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アシストが日本 HP と「Server-VDI ソリューション」の提供で協業
～ サーバ OS を使用する新発想の VDI で、
1 ユーザあたり 5 万円台からの導入を実現～
株式会社アシスト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 辰男、略記：アシスト）は、日本ヒューレット・
パッカード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：小出 伸一、略記：日本 HP）と仮想化分
野で協業し、HP 製ハードウェアを組み合わせ独自の構成を採ることで、従来型 VDI*と比較して導入コストの半減
を可能にする「Server-VDI ソリューション」に、アシストが取り扱うクライアント仮想化ソフトウェア「 Ericom
PowerTerm WebConnect」（開発元：イスラエル Ericom Software Ltd.）が採用されたことを発表します。
「Server-VDI ソリューション」は日本 HP および同社パートナー企業が提供、アシストは「 Ericom PowerTerm
WebConnect」に関し製品およびサポートの提供ならびに顧客企業への積極的な提案を行います。
*VDI:Virtual Desktop Infrastructure
VDI 方式は、他の仮想化方式に比べ既存アプリケーションの移行がスムーズで、個別のデスクトップ環境を提
供できることから、ユーザ側に与えるストレスも少ないというメリットがあります。その一方で、導入コストの約３割を
占める VDA ライセンス（Windows クライアント OS へのアクセス時に必要）や、ハードウェアの購入にかかる初期
導入コストが高いことが課題となっていました。
日本 HP は、このような課題を抱える顧客企業のニーズに応えるため、VDA ライセンスを不要とし、ユーザが接
続する仮想マシンとして Windows サーバ OS を利用する「Server-VDI ソリューション」を提供します。システム
構成においては日本 HP のノウハウを駆使し、高価な共有ストレージを使わずにサーバ・ローカルの SSD を使用
するなど性能も考慮したコスト最適化を行っています。また、管理面では HP CloudSystem Matrix を使うこと
で、物理環境と仮想環境の統合管理、テンプレートを使用した自動プロビジョニングなどが可能で、 IT 部門の管
理業務が効率化されることから、ランニング・コストの削減も実現します。
これに加え、日本 HP では、当初「Server-VDI ソリューション」のコネクション・ブローカー部分に Windows
Server 純正機能の利用を検討していましたが、大規模環境への対応、 LAN 以外からのアクセス、iPad などの
Windows 以外のクライアント・デバイスからの利用といった様々な顧客ニーズに対応するため、アシストが取り扱
う「Ericom PowerTerm WebConnect」を採用しました。「Ericom PowerTerm WebConnect」は、RDP のパ
フォーマンスを数倍に向上させるだけでなく、iPad、シンクライアント端末を含むあらゆるクライアント・デバイスから
のアクセスを可能にします。また、ライセンス価格が他社製品の約 3 分の 1 程度と、導入コストを最適化する
「Server-VDI ソリューション」のコンセプトに合致し、一般的な VDI の導入に比べ、トータルの導入コストを半減さ
せることにも成功しました。
また、「Server-VDI ソリューション」では、ユーザ数に合わせたリファレンス構成を用意しており、小規模ではテ
スト導入目的の 20 ユーザから、大規模では全社展開も可能な数千ユーザ規模での対応も可能と、顧客ニーズに
合わせた柔軟な提案が可能です。「Server-VDI ソリューション」の提供にあたって、アシストは Ericom 製品の供
給と技術サポート、また顧客企業への積極的な提案を、日本 HP および同社パートナーがインテグレーションを行
います。
アシストと日本 HP および同社パートナーは、「Server-VDI ソリューション」に関するセミナーを共同で開催する
など、今後も強力なパートナーシップのもと、顧客企業へ高い付加価値の提供を目指して活動していきます。

＜「Server-VDI ソリューション」の参考価格＞
100 ユーザで 570 万円（１ユーザあたり 5.7 万円）（税別）
※上記価格にはハードウェア、ソフトウェア、および 3 年間分の保守費用が含まれています。
＜Server-VDI 構成＞

＜Server-VDI セミナー開催概要＞
■東京
日時：4 月 12 日（金） 15:00～17:00 会場：アシスト市ヶ谷本社セミナールーム
「ローコストで仮想デスクトップを実現する最後の切り札」
詳細および申込 URL：https://mp.ashisuto.jp/public/seminar/view/870
日時：5 月 22 日（水） 14:30～17:00 会場：東京スカイツリー イーストタワー 12 階セミナールーム
「低コストで実現。これからの VDI ソリューションセミナー」
詳細および申込 URL：http://www.alphatec-sol.co.jp/events/
■名古屋
日時：4 月 18 日（木） 13:30～17:00 会場：アシスト中日本支社セミナールーム
「ローコストで仮想デスクトップを実現する最後の切り札」
詳細および申込 URL：http://www.hp.com/jp/seminar11
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日本ヒューレット・パッカード株式会社様より以下のコメントを頂戴しています。
日本ヒューレット・パッカード株式会社は、株式会社アシストとの協業により、 Server-VDI ソリューションを提供
開始できたことを大変嬉しく思います。
ワークスタイルの多様化や、セキュリティ対策、クライアント管理負荷の削減など、現在多くのお客様が共通して
抱える課題にとって、VDI の導入は特効薬とも言えます。この Server-VDI ソリューションが、これまで導入コストの
問題から VDI の導入を見送ってきた多くのお客様のニーズに合うものであると確信しております。日本ヒューレッ
ト・パッカード株式会社は今後も株式会社アシスト、および弊社パートナーとの協調を深め、この Server-VDI をより
多くのお客様にご提案すると同時に、さらなる価値向上のために一層努力してまいります。
日本ヒューレット・パッカード株式会社
執行役員 クラウド営業統括本部長

松浪 幹生

■「Ericom PowerTerm WebConnect」について
「 Ericom PowerTerm WebConnect 」 は Windows の サ ー バ 共 有 デ ス ク ト ッ プ と 公 開 ア プ リ ケ ー シ ョ
ン、VDI、そして物理 PC 等へのセキュアなアクセスを、単一コンポーネントで提供できるハイブリッド型クライア
ント仮想化ソフトウェアです。安価なソフトウェア・コスト、短期導入、シンプルな運用管理が特長です。小規模か
ら大規模まであらゆる企業の要望に応え、シンプルで高いコスト・パフォーマンスを提供する理想的なクライア
ント仮想化ソフトウェアとして注目を集めています。

■株式会社アシストについて
代表取締役会長：ビル・トッテン／代表取締役社長：大塚辰男
設立：1972 年 3 月
社員数：830 名（2012 年 4 月 1 日現在）
本社：東京都千代田区九段北 4-2-1
URL： http://www.ashisuto.co.jp/
アシストは、特定のハードウェア・メーカーやソフトウェア・ベンダーに偏らない、幅広いパッケージ・ソフトウェア
を取り扱う会社です。複数のソフトウェアと支援サービスにアシストのノウハウを組み合わせ、企業の情報シス
テムを情報活用、運用、データベースのそれぞれの分野で支援しています。今年は、新スローガン（「お客様の
最高」のために）のもと、この 3 分野にさらに注力し、商用だけでなくオープンソース・ソフトウェアを含め顧客企
業の立場に立った製品選定と独自の組み合わせによる製品／サービスの提供を一層強化し、活動していきま
す。

■ニュースリリースに関するお問い合わせ
株式会社アシスト 広報部 担当：田口
TEL: 03-5276-5850 FAX: 03-5276-5895
E-Mail:press@ashisuto.co.jp

■「Ericom PowerTerm WebConnect」および「Ericom パートナー・プログラム」に関するお問い合わせ
株式会社アシスト システムソフトウェア事業部 担当：岡田、青木
TEL: 03-5276-5565 FAX: 03-5276-5878
E-Mail: eri_web@ashisuto.co.jp
詳細 URL:http://www.ashisuto.co.jp/prod/ericom/
※
※

記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
ニュースリリースに記載された製品／サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発表日現在のも
のです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

