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Windows Virtual Desktop

強力なパートナー エコシステム

広範、統合型、経験豊富

優れた経済性

高いコスト効率、柔軟、Opex (運用コスト) の削減

セキュリティの強化 管理の簡素化卓越したユーザーエクスペリエンス

Azure

標準化され、グローバルで、セキュア



優れたエンドユーザー体験

Windows Server 2019 では Office 365 ProPlus もサポート (OneDrive ファイル オンデマンド機能)

任意のプラットフォーム Windows の差別化要素 拡張されたプロトコル

コンテナー化されたユーザー プロファイル ネイティブの O365 パフォーマンス Teams の拡張機能

• コンテナー化されたユーザー プロファイル
(FSLogix) による VHD 読み込み時間の高速化

• O365 の電子メールと予定表の妥協のない
パフォーマンス、Outlook でのリアルタイムの検索

• 永続的環境と非永続的環境

• 会議とメディアにおける卓越したエクスペリエンス

• マルチメディア リダイレクト機能、高パフォー
マンスで待機時間の短い音声/ビデオ通話

• お客様の任意のデバイスから接続 (Windows、
macOS/iOS、HTML5、Android、Linux*)

* 近日提供予定

• ローカルのような Windows エクスペリエンス

• 広範なデバイスのサポート

• Windows Hello for Business のサポート

• 利用可能な帯域幅の動的な適用

卓越したユーザー エク
スペリエンス



構成の簡素化によるセキュリティの強化

Azure AD 
セキュリティ サービス

攻撃対象領域
の減少

きめ細かい
アクセス制御

分離されたユーザー
セッション

逆方向接続技術により、
VM への受信ポートを
開く必要がなくなる

Azure AD によって容易
に構成できる高度な

セキュリティ サービス
(MFA、CA など)

ロールベースのアクセス
制御で複数の管理者を

割り当て可能

単一セッションとマルチ
セッションの両環境で
ユーザー セッションを

分離

セキュリティの強化



効率的で簡素化された管理

ユーザー エクスペリエンス
の管理

VM 
の管理

WVD サービス
の管理

• 1 つのサービスでデスクトップと
RemoteApp の両方のエクスペリエンスを
サポート

• 複数のアプリ グループを含む 1 つのホスト
プールによる柔軟なユーザー エクスペリエンス

• 使い慣れた Azure AD 資格情報で WVD リ
ソースにアクセス

• VM 展開を自動化するための各種ツール

• 強化された OS/アプリ更新ツール

• Azure Site Recovery の統合によるディザス
ター リカバリー

• 高度な診断サービスを使用する簡素化された
効果的なトラブルシューティング

• API によって実現するサードパーティの
付加価値サービス

管理の簡素化



Microsoft Cyber Defense 
Operations Center 

3,500 名を超えるフルタイムの
セキュリティ専門家

1 日あたり 6 兆 5,000 億件もの
世界中の脅威シグナルを分析

年間 10 億ドルをサイバー
セキュリティに投資

クラウド プロバイダーの地理的
な拠点としては最大の 54 か所を

超える Azure リージョン

Azure 上に構築: 標準化された、グローバルで、

セキュアなクラウド

専用の、地域間で標準化されたインフラストラクチャ

ワークロードの最新化による展開の簡素化

グローバル標準化

リージョン間で一貫したインフラストラクチャ

セキュア

IaaS PaaS

コンピューティング ネットワーキング記憶域

サーバーレス アーキテクチャによる統一された展開

サーバーレス プラットフォーム

コンテナー マイクロサービス 統合サービス

Azure



大幅なコスト削減効果による優れた経済性

インフラストラクチャ ライセンス 人員

約 70%* 
の削減効果

約 60%* 
の削減効果

約
60%** 
の削減効果

注: インフラストラクチャには、コンピューティング、ストレージ (IaaS/PaaS)、およびネットワーキングが含まれます。
* WVD の経済性に関するメリットのサンプル シナリオを参照してください。
** 業界分析

• マルチセッション コストでの Windows 10 
エクスペリエンス

• コスト効率の高いコンピューティングとストレージ

• 柔軟なネットワーク プロビジョニング

• きわめてお得なコンピューティング料金

• ビジネス用途に連携する運用コスト

• お客様が既に保有されているライセンスに
WVD 管理サービスが含まれる

• マルチセッション展開によって RDS CAL の
コストを削減

• 3 年間の Windows 7 ESU が含まれる

• クラウドへのコンピューティングとストレージの
移行による人件費の削減

• PaaS サービスを利用する場合の人件費の削減

優れた経済性



幅広いパートナー エコシステムと強力な仮想デスクトップ

の専門知識

• Citrix と VMware は WVD に付加価値をもたらす
(例: ハイブリッド展開管理)

• Citrix と VMware の管理プレーンでは Windows 10 Enterprise 
マルチセッションも使用可能

• 最終的にはお客様が、希望する管理プレーンを決定する

• WVD のお客様は以下の分野の専門知識を持つ幅広い SW/サービス
パートナー ネットワークを利用可能
– お客様の環境の評価

– 診断およびエンド ユーザー エクスペリエンスの監視

– アプリケーション レイヤー化

– 管理

– 印刷

– アプリ互換性の評価/修正

WVD 承認済みプロバイダー WVD 付加価値パートナー

強力なパートナー エコシステム
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