Success Story

オフィス用途、3D CAD 向け VDI を
構築し、ワークスタイル変革を推進。
オールフラッシュFAS をはじめとする
複数の NetAppストレージを採用

KEY HIGHLIGHTS
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業界
・エレクトロニクス企業

・社内に乱立する多数の物理 PC が過剰な投資や多大なヘルプデスク工数を招いていた

主なビジネス課題
・約4,500台に及ぶ社内の物理PCが、過剰な投資や
多大なヘルプデスク工数といった課題を生んでいた
・全社でワークスタイルを変革する目的から、社員
のクライアント環境を大きく刷新する必要があった
・約2,000ユーザが利用するVDIの厳しいワークロー
ドにも耐えられる高性能ストレージを求めていた
主要なソリューション・コンポーネント
・NetApp® clustered Data ONTAP® 8.3
- RAID DP®, FlexVol®, Snapshot®, Deduplication
・NetAppアクティブ・アクティブ構成FASシステム
・NetApp オールフラッシュFAS
・NetApp Flash Pool ™
・NetApp SnapMirror®ソフトウェア
・NetApp OnCommand® 管理ソフトウェア
ビジネス上の主な利点
・オ ー ルフラッ シ ュFAS を含む複数の
NetApp 製品を併用することで、性能と
効率性に優れたストレージ環境を構築
・1セットのNetAppストレージで、VDI環境向けのス
トレージとファイルサーバの双方を同時に提供可能
・NetApp の高度なデータ保護機能に
より、ストレージ単体で多世代バック
アップや筐体間ミラーリングが可能

・社内のワークスタイル変革を推進するため、シンクライアント環境の導入が決定した
・オフィス用途（約 2,000 台）と3D CAD（約 160 台）向けの端末が移行対象となった

・VDI を支えるストレージには日本ビクター時代から実績のあるNetApp が採用された
・特にアクセス負荷の大きなデータ領域には、オールフラッシュFAS を活用している
・ハイブリッドFASやディスクベースFAS を組み合わせることでコスト効率を最大化

・ストレージ環境をNetApp に統一することで、ストレージの運用負荷を大幅に軽減

多大なヘルプデスク工数、オフィス内に散在

ワークスタイル変革のために
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