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VMware NSXと検疫ソリューションの組み合わせで

ウイルス感染した仮想デスクトップを自動隔離。
エンドポイントのセキュリティレベルを大幅に向上
課題
出口対策
• クライアント PC のウイルス対策、

• 社外に持ち出すクライアント PC の紛失・
盗難による情報漏えい対策

• PC の入れ替え、障害対応、リカバリなど
の運用工数の軽減

独立系システムインテグレーターとして、情報インフラの構築からアプリケーショ
ン開発、システム保守、運用までをワンストップで提供する日本ビジネスシステム
。同社は、開発部門、営業部門、管理部門などの社員約
ズ株式会社
（以下、JBS）

1,800 名が利用するクライアント PC のウイルス対策、また紛失・盗難による情報
漏えいリスク対策を課題として抱えていました。そこで同社は、仮想デスクトップ
ソリューションの VMware Horizon とともに、マイクロセグメンテーション機能を
装備した VMware NSX を導入。セキュリティ対策の強化とともに、クライアント

ソリューション

PC の管理工数の大幅な削減を実現しています。

VMware NSX のマイクロセグメンテー
ション機能で 1 台 1 台の仮想デスクトップに
ファイアウォールを設定してセグメントを
完 全に分 離し、Trend Micro Deep

社外持ち出しクライアント PC の
セキュリティ対策が急務の課題に

Security と組み合わせることで、ウイルス
を検出した仮想マシンを自動隔離してウイ
ルス検索・駆除を実施。また、VMware

Horizon の仮想デスクトップ環境でクラ
イアント PC を一元管理することにより、約
1,800 台の PC の運用工数の大幅な削減
にも成功
導入効果

• デスクトップ間を完全分離し、ウイルス感
染の拡大を防止

• Trend Micro Deep Security との
連携により感染した仮想デスクトップを
自動的に隔離し、セキュリティを強化する
とともに管理者の負担を軽減

• VDI の導入により、クライアント PC の紛
失・盗難による情報漏えいリスクを解消

• デスクトップ環境を一元管理することで
運用工数を削減
（約 3 年間で投資を回収
する見通し）

導入環境

• VMware Horizon Standard
• VMware NSX

独立系のシステムインテグレーターとして
「すべてのリソースはお
1990 年に設立され、
客様のために」
というカスタマー・ファースト
を基本ポリシーに、特定のベンダーに依存し
ないサービスを提案し続ける JBS。同社にお
いては、
これまで約 1,800 名の社員が利用する
クライアント PC は、一般的な FAT タイプの
ノート PC を利用してきました。しかし、個々の
端末にデータを保存する FAT タイプでは、紛
失や盗難による情報漏えい、ウイルス感染な
ど、常にセキュリティ上のリスクがつきまとい
ます。ソリューション営業本部 営業推進部 営
業推進チーム マネージャーの牧園雅左男氏は
「営業担当や技術担当は提案活動で PC を外
部に持ち出し、SE もお客様先常駐の場合は
社外で PC を利用します。そこでは PC 紛失や
盗難による情報漏えいや、マルウェアの攻撃
にさらされる可能性が高く、対策が急務となっ
ていました」
と説明します。
また、これら PC の管理にも膨大な負荷がか
かっていました。管理部門ではキッティングや
設定作業のほか、故障が発生したり、セキュリ
ティトラブルで動作が不調になったりした際
も迅速に対応しなければなりません。業務本
部 情報システム部 IT サービス課 課長の稲葉
祥紀氏は「特に SE が使う PC は利用形態や案
件の内容などに合わせて対応するため、その
設定に手間がかかることも多く、運用の負荷
軽減も課題の 1 つでした」
と振り返ります。
と
「管理工
そこで同社は、
「セキュリティ強化」
数の軽減」の 2 つを目的に、仮想デスクトップ
（VDI）
の導入を決定。
「社員にアンケートを実
施して VDI への期待を集約したところ、セキュ
リティの向上に加えて、災害時のテレワークや
在宅ワーク、
さらには BYOD への期待など、
さ
まざまな声がありました」
と牧園氏は付け加
えます。

マイクロセグメンテーション機能で
仮想デスクトップ間の感染拡大を防止

VDI の導入を決定した JBS は、複数のソリュー
ションを検討した中から、豊富な実績を評価
して VMware Horizon の採用を決定。さらに、
ファイアウォールを仮想デスクトップ 1 台 1 台に
設定できるマイクロセグメンテーション機能
を備えた VMware NSX を採用し、検疫ソ
リューションの Trend Micro Deep Security
と組み合わせた仮想デスクトップの自動隔離
機能を導入することにしました。
VMware NSX を選定した最大の理由は、エン
ドポイント・セキュリティの強化にありました。
マルウェア対策においては、入口で侵入を防ぐ
だけでなく、侵入後の被害を拡大させない出
口対策も重要です。システムインテグレーショ
ン統括本部 インフラストラクチャーソリュー
ション本部 プラットフォームソリューション部
システムインテグレーション 2 グループの白川
真秀氏は、次のように語ります。
「今回、その要求を満たしていたのが VMware
NSX でした。従来のセキュリティ対策では、ク
ライアント PC がマルウェアなどに感染した場
合、LAN ケーブルを抜くなどして、拡大を手動
で防止する必要がありました。VMware NSX
なら、マイクロセグメンテーション機能により、
隣接する仮想デスクトップへの被害を食いと
めることができます。さらに、Trend Micro
Deep Security と組み合わせることで感染し
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「VMware NSX と検疫ソリューション
の連携により、確実にウイルスを検出

して隔離することができるようになり
ました。また、ウイルス感染の端末、

PC の特定が可能になることで、原因
の究明もしやすくなっています」
日本ビジネスシステムズ株式会社
白川 真秀 氏
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カスタマープロフィール
マイクロソフト製品を中心とした情報系イン
フラの構築から、アプリケーション開発、シス
テム保守、運用までワンストップで対応。マイ
ク ロ ソ フトソリュ ー シ ョ ン を 提 供 す る
「Ambient Office（アンビエント・オフィス）」
、
クラウドソリューションを提 供する「 Data

た仮想デスクトップを自動的に隔離して、問題
がなければそのまま戻すことができるので、セ
キュリティ管理、
運用の効率化も期待できます」

各部門の業務実態を踏まえた
サイジングで、VDI 環境を最適化

JBS は 2015 年 10 月、開発部門、営業部門、管
理部門から VDI をアクティブに使うユーザー
をピックアップし、業務アプリケーションや SE
が利用する開発ツールの動作を確認するス
モール検証を実施しました。この検証の結果
をもとに、CPU、メモリ、ストレージのサイジン
グを行い、本格的な展開を実施。VMware
Horizon は、約 1,800 名の社員のうち、外出し
ている営業担当者や、顧客先常駐の SE がい
ることも考慮して同時接続ユーザーを 600と
設定し環境を構築しました。

インシデントの可視化により
トラブル時の迅速な対応が可能に

VMware Horizon と VMware NSX による仮
想デスクトップ環境の実現により、JBS が当初
目的としていたクライアント PC の紛失・盗難
による情報漏えい対策とウイルス対策は実現
する見込みです。白川氏は「特に VMware
NSX によってセキュリティインシデントが可視
化されることは大きな成果です。SE が利用す
る開発ツールは、本人が気付かないうちにマ
ルウェアに感染して、放置されてしまう危険が
ありました。今回、VMware NSX と Trend
Micro Deep Security を導入したことで、確
実にウイルスを検出して隔離することができ
るのでセキュリティレベルが高まり、管理者も
原因究明がしやすくなります」
と語ります。

クライアント PC の管理負荷の軽減についても、
セキュリティイ
サイジングに際しては、VDI を利用する開発部 「PC のセットアップや修理対応、
ンシデント発生時のリカバリ対応などの工数
門、
営業部門、
管理部門がそれぞれで求めるス
を見積もると、約 3 年で投資回収ができる」
（牧
ペックを考慮しながら、
全体最適化を進める必
園氏）
と同社では見込んでいます。
要があったといいます。特に SE の業務環境で
は、CPU やメモリなどで高いスペックが要求さ
今後については、VDI 検討時に社員からの要
れることから、
標準化を進める上での苦労はあ
望が高かったテレワーク、在宅ワーク、BYOD
りましたが、社内ユーザーの協力もあり、無事
化も視野に入れながら環境の整備を進め、社
に環境を構築することができました。
員のモチベーションの向上につなげていく方
「今回のプロジェクトの最大のポイントだった
針です。
VMware NSX のマイクロセグメンテーション
また、今回のクライアント環境の VDI への移
機能を使った分散ファイアウォールの設定に
ついても、NSX の UI は非常にわかりやすく、 行で得たノウハウや経験をもとに、VDI 化を
懸念していたような大きなトラブルはなく、ス
検討する同社の顧客に対しても提案活動を
ムーズに実装することができました」
（白川氏）
行っていく計画です。
クライアント PC については、
現在は既存のノー
ト PC に View Client を入れて利用しています
が、
「将来的には一部の開発者を除いてゼロク
ライアントに切り替え、運用負荷の軽減を図る
ことも検討していく」
（稲葉氏）
と話しています。

独立系システムインテグレーターである JBS
にとって、VMware のソリューションは自社の
IT 基盤の強化に貢献するとともに、同社のビ
ジネスに欠かせない存在として、今後も貢献
を果たしていくことになります。

Planet（データ・プラネット）」、ワークスタイ
ル変革を実現する「Mobile Workspace（モ

仮想デスクトップ（VDI）基盤

バイル・ワークスペース）」
、IT 環境の保守運
用支援の「Managed Service（マネージド・
サービス）」
、環境に応じたセキュリティプラン

感染した仮想デスクトップを
自動的に隔離して、検疫を実施。

VMware NSX のマイクロセグメンテーション機能で、
ファイアウォールを仮想デスクトップ 1 台 1 台に設定。

を立案する
「Security Design Center（セキュ
リティ・デザイン・センター）」の 5 つを中心と
する事業に取り組む。

Trend Micro
Deep Security

VMware NSX
VMware Horizon

BYOD
本社

支社

関連会社

顧客先への常駐

外出先

在宅勤務

（将来的に検討）

図：JBS が新たに構築した VDI 基盤の概要
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日本ビジネスシステムズ株式会社

EMC XtremIO＋EMC Isilonを導入し
グループ約 2 , 000 名分の VDI 環境を構築
セキュリティ強化と運用効率化に寄与
■ 課題
セキュリティリスクの軽減を目指し
VDIの導入に着手

・ お客様名／日本ビジネスシステムズ株式会社
・業

種／情報通信

また、これと同時に、社内で稼動する大量の
クライアントの運用効率化も大きな課題になっ
ていたとのこと。同社 業務本部 情報システム
部 IT サービス課 課長 稲葉 祥紀氏は「従来は
通常のファットPC をクライアントに利用してい

「カスタマー・ファースト」の 基 本ポリシー

たため、配布作業や管理業務に掛かる時間・工

の下、幅広い分野にわたる先進 IT ソリューショ

数が大きな負担となっていました。特に当社で

ンを展 開する日本ビジネスシステムズ。特に

は、グル ープ 約 2,000 名分 の 環 境を 情シス部

マイクロソフト製品群の導入・活用支援に関し

門で一 括 管 理していますので、期 の 変わり目

ては、国内有数の実績と技術力を有しており、

などの繁 忙 期になると毎日クライアントの準

サードパーティ製品との 組み合わせで最 適な

備 作 業に追われるような 状 況でした 」と振り

業務環境を実現する「Ambient Of f ice」をは

返る。

じめ、独自の知見を活かした多彩なサービス

さらに、もう一つのポイントとなったのが、

を提供している。また、クラウドソリューション

今後のソリューション提供に向けたノウハウの

「Data Planet」や運用保守支援サービスなど、

蓄 積だ。同社 システムインテグレーション 統

企業のIT 基盤に不可欠な各種サービスをワンス

括本部 インフラストラクチャーソリューション

トップで提供できるのも同社の大きな強みだ。

本部 プラットフォームソリューション部 システ
ムインテグレーション2グループ 白川 真秀氏は

・ 導入製品／EMC XtremIO、
EMC Isilon

「元々当社では、社内実践を重要な取り組みと

■ 主な課題

位置付けています。その点、グループ約 2,000

持ち出し用ノート PC の紛失・盗 難などによるセキュ

名分のデスクトップ環境を VDI 化すれば、お客

リティリスクを軽減すると共に、大量の社内クライア

様 にも 実 体 験 に 基づく説 得 力 の あ る 提 案 が

ントの 運 用管 理 業務を効率化することが 求められて

行えるようになります。また、社内の V D I 環 境

いた。

をショール ームとして活 用で きるという利 点

■ 成果

もあります」と説明する。

ユーザーのデスクトップ環境を VDI 基盤へ集約するこ
とで、セキュリティと運用管理の問題を一挙に解決。
今後のワークスタイル革新を支える基盤としても活用

■ 解決のアプローチ

を推進。

日本ビジネスシステムズ株式会社
ソリューション営業本部
営 業 推 進 部 営 業推進チーム
マネージャー

牧園

雅左男 氏

EMC提唱のVSPEXリファレンスモデル
をもとに、XtremIOとIsilon を VDI 用
ストレージに採用

これらの課題を解消すべく、同社では新たな

V D I 基 盤 の実現に向けた検 討に着手。まず 大

CaseStudy 事例

そ の同 社において、今 回 新たに取り組まれ

量の 仮 想デスクトップを稼 動させるためのイ

たのが、今後のビジネスを支える全社 VDI 基盤

ンフラ製品には、オンプレミス導入でのニーズ

の新規構築プロジェクトである。同社 ソリュー

が多いことを踏まえて VMware 社の「VMware

ション営業本部 営業推 進部 営業推 進チーム

Horizon」を採用。次に問題となったのが、VDI

マネージャー 牧園 雅左男氏は、プロジェクト

用ストレージに何を選ぶかという点である。

の背景を「まず一点目の狙いは、情報セキュリ

「ユーザーはファット PC のレスポンスに慣れ

ティのさらなる強化です。当社ではお客様先に

ていますので、V DI 化したからといって性能が

常駐しているエンジニアも多く、ノートPC など

落 ちるようなことは 許されません。それだけ

を社外に持ち出すケースが少なくありません。

に、VDI用ストレージには、極めて高いパフォー

もし、こうしたものが紛失・盗難被害に遭った

マンスが求められました」と稲葉氏は語る。

場合には、情報漏えいなどのセキュリティリス

また、これと同時に、スケーラビリティの高

クが生じますので、早急に改善を図りたいと考

さも重要な要件となった。牧園氏は「社内への

えていました」と明かす。

V D I 展 開を段 階 的に行いたいと考えていまし

「EMC XtremIO 10TB Starter X-Brick」×1台、

最大の懸案であったセキュリティ強化につい

「EMC Isilon X210」×3 台がそれぞれ導入され

ても、大きな改善が見込まれている。ローカル

ている。

PC内にデータを持たなくて済むようになれば、

同社では本格的な全社展開に先立ち、2016

たとえ端末の紛失・盗難事故が生じた場合もリ

年 6 月より先 行 検 証 用 のパイロット運 用をス

スクを最小限に抑えることが可能。しっかりと

タート。そこでの 結果も踏まえて、2016 年 秋

した情報管理が行われているということは、企

より実業務環境への適用を順次 進めていく予

業としての信頼感を向上にもつながってくる。

定だ。

さらに同社では、今回構築したVDI環境を、今
後のワークスタイル革新に向けた基盤としても
活用していく考えだ。
「『社内でしかできない』

■ 成果

ことをいかに無くしていくかがこれからのテー
マ。たとえば、自宅でのテレワークがもっと気

日本ビジネスシステムズ株 式 会 社
業務本部 情 報システム部
IT サ ービス課
課長

稲葉

祥紀 氏

ワークスタイル革新に向けた
取り組みも加速

ります。より柔軟な働き方を目指すことは、こ
れからの企業に課せられた重要な課題ですか

を 発 揮するのは、まだまだこれからが本 番だ

ら、その解決に向けてもVDI をフル活用してい

が、既に様々な効果が見え始めているという。

きたい」と牧園氏は力強く語る。

「まず感心したのが、XtremIOの高速さです。

ケーラブルに環境を拡張できることも大事なポ

パイロット運用を始めるにあたりデスクトップ

イントでした」と語る。

環 境の 標 準 化に取り組 んだのですが、それぞ

こうした要件を満たせる製品として最終的に

れの業務部門の要件を満たそうとすると、どう

採用されたのが、EMC VSPEXリファレンスモデ

しても7〜8 種類のマスタが必要になる。また、

ルの一端を担うスケールアウト・オールフラッ

リンククローンではなくフルクローンでないと

シュストレージ「EMC XtremIO」と、EMCのス

実装できないデスクトップもありました。しか

ケールアウト NA S「EMC Isilon」である。白川

しXtremIO のコピー速度が非常に速いおかげ

氏はそのポイントを「仮想デスクトップを高速

で、フルクローンでも全く問題ない使い勝手が

動作させるためのストレージには XtremIOを、

実現できています。今後本格的に運用が広がっ

ユーザー固有環境の収容先や共有ファイルサー

てくれば、XtremIO の特長であるインライン圧

バーには拡張性に優れたIsilonを採用すること

縮・重複排除機能の効果も活きてくるはず」と

で、高いパフォーマンスとスケーラビリティを

白川氏は語る。

考えました」と説明する。

どを行っている社員も安心して働けるようにな

今回導入された XtremIOとIsilonがその真価

たので、後々のユーザー数の増加に合わせてス

兼ね備えた先進的な V DI 基盤が実現できると

軽に行えるようになれば、出産や育児、介護な

また、運用管理の効率化でも、様々な効果が
期待されている。稲葉氏は「今後は膨大なクラ

日本ビジネスシステムズ株式会社
システムインテグレーション統括本部
インフラストラクチャーソリューション本部
プラットフォームソリューション部
システムインテグレーション 2 グループ

最近では、様々なベンダーからオールフラッ

イアントのメンテナンス作業に追われる心配が

シュ・ストレージが 提 供されているが、市場に

なくなりますから、情シス部門としてもビジネ

おける導入実績の豊富さや EMC 製品ならでは

スへの貢献につながる業務にもっと注力できる

の信頼感などを考えると、Xt remIO に軍配が

と考えています。また、XtremIO の管理ツール

上がったとのこと。また、Isilon については、

の使いやすさも役立っていますね。各種情報の

もちろんこうしたノウハウは、今後同社が顧

ノードを増設するだけで簡単に容量を増やせ

把握や様々な操作が直感的に行えますから、ス

る上に、運 用管 理が煩 雑化する心配もない点

客企業向けに提供するVDIソリューションにも

トレージ運用をより効率的に行えるようになり

が決 め 手となった。具体 的な 製 品としては、

そのまま活かされていくことになる。XtremIO

ました」と語る。

とIsilonが活用される場面も、ますます広がっ

白川

真秀 氏

ていきそうだ。

システム構成図

〈お客様コメント〉
「XtremIOを採用したことで、ユーザーが快適
に業務を行える高性能・高信頼 VDI 基盤を無事
実現できました。最近ではストレージに大きな
負荷の掛かるシステムも増えていますので、ぜ
ひ今後も XtremIO のような優れた製品を提供
し続けて欲しいですね」
日本ビジネスシステムズ株式会社
システムインテグレーション統括本部
インフラストラクチャーソリューション本部
プラットフォームソリューション部
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CUSTOMER SUCCESS STORY
導入事例

VMware NSXと
Trend Micro Deep Security™で
VDIセキュリティの次世代標準を築く
日本ビジネスシステムズ株式会社

Before

Webサイト
https://www.jbs.co.jp/

PC運用管理工数削減を目的にVDIを

地域
東京都、日本

を損なわないウイルス対策が必要に

業種
情報サービス
従業員
880名（単体）／ 1 ,8 1 8名（連結）
導入製品・ソリューション
• Trend Micro Deep Security™
利用環境
• VMware
導入効果
• Deep SecurityとVMware NSXによるエー
ジェントレスのウイルス対策で、運用管理
の工数を大幅に削減できる
• Deep SecurityとVMware NSXの連携によ
り、ウイルス感染クライアントの検知・隔離
の運用プロセスを自動化、インシデント発生
時の対応の効率化が可能になる

After
Trend Micro Deep Security™でエー

採用。クライアント仮想化の優位性

ジェントレスのウイルス対策を実現。

なった

ント対処のプロセス自動化も視野に

NSXとの連携でセキュリティインシデ

導入の背景

日本ビジネスシステムズ株式会社（以下、JBS）は、ITコンサルティングからアプリケーショ
ン開発に至るまで、幅広いITソリューションを提供するシステムインテグレーター（SIer）だ。
マイクロソフト製品のSIビジネスで業績を拡大させる一方で、VMwareソリューションのプロ
バイダーとしてもユーザの裾野を拡大させている。
「当
同社のVMwareソリューションの特色について、JBSビジネス戦略本部の牧園雅左男氏は、
社では、これまで実績を出してきたActive Directoryといったマイクロソフトのソリューショ
ン提案とVMwareテクノロジーとを新たに組み合わせて、お客様にとって最適なソリューショ
ンが提案、提供できます。それがJBSならではの強みです」と話す。

お客様の課題

そんなJBSでは、社内システムを リアルショーケース と位置づけ、顧客に提供するITソ
リューションを自らの課題解決にも生かすという方針を貫いている。この方針に沿ったかたち
で社内導入を進めているのが、ネットワーク仮想化プラットフォーム「VMware NSX」および
「VMware Horizon」を用いたVDI（仮想デスクトップ基盤）環境だ。
「このVDI環境には、JBSの業務用PCを中心に約600台のデスクトップ環境を統合化させる
予定です」と、JBS 情報システム部の稲葉 祥紀氏は話す。

選定理由

JBSでは20 1 5年6月ごろからVMwareの仮想化基盤を用いたVDIの社内導入を始動させた。
目的は、肥大化するPCの運用管理工数を大きく削減すること。またリモートからのアクセスの
メリットに着眼した、BCP対策の強化もVDI導入の一つの目標に設定された。
こうしてVDI導入の検討を進める中で、同社は、運用管理の工数削減に有効なもう一つのソ
リューションに目を向けた。それがウイルス感染の検知と連動した感染クライアントの自動的
な隔離であり、VMware NSXとトレンドマイクロの「Trend Micro Deep Security™」
（以下、

Deep Security）との連携である。この仕組みは、VMware NSXの提供するマイクロセグメンテー
ションの考え方を生かしたもので、Deep Securityがウイルスを検知した際に、VMware NSXが

「Deep Securityは、VDI、

NSXによる日本ビジネスシステムズのVDI 環境とメリット

VMware NSXの 価 値 を
高め、その普及に促進し
ようとしています。当社に
とってDeep Securityはソ
リューションの中核を成す
重要プロダクトであり続け
ると確信しています」

牧園 雅左男 氏

日本ビジネスシステムズ株式会社

ビジネス戦略本部
サービス企画部 マネージャー
「 VMware NSXとDeep

Securityによるウイルス検
知と隔離の自動化は、IT
担当者にとって意義の大き
な変革です。これによって
運用管理の工数は大幅に
減ると期待しています」

稲葉 祥紀 氏

日本ビジネスシステムズ株式会社

業務本部
情報システム部
IT サービス課 課長
「エージェント型の従来の
ウイルス対策ソフトウェア
を使うことは、PCの運用
管理工数が大幅に削減で
きるというVDI環 境 の 本
来のメリットを損なわせる
ものです。 VDI環境のウ
イルス対策にはDeep Securityが最適と言い
切れます」

ヘドビンド エリック ヨナス 氏
日本ビジネスシステムズ株式会社

システムインテグレーション統括本部
データプラネットソリューション本部
プラットフォームソリューション部
システムインテグレーション 1 グループ

他に影響を及ぼさない隔離セグメントに、感染クライアントを隔離する。そして、隔離したクラ
イアントの安全が確認された際に、また自動的に元のセグメントに戻すというものである。
「ウイルスに感染したクライアントの隔離は、そのクライアントを使うユーザとの作業の調整
など、多くの工数がかかる作業です。それが自動化される意義は小さくないと考えました」と
稲葉氏は言う。
この背景には、「VMware vShield Endpoint」と早い時期から連携を実現し、実績もある
Deep Securityの「エージェントレス」のウイルス対策があった。
「従来型のウイルス対策ソフトはVDI上の仮想クライアントにエージェントが必要になりま
す。こうしたエージェント型の製品で仮想クライアントを保護しようとすると、エージェント
の更新が発生するたびに、各仮想クライアント上のエージェントが正しく更新されたかどうか
をチェックしていかなければなりません。これでは台数が多くなるにつれて、運用の負担が増
すばかりです。これに対して、Deep Securityのエージェントレスの環境では、ウイルス対策
を一手に引き受ける仮想アプライアンスを更新するだけで、すべての仮想クライアントが最新
のセキュリティで保護されます。これなら運用負荷を小さくできます」と、システムインテグレー
ション統括本部のヘドビンド エリック ヨナス氏は説明する。

ソリューション

こうしてDeep SecurityとVMware NSXの導入を決めたJBSは、VDI導入のための最初のパ
イロットプロジェクトを20 1 6年夏に実施した。ただ、その時点では、やむを得ず、エージェン
ト型ウイルス対策製品を併用したVDI環境の実装を余儀なくされたという。そのときの苦労を
稲葉氏はこう振り返る。「VDI環境では、ユーザのログオフ時に仮想クライアントが展開前の状
態に初期化されます。このため、すべての仮想クライアントはユーザがログインするたびにパ
ターンファイルを更新しようとし、それがネットワーク帯域を圧迫、ネットワーク全体の性能
低下を招いていました。しかも、各仮想クライアントに最新のパターンファイルが適用された
かどうかを、都度、一つずつ確認しなければなりません。この体験から、エージェント型のウ
イルス対策がVDI環境に適さないことが肌身を持って理解できました」
この経験からウイルス対策をエージェントレスに統一した稲葉氏らは、次のパイロットプロジェ
クトをスタートさせている。ここで問題がなければ、
いよいよVDI環境が全社展開される運びとなる。

導入効果

稲葉氏らが進めているパイロットプロジェクトではVMware NSXとDeep Securityの連携
による、ウイルス感染時の自動隔離が実現される。また、牧園氏によれば、多くの顧客がこの
VMware NSXとDeep Securityの連携ソリューションに強い関心を示し、それがVMware NSX
に対するニーズの拡大と、VMwareのネットワーク仮想化のメリットを生かした、ネットワー
ク機器削減の大きな期待につながっているという。

今後の展望

牧園氏は、こうした流れを一層加速させるべく、社外向けにVDIのデモ環境を構築、提供を
予定している。
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「ここではあらかじめVMware NSXとDeep Securityを利用したVDI環境を設置し、当社の
営業担当者がモバイルPCからアクセス。VDIの利便性やDeep SecurityとNSXの連携ソリュー
ションを実際にご覧いただくことを考えております」と稲葉氏は語り、次のように話を締めく
くる。「多くのお客様は、セキュリティの強化と運用の効率化を両立させたいと強く望んでいま
す。Deep SecurityとNSXの連携ソリューションは、そうしたニーズにピタリとマッチするソ
リューションです。今後も、このソリューションをVDIソリューションの中核と位置づけ、積
極的に販売していくつもりです」

導入製品詳細

詳細については、下記にアクセスしてください

www.go-tm.jp/tmds
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