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AWS と IBM、どっちを選ぶべき？
失敗しない VMware 環境クラウド化

AWS

「VMware Cloud on AWS」
「VMware on IBM Cloud」徹底比較！
クラウド活用が一般的になった今でも、基幹システムは自社やデータセンターのオンプレミス環境で運用して
いる企業がほとんどだ。しかし、近年ようやく本格的にオンプレミス環境、特に VMware 環境をクラウドへと移
「VMware Cloud on AWS」と「VMware on
行する土壌が整ってきた。その象徴とも言える2つのサービス、
IBM Cloud」を徹底比較する。

オンプレミスの VMware 環境がビジネスの足を引っ張らないために
クラウドサービス
（パブリッククラウド）
をまったく使っていない

の企業が VMware vSphere で仮想化した基盤の上で自社

企業は今や珍しい。一方で、基幹・業務システムはオンプレミス

システムを動かしている
（データセン ターで VMware 製品が

または自社データセンター環境、という企業がほとんどだろう。

動いている）
はずだ。これまでこの VMware 環境を、アーキテク
チャの異なるクラウドサービス事業者の基盤に移行するには、

しかしビジネスのデジタル化が進み、データ活用の重要性が増

アプリ ケーションの作り直しや設定の変更等が必要で、簡単

すにつれ、企業 IT の基盤にはさらなる俊敏性、柔軟性が求め

ではなかった。そのため、IT 担当者は苦労しながらオンプレミス

られる今、オンプレミスとクラウド、2つの環境に分断されてい

とクラウドの両方を管理していたわけだ。

たデータやアプリケーションを統合的に扱いたいというニーズ
しかし、高まるユーザーニーズに伴い、VMware も動き出した。

が高まっている。

その一例が、2017年8月に米国オレゴンリージョンでサービ
スが始まった「VMware Cloud on AWS」である。

そこでオンプレミスの基幹・業務システムに目を向けると、ほとんど

それぞれの環境を管理するために
それぞれのエンジニアが必要
それぞれの環境を
管理・監視するツールが必要

それぞれの環境に
合わせた手順書等

オンプレミス・データセンター

移行に際し、
フォーマット等の変換が必須
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・分離され、複雑になる運用
・透過性の低さからくる不安
・重複したリソース/工数により膨らむコスト

オンプレミス環境のクラウド移行を実現していくにあたっての課題
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「VMware Cloud on AWS」と「VMware on IBM Cloud」を徹底比較
これは、AWS
（Amazon Web Services）
サービスで、VMware

の特長の一つとも言えるベアメタルサーバ上に、VMware 仮

の SDDC（Software Defined Data Center）ソフトウェアを

想サーバ、仮想ストレージ、仮想ネットワークのソリューション

AWS の用意したベアメタルサーバ上で利用可能とする機能が

を柔軟に組み合わせ、オンラインから迅速にクラウド化された

提供されているもの。これにより、企業にとってはオンプレミス

VMware 環境を実現できるサービスだ。

と一貫性のある相互運用可能なインフラストラクチャが AWS
のクラウド上に提供される。パブリッククラウドの大手 AWS が

企業が本格的に VMware 環境のクラウド化、ハイブリッドクラ

VMware 環境をサポートしたインパクトは大きく、多くの企業

ウド環境の構築を進めていく際、
「VMware Cloud on AWS」
と
「VMware on IBM Cloud」はまず検討したいサービスだ。そ

からの期待が寄せられている。

こで本記事では、企業側の視点から2つのサービスを徹底比較
一方、AWS に先がけてIBMでも同様のサービスを提供している。

していく。

それが「VMware on IBM Cloud」だ。これは、IBM Cloud

ポイント1：オンプレミスと同じように運用できるか
まず第1のポイントは「オンプレミスと同じように運用できるか」

できるのかどうかを確認しておきたい。

という点である。もちろん、両サービスともにオンプレミス同様の
一方、
「VMware on IBM Cloud」では、VMware 製品の管理者

使い勝手を謳うが、その中身は少し異なる。

権限も提供される。運用管理を IBM 側にお任せするマネージド

VMware 環境をマネージドサービスとしてのみ提供するのが

サービスももちろん用意されているが、自社の運用ルールで、自

「VMware Cloud on AWS」だ。そのため、VMware 環境の運

社主導で VMware 環境の運用、管理を行うこともできるというこ

用・管理は VMware が主導で行うことになる。運用管理もすべて

とだ。レプリケーション機能やセキュリティ機能を強化したいと

お任せする前提であれば問題にならないが、限られた権限の中

きも、圧倒的な自由度を享受できる。

で業界や自社の運用ルールや規定に合わせた運用・管理を継続

運用・管理の形態は
「お客様が選択」
従来のツール、
スキルが
そのまま活用できるからこその
「運用形態の選択肢」
・お客様による運用管理
・IBMによる マネージド・サービス

オンプレミス環境の「VMware on IBM Cloud」では、IBM 側によるマネージドサービスだけでなく、
自社で運用するという選択肢もあるクラウド移行を実現していくにあたっての課題
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ポイント2：システム構成の柔軟性はどうか
「VMware Cloud on AWS」の場合、最小4ホストから固定構

ではなく、企業側で任意に構成が可能だ。オンプレミスに構築

成で提供されており、ホスト1台あたりのスペックも36コアの

した VMware 環境とほぼ同じ環境をクラウド上で利用できるた

CPU、512GB メモリ、15TB のストレージとなっている。基幹・

め、VMware 環境をクラウドに移行する際のリスクを最小限に抑

業務システムなら問題ない規模感だが、開発環境や検証環境

えられる。なお、IBM Cloud のベアメタルでは、計算リソースと

で利用するにはオーバースペックになる場合もあるだろう。

して GPU も追加することができる。ちなみに「VMware on IBM

Cloud」は、企業が”すでに保有している”VMware 製品のライセ
「VMware on IBM Cloud」では、選択可能なサーバも固定構成

ンスを持ち込んで利用できる点も、大きな特長と言えるだろう。

選択可能なVMware 製品
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「VMware on IBM Cloud」には、フルスタックからアラカルト型まで、3つのラインアップが用意されている。
加えて、ベアメタルサーバの構成もきめ細かく選択が可能だ

ポイント3：使えるデータセンターは豊富か
3番目のポイントは「使えるデータセンターは豊富かどうか」だ。

一方、
「VMware on IBM Cloud」は、東京を含むグローバル

2017年8月にリリースされたばかりの「VMware Cloud on

40拠点以上ある IBM Cloud のデータセンターのほとんどで今

AWS」は仕方ない面もあるが、現在は「Initial Availability」と

すぐに利用可能だ。また、各データセンターは10Gbps 以上の

いう形態で提供されており、利用可能なデータセンターは米

高速回線で接続されており、これらのデータセンター間のプラ

国オレゴンリージョンと、2017年11月末にようやく米国東海

イベートネットワークの通信は「送受信ともに無料」で行える。

岸リージョンが追加された。一般提供を意味する「General

これにより、たとえば東京データセンターを本番サイトとし、他

」GA）
は2018年中に予定されており、日本での提
Availability（

のデータセンターを DR
（災害対策）
サイトとしてレプリケーショ

供は2018年第四半期の予定となっている。

ンを行う場合にも、通信コストを大幅に抑制することが可能だ。
そうした災害対策の用途だけでなく、IT インフラをグローバル
に展開する際にも有効だろう。
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日本を含む世界中で
「今」使える
・日本を含む世界中のIBM Cloud データセンター 21拠点では

IBM Cloud for VMware Solutions をオンラインですぐに導入可能
・データセンター間のプライベート・ネットワークの高速通信は無料

「VMware on IBM Cloud」は日本を含む世界中の IBM Cloud データセンターを今すぐ利用できる。
データセンター間の高速な通信は送受信とも無料という点も魅力だ

AWS はどういう企業に向いているのか
こうした違いを踏まえ、VMware 環境の移行を考えたとき、

システムを構築してきたベンダーが保有するスキルやノウハウ

「VMware Cloud on AWS」と「VMware on IBM Cloud」
、そ

が利用できる点も大きなメリットと言えるだろう。

れぞれどのような企業に適していると言えるだろうか。
また、2017年8月にスタートしたばかりのサービスであるため、
まず、すでに AWS で構築したシステムやアプリケーションが豊

現時点では物足りなく感じる機能も、これから順次搭載されて

富にあり、VMware 環境も完全にパブリッククラウド化を進め

いくことが期待できる。最初は大雑把でも、顧客からのフィード

たい企業にとっては「VMware Cloud on AWS」は良い選択肢

バックを反映させてサービスを発展させるのが、AWS 得意の

だ。パートナーエコシステムも AWS の特長で、
これまで AWS で

アプローチだ。

IBM Cloud はどういう企業に向いているのか
一方、
「VMware on IBM Cloud」に適している企業はどうか。

ネッワークを無料で使える点は、多くの企業にとって魅力だろう。

まず大きいのは、
「オンプレミスと同様の運用ができる」点だ。オ
ンプレミスの資産や IT 技術者の VMware 製品の関連スキルや

先行する
「VMware on IBM Cloud」は、すでに1400社を超え

経験をしっかりと活用したい企業や、クラウド化のメリットを享

る実績がある。新しい分野にもかかわらず、豊富な実績がある

受しつつ、自社のセキュリティポリシーやガバナンスをしっかり

というのは安心だろう。信頼性という意味で、AWS をはじめグ

と効かした運用、
「管理の主導権」を確保しておきたい企業は間

ローバルにサービスを展開するアマゾンに大きな不安があるわ

違いなく
「VMware on IBM Cloud」がおすすめだ。

けではないが、ベアメタルサーバの提供は同社にとって初めて
の挑戦だ。一方、ベアメタルの提供はもちろん、メインフレーム

システム構成の柔軟性から、今ある VMware 環境をそのままの

の時代から現在に至るまで、長年、企業の IT 基盤の構築・運用

構成でクラウドへ移行したい場合や、開発／検証環境での利用な

に携わってきたのが IBM である。

どにも適している。また世界中のデータセンターをつなぐ国際間
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表：VMware on IBM Cloud と VMware Cloud on AWS の機能比較

VMware on IBM Cloud
IBM

提供元
全般

利用可能なデータセンター

VMware Cloud on AWS
VMware

日本を含む40拠点以上の世界中の

データセンターのほとんどで利用可能

現在米国の2データセンターのみ
（他リージョンは2018年中、
日本はQ４を予定）

2017年8月よりサービス開始

実績

非常に豊富（1,400社以上）

選択可能なVMware用サーバ

VMware Cloud Foundation、
VMware vCenter Server構成からも選択可能

VMware ライセンス

BYOLまたはサブスクリプション

サブスクリプション

GPU利用

可能

不可

利用可能単位

1時間(BYOLで利用可)、1ヶ月

1時間、1年、3年

利用者のVMware管理者権限

あり

なし

VMware環境の運用・管理責任

ユーザー

VMware

VMwareのメンテナンス体制

ユーザー主導

VMware主導

回線

データセンター間通信費用

無償

有償

備考

ー

常に最新の物理サーバを利用することも可能

AWSとして初のベアメタル提供でもある

仕様

運用管理

任意に構成可能。

VMware Cloud Foundation
固定構成（最小4ホストから

＊表内の記載事項は2018年1月時点の情報に基づく

「VMware on IBM Cloud」
も
「VMware Cloud on AWS」
も、

何を目的にクラウド化するのか、どのシステムを移行するのか、

クラウド上で提供される
「ベアメタルサービス＋ VMware 環境」

オンプレミスに残すのかなど、まず既存の環境を整理したうえ

という点では共通している。どちらのサービスも、アーキテク

で、両サービスをじっくりと検討したい。

チャを変えることなく既存の VMware 環境をクラウド上で稼働
させるには適した方法だ。
この冊子は、ビジネス +IT に2018年10月に掲載されたコンテンツを再構成したものです。
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