
アルファテック・ソリューションズ、1 台あたり 6 万 7 千円からの VDI を販売開始

Windows Server 2012 を使った「Server-VDI ソリューションパッケージ」で低価格を

実現
2013 年 9 月 13 日

アルファテック・ソリューションズ株式会社

株式会社アシスト

　アルファテック・ソリューションズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：土居  章展、略記：ATS）は、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）と仮想化分野で協業し、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.、以下 PowerTerm WebConnect）を Microsoft Windows Server2012 および HP BladeSystem と

組み合わせ、「Server-VDI ソリューションパッケージ」として 2013 年 10 月より販売開始します。

　近年、Windows XP のサポート終了や、タブレットを始めとする各種デバイスの登場によりデスクトップ仮想化の導

入率が高まる中、VDI 方式は、導入コストの 3 割を占めるといわれる VDA ライセンス（VDI 環境上の Windows クライ

アント OS へのアクセス時に必要）や、拡張性や可用性に配慮したサーバ構成を要することから、初期導入コストが高

額になりがちなため、企業では導入や予算化が進まないことが課題となっていました。

　このような課題に対し、ATS がリリースする「Server-VDI ソリューションパッケージ」では、Windows クライアント OS

の代わりに Windows サーバ OS を仮想デスクトップとして利用する方式により、VDA ライセンスを不要とし、ライセン

スの初期導入コストを大幅に抑えます。サーバ OS であってもクライアント OS と同様の使用感を実現する設定により、

利用者が環境の違いを意識してストレスを感じることはありません。また、導入機器、作業はユーザ数に応じたシステム

ユニット単位で提供するため、システムのサイジング、導入作業の効率化が図れ、短納期で VDI が導入できます。

　「Server-VDI ソリューションパッケージ」ではこれに加え、アシストが提供する「 PowerTerm WebConnect」をクライ

アント仮想化ソリューション・ソフトウェアとして採用しています。PowerTerm WebConnect は、RDP通信のパフォーマ

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程度に抑えられているため、導入コストを最適化する

「Server-VDI ソリューションパッケージ」のコンセプトに合致し、一般的な VDI 導入に比べトータルでの導入コスト削減

を実現します。

　近日アシストからリリースが予定されている PowerTerm WebConnect 5.8.2 では、Windows Server 2012 を接

続先の仮想デスクトップとしてサポート対応します。 ATS は、事前に PowerTerm WebConnect 5.8.2 と Windows 

Server 2012 の組みあわせで「Server-VDI ソリューションパッケージ」の稼働検証を行い、Windows Server 2012 の

仮想デスクトップが利用可能であることを確認しました。

　ATS では本検証済環境を「Server-VDI ソリューションパッケージ」として提供開始することに加え、ユーザのニーズ

に合わせて SSD ディスク搭載オプションと、大規模ストレージオプションも用意しています。(商品説明参照)

　また、両社は 9 月 19 日に Server-VDI ソリューションセミナーを開催し、顧客企業に積極的な提案活動を実施しま

す。



＜Server-VDI 方式と商品概要＞

Server-VDI 方式では、Windows クライアント OS の代わりに Windows サーバ OS を仮想デスクトップとして利用する

方式により、VDA ライセンスを不要とし、ライセンスの初期導入コストを大幅に抑えます。

「Server-VDI ソリューションパッケージ」には、コネクションブローカー(PowerTerm WebConnect)および VDI サー

バーが含まれます。

＜セミナー＞

低コストで実現。Server-VDI ソリューションセミナー

開催日時 ：2013 年 9 月 19 日（木） 14:30～17:00（受付開始 14:00）

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

主催 ：アルファテック・ソリューションズ株式会社

共催 ：株式会社アシスト、日本ヒューレット・パッカード株式会社

参加費 ：無料

申込 ：http://www.alphatec-sol.co.jp/events/seminar_20130919.html

アジェンダ

　1. 目からうろこ。コスト削減の切り札、Server-VDI ソリューションのご紹介

　2. 第 3 の仮想化ソリューション Ericom のご紹介

　3. 仮想統合の先へ ATS プライベートクラウドサービスのご紹介



<日本 HP エンドースメント>

日本ヒューレット・パッカード株式会社は、アルファテック・ソリューションズ株式会社と株式会社アシストとの協業によ

り、HP BladeSystem をベースとした Server-VDI ソリューションが提供開始される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 HP はお客様が導入され

る Server-VDI の機能とコストパフォーマンスを最適化するプラットフォームを提供してまいります。

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

<ATS について>

代表取締役社長：土居 章展

設立：1971 年 2 月

社員数：295名（2013 年 4月 1 日現在）

本社：東京都墨田区押上 1-1-2　東京スカイツリーイーストタワー

URL：http://www.alphatec-sol.co.jp/

アルファテック・ソリューションズは、「ビジネスの競争力の強化」、「組織の生産性の向上」といった企業が抱える様々な

課題に対し、IT のプロとして最善の解決策を提供する IT ソリューションプロバイダーです。4 つの経営理念

(Innovation,Success,Trust,Ability)のもと、時代のニーズを見通した最新の IT技術を取り入れ、デスクトップ仮想化

をはじめとするシステム基盤の企画・構築・運用に関連した IT サービスを積極的に提案しています。

ニュースリリース、Server-VDI パッケージに関するお問い合わせ

アルファテック・ソリューションズ株式会社 ソリューション事業部 担当：加賀美、深作

TEL：03-6831-7320 FAX：03-5610-1191

Web からのお問い合わせ：https://www.alphatec-sol.co.jp/contact/form.html

<PowerTerm WebConnect について>

あらゆるクライアントデバイスから Windows RDS/TS、VDI、物理マシンへの快適なアクセスを提供するクライアント仮

想化ソリューション製品です。幅広い仮想化方式を組み合わせたハイブリッド利用が可能なので、ユーザニーズに応じ

た最適な利用環境を提供できます。 

<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（2013 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。「パッケージ・インテグレーター」として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。

http://www.alphatec-sol.co.jp/
https://www.alphatec-sol.co.jp/contact/form.html


・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」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：03-5276-3475　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。

mailto:press@ashisuto.co.jp

