
課題
• クライアントPCのウイルス対策、出口対策

• 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

ソリューション
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 
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
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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
独立系のシステムインテグレーターとして
1990年に設立され、「すべてのリソースはお
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。

そこで同社は、「セキュリティ強化」と「管理工
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。

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

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

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
ズ株式会社（以下、JBS）。同社は、開発部門、営業部門、管理部門などの社員約
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
PCの管理工数の大幅な削減を実現しています。

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
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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。

サイジングに際しては、VDIを利用する開発部
門、営業部門、管理部門がそれぞれで求めるス
ペックを考慮しながら、全体最適化を進める必
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
れることから、標準化を進める上での苦労はあ
りましたが、社内ユーザーの協力もあり、無事
に環境を構築することができました。
「今回のプロジェクトの最大のポイントだった

VMware NSXのマイクロセグメンテーション
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、
懸念していたような大きなトラブルはなく、ス
ムーズに実装することができました」（白川氏）

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。

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、
「PCのセットアップや修理対応、セキュリティイ
ンシデント発生時のリカバリ対応などの工数
を見積もると、約3年で投資回収ができる」（牧
園氏）と同社では見込んでいます。

今後については、VDI検討時に社員からの要
望が高かったテレワーク、在宅ワーク、BYOD
化も視野に入れながら環境の整備を進め、社
員のモチベーションの向上につなげていく方
針です。

また、今回のクライアント環境のVDIへの移
行で得たノウハウや経験をもとに、VDI化を
検討する同社の顧客に対しても提案活動を
行っていく計画です。

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。
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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 
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
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
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。

図：JBSが新たに構築したVDI基盤の概要

「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

VMware Horizon 
VMware NSX 

Trend Micro 
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本社 支社 関連会社 顧客先への常駐

仮想デスクトップ（VDI）基盤

外出先 （将来的に検討）
在宅勤務BYOD

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。

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。


