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VMware NSX® は、VMware が提唱するクラウド ネットワーク ソリューションを
実現する、ネットワーク仮想化およびセキュリティのプラットフォームです。データ
センター、クラウド、アプリケーション フレームワークにまたがるネットワークを、
ソフトウェアベースのアプローチで構築できます。仮想マシンからコンテナ、物理
サーバまで、アプリケーションの実行場所を問わず、ネットワークとセキュリティ
をアプリケーションのより近くに構成できるほか、ネットワークのプロビジョニン
グと管理を、仮想マシンの運用モデルと同様に基盤となるハードウェアから独立し
て実行できるようになります。NSX はネットワーク モデル全体をソフトウェアで
再現するため、単純なネットワークから複雑なマルチティア ネットワークまでに
至るあらゆるネットワーク トポロジーの作成とプロビジョニングを、わずか数秒
で実行できます。ユーザーは、NSX で提供されるサービスや広範なサードパーティ 
エコシステムから提供されるサービスを組み合わせて活用することで、要件が異な
る複数の仮想ネットワークを作成し、本質的に俊敏でセキュアな環境を構築できます。
上記のサービスは次世代ファイアウォールからパフォーマンス管理ソリューション
まで多岐にわたり、その後、クラウド内およびクラウド間のさまざまなエンド
ポイントへと拡張できます。

図 1：NSX のネットワーク仮想化とセキュリティのプラットフォーム

主なメリット
• 自動化により、ネットワークのプロビジョ
ニングの所要時間を数日から数秒まで
短縮し、運用効率を向上

• ワークロード レベルでのマイクロセグ
メンテーションと高度な脅威に対する
防御、およびきめ細かなセキュリティに
よりアプリケーションを保護

• 複数のデータセンターやネイティブ パブ
リッククラウドにわたり、物理ネット
ワークのトポロジーに依存せず、ネット
ワークおよびセキュリティ ポリシーを
一貫して管理

• アプリケーションのトポロジーの詳細な
視覚化、セキュリティ ポリシーの自動
推奨機能、継続的なフローの監視を利用
可能

• 組み込みの完全分散型の脅威防御エン
ジンを使用して、East-West トラフィック
における水平方向の脅威に対する高度な
防御を提供
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VMware NSX

ソフトウェアによるネットワーク
VMware NSX は、Software-Defined Data Center（SDDC）の構成要素として、
クラウド ネットワークへの拡張を可能にする、ソフトウェアで定義されたまった
く新しいネットワークの運用モデルを提供します。データセンターの運用において、
物理ハードウェア コンポーネントに縛られたデータセンター ネットワークでは
実現できなかった、俊敏性、セキュリティ、経済性の大幅な向上が可能になります。
また、論理スイッチ、ルーティング、ファイアウォール、ロードバランシング、仮想
プライベート ネットワーク（VPN）、サービス品質（QoS）、モニタリングなど、論理
ネットワークとセキュリティに関するすべての機能とサービスも利用できます。
これらのサービスは、NSX API を活用した任意のクラウド管理プラットフォーム
を通じて、仮想ネットワークにプロビジョニングされます。仮想ネットワークは、
既存のあらゆるネットワーク ハードウェアにダウンタイムなしで展開することが
でき、データセンター、パブリッククラウド、プライベートクラウド、コンテナ プラット
フォーム、物理サーバにわたり拡張できます。

主な機能

スイッチング データセンターの境界内および境界間で、レイヤー 3 でルー
ティングされるファブリック全体にわたって、論理レイヤー 2 オー
バーレイの延伸が可能です。 

ルーティング 仮想ネットワーク間でのダイナミック ルーティングは、ハイパー
バイザー カーネル内で分散方式で実行されます。また、物理ルータ
によるアクティブ /アクティブ フェイルオーバーを備えたルー
ティングのスケールアウトが可能です。スタティック ルーティング
とダイナミック ルーティングのプロトコルがサポートされます
（IPv6 のサポートを含む）。

ロード 
バランシング1

VMware NSX Advanced Load Balancer™ は、データセンター
からクラウドまでのあらゆる環境にわたって、エンタープライズ
クラスのマルチクラウド ロードバランシング、グローバル サーバ 
ロードバランシング（GSLB）、アプリケーション セキュリティと 
Web アプリケーション ファイアウォール、アプリケーション分析、
およびコンテナ Ingress サービスを提供します。

Virtual 
Routing and 
Forwarding
（VRF）

NSX Tier-0 ゲートウェイの VRF ごとに個別のルーティング テー
ブル、NAT、エッジ ファイアウォールをサポートすることで、
テナント間でデータ プレーンを確実に分離します。

分散ファイア
ウォール

レイヤー 2 からレイヤー 7 まで対応するハイパーバイザー カー
ネル組み込み型のステートフル ファイアウォール（アプリケー
ションの識別、ユーザーの識別、分散型 FQDN 許可リスト設定を
含む）を環境全体に分散させることができる一方で、ポリシーの
適用を含めて一元的な管理が可能です。また、Kubernetes や 
Pivotal Cloud Foundry などのクラウドネイティブ プラット
フォーム、AWS や Azure などのネイティブ パブリッククラウド、
および物理サーバに NSX Distributed Firewall ™ を直接統合で
きます。
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主な機能

コンテキストに
応じたマイクロ 
セグメンテー
ション

IP アドレス、ポート、プロトコルのほか、マシン名とタグ、オペレー
ティング システムの種類、レイヤー 7 のアプリケーション情報など、
さまざまな要素に基づいてセキュリティ グループとポリシーを
動的に作成し、自動的に更新できます。これによりアダプティブ 
マイクロセグメンテーションのポリシーの構成が可能になり、
Active Directory やその他のソースからの ID 情報に基づき、
リモート デスクトップ サービスや仮想デスクトップ インフラス
トラクチャ（VDI）環境での個々のユーザー セッション レベルに
までユーザーレベルのセキュリティを適用できます。

VMware NSX 
Intelligence™

セキュリティ ポリシーの自動推奨機能と、すべてのネットワーク 
トラフィック フローの継続的な監視と可視化による可視性の強化
により、容易に高度な監査を行えるセキュリティ ポスチャが実現
します。VMware NSX と同じ UI を共有する NSX Intelligence 
は、ネットワーク チームとセキュリティ チームに単一の管理画面
を提供します。

NSX  
ゲートウェイ

物理ネットワーク上に構成された VLAN と NSX オーバーレイ 
ネットワークのブリッジングをサポートし、仮想ワークロードと
物理ワークロード間をシームレスに接続します。

ゲートウェイ 
ファイア
ウォール

フル機能を備えたエンタープライズクラスのネットワーク ファイア
ウォールは、完全にステートフルな L4 ～ L7 のファイアウォール
を使用して保護を提供します。これには、L7 アプリケーションの
識別、ユーザーの識別、NAT などが含まれます。

VPN クラウド ゲートウェイ サービス向けのサイト間およびアンマネー
ジド VPN を提供します。

分散型および
ゲートウェイ型
の高度なセキュ
リティ機能2

NSX では、セキュリティ アドオンにより、高度なセキュリティ機能
を利用できます。これには次のようなものがあります。

• 分散セキュリティ：

 –分散型の侵入検知システムおよび侵入防止システム（IDPS）

 –分散型マルウェア対策

 –分散型ネットワーク トラフィック分析（NTA）

 – Network Detection and Response

• ゲートウェイ セキュリティ：Web のカテゴリおよびレピュテー
ションに基づく URL フィルタリング

• マルウェア検知 

DPU-based 
Acceleration 
for NSX

アプリケーション ホストに接続された DPU3 上で、高パフォーマンス
なネットワークとセキュリティのサービスを実装します。NSX の
サービスをハイパーバイザーから DPU にオフロードすることで、
ホストのコンピューティング リソースが解放されるため、現在の 
NSX のユーザー体験を維持しつつ、スイッチングやルーティング
の加速、高パフォーマンスのセキュリティ、可観測性の強化を実現
できます。

フェデレー
ション

複数の拠点にわたるポリシーの構成と適用を単一の管理画面から
一元的に行うことで、ネットワーク全体で一貫性のあるポリシー、
運用の簡素化、ディザスタ リカバリ アーキテクチャの簡素化を
実現します。
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主な機能

マルチクラウド
のネットワーク
とセキュリティ

基盤となる物理トポロジーやクラウドプラットフォームに関係なく、
複数のデータセンター サイトやプライベートクラウドおよびパブ
リッククラウドの境界を越えて一貫性のあるネットワークとセキュ
リティを実現します。

コンテナの 
ネットワークと
セキュリティ

VMware NSX Container Plugin は、VMware Tanzu® Kubernetes 
Grid™、VMware Tanzu Application Service™、VMware vSphere® 
with Tanzu、Red Hat OpenShift、およびアップストリーム 
Kubernetes にコンテナ ネットワークを提供します。

VMware Container Networking™ with Antrea™ は、クラスタ
内のネットワークと Kubernetes ネットワーク ポリシーに商用
サポートと署名済みのバイナリを提供します。NSX との連携に
より、NSX の管理プレーンから、マルチクラスタのネットワーク 
ポリシーの管理と、トレースフローによる一元的な接続のトラブル
シューティングを行えるようになります。

NSX API クラウド管理プラットフォーム、DevOps 自動化ツール、カスタ
ムの自動化機能との連携が可能な JSON ベースの RESTful API 
です。

オペレーション セントラル CLI、トレースフロー、オーバーレイ論理 SPAN、
IPFIX などのネイティブな運用機能により、仮想ネットワーク 
インフラストラクチャのトラブルシューティングとプロアクティブ
なモニタリングを行うことができます。追加ツールとして 
VMware Aria Operations™ for Logs（旧称 VMware vRealize® 
Log Insight ™）を統合すれば、拡張性に優れたログ管理機能を
利用できるようになります。また VMware Aria Operations for 
Networks（旧称 VMware vRealize Network Insight ™）を利用
すると、高度な分析やトラブルシューティングも可能になります。

自動化と 
クラウド管理

VMware Aria Automation™（旧称 VMware vRealize Automation™、
VMware vRealize Automation Cloud ™）などとネイティブに
連携します。Ansible モジュールを完全にサポートするほか、
Terraform プロバイダーや PowerShell との連携も完全にサポート
します。

サードパーティ
のパートナーと
の連携

次世代ファイアウォール、侵入検知システム /侵入防止システム
（IDS/IPS）、エージェント不要のアンチウイルス、スイッチング、
運用管理と可視化、高度なセキュリティなど、多岐にわたる領域で、
管理プレーン、制御プレーン、データ プレーンがさまざまなサード
パーティ パートナーと連携します。
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ユースケース
セキュリティ 
NSX は、プライベートおよびパブリッククラウド環境におけるアプリケーション
のゼロトラスト セキュリティの効率的な運用を支援します。重要なアプリケーション
のロックダウン、ソフトウェアによる論理 DMZ の作成、仮想デスクトップ環境の
攻撃対象領域の縮小などに向けて、マイクロセグメンテーションを実行し、個々の
ワークロード レベルでネットワーク セキュリティ ポリシーを定義および適用
できます。 

マルチクラウド ネットワーク 
NSX は、異種混在のサイト間でネットワークとセキュリティの一貫性を確保し、マル
チクラウドの運用を効率化する、ネットワーク仮想化ソリューションを提供します。
データセンターのシームレスな拡張から、複数のデータセンターのプール化、ワーク
ロードの迅速な移動まで、さまざまなマルチクラウドのユースケースに対応できます。

自動化 
NSX は、ネットワークとセキュリティのサービスを仮想化することで、手作業で
管理していたネットワークおよびセキュリティのサービスとポリシーのボトルネック
を解消し、フルスタック アプリケーションのプロビジョニングと展開を高速化し
ます。VMware Aria Automation、Terraform、Ansible などのクラウド管理プラット
フォームや自動化ツールとネイティブに連携し、開発者と IT チームがビジネスの
要望にあわせたスピードでアプリケーションをプロビジョニング、展開、管理でき
るようにします。

クラウドネイティブ アプリケーション対応のネットワークとセキュリティ 
NSX は、コンテナ化されたアプリケーションとマイクロサービスに、統合された
フルスタックのネットワークとセキュリティを提供します。新しいアプリケーション
を開発する際には、コンテナ単位できめ細かいポリシーを設定できます。これにより、
コンテナ間でのネイティブなレイヤー 3 ネットワーク接続、マイクロサービスのため
のマイクロセグメンテーション、従来のアプリケーションと新しいアプリケーション
にまたがるネットワークおよびセキュリティ ポリシーのエンドツーエンドでの
可視化が可能です。

VMware NSX のエディション
Professional 
自動化された俊敏なネットワークとマイクロセグメンテーションを必要とする企業
に適しています。パブリッククラウドのエンドポイントを利用している企業にも
活用いただけます。 

Advanced 
Professional エディションの機能に加え、高度なネットワークとセキュリティのサー
ビス、幅広いパートナー エコシステムとの連携を必要とする企業に適しています。
複数のサイトを持つ企業にも活用いただけます。

Enterprise Plus 
NSX が提供する先進的な機能に加えて、VMware Aria Operations for Networks 
によるネットワーク運用、VMware HCX® によるハイブリッドクラウドの可搬性、
NSX Intelligence によるトラフィック フローの可視性とセキュリティ運用を必要
とする組織に適しています。
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Remote Office Branch Office（ROBO）
リモート オフィスや支社環境のアプリケーションに対してネットワークとセキュ
リティの仮想化を必要とする企業に適しています。

Professional Advanced Enterprise  
Plus ROBO

ネットワーク4

分散スイッチングと 
分散ルーティング 

〇 〇 〇 〇5

物理環境へのソフトウェア 
L2 ブリッジ 〇 〇 〇

ECMP によるダイナミック 
ルーティング（アクティブ/
アクティブ）

〇 〇 〇 〇

スタティック ルーティング
を使用する IPv6、固定 
IPv6 の割り当て

〇 〇 〇

ダイナミック ルーティング
を使用する IPv6、動的 
IPv6 の割り当ておよび
サービス

〇 〇

デュアル スタック（IPv4/
IPv6）による外部管理 

〇 〇

VRF（Tier-0 ゲートウェイ
の VRF） 〇 〇

イーサネット VPN
（EVPN） 〇

分散セキュリティ

物理サーバ上で稼働する
仮想マシンおよびワーク
ロード向けの分散ファイア
ウォール

〇 〇 〇 〇

コンテキストに応じた 
マイクロセグメンテーション
（L7 アプリケーションの
識別、RDSH、Protocol 
Analyzer）

〇 〇

分散型 FQDN 許可リスト
設定 〇 〇

高度な分散セキュリティ
機能

NSX のセキュリティ アドオン ライセンスで、追加の分散
セキュリティ機能を利用可能。詳細は VMware NSX 
Distributed Firewall のデータシートを参照してください。

ゲートウェイ セキュリティ

NSX Gateway 
Firewall™（ステートフル） 〇 〇 〇 〇

NSX ゲートウェイ NAT 〇 〇 〇 〇

VPN（L2 および L3） 〇 〇 〇 〇

高度なゲートウェイ  
セキュリティ機能

NSX のセキュリティ アドオン ライセンスで、追加のゲー
トウェイ セキュリティ機能を利用可能。詳細は NSX の
セキュリティのデータシートを参照してください。
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Professional Advanced Enterprise  
Plus ROBO

モダン アプリケーション

コンテナのネットワーク
とセキュリティ 〇 〇

マルチサイト

複数の vCenter® のネット
ワークとセキュリティ 〇 〇

フェデレーション 〇

オペレーション

ポリシー API、セントラル 
CLI、トレースフロー、 
オーバーレイ論理 SPAN 
および IPFIX

〇 〇 〇 〇

連携

DPU-based 
Acceleration for NSX6 〇 〇

クラウド管理プラット 
フォームとの連携7 〇 〇 〇 〇

分散ファイアウォールと
の連携（Active Directory、
VMware AirWatch®、 
エンドポイント保護、 
サードパーティのサービス 
インサーション）

〇 〇 〇

参考資料
VMware NSX Distributed Firewall の
データシート

VMware NSX Gateway Firewall の 
データシート

VMware Container Networking with 
Antrea のデータシート
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Professional Advanced Enterprise 
Plus ROBO

関連製品

VMware Aria 
Operations for Logs for 
NSX8

〇 〇 〇 〇

VMware Aria 
Operations for 
Networks Advanced9

〇

VMware HCX 
Advanced9 〇

VMware NSX Advanced 
Load Balancer – Basic 
Edition1（SSL オフロード
とパススルー、サーバの
健全性チェック、プログ
ラミング機能のアプリ
ケーション ルール、GUI 
または API を通じたトラ
フィック処理を備えた 
L4 ～ L7 のロードバラン
シング）

〇 〇 〇

VMware NSX 
Intelligence（仮想マシン
間のトラフィック フロー
分析、ファイアウォール
の可視化、セキュリティ 
ポリシーの自動化、ルール
およびグループの推奨事項
の分析）

〇

1. VMware では、ロードバランシングに NSX Advanced Load Balancer を使用することを推奨しています。NSX 
Advanced Load Balancer – Basic Edition は NSX Advanced および Enterprise Plus の各エディション
に含まれています。NSX Advanced Load Balancer の高度な機能は、アドオン ライセンスで利用できます。
詳細については、NSX Advanced Load Balancer の製品ページを参照してください。

2. 高度なセキュリティ機能については、NSX Distributed Firewall のデータシートを参照してください。

3. 複数の大手 DPU/NIC ベンダーおよびサーバ OEM がサポートされています。詳細については、VMware の 
担当者にお問い合わせください。

4. VMware NSX のライセンスには VMware Workspace ONE® Access™ の機能の使用権限が含まれていますが、
一部の機能に限定されています。機能の詳細については、NSX Data Center for vSphere と NSX の各機能
に関するナレッジベースの記事と、NSX 4.0.x の製品内容についての記事で最新情報を確認してください。

5. スイッチングのみ、VLAN ベース。

6. 詳細については、NSX 4.0.x の製品内容に関するナレッジベースの記事を参照してください。

7.  L2、L3、NSX ゲートウェイの連携のみ。セキュリティ グループの使用なし。

8. 詳細については、VMware Aria Operations for Logs のデータシートを参照してください。

9.  NSX Enterprise Plus には、VMware Aria Operations for Networks Advanced と VMware HCX Advanced 
のフル バージョンが含まれます。詳細については、VMware Aria Operations for Networks のデータシート
と、VMware HCX のデータシートを参照してください。
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