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「顧客はパブリック・クラウドで数々

の実用的な VMware ソリューションを

利用できるようになりました。 

ソリューションはそれぞれ差別化され

ていて、そのクラウド・プロバイダの

典型的な顧客とユースケースの要件に

対応しています」 

– CTO Advisor 
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エグゼクティブ・サマリー 
 

本レポートの著者によると、ハイブリッド・インフラストラクチャは場所ではなく、運用モデルです（2019 年、

Townsend）。ユースケースに関係なく、企業の IT組織は、従来のワークロードを最新のアプリケーション・スタッ

クと並行して実行する必要があることに気付いています。意思決定者は、従来のアプリケーション環境を維持しなが

ら、最新のアプリケーションの導入と管理に必要な運用経験を得るという課題に直面しています。 

  

パフォーマンスが高くレジリエンスがあるインフラストラクチャを求める IT チームにとって、VMware の vSphere

ハイパーバイザは引き続き主要な選択肢です。組織は自社所有データセンターの必要性を重視しなくなりましたが、

vSphere 管理ワークロードは一貫して求められています。Synergy Research Group（2020 年、Synergy Research 

Group）によると、プライベート・データの支出額は過去 10 年にわたってずっと変わりません。それと同時に、同

時期のパブリック・クラウドの支出額は 0 ドルから 1,000 億ドルに増加していることが調査で示されています。その

結果、大手クラウド・プロバイダ各社はクラウドベースの VMware vSphere 製品を導入しました。 

  

以下は、CTO Advisor チームの調査とテストによる重要な所見です。 

● 各ソリューションは、ハイブリッド・インフラストラクチャとアプリケーション最新化への個々のクラウ

ド・プロバイダのアプローチを表している。 

● 各ソリューションの導入と管理を学ぶスタッフの学習曲線にはかなりのばらつきがあり、ターゲット・クラ

ウド・コントロール・プレーンに関する運用チームの知識によって大きく左右される。 

● 各ソリューションのベアメタル構成はさまざまであり、それぞれのクラウド・ソリューションのワークロー

ド・コストに劇的な影響を及ぼす可能性がある。  

● クラウド・プロバイダのネットワーク設計は、ネイティブ・クラウド・サービスとの統合レベルに多大な影

響を及ぼす。  

● 各種クラウド・コントロール・プレーンの相違と vSphere 実装の詳細における相違のため、単一の運用

チームが複数のクラウド・プロバイダの vSphere を管理することは、困難になる可能性がある。 

  

これらのソリューションは単独で万能というわけではありません。弊社が評価した 3 つのソリューションはそれぞれ

実用的ですが、2 つの大きな戦略に分類されます。1 つ目は、フル・コントロールを提供するアプローチです。オラ

クルは、オンプレミスの VMware 環境をもっとも厳密にレプリケートして、スキル、ツール、経験を完全に移行で

きるようにすることで、このアプローチに成功しています。2 つ目のアプローチは“SaaS のような”エクスペリエン

スの実現です。AWSとGoogleは、自動化の層を増やし、インフラストラクチャを抽象化することで、このアプロー

チに成功しています。クラウド・ベンダーの特徴が何であっても、本レポートの情報は、パブリック・クラウドに

vSphere を取り入れる機会とハードルを理解する上で役に立つ内容となっています。 

https://www.thectoadvisor.com/blog/2019/3/7/hybrid-isnt-a-place-its-an-operating-model
https://www.srgresearch.com/articles/the-decades-megatrends-in-numbers-part-1
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組織がパブリック・クラウド利用のために、アプリケーション環境を最新化する課題

に取り組んでいる中、経営幹部はスムーズな移行の達成という課題に直面しています。

既存のVMware環境をパブリック・クラウドにリフト・アンド・シフトすると、オン

プレミス運用からパブリック・クラウド運用への移行が容易になります。  

本レポートでは、手法をできるだけ変えずに自社環境をクラウドに拡大するという、

多くの組織が抱えている現実的な問題について実践的な運用テストを実施することに

焦点をあてます。調査するシナリオは一般的なもので、実装済みの仮想デスクトッ

プ・インフラストラクチャ（VDI）環境をクラウドに拡張して、これまで同様に安定し

て運用しなければならない、という内容です。リスク軽減のため、ネイティブ環境の

パフォーマンス、運用、管理を可能な限り変えずに、できるだけ同じ状態に維持して、

運用を拡大、拡張、あるいは強化することが必要です。弊社のテスト環境では、今日

の市場の中でも先進的な VDI ソリューションの 1 つである VMware Horizon を使用し

ました。  

  

さまざまなパブリック・クラウド・アーキテクチャで VMware ベースの Horizon 環境

を実行するアプローチは数多くあります。本プロジェクトの目的は、アプローチのリ

スク、成功、相違、およびこのようなプロジェクトの最終結果を説明することです。

実証済みのソリューションの比較では、最終的にはすべてが機能するというアプロー

チを採用します。ただし、そのような域に達し、本プロジェクトの徹底的な調査に必

要な作業を行うことは、すべての顧客が余裕でこなせることではありません。 

  

The CTO Advisor のスタッフは本レポートの目的のために、これらの移行の実施と結

果のテストを担う IT チームの役割を演じ、チームの活動を遂行します。 

 

 

  

 

レポートの 

概要 
 

既存の VMware 環境をパブ

リック・クラウドにリフト・

アンド・シフトすると、移行

が容易になります 

 

- Keith Townsend  
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ベンダーの動向 
 

VMware は長い間、仮想化市場で最大のシェアを獲得してきました。2017 年時点では、ハイパーバイザ市場の 80%

以上を占めました（2018年、Chen）。ただし、完全にネイティブなVMwareをクラウドベースのプラットフォーム

で稼働させるというコンセプトは、課題をもたらしました。多くのアプローチが試されてきた一方で、このコンセプ

トは長いこと、達成すべき目標とみなされてきました。個別のデータセンターを Azure、AWS、Google Cloud 内で

立ち上げるその他のアプローチは、これらのソリューションが生まれた当初から存在していましたが、運用チームは

既存のワークロードを実行するネイティブ・クラウド・アプローチを取り入れようと四苦八苦してきました。  

  

本調査では、プレーヤの定義から始めました。具体的には、AWS、Google Cloud Platform、Microsoft Azure、

Oracle Cloud Infrastructure です。評価中、Microsoft が CloudSimple に基づくモデルを廃止したため、Azure ソ

リューションのモデルはかなり劇的に変わりました。CloudSimple モデルへの新しい実装を廃止したことで、Azure 

SDDC（ソフトウェア定義データセンター）アプローチは有効ではないと判断しました。新しいモデルでは、必要な

タイムラインのうちに完成済みソリューションが用意されることはないでしょう。したがって、本プロジェクトのテ

ストのリストから Azure を除外することにしました。 

  

Oracle Cloud Infrastructure の VMware ソリューション 

オンプレミス・データセンターをクラウドに拡張する最新の製品となる Oracle Cloud Infrastructure（OCI）は、他

のソリューションよりもはるかにベアメタル実装のように動作します。なぜなら、そのようにできているからです。

オラクルの場合、ストレージ構成を含む、基盤をなすハードウェアにアクセスできます。このモデルは VMware を

かなり中心に据えているため、VMware製品の経験がある知識の豊富なエンジニアは、それ以上の知識をあまり必要

とせずに操作できます。強化されたリンク・モードである“FastConnect”が有効になっていれば、ロケールに関係な

く、その他のすべての操作が、まさに管理者の環境がプライマリからセカンダリ・データセンターに拡張されたかの

ように動作します。 

 

オラクルの VMware ソリューションは、親である Oracle Cloud Infrastructure の手法に従っています。Oracle Cloud 

Infrastructure のコンセプトは、既存のアプリケーションをそのままデータセンターに移行できることです。たとえ

ば、Oracle Cloud Infrastructure は仮想クラウド・ネットワーク（VCN）内でレイヤー2 ネットワーキングをサポー

トします。顧客は、マルチキャストを利用してクラスタ化を確立する、クラスタ化された既存のアプリケーションを

再構成せずに移行できます。現在、L2 接続は、VMware 間のストレッチ・クラスタに制限されています。この注目

すべきコンポーネントは、さらに拡大する時期が来ているようです。   

 

さらに重要なのは、追加のインフラストラクチャまたは開発なしで、提供地域それぞれ（本レポートの執筆時点で

19 の地域）にこのソリューションを提供できることです。オラクルは、この緊密な統合によって、同社の VMware

ソリューションは、Oracle Cloud Infrastructure が提供する他のあらゆるネイティブ・クラウド・サービスのように

見えると主張しています。 

 

このソリューションの価値は、学習曲線が最小限で済むことにあります。このソリューションはオラクルのハード

ウェアの上に築かれた、顧客の VMware 実装であり、顧客の既存の VMware スタッフが制御、保護、管理、コント

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vmware-idc-virtual-machine-market-shares-2017.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vmware-idc-virtual-machine-market-shares-2017.pdf


VMware Cloudオプションの比較 
  

 
 
 6 © The CTO Advisor www.thectoadvisor.com 

ロールしますが、Oracle Cloud Infrastructure のハードウェアに収まっています。学習曲線がフラットになることで、

データ・パイプが整えばすぐに運用を開始できます。ウィザードが用意されているため、SDDC 実装、Horizon View

アーキテクチャ、および必要な VMware ソリューションの他の多くのコンポーネントを、実質的に特別な設定をせ

ずに構築できます。 

 

  

VMware Cloud on Amazon Web Services（VMC on AWS） 

主要な全プラットフォームの中でもっとも成熟している Amazon Web Services（AWS）には当初から、クラウド内

の仮想サーバー・プラットフォーム作成に対して独自のアプローチがありました。初期の頃から多くの点が成長を遂

げて、多くの組織に多大な価値を生み出すことができています。 

 

VMware は、VMware Cloud ソリューション一式の一部として VMC on AWS を提供しています。一見すると、これ

は細かい手続き上の話のように思われます。ただし、テストした他のソリューションとは違い、VMC on AWS はネ

イティブ・クラウド・プロバイダの製品ダッシュボードでは利用できません。VMware と AWS の双方で個別のビジ

ネスおよび技術的な関係が確立されています。  

 

VMware Cloud on AWS では、特定の条件下で既存の VMware インフラストラクチャを AWS に拡張する機会が開か

れます。VMC on AWS は、Software as a Service（SaaS）製品のように提供されます。たとえば、VMware は

vSphere の操作性をしっかり維持することで、それぞれの顧客の操作性をカスタマイズすることなく、ソリューショ

ンを複数の顧客にまたがってアップグレードできるようにしています。したがって、基盤となるハードウェア・プ

ラットフォームに従来の vSphere ツールでアクセスするプロセスはありません。  

 

iSCSIおよびNFSストレージ

このモデルは他のクラウド・プロバイダと

はまったく異なっており、自社独自のスト

レージをOracleデータセンターに実際に持

ち込んで、Oracleデータセンターに収容さ

れているVMware環境に接続することがで

きます。本レポートの作成時点では、オラ

クルはこの機能をサポートしていません。

ただし、The CTO Advisorテスト・チーム

はWindowsマシンにNFS共有をセットアッ

プしたので、このストレージをデータベー

スとしてマウントできました。このユース

ケースについては、オラクルとVMware両

社と話し合うことをお勧めします。オラク

ルでは、クロス接続をFastConnect経由で

ローカルのポイント・オブ・プレゼンス内

に配置し、その接続を使ってこのストレー

ジをOracle Cloud Infrastructureにマウント

した後、NetAppのSnapMirrorなどのレプリ

ケーションを使って、同ストレージをオン

プレミス・データセンターからOCVSにレプ

リケートできます。
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適切な帯域幅とライセンスがあれば、顧客は一連のサーバーを AWS にクローニングし、それらのサーバーを自社イ

ンフラストラクチャで稼働し、満足のいく結果を達成できます。この機能の大半は同じままですが、仕組みに微妙な

違いがあります。管理者がハードウェア、これらのホストのパフォーマンス、そして結果的にゲストに対して持って

いるコントロールの粒度とハードウェアへの可視性は制限されます。VMware Cloud on AWS は、AWS へのオンプ

レミス・アーキテクチャの拡張を進めるパワフルなステップです。  

Google Cloud VMware Engine（GVE） 

GVE の重要な差別化要因は、そのウィザードの質にあります。多くのウィザードではリンクをクリックすれば、完

全に認可、ホストされた VMware ベースのインフラストラクチャの展開がトリガーされます。テストした他のソ

リューションとは異なり、リンク・モードでの vCenter の接続はサポートされません。  

 

このソリューションはむしろ、Oracle Cloud Infrastructure ソリューションと VMC on AWS ソリューションのハイ

ブリッドです。すでに述べたように、これらのソリューションはそれぞれ、親ソリューションと協調する傾向にあり

ます。Google は自社ネットワークと Kubernetes の機能の利用に重点を置いており、GVE にはこれらの特徴の多く

が反映されています。  

 

VMC on AWS と同様に、SDDC は顧客のプライマリ Google アカウントとは別の VPC に常駐します。つまり、ネッ

トワークの仕組みは AWS on VMC と似ています。  

 

製品のブリーフィングの間、Google 代表者はこう言いました。VMware のNSX-Tがクラウド・ネットワーク・オー

バーレイなどパワフルな機能を提供する一方で、顧客はハイブリッドとマルチクラウドのユースケースを統合するた

めに Google のネイティブ・ネットワーク機能を利用するだろうと。既存の VMware ソフトウェア定義型ネットワー

クをさらに実現していくのがどの機能なのかは明確ではありません。 

 

Google は、ネイティブ・ネットワーク機能と同様に、顧客が VMware の Tanzu Mission Control よりも Google 

Anthos を利用して SDDC のコンテナ・インスタンスを管理すると考えています。 
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ディザスタ・リカバリ 

ディザスタ・リカバリ（DR）は、クラウドベースの vSphere 環境においてもっとも一

般的なユースケースの 1 つです。VMware のワークロードは一連の仮想ディスク・イ

メージにカプセル化される仕様になっているため、VMware はインフラストラクチャ

からアプリケーションとデータを抽象化します。VMware のエコシステムは長年にわ

たり、ストレージ・レプリケーションを介して DR をサポートしてきました。 

 

従来のDRソリューションでは、必要な容量に等しいコンピュート・リソースを実質的

に確約する DR サイトを定める必要がありました。今日、これらの DR 要件は両方と

も、より強固なものにすることができ、そのように求められています。クラウドベー

スの VMware vSphere ソリューションにより、企業は従量制のクラウド料金モデルを

利用しながら、リカバリ時間目標（RTO）の短縮とほぼリアルタイムのリカバリ・ポ

イント目標（RPO）を享受できます。  

 

VMware がサポートするファイルベースのレプリケーション・ソリューションの多く

を利用することで、運用チームは、高いコストを負担したり、ホット・サイトの維持

の運用を複雑化したりすることなく、データセンター全体をパブリック・クラウドに

レプリケートして復旧させることができます。 

クラウド・バースティング 

クラウド・バースティングは長いこと、ハイブリッド・インフラストラクチャ設計に

とって安息を意味してきました。一般的なユースケースは、需要がプライベート・

データセンターの容量を超えた場合にワークロードをパブリック・クラウドに移行ま

たは展開することです。  

 

データセンターをパブリック・クラウドに拡張することは、本プロジェクトの最終目

標です。本プロジェクトにおいて、それは内部 VDI 環境を選択したクラウド・プロバ

イダのデータセンターに拡張することを意味します。スケールアップ機能とスケール

ダウン機能は、ある程度静的なデータセンターにとって非常に有益な機能になるで

しょう。オンデマンド・モデルを使ってアーキテクチャを必要に応じて追加または削

除する機能は、魅力的な機能になる場合があります。典型的な減価償却方式では、潜

在的に利用率が低いか、まったく利用されない静的ハードウェアを 5 年間所有するこ

とは、財務的に合理的ではありません。だからといって、真に効率的だと言っている

わけではありません。財務モデルが必ず合理的なものとなるよう、適切な調査を実施

する必要があります。 

一般的な 

ユースケース 
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移行 

移行は、クラウドベースの VMware ソリューションでもっとも多く売り込まれている

ユースケースの 1 つかもしれません。理論上、顧客はただ vMotion を使って、基盤を

なすアプリケーションの変更を行わずにワークロードをパブリック・クラウドに移行

できます。パブリック・クラウドでいったん vSphere を稼働したら、アプリケーショ

ン・チームはアプリケーションの再プラットフォーム化を開始できます。一般的なシ

ナリオには、3 層アプリケーションのコンポーネントを取り出してネイティブ・クラウ

ド・サービスに移行するというものがあります。 

 

アプリケーションの再プラットフォーム化が最終目標であることが多い一方、ほとん

どの顧客は単に VM をパブリック・クラウドに移行することから着手します。このテ

クニックをリフト・アンド・シフトといいます。検証したすべてのソリューションで、

既存のワークロードをパブリック・クラウドにリフト・アンド・シフトできます。高

帯域幅接続と VMware HCX を利用することで、プライベート・データセンターから任

意のパブリック・クラウドにワークロードを vMotion 経由でシンプルに移行できます。 

 

HCX 機能なしでクラウド・スペースに移行する方法は、既存のインフラストラクチャ

を特定のクラウド・プロバイダのインフラストラクチャにクローニングする場合に使

用します。この方法は、アプリケーションまたはデータが静的な状態のとき、つまり、

アプリケーションがそのときにデータベースにアクティブに書込みをしていない場合

に実施する必要があります。イメージは簡単にコピーできます。  

  

一般的な 

ユースケース 
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ユースケース   

The CTO Advisorは、新型コロナウイルスのパンデミックにより示された、リモート・

ワーカーを可能にする上での課題について論じました（2020 年、Townsend / 

YouTube）。The CTO Advisor では解決策を提示しました。典型的な企業の場合、パ

ンデミック前のシステムで数百人の同時リモート・ワーカーに対応するキャパシティ

があったでしょう。パンデミックの間、企業は数千人の同時接続が必要になるかもし

れません。弊社が、理想的なテスト・ケースの基にしたのはまさにこのシナリオでし

た。  

 

パンデミックによって、組織がキャパシティを実質的に一晩で増やす必要がある、ミ

ニDRのシナリオが生まれました。パンデミックが左右するタイムフレーム内でキャパ

シティを調達し、実装することは、多くの企業にとって非常に困難な作業になった可

能性があります。数か月が経過した今、この課題への対処という問題はまだ解消され

ていません。これらの決定に取り組んできた組織に弊社が考察の材料を提供できたこ

とを願っています。 

 

The CTO Advisor のデータセンター運用チームは、瞬時にキャパシティを増やす必要

に迫られるかもしれない、企業の IT チームを代表する存在です。既存のソリューショ

ンは、使用年数 4 年の VMware vSphere クラスタで、ライフサイクルの末期になろう

としています。チームはクラウド・ブローカを通じて、パブリック・クラウド・プロ

バイダへの 10 Gbps 接続にアクセスできます。 

 

The CTO Advisor チームは VMware 一色のソリューションを利用することで、既存の

操作とツールを活用して、仮想デスクトップ・インフラストラクチャをパブリック・

クラウド・プロバイダに拡張します。代表的な組織が過去に使用していた運用モデル

にできるだけ類似するように模倣する、一貫した運用モデルによって、クラウド・

バースティングに関連するリスクを最小限に抑えられるようにしたいと考えています。  

 

注：クラウド・プロバイダは、製造と出荷の遅延や限られた人材といった

課題による影響を受けました。少なくとも大手クラウド・プロバイダの 1

社は、約 5～8 週間にわたって、既存の環境にキャパシティを追加する顧

客の機能に制限を設け、その間、プロバイダ自身のキャパシティを増やし

ました。 

  

テストと結果

のサマリー  
 

https://youtu.be/cTfKnx0-whw
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ユースケースのテスト - VDI クラウド・バースティン

グ 

実施したテストでは、VMware のクラウド・パートナーの 1 社を使って前進するとい

う、ビジネス面と技術面での決定がすでに下されていることを想定しています。弊社

のテストでは、完全な実装を行う前のアプローチとして最適な、概念実証アプローチ

を採用します。合格基準は、付録の「テストした領域」に記載されています。  

 

チームは、Oracle Cloud VMware ソリューション、VMware Cloud on AWS（VMW on 

AWS）、および Google Cloud VMware Engine（GVE）をテストしました。  

 

設計要件には、拡張された vCenter および Horizon View 環境が含まれます。VMware

環境は、オンプレミスの VMware インフラストラクチャ内から管理できます。 

  

これらの機能にクラウドを利用することを理由付けするカギとなったのは、次の目的

があったことです。 

● クラウドベースのインフラストラクチャの伸縮性。能力不足を解決して現在

のソリューションを拡張 

● 管理インタフェースからオンプレミスまたはクラウドベースのインフラスト

ラクチャのいずれかに接続する機能 

● 技術的な操作を変えたり、エンドユーザーに新しいリモート・アクセス・ソ

リューションの講習を受けさせたりせずにキャパシティを増やせる機能 

VMware Cloud の調査 – おもなテスト結果のサマリー 

以降のセクションでは、大手クラウド・プロバイダが提供する 3 つの主要な VMware 

vSphere ソリューションの運用テストで得られた重要な所見をまとめます。  

 

「適材適所」市場の状況 

技術的に卓抜した明確なソリューションはありません。これらのソリューションは、

各クラウド・プロバイダの製品全体に適合する典型的な顧客およびユースケースの要

件を満たすように設計されています。たとえば、Oracle Cloud Infrastructure では、既

存のエンタープライズ・アプリケーションと操作をサポートする機能が強調されてい

ます。Oracle Cloud VMware ソリューションは、ベアメタル・アクセスをユーザーに

提供することで、技術ソリューション全体を通じてこのテーマを掲げています。私達

はこれをパブリック・クラウドの“エキスパート VMware モード”と呼びたいと思いま

す。エキスパートがプラットフォームの全機能にアクセスできるからです。 

  

テストと結果

のサマリー  
 

 



VMware Cloudオプションの比較 

 

  

 
 
 

12 © The CTO Advisor www.thectoadvisor.com 

このソリューション分野の対極にあるのが VMware Cloud for AWS（VMC on AWS）

です。VMware Cloud on AWS は、組織がシステムを誤構成して、パフォーマンスと可

用性の問題を生じさせるリスクを軽減する保護機構を実装しています。ただし、既存

のツールと操作を利用する顧客の機能も制限しています。 

 

データ保護とリカバリによって、アプローチにおけるこの相違が明確になりました。

VMC on AWS と GVE の両方が、VMware vCenter Server Appliance（VCSA）の構成

の状態に対してデータ保護を行っており、これにより vSphere 実装の構成の状態が保

持されます。これらのプロバイダは両方とも独自の手法を利用して、SDDC の構成の

状態をバックアップしています。これを Oracle Cloud VMware ソリューションと対比

してみてください。こちらのソリューションでは、弊社の Veeam Backup & 

Replication のオンプレミス環境を使って VM をバックアップできました。  

 

ネットワーク 

  
 

ネットワークはこれらのソリューション間において、もっとも大きい相違が現れる領

域かもしれません。各ソリューションはプラットフォームの強みを、そして必然的に

弱点をも受け入れています。 

 

2 つの領域によって、ネットワークにおけるこの強みがはっきりします。その 1 つは、

クラウド・ブローカ Megaport を介して The CTO Advisor データセンターを Oracle 

Cloud Infrastructure に接続することでした。強固なネットワーク設計とパフォーマン

スが評判のOracle Cloud Infrastructureでは、ポート速度を動的に再構成することで、

需要に基づいた接続のスケーリングを実現できます。Megaportを介してVMC on AWS

に接続するには、Direct Connect を完全に解体して帯域幅を調整する必要がありまし

た。Google では、事前定義された増え幅で、50 Mbps～10 Gbps まで帯域幅を変更で

きました。 

 

テストと結果

のサマリー  
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Oracle Cloud Infrastructure FastConnect の柔軟性と Megaport の API を組み合わせる

と、レプリケーションの拡大と縮小のニーズに応じて帯域幅を動的にスケーリングで

き、AWS で必要とされた接続の解体は不要です。 

  

2 つ目の例は、他のクラウド・プロバイダとは違ってオラクルでは、顧客の仮想クラウ

ド・ネットワーク（VCN）と SDDC 間でレイヤー3 トラフィックを直接送受信できま

す。このアーキテクチャによって、SDDC と VCN 間のトラフィック管理が簡素化され

ます。たとえば、私達はOracle Cloud Infrastructureコントロール・パネルを使って、

VCN レイヤーで管理されている単一のセキュリティ・ポリシーを利用できました。そ

のため、SDDC にある VM と、DBaaS などの Oracle Cloud Infrastructure サービス間

の接続を設定することで、アーキテクチャが縮小されます。  

 

それとは対照的に、VMC on AWS は、VMware 所有の仮想プライベート・クラウド

（VPC）内にあるため、管理が複雑化し、マルチキャスト、SDDC、VPC へのサポー

トを提供できなくなります。Google と VMC on AWS は両方とも、SDDC の VM とネ

イティブ・クラウド・サービス間で通信を行うには NSX-T オーバーレイが必要です。  

 

セキュリティとコンプライアンス 

Google とオラクルによる、VMware インフラストラクチャ提供のアプローチは似てい

ます。各プロバイダはソリューションの物理的な下層部をプロビジョニングおよび管

理します。これらのプロバイダのそれぞれに、セキュリティとコンプライアンスの監

査を担う単一窓口があります。各ソリューションの VMware SDDC は親クラウドの物

理的、論理的なコントロールを継承します。さらに、Oracle ソリューションでは、管

理者がベアメタル・サーバー、SDDC インフラストラクチャ・ソフトウェア、vCenter

管理サーバーにフルにアクセスして管理できます。Oracle Cloud での運用、セキュリ

ティ、ライフサイクルのプロセスは、オンプレミス・インフラストラクチャでの各プ

ロセスと同じように維持できます。 

  

他のソリューションとは異なり、VMC on AWS は VMware が管理し、AWS が基盤部

を提供します。VMC on AWS モデルでは、SDDC とネイティブ・クラウド・ソリュー

ションを監査する際に、2 社のベンダーが連携することになります。  

 

ソリューションの成熟度 

Google とオラクルのソリューションは最近になってようやく一般に提供されるように

なりました。SDDC の機能は全プラットフォームで類似していましたが、特に SDDC

クラスタがパブリック・クラウドの機能と連携する場合、弊社のエンジニアは、新た

に提供されたソリューションに関連する多くの初期課題に遭遇しました。各プラット

フォームで完了できなかった作業はあったとしてもごくわずかでした。おもな違いは、

拡張する能力です。GCP と AWS のインタフェースを学び、各プラットフォーム内に

新しく導入された SDDC モデルに移行することで、そうした拡張が生まれます。  

 

テストと結果

のサマリー  
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簡単な例として、各ソリューションでは、VMをパブリック・インターネットに公開す

る場合に異なるアプローチを採用しています。Oracle Cloud Infrastructure の場合、

Oracle Cloud Infrastructure が提供するロードバランサを使用します。VMC on AWS

には、VMware で管理される VPC にパブリック IP を割り当てるウィザードがありま

す。このシンプルなタスクの操作化は、複数のクラウドの管理に伴う複雑さも示して

います。運用チームは複数のクラウド・プロバイダに同じ機能を実装するために、各

クラウド・コントロール・パネルの微妙な違いを学ぶ必要があります。  

 

VMC on AWS のコミュニティ・サポートを取り巻くエコシステムは、Oracle Cloud 

Infrastructure VMware ソリューションのエコシステムよりも有利なスタートを切って

います。弊社のエンジニアは、VMC on AWS の簡単なタスクに関する多くのクイック

スタート・ガイドを見つけることができました。  

 

弊社のテストでは、Google とオラクルのサポート・チームは、初回タスク用のインス

トール・ノートを素早く発行できました  

 

使いやすさ 

使いやすさはさまざまな方法で判断できますが、The CTO Advisor がもっとも重視し

た手法は、次の問いに応じられるものでした。つまり、自分が VMware 管理者だった

場合、最小の学習曲線を特長とし、最小限の労力で立ち上げることができ、一番ス

ムーズな移行を実現する可能性がもっとも高いソリューションはどれだろうかという

問いです。 

 

使いやすさは本調査の中でもっとも定性的な基準の 1 つで、各組織のスタッフにとっ

ては主観的なものかもしれません。The CTO Advisor のチームには、VMware vSphere

の設計、構築、管理の経験が合計 40 年以上あります。 

 

Oracle Cloud VMware ソリューションは、オンプレミスの vSphere でもっとも安定し

た操作性を実現しています。弊社のチームは、より大規模な Oracle Cloud 

Infrastructure ソリューションの経験が乏しく、それが採用への主要な障壁になること

に気付きました。弊社のテスト・チームは、ネイティブの vSphere タスクを Oracle 

Cloud でもっとも素早く実行できましたが、Oracle Cloud Infrastructure 環境との統合

を要するタスクは、初めて実行するときの時間が一番多くかかりました。これらのタ

スクの達成に必要な手順を学ぶ必要があったからです。たとえば、Horizon の Web イ

ンタフェースをパブリック IP に公開するには、Oracle Cloud ネットワークを理解する

必要がありました。  

 

VMware vSphere の操作性はず

っと変わりませんが、ネイティ

ブ・クラウド・インフラストラ

クチャの統合によって、複数の

クラウド・プロバイダにまたが

る vSphere の管理が複雑化し

ました。全 3 社のクラウド・プ

ロバイダにまたがる真の単一イ

ンタフェースはありません。た

とえば、オンプレミス・ソリュ

ーションに接続を実装する方法

は 3 つあり、パブリック IP を

SDDC に公開する方法も 3 つあ

ります。  

 

 

- Keith Townsend  

テストと結果

のサマリー  
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VMC on AWS と GVE ではいずれも、この他に、VMware vSphere の実装がオンプレミ

スの vSphere とはやや異なり、またパブリック IP アクセスなどネイティブ・クラウ

ド・サービスを適応させる方法を学ばなくてはならないという課題がありました。上

述したように、AWS と GVE の実装では、ESXi ホスト自体が仮想マシンになるようこ

れらのホストをネストする必要がある一方で、Oracle Cloud Infrastructure 内で ESXi

を立ち上げると、ESXi は実際にはベアメタル・ホストに配置されます。この相違だけ

でも、全体像がよりはっきりします。さらに、NSX、Horizon View、および VMware

ポートフォリオのその他のコンポーネントをネイティブ製品として利用できることか

ら、より具体的に言うと、Oracle Cloud Infrastructure の実装はオンプレミス環境の実

装に近くなります。 

導入の速さ 

“初日”における導入の速さは、弊社シナリオの要件一覧の中では低い優先順位に振り

分けることに決めました。ただし、クラウド・プラットフォーム間の相違について注

目するのは興味深いことです。たとえば、Oracle Cloud Infrastructure の場合、ウィ

ザードをクリックしてから、SDDC ベースのプラットフォームを完全に設定するまで

約 2.5 時間かかりました。VMC on AWS で同じ手順を実行した場合は 2 時間かかりま

した。Google VMware Cloud Engine では、SDDC は 35 分以内に導入されました。  

 

各プラットフォームでホストを追加および削除するプロセスは非常にシンプルで、実

質的な操作の違いはありませんでした。 

サポート体験 

Oracle を Oracle Cloud Infrastructure で、また Google を GVE で扱っているときのサ

ポート体験は、かなり一貫して“上質な体験”でした。対応が迅速で、進捗状況がわか

りやすく、ほとんどの場合、VMware クラウド・プラットフォームを担当する製品マ

ネージャーに上申されました。Amazon の VMC on AWS のサポート体験は通常チャッ

トで始まり、昼夜を問わず 5 分以内に応答があります。 

 

全体として、これらの成熟した製品、あるいはまったく新しい製品のサポート体験は

エンタープライズの快適性を感じさせ、初日にセットアップを行うときでも、2 日目以

降に製品を運用するときでも、どの運用チームも相手が話を聞いて対応してくれてい

ると実感して安心できるでしょう。  

テストと結果

のサマリー  
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適材適所  

顧客はパブリック・クラウドで数々の実用的な VMware ソリューションを利用できる

ようになりました。ソリューションはそれぞれ差別化されていて、そのクラウド・プ

ロバイダの典型的な顧客とユースケースの要件に対応しています。  

 

皆さんの VMware アプリケーションには、どのプラットフォームが正しい選択肢で

しょうか。それは、パブリック・クラウドを利用する戦略によって左右されます。  

 

各プラットフォームには、VMware の既知の強みがしっかりと実装されています。プ

ラットフォームを決定する際には、次の要因を考慮する必要があります。  

 

- ターゲットのクラウド・プラットフォームに関するスタッフの習熟度 

- アプリケーション移行のリフト・アンド・シフトの技術的なネットワーク要件  

- 既存および将来の変更管理要件およびサービス管理要件と SDDC ライフサイ

クルとの統合 

- 送信ネットワーク・コストを含む総所有コスト 

- 組織のコンプライアンス、セキュリティ、監査の要件を満たす能力 

- 目的の地域におけるサービスの可用性 

- ネイティブ・クラウド・サービスとの統合   

結論 
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テストした領域 

  
監視      

         単一コンソールへの統合（vROP） 

         vROP の並行導入 

         新しいソリューションの必要性 

データ保護          

         既存のソリューションの統合 

         Veeam の並行導入 

         VM レベルのリストア 

         ファイル・レベルのバックアップ 

         ファイル・レベルのリストア 

         vCenter（または同等品）の設定のバックアップ 

         vCenter（または同等品）の設定のリストア 

移行        

         vMotion によるオンプレミスからクラウドへの移行 

         ネットワーク接続の確立 

         vMotion のレイヤー2 の拡張（HCX） 

         VM ネットワークの構成 

         オンプレミスからクラウドへのコールド移行 

管理  

         手動による vMotion の実行 

         手動による Storage vMotion の実行 

         アフィニティ・ルールの作成 

         DRS の構成 

         新しいホストのプロビジョニング 

         HCX のインストールと構成 

         vCenter のリンク・モード 

         障害モードのテスト 

         ローカル VM のクローニングと展開 

認証            

         vCenter と AD の統合 

         vCenter へのログイン 

         vCenter ロールの委任 

VDI の操作性/機能 

         デスクトップ・インスタンスの展開 

         ネットワーク・トラフィック・パス 

         瞬時のクローニング 

クラウド・サービス 

         クラウド・ホスト型データベースまたはストレージ・サービス（対象範囲外） 

 

  

付録  
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 おもな設計上の決定事項：  

 

● データ保護：Veeam Backup & Replication のオンプレミス・バージョンをす

べてのバックアップとデータ・リカバリに利用  

● VMware Horizon/View を各パブリック・クラウド・プロバイダに拡張  

● VMware のリンク・モードを利用（利用可能な場合）  

● 双方向の信頼を介して、各クラウド・プロバイダ内の専用 Active Directory 環

境に接続し、オンプレミスの AD を使って認証  

● vCenter のリンク・モードを確立して、一元的な管理に対応  

● 10 Gbps の Megaport 接続を利用して、各クラウド・プロバイダへの“ダイレ

クト接続”を確立  

  

CTO Advisor Hybrid Infrastructure 

  

オンプレミス：CTOADC – QTS シカゴ・データセンター  

ハードウェア：Dell R730XC/128 GB RAM/16 コア Xeon プロセッサ（3 台）  

VSAN：ハイブリッド・アレイ   

ハイパーバイザ：vSphere 6.7u3 

VDI：VMware Horizon v.7.9 

  

Oracle Cloud Infrastructure： 

リージョン：米国東部（アッシュバーン） 

ハードウェア：Oracle Server X7-2L/768 GB RAM/52 コア Xeon プロセッサ（3 台）  

VSAN：NVMe オールフラッシュ 

ハイパーバイザ：vSphere 6.7u3 

VDI：VMware Horizon v.7.9  

 

VMware Cloud on AWS  

リージョン：米国東部 2（オハイオ） 

ハードウェア：AWS i3/512 GB RAM/36 コア Xeon プロセッサ（2 台）  

VSAN：オールフラッシュ 

ハイパーバイザ：vSphere Cloud（7.0 の非標準） 

VDI：VMware Horizon v.7.9  

 

 

 

テスト手法  

 



VMware Cloudオプションの比較 
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Google Cloud VMware Engine  

リージョン：米国東部 4（アッシュバーン） 

ハードウェア：ve1-standard-72/768 GB RAM/36 コア Xeon プロセッサ（3 台）  

VSAN：NVMe オールフラッシュ 

ハイパーバイザ：vSphere 6.7u3 

VDI：VMware Horizon v.7.9  
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The CTO Advisor LLC 

The CTO Adviosr LLC は 2017 年に Keith Townsend によって設立されまし

た。IT プロジェクト管理の修士号を持つ Keith は、20 年以上の経験がある

管理コンサルタントです。同社のアナリスト・チームには、世界最大の環

境の一部で VMware vSphere 環境を設計、実装、管理してきた経験が合わ

せて 40 年以上あります。  
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