
クラウド導入の 
基礎ガイド
VMware vRealize Cloud Universal なら、
クラウドの導入検討段階から 
クラウドファーストに簡単に移行可能

詳細を確認



クラウドはビジネスに不可欠であり、 
今後あらゆるもの、あらゆる人の元へ
組織がクラウドへのワークロードの移行を進める動きは以前から顕著
でしたが、今や目に見えて加速しています。新型コロナウイルスの
感染拡大により、企業は、分散型モデルで効果的に機能すること、それ
と同時にキャッシュ フローを監視することを求められています。
クラウドへの移行は、この両方の目標を推進します。従業員はどこ
からでもアプリケーションやデータにアクセスできるようになり、
また、経済の先行きが不透明な現在の状況でクラウドの運用コスト 
モデルは大いに役立ちます。

しかし、組織のワークロードすべてを即座に移行できるわけでは 
ありません。クラウドへの全面的な移行が最終的な目標である 
場合でも、その過程においては、オンプレミスとクラウドに 
またがってアプリケーション、データ、インフラスト 
ラクチャを適切に管理しなければなりません。
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IDG による 2020 年のクラウド コンピューティング調査（2020 
IDG Cloud Computing Survey）によれば、今後 18 か月で、組織は
一部がクラウドで大部分がオンプレミスのモデルから一部がオン
プレミスで大部分がクラウドのモデルへと移行を進め、企業内の
オンプレミス環境とクラウド環境の比率は劇的に変化すると予測
されます。また、試算では、クラウドのみの環境に移る企業の数は
同期間に 2 倍になります。

質問：現在の貴社の IT 環境全体（インフラストラクチャ、アプリケー
ション、データ分析など）をもっともよく表しているのは、次のうち
どれですか？18 か月後の貴社の IT 環境全体をもっともよく表して
いるのは、次のうちどれですか？

出典：InfoWorld、『The 2020 IDG Cloud Computing Survey』、2020 年 6 月 8 日

クラウド管理は、入念に計画を立ててから進めないと、クラウド導入
の過程で新たなリスクを招く可能性があります。クラウドファー
ストを掲げる組織の多くは、最終的には大部分のワークロードを
クラウドで実行することを目指していますが、その途上でインフラ
ストラクチャをどのように管理するのでしょう。現状では、オン
プレミスとクラウド インフラストラクチャの一方だけのために
設計された柔軟性のないサイロ化した管理ツールにより、移行の
困難さが増しています。また、時間をかけてインフラストラクチャ
の「混合状態」を段階的に変えていく際に、新しいツールを継続的
に購入してインストールすることは経済的に見合いません。

クラウド管理を SaaS に移行することは 1 つの方法ですが、それ
でも、現在の管理ソリューションを廃止して置き換える場合、運用
の中断は避けられず、高いコストを伴うスタッフの再トレーニング
も必要になります。しかし、オンプレミスと SaaS 管理の両方の
メリットを、ツールの変更や再トレーニングなしに得られるソリュー
ションがあるとしたらどうでしょうか。

これはたとえ話ではありません。その IT 管理ソリューションこそが、
VMware vRealize Cloud Universal™ です。
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VMware vRealize Cloud Universal は、1 つのライセンスで、
自動化、運用、ログ分析に関する SaaS とオンプレミスの機能を組み
合わせて、クラウドの導入を促進します。柔軟なライセンス モデル
と提供方法により、クラウド管理をオンプレミスに、または SaaS 
として展開できます。また、必要に応じて 2 つの環境間を自由に
移行できます。vRealize Cloud Universal はクラウドに移行する
ための実用的な方法であり、既存の投資を活用して、オンプレミス 
データセンターとクラウド環境にわたる共通の運用モデルを実現
しながら、必要な俊敏性、効率性、拡張性を得られます。

不確実な未来への備え 
この eBook では、「将来の変化に対応可能な」組織になる必要が
ある理由と、それがクラウド導入を推進するうえで重要である理由
について説明します。クラウド準備状況の 3 つの主要な段階（調査、
クラウドの導入検討中、クラウドファースト）について概説し、各
段階の課題とソリューションを示します。また、実際に企業が 
VMware vRealize Cloud Universal を使用してクラウドへの
容易な移行を実現した事例をご紹介します。
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将来の変化に対応可能となる
2020 年のクラウド現状レポート（2020 State of the Cloud 
Report）によると、クラウドへの年間支出が増加しており、最近調査
した組織の 56% がクラウドに年間 240 万ドル以上を費やして
います。企業は絶えず変化するインフラストラクチャに対応する
方法を求めています。将来の変化に対応可能な組織にならなければ
なりません。つまり、イノベーションを加速させながら、危機に迅速
に対応して新しい現実に適応できる能力を備える必要があります。

出典：Flexera、『Cloud Computing Trends: 2020 State of the Cloud Report』、2020 年 5 月 21 日

世界がパンデミックに覆われるなか、企業はわずか 8 週間でデジ
タル成熟度を 5 年分進めたと McKinsey は推定しています1。ご
想像のとおり、デジタル トランスフォーメーションを先取りして
いる組織は、在宅勤務の要請、サプライ チェーンの断絶、デジタル

販売チャネルへの卸売りの移行などに伴う急速な変化をものとも
せず、ビジネスを保護すると同時に、競争力をより一層高めること
に成功しています。

Future Ready Cloud
パンデミックの初期に一部の IT 組織が成功を収めているのを見て、
遅れを取った IT 組織は、どうすれば自分たちも将来の変化に対応
可能な組織となれるか模索していました。VMware は、Future 
Ready Cloud という答えを提示しました。Future Ready Cloud 
なら、どの業界の企業も、既存の投資を無駄にすることなく、クラ
ウドの力を最大限に引き出して、新しいインフラストラクチャの
ニーズに迅速に対応できます。組織は、クラウドの規模と経済性
を活用しながら、信頼と実績のあるプラットフォームに移行して
事業継続性を高めることができます。

さらに、Future Ready Cloud により、企業は新たな状況に適応
しつつ、一貫性のあるアーキテクチャ モデルを確立し、オンプレ
ミス データセンターからパブリッククラウド、そしてエッジ環境
にまで及ぶ一貫性のある運用を実現できます。IT チームは、マルチ
クラウド管理の複雑さとコストを低減できます。また、あらゆる
クラウドでアプリケーションを提供する柔軟性を得られます。
Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud 
に加えて、IBM、Oracle、Alibaba Cloud などの 150 を超えるクラ
ウド プロバイダーが提供する革新的なクラウドサービスを効果的
に利用できます。

 

1. McKinsey、『The COVID-19 recovery will be digital: A plan for the first 90 
days』、2020 年 5 月 14 日
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Future Ready Cloud と vRealize の連携
組織は、将来の変化に対応可能な体制をすばやく整えられるうえに、
vRealize を使用してオンプレミス テクノロジーを管理し、
vRealize Cloud Universal の導入によるさらなるメリットを享受
できます。このソリューションの柔軟なライセンス モデルにより、
データセンター内での迅速なスケーリングが容易になり、クラウド
へも簡単に拡張できます。そして、VMware Future Ready 
Cloud ソリューションで管理を合理化し、ハイブリッドクラウド
環境全体の自動化を促進し、この自動化によってオンプレミス データ
センターとクラウド、さらにはエッジにわたり、IT の効率性を
高めつつ、vRealize Cloud Universal で環境全体に及ぶ包括的な
視認性を得て、単一の管理画面からあらゆる要素を管理することが
できます。

「 アリゾナ州知事は、すべての州政府機関に、オンプレミス ソリュー
ションよりも SaaS とパブリッククラウド サービスを優先して
検討するように指示しました。vRealize Cloud Universal では、
オンプレミス ソリューションを柔軟に利用し続けながら、現行
環境の運用方法や評価方法を変えることなく、SaaS とパブリック
クラウドへの移行を計画して遂行できます」
Arizona Department of Economic Security 
Deputy CIO、Chief of IT Operations 
Charles Buckley 氏
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vRealize Cloud Universal のメリット
一般的な組織は、コア、クラウド、エッジにわたる単一の IT 管理
ソリューションで、次のような多くのメリットを享受できます。

• 柔軟な利用：vRealize Cloud Universal では、クラウド管理を 
SaaS として利用することも、オンプレミスに展開することも可能
であり、プラットフォーム間で同じユーザー環境を実現できます。

• 予測可能な予算編成：クラウドサービスの支払い方法を設備投資
コスト（CAPEX）モデルから運用コスト（OPEX）モデルへと転換
できます。

• 一貫性のある運用モデル：VMware のオンプレミス ツールと
クラウド管理ツールの戦略的な連携により、ビジネス ニーズに
合わせてワークロードをクラウドにシームレスに移行できます。

• クラウドへのスピーディな移行：vRealize Cloud Universal の
セルフサービスの総合カタログと、ハイブリッドクラウド環境と
マルチクラウド環境にまたがるワークロードの統合分析ビューで、
クラウドへの移行を加速できます。

• 俊敏性、効率性、拡張性：包括的なソリューションにより、俊敏性と
効率性に優れた大規模なクラウド インフラストラクチャを実現
できます。最新の人工知能と機械学習（AI/ML）テクノロジーを
活用して、ハイブリッドクラウド環境とマルチクラウド環境を簡
単にプロビジョニング、最適化、管理できます。

vRealize Cloud Universal が提供する価値は、これらのコア 
メリットにとどまりません。合併や買収（M&A）に取り組んでいる
組織にとっては、2 つ（またはそれ以上）の IT 環境の統合が容易に
なります。最後に、金融や医療などの非常に規制が厳しい業界でも、
コンプライアンス要件への準拠が簡素化されます。

vRealize Cloud Universal は、次の製品を含む機能と拡張
機能を備えています。

• VMware vRealize Automation および  
VMware vRealize Automation Cloud

• VMware vRealize Operations および  
VMware vRealize Operations Cloud

• VMware vRealize Log Insight および  
VMware vRealize Log Insight Cloud

• vRealize AI Cloud 

• VMware Skyline
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/

つまり、まだ考慮中であり、まだオンプレミスのリソースを管理して
いるということです。vRealize Cloud Universal は、そのような
状況からの移行でも重要なツールになります。あるいは、調査段階
の企業で、予測可能な範囲内の将来については大部分のワークロード
をオンプレミスに維持する予定だが、クラウド運用モデルには
関心があり、一部のデータやアプリケーションをクラウドに移して、
設備投資コストから運用コストへの転換による財務上のメリット
を得たいと考えている場合もあるでしょう。

決まった答えはありません。組織の現状を問わず、クラウドへの
移行を開始できます。

クラウドへの移行は千差万別
クラウドへの移行を新たにゼロから始める組織はほとんどありま
せん。多くの場合は、すでに、少なくとも一部のワークロードをクラ
ウドに移行しているか、SaaS アプリケーションを採用しています。
しかし、企業が置かれている状況はさまざまです。したがって、大部分
がオンプレミス上にある状態からクラウドファーストの体制へと
移行することは、あくまでも 1 つの形であると理解する必要があり
ます。組織によってプロセスは異なります。目標への道筋は、結局
のところ、ビジネス上のニーズ次第と言えます。

この取り組みには 3 つの段階が存在します。調査、クラウドの導入
検討中、そしてクラウドファーストです。クラウドへの移行のどの
段階にあっても、vRealize Cloud Universal は目標を実現できます。

たとえば、クラウドに全面的に注力するクラウドファーストの企業
もあります。その場合、vRealize Cloud Universal の SaaS 管理
機能は、クラウドファーストのイニシアティブに完全に合致します。
また、クラウドの導入を慎重に検討している組織で、複数年かけて
クラウドに移行する戦略を策定している場合もあるでしょう。
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ステージ 1：調査 
この段階では、組織の IT 環境は約 70% がオンプレミスで、30% が
クラウド/SaaS です。このような企業は、当面は主なワークロード
をオンプレミス上に保持する方針ですが、一部のアプリケーション
をクラウドに移行してテストを開始したいと考えています。
vRealize Cloud Universal が提供する柔軟性は、この段階の組織
にとって大いに役立ちます。

調査段階の組織が一般に直面する課題
• オンプレミス インフラストラクチャに過大な設備投資予算が
費やされている。データセンターのハードウェアとソフトウェア
は高コストで、設備投資予算から多くの資金を割く必要があります。
つまり、誤ってキャパシティを過剰に確保すると、財務上のダメージ
が極めて大きくなる可能性があります。また、未使用の IT イン
フラストラクチャがあり、その再利用もできないような状況に陥る
ことは、どの組織も避けたいでしょう。

• オンプレミスのキャパシティの展開と拡張が困難である。多くの
組織では、オンプレミスのデータセンターを構築するために必要
な機器を入手する際に、調達のリードタイムが長くなっています。
その結果、ビジネス ニーズを満たすためのスケーリングが大きな
負担となっています。

• 必要なエキスパートを採用して維持するのが難しい。IT 労働市場
は現在逼迫しています。オンプレミス環境では、信頼性やソフト
ウェア サポートに関する問題に対応するために、豊富な知識を
持つ専任の担当者が必要です。

• アプリケーション提供プロセスが低速である。開発者が業務を
遂行するためにはリソースが必要であり、コンピュートやストレージ
のキャパシティがプロビジョニングされるまで作業が中断される
場合、アプリケーションの提供が遅れることになります。

vRealize Cloud Universal が調査段階の組織に 
もたらす成果
この段階で vRealize Cloud Universal を使用すると、組織はワーク
ロードをオンプレミスまたは SaaS に展開して、ライセンスの再購入
なしに必要に応じて切り替えることができ、一貫性のある管理環境
を実現できます。自社のペースでクラウドを導入し、プライベート
クラウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウドのメトリック
を組み合わせて、将来のニーズを予測できます。

また、vRealize Cloud Universal では、ビジネス上の要件に基づいて
ワークロードをクラウドにシームレスに移行することもできます。
また、開発者向けに承認されたリソースの SaaS ベースのセルフ
サービス カタログにより、場所や部門を超えてサービスに対する
開発者の要求を単純化すると同時に、ダウンタイムも削減できます。
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vRealize Cloud Universal のメリットは次のとおりです。

• オンプレミス インフラストラクチャの購入、サポート、アップ
グレードに関する設備投資コストとメンテナンス コストを削減 

• 最先端のインフラストラクチャへの投資に伴う技術的、財務的
リスク、およびメンテナンスの責任を VMware に移管

• サーバや関連デバイスのインストールに関する実装時間を短縮

ステージ 2：クラウドの導入検討中 
この段階では、組織の IT 環境は約 50% がオンプレミスで、50% 
がクラウド /SaaS です。この段階の組織の目標は、ハイブリッド
クラウドの運用モデルを確立し、新しいサービスを提供する能力
を強化することです。クラウドの導入を検討中の組織は、多くの
場合、クラウドに向けた段階的なロードマップを策定しており、依然
として多くのリソースをオンプレミスに保持しています。
vRealize Cloud Universal は、このような企業がクラウドへの移行
の取り組みを続けるうえで重要なツールとなります。

クラウドの導入を検討中の組織が一般に直面する課題
• 老朽化したレガシー システムおよびプロセスが多数存在する。
多くの従業員がオンプレミス アプリケーションに縛られ、従業員
のラップトップやタブレットを管理するタスクが非常に複雑で
あるうえに、手間のかかるサポート プロセスにより、問題を適時
に解決する組織の能力が損なわれています。

• 分散された環境で働く従業員のサポートに苦心している。キャパ
シティの問題に加えて、テレワークの従業員が必要なアプリケー
ションやデータに安全にアクセスできる環境を整えるという課題
があります。

• データセンターとクラウドのサイロに悩まされる。このような
サイロによって、多くのワークロードをクラウドに移行する際に
拡張性と相互運用性を確保する組織の能力が制限されます。

ある大規模医療機関は、オンプレミスを主体とする IT 環境
を抱えていました。新型コロナウイルスの感染拡大による
キャパシティ ニーズの増大に対応するために、オンプレミス
の新しいハードウェアやソフトウェアのプロビジョニング
が必要となったことで設備投資予算が枯渇し、待機手術が
予定されなくなったために収益が低下しました。その結果、
同医療機関では、新型コロナウイルス感染症による損失が 
10 億ドルに上ると推定されましたが、この減益は 2023 年
まで回復する見込みはありませんでした。

そこで、vRealize Cloud Universal を採用して、クラウド
へのワークロードの移行を開始し、従来のオンプレミスから
使用量に基づくライセンス モデルにシフトして、設備投資
コストの大幅な節約を実現しました。また、クラウドネイティブ 
アプリケーション開発モデルを使用することで、新規または
更新版アプリケーションをはるかに速いスピードで提供できる
ようになりました。
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vRealize Cloud Universal がクラウドの導入を 
検討中の組織にもたらす成果
クラウド準備状況のこの段階で vRealize Cloud Universal を導入
すると、単一のスイートで一貫性のある管理とレポート機能を手に
して、クラウドへの道筋をシンプルにし、スタッフの生産性を大きく
高めることができます。IT プロフェッショナルは、パフォーマンス
とキャパシティだけでなく、コンプライアンス、コスト、使用率も
比較して、環境全体のサービス、アプリケーション、インフラスト
ラクチャ、ワークロードを包括的に把握できます。また、vRealize 
Cloud Universal により、組織は、クラウドのプロビジョニング、
最適化、および管理を行う際に、テクノロジー、ビジネス、サポート
などのさまざま部門にわたる戦略的な連携を維持できます。

クラウドへの移行は一夜にしてなるものではありません。したがって、
移行を容易にするために、オンプレミスとクラウドベースの両方の
アプリケーションを柔軟に展開できる必要があります。変革のこの
段階では、インフラストラクチャの現状に合わせて管理を行える
柔軟性に優れたソリューションを採用して、不要なリスクを負う
ことや、複雑さが増すことを避ける必要があります。

VMware では、「交換するのではなく利用する」という考え方を重視
しています。クラウドファーストの方針を掲げようと考えている
場合でも、既存の管理ソリューションを廃止して置き換えるという
やり方は、困難な作業に思えるでしょう。vRealize Cloud 
Universal なら、オンプレミス データセンターとクラウド環境に
またがる共通の運用モデルによって、両方の利点を活用できます。

米国南西部のある州の技術局は、知事の指示に沿ってモダン化
を図るために、効率の最適化と事業継続性の向上を目的とする
新しいサーバ、インフラストラクチャ、ソフトウェアへの投資
に関する州全体のクラウドファースト ポリシーに署名しま
した。

同州の技術局は、vRealize Cloud Universal を導入して、次の
ことを実現しました。

• vRealize Cloud Universal の柔軟な導入オプションを使用
して、同州のハイブリッドクラウド モデルを確立する

• 既存のインフラストラクチャを使用し続けながら、クラウド
のモダナイゼーションを計画して遂行する

• データセンターをモダン化してインフラストラクチャのフット
プリントを削減する取り組みを加速させる
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ステージ 3：クラウドファースト 
この段階では、組織の IT 環境は大部分がクラウドで、オンプレミス 
インフラストラクチャは 30% だけです。最新の AI および ML テクノ
ロジーを活用してハイブリッドクラウド環境とマルチクラウド環境
のプロビジョニング、最適化、管理を行い、大規模環境でクラウド 
インフラストラクチャを最大限に活用するためには、俊敏性、効率性、
拡張性が必要です。

このような組織はクラウドに全面的に取り組んでおり、vRealize 
Cloud Universal の SaaS 管理機能はクラウドファーストのイニ
シアティブと完全に合致します。

クラウドファーストの組織が一般に直面する課題
• もっともミッションクリティカルなワークロードをクラウドに
移行する。ビジネス部門の責任者は、もっともミッションクリティ
カルなアプリケーションのクラウドへの移行について、データの
喪失や破損が発生してカスタマー エクスペリエンスに悪影響が
及ぶのを懸念して、慎重になることがよくあります。

• 増大するサイバー脅威に打ち勝つ。企業は、クラウドに移行した
ワークロードによって組織のセキュリティ体制が危険にさらさ
れる事態を確実に避けたいと考えています。

vRealize Cloud Universal がクラウドファーストの 
組織にもたらす成果
この段階（クラウド準備状況の最高レベル）で vRealize Cloud 
Universal を導入すると、標準化されたインフラストラクチャおよび
アプリケーション サービスをアクセス権付きで提供できるよう
になると同時に、需要と供給に関するインサイトを得られます。

また、自動化、運用、ログ分析に関する SaaS とオンプレミスの機能
が 1 つのライセンスに統合されているため、組織はクラウドを迅速に、
かつ一貫性の高い方法で採用できます。

vRealize Cloud Universal のフェデレーション コンポーネントは、
この段階で強力な役割を果たすことができ、自動化によってリソース
を解放してビジネスの革新と拡大を実現できます。さらに、大規模
なクラウド インフラストラクチャと、vRealize AI Cloud が持つ
能力およびその強化学習テクノロジー（機械学習のサブセット）を
組み合わせて活用することにより、優れた俊敏性と効率性を獲得し、
ハイブリッド環境とマルチクラウド環境を同じように適切に管理
して最適化できます。

ある大規模な国際インフラストラクチャ管理組織は、
vRealize Cloud Universal を導入して、運用作業を削減し、
クラウドファースト プログラムの一環としてイノベーション
を推進しました。SaaS への移行により、その IT 部門は、 
日常業務に多大な時間を割く必要がなくなり、事業の成長
をサポートすることに注力できるようになりました。
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ROI 計算ツールを利用する
クラウドへの移行で自社が現在どの段階にあるか、また vRealize 
Cloud Universal で得られるメリットを特定する最良の方法は、
VMware vRealize Cloud Universal の ROI 計算ツールにアクセス
することです。簡単に始めることができます。数回クリックして
次の情報を入力するだけで完了です。
• クラウドへの移行の期間を見積もる
• 現在の環境（製品、ワークロードなど）に関する詳細を入力する 

• チームの専門知識を評価する
• 統合の数を見積もる

この情報に基づき、計算ツールは ROI を見積もり、パーソナライズ
された評価レポートを提供します。
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クラウドによって実現される推計コスト削減額と ROI を計算しましょう。
詳細情報 

vRealize Cloud Universal のご紹介
自動化、運用、ログ分析に関する SaaS とオンプレミスの機能を兼ね備える vRealize Cloud Universal は、クラウド導入
の過程でお客様組織がどの段階にあるかに関係なく、優れたメリットを提供します。柔軟なライセンス モデルにより、
お客様とお客様のチームは、必要なときに、必要な場所に、自由にワークロードを移行して実行できます。vRealize 
Cloud Universal で、オンプレミス データセンターとクラウド環境にわたる共通の運用モデルを実現して、俊敏性、 
効率性、拡張性を手にしましょう。
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