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VMware NSX
ビジネスのスピードに合わせた IT の実現

「テクノロジーは驚異的なペースで
加速しています。その主導権を 
握ることができれば、組織には 
大きな見返りが約束されます」

The Conference Board 
Executive Vice President、Chief 
Economist、Strategy Officer 
Bart Van Ark, Ph.D.

VMware NSX® は、VMware のクラウド 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。ソフトウェアベース
のアプローチを使用して、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構築します。NSX では、アプリケーションが
仮想サーバ、コンテナ、物理サーバなどのどこで実行されているかにかかわらず、
アプリケーションのより近くにネットワークとセキュリティを配置できるほか、
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ネットワーク
をプロビジョニングおよび管理できます。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、シンプルなネットワークから複雑なマルチティア ネットワーク
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と、広範なサードパーティ エコ
システムとの連携による次世代ファイアウォールやパフォーマンス管理ソリューション
といった多彩な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。これらのサー
ビスは、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に拡張できます。

両立困難な要求は妥協を招く
IT 部門にとって、スピードと俊敏性、堅牢なセキュリティ、アプリケーションの
可用性の向上は、そのどれもが推進すべき極めて重要な優先事項です。組織は安定
したアプリケーション インフラストラクチャに大きく依存します。そのため、組織
がイノベーションを促進し、デジタル トランスフォーメーション ジャーニーを成功
させる基盤としての IT の役割は、ますます大きくなっています。一方、IT は急速に
変化し、それに対する期待も変わります。そのため優先事項の入れ替わりが絶えず
発生し、十分な対応が難しくなる場合も少なくありません。

複数のステークホルダーの要求に応えなければならない IT 部門は、その中からどれ
を最優先するかで、しばしば苦しい選択を迫られます。たとえば、セキュリティの
構成は複雑で柔軟性に乏しいため、アプリケーションを展開する際は多くのケース
でアプリケーションの保護が優先され、展開のスピードが犠牲になります。複数の
環境でアプリケーションの利用を可能にする場合も、IT 部門と組織全体でそれぞれ
のニーズが交錯し、同様の妥協が少なからず生じます。

繰り返されるこうした対立と妥協が IT 部門に及ぼす影響は、最終的には極めて大き
なものとなり、担当する複数の分野で、組織のニーズを迅速に満たすことができない、
データセンターとクラウド環境に脆弱性が生じる、全体的な俊敏性が低下すると
いった深刻な問題が発生するようになります。
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インフラストラクチャの可能性を最大限に引き出す
ほとんどの組織は、データセンターのコンピュート コンポーネントをすでに仮想化
しています。ストレージの仮想化に取り組んでいる組織も多く、70% を超える組織
がすでに Software-Defined Storage を導入しているか、または導入を計画して
います。

ハードウェアからソフトウェアへのこのような機能の抽象化により、アプリケーショ
ン コンポーネントの迅速なプロビジョニング、データセンター内およびデータセン
ター間での仮想システムの移動、重要なプロセスの自動化が可能になります。ただし、
スイッチ、ルーティング、ロードバランシング、ファイアウォールを仮想化しなけ
れば、Software-Defined Data Center は真価を発揮できません。

事実、ハードウェアベースのネットワーク アーキテクチャを利用している組織は、
スピード、俊敏性、セキュリティの面で、仮想ネットワークを展開している組織に
太刀打ちできません。ネットワークが組織の足かせになっているのです。

データセンターのネットワークには、スピードとセキュリティ、あるいはセキュリティ
と俊敏性のどちらも妥協せずにすむまったく新しいアプローチが必要であり、組織
がその可能性を最大限に発揮する妨げとなっていたデータセンターのルールを、IT 
部門が妥協なく目的を達成できるよう見直す必要があります。そのための新しい
アプローチが、何千という組織が注目する「ネットワークの仮想化」です。

主なメリット
• きめ細かいセキュリティ：マイクロ
セグメンテーションによるワークロー
ド レベルのセキュリティ ポリシー
により、環境内での脅威のラテラル
ムーブメントを防止

• スピードと俊敏性：ネットワークの
プロビジョニングに要する時間を数日
から数秒に短縮し、自動化によって
運用効率を向上

• 一貫性のあるポリシーと運用：物理
ネットワークのトポロジーとは関係
なく、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、アプ
リケーション フレームワーク全体で、
ネットワークとセキュリティのポリ
シーを一貫性のある方法で管理

図 1：一貫性のあるネットワークとセキュリティを NSX で実現

ネットワークを仮想化し、ネットワークとセキュリティのサービスをデータセンター
仮想化レイヤーに移動することで、アプリケーション環境全体の構築、スナップショット
作成、保存、移動、削除、リストアを、仮想マシンを起動する場合と同様のシンプルさ
とスピードで行えるようになります。NSX では、共通するネットワークとセキュ
リティのポリシーが複数の異なる環境やアプリケーション フレームワークに適用
されます。そのためこれらのメリットを、データセンター、プライベートクラウド
とパブリッククラウド、従来型アプリケーション、モダン アプリケーション全体で
実現することができ、これまで運用面でも財政面でも不可能だったレベルにまで、
セキュリティと効率性を高めることができます。
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NSX を導入すれば、IT 部門は複数のステークホルダーによる要求の対立構造から
脱却して、それらの要求を同時に満たすことができるようになり、組織のイノベーション
の促進役として、これまでにないレベルのセキュリティを提供するだけでなく、
ビジネスと同じスピードでそれを実現できるようになります。

組み込みのセキュリティ機能
VMware NSX は、ネットワーク通信から個々のワークロード上でのプロセスレベル
の動作に至る幅広いアプリケーションの構成を、独自の方法で可視化します。これ
が可能なのは、ハイパーバイザー上とアプリケーションがビルドされるネイティブ
の制御ポイントで NSX が動作するためです。この可視性により、各アプリケーション
で意図されているセキュリティ ポスチャに基づいて、ネットワーク セキュリティ 
ポリシーが自動的に作成されます。そのため、IT/情報セキュリティ チームやアプ
リケーション開発チームはセキュリティ レビュー サイクルに費やす時間を削減で
きるほか、複数のデータセンターやハイブリッドクラウド環境にわたってセキュリ
ティ ポリシーを適用し、仮想マシン、コンテナ、ベアメタル サーバ上に構築された
アプリケーションをユビキタスに制御することも可能になります。NSX 
Intelligence ではデータセンター全体を一貫して可視化できるため、マイクロセグ
メンテーションの運用プロセスを大幅に簡素化および自動化できます。

NSX Distributed IDS/IPS は、コンプライアンスの容易な確保、仮想セキュリティ 
ゾーンの作成、East-West トラフィックにおける脅威のラテラルムーブメントの
検知に役立ちます。NSX では、次世代ファイアウォール、侵入防止システム（IPS）/
侵入検知システム（IDS）ソリューション、アンチウイルス ツールなどのサードパー
ティ製セキュリティ サービスも可視化および制御できるため、それらのサービス
の有効性を高めることができます。

NSX によって、セキュリティはアプリケーション開発ライフサイクルに追加され
る事後対応型のプロセスから、アプリケーション開発ライフサイクルに組み込まれ、
自動化された、プロアクティブなステップへと変わります。新たにプロビジョニング
されたワークロードにはセキュリティ ポリシーが自動的に継承され、それがワーク
ロードのライフサイクルを通じて維持されます。ワークロードの運用が終了すると、
そのセキュリティ ポリシーの運用も終了するため、時間とともにポリシーが増加
するのを防ぐことができ、管理がシンプルになります。

主な機能
• 分散ステートフル ファイアウォール：
レイヤー 7 まで対応するステートフル 
ファイアウォールがハイパーバイザー 
カーネルに組み込まれており、クラ
ウドネイティブ、ネイティブのパブ
リッククラウド、ベアメタル ホスト
へのダイレクトな統合により、環境
全体に分散して配置されます。

• コンテキストベースのマイクロセグ
メンテーション：セキュリティ グループ
とポリシーを動的に作成し、それら
を多数の属性やレイヤー 7 アプリ
ケーション情報に基づいて自動的に
更新することで、アダプティブなマイ
クロセグメンテーション ポリシーの
構成を可能にします。

• クラウド管理：VMware vRealize® 
Suite、OpenStack などとネイティブ
に連携し、Terraform プロバイダー、
Ansible モジュール、PowerShell 統合
を完全にサポートします。

• サードパーティの統合：主要なサード
パーティ ベンダーのエコシステムを
通じて、高度なネットワークとセキュ
リティのサービスを利用できます。

• クラウドネイティブのサポート：コン
テナ ネットワークの可視化により、
コンテナ プラットフォーム、仮想
マシン、ベアメタル ホストの全体で、
エンタープライズクラスの高度なネット
ワークとセキュリティをサポートし
ます。

• NSX Intelligence ™：新しいツール
やエージェントの展開が不要で、ア
プリケーション セグメンテーション 
ポリシーを検出、分析、適用する時間
を短縮できます。インフラストラク
チャに組み込まれたセキュリティ機能
により、セキュリティ運用を簡素化
します。

• NSX Distributed IDS/IPS ™：組み
込みの分散型分析と選択型シグネ
チャ配信を使用し、East-West トラ
フィック上で脅威のラテラルムーブ
メントを検知することに特化した、
高度な脅威検知エンジンです。
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図 2：データセンターのもっともきめ細かいレベルでセキュリティを適用

自動化
組織の規模と事業のペースは右肩上がりで増加していますが、仮想化されたネット
ワークとセキュリティを自動化することで、サービスとアプリケーションをビジネス
のスピードで構築し、展開することが可能になります。自動化により、ミスが発生
しやすい手動でのネットワークのプロビジョニング タスクが不要になるため、アプ
リケーション展開のスピードが大幅に向上します。

VMware NSX とクラウド管理ソフトウェア（VMware vRealize Automation 
Cloud™ など）を併用すると、ネットワークとセキュリティのインフラストラクチャ
およびアプリケーションを、一元的なコントロール画面からプロビジョニング、展開、
運用、運用終了できます。Terraform や Ansible などのツールを使用して、ネット
ワークとセキュリティのライフサイクルをこのプロセスに統合することで、すべて
のインフラストラクチャ運用を自動化し、ネットワークとセキュリティがアプリケー
ション ライフサイクルのボトルネックとなる状況を解消できます。

従来型アプリケーション（仮想マシンベース）と新しいアプリケーション（コンテナ
ベース）の両方でネットワークとセキュリティを自動化するには、これらのフレーム
ワークの両方に、共通のネットワークとセキュリティのポリシーを適用します。
さらに、これによってオンプレミス データセンター、プライベートクラウド、パブリック
クラウドの全体で、アプリケーションの展開、移動、運用終了を自動的に行えるよ
うになります。

ソリューションの概要 | 4



VMware NSX

図 3：ネットワークとセキュリティの自動化により、迅速で繰り返し可能な展開を実現

マルチクラウド ネットワーク
NSX と NSX Cloud™ は、複数のサイトにまたがる、統合されたネットワークとセキュ
リティのモデルを提供します。このモデルでは、ネットワーク自動化によって手動で
のネットワーク構成が排除され、高い運用効率を実現できます。個々のワークロード
には、その存続期間を通じてネットワークとセキュリティのポリシーが常に適用さ
れるため、ハイブリッド/マルチクラウド環境でのポリシー管理が簡素化されます。
NSX フェデレーションは、複数の拠点（オンプレミスとクラウド）にわたるポリシー
の一元管理を実現します。運用がシンプルになるとともに、複数のクラウドに一貫
した方法でポリシーを適用できます。

またこれによって、仮想マシンまたはデータセンター全体を、ゼロまたは最小限の
アプリケーション ダウンタイムで別の拠点に移動することも可能になり、計画的
な移行や予想外の停止からのリカバリを迅速化できます。さらに、複数の異なる環境
にまたがってネットワークとセキュリティを導入し、多様な物理データセンターの
リソースを単一のプライベートクラウドとして運用することもできます。アクティブ/
アクティブ データセンターを利用したこのようなリソース プールの形態は、「複数
のデータセンターのプール化」または「メトロ データセンターのプール化」と呼ば
れています。

これらすべての機能によって、セキュアかつシームレスなアプリケーション モビ
リティが実現され、クラウドへの移行、クラウドからの移行、物理サイト間での移行
を容易に行えるようになります。NSX と NSX Cloud を利用すれば、IT 部門が自社
のインフラストラクチャで運用しているネットワークとセキュリティの仮想化プラット
フォームをクラウドやその他のサイトに拡張し、迅速で手間のかからない移行プロ
セスを実現できます。

数分

ブループリント

VMware NSX

セキュリティストレージ

ネットワーク

監視

パッケージ展開コンピュート

VMware vRealize Automation 
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図 4： ダウンタイムを最小限に抑えつつ、複数のサイトとクラウド全体で一貫したネットワークと 
セキュリティを実現

モダン アプリケーションに対応するネットワークと 
セキュリティ
VMware NSX は、新しいアプリケーション プラットフォームと連携して、ネットワーク
とセキュリティの機能（ロードバランシング、ファイアウォール、スイッチング、ルー
ティングなど）を提供します。これらは完全にソフトウェアで実現され、Infrastructure  
as Code として API ベースで利用できます。 

コンテナやマイクロサービス アーキテクチャに基づくアプリケーションの増加に
伴い、これらのアプリケーションを個々のワークロードに接続し、そのワークロード
のレベルまで保護する必要があります。NSX では、L3 ネットワーク接続の機能を
含め、コンテナとマイクロサービスも、ほかのワークロードやエンドポイントと
同様にネイティブとして扱われます。コンテナ間のネットワーク接続をネイティブ
に行えるとともに、個々のコンテナのレベルまでマイクロセグメント化し、マイクロ
サービスにもマイクロセグメンテーションを適用できます。その際、ワークロード
のライフサイクル（プロビジョニング、変更、移動、運用終了）を通じてポリシーと
の関連付けが維持されます。

NSX は、複数のアプリケーション/コンテナ オーケストレーション プラットフォーム、
ハイパーバイザー、パブリッククラウド環境と連携します。また、複数のアプリケー
ション プラットフォームと連携することで、組み込みの俊敏なネットワークとセキュ
リティを、新たに開発されるアプリケーションに提供します。

パブリッククラウドプライベートクラウド リモート データセンター

コンピュート

ストレージ

ネットワーク

VMware
NSX Cloud

VMware
NSX
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図 5： 複数のアプリケーション フレームワーク、プラットフォーム、サイト、クラウド全体で、 
高度なネットワークとセキュリティをコンテナ化されたワークロードに適用

ビジネス価値を迅速に提供し、将来へ向けたビジョンを
策定
NSX を導入した組織では、NSX は短期間のうちに IT 部門の成功を決定づけ、データ
センター インフラストラクチャとクラウド戦略の一端を担う存在となっています。
今日では、NSX を利用する何千もの企業が、従来のハードウェアベースのネットワーク
では到底実現できない、迅速かつ俊敏でセキュアな仮想ネットワークを介した、
機密性の高い重要なアプリケーションの提供により、価値の実現を加速しています。

ネットワークとセキュリティのこうした進化によって、NSX を導入した企業は
多大なメリットを速やかに得ることができ、これまで組織の業務で大きな割合を占め
ていた、手間と時間のかかるタスクも不要になります。そして、そこから得られた
余裕を生かし、将来へ向けたビジョンと、それを支えるのに必要な IT の機能を計画
すると同時に、よりよい組織戦略を検討できるようになります。

詳細情報
詳細については、次のリソースを参照
してください。

• VMware NSX の製品ページ

• VMware NSX のデータシート

• VMware NSX Intelligence  
ソリューションの概要

• VMware NSX Distributed IDS/IPS 
の製品ページ
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