東京都港区芝浦 3-1-1 田町ステーションタワー N 18階 www.vmware.com/jp 
Copyright © 2021 VMware, Inc. All rights reserved.本製品は、米国および国際的著作権法および知的財産法によって保護されています。VMware 製品は、http://www.vmware.com/go/patents のリスト
に表示されている 1 件または複数の特許対象です。VMware は、米国およびその他の地域における VMware, Inc. またはその子会社の登録商標または商標です。他のすべての名称ならびに製品についての商標
は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。  
アイテム No.：FY22-6469-VMW-HC-USE-CASE-EBK-WEB-20210826  E:2021/08 J:2021/11

視聴する（英語）

https://www.vmware.com/learn/1058500_REG.html?cid=7012H000001KZUiQAO
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https://www.facebook.com/vmwarejapan/
https://blogs.vmware.com/vmware-japan/
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