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業種 

金融 

 

拠点 

ロンドン、ニュー ヨーク、香港、シドニー 

 

仮想化環境 

• VMware® vSphere™ 5.1 

• VMware® Horizon View™ 5.2 

• Dell M1000 ブレード シャーシ、M620 ブレー

ド、搭載 RAM 合計 1TB 

• ティントリ導入前: Windows 2008 R2 ターミ

ナル サービス、Dell EqualLogic iSCSI 

PS6000XV SAN 

 

VM の概要 

• Windows VDI VM 

• サーバー ワークロード –  VDI、Exchange 

Server、SQL Server、ドメイン コントローラ

ー、DNS、 DHCP、IIS サーバー、およびファ

イル サーバーを運用するサーバー インフラス

トラクチャー 

 

主な課題と要件 

• 既存のストレージでは、パフォーマンス不足が

原因で複雑さが増し、リソースを十分使用でき

なかった 

• 既存のストレージでは、期待するパフォーマ

ンス レベルで VMware Horizon View 環境

をホストできなかった 

• ビジネスユーザーが、リモートからアプリ

ケーションに迅速にアクセスできず、生産

性が低下 

• 世界各地の 4 拠点に及ぶユーザーとインフラ

ストラクチャーの管理が困難 

 

ティントリのソリューション 

Tintri VMstore™ T540 システム 2 台 

 

導入事例 

VDI およびすべての仮想化サーバーのワークロ

ード 

 

ビジネス上のメリット 

• インフラストラクチャーの集中管理拠点をロ

ンドンに配したことで、ストレージとコンピュー

ティングのためのリソースを効率的に利用で

きるようになった 

• 共有コンピューティングの利便性が格段に向上

し、モバイル ワーカーによるリモート接続も、簡

単かつ高速になった 

• 複雑なアプリケーションや使用率の高

いアプリケーションに対するエンドユー

ザー側のレスポンス性能が高いため

生産性が向上した 

ティントリによってハイパフォーマンスな VDI を実

現し、ストレージを統合してビジネスクリティカル

なアプリケーションに対応 

 
概要 
MVision は、世界有数の独立系代替資産運用コンサルティング会社として広く知られ、先進国市場と

新興国市場双方における未公開株式、不動産、実物資産、信用および直接取引のための資本調達に

焦点を当てています。 

 

MVision の金融専門家チームは、大型でメモリ使用量が多く、画像の多いドキュメントやアプリケー

ションを用いて業務を行います。移動の機会の多い同社の社員は、世界中のさまざまな場所からリモ

ートでこれらのドキュメントを処理する必要がありますが、以前のソリューションではその作業が難し

く、生産性も良くありませんでした。 

 

MVision は、自社の仮想デスクトップ インフラストラクチャー (VDI) をサポートするほかに、デー

タベースのパフォーマンスを改善して複雑な CRM の SQL クエリを処理する、あるいはサーバ

ー VM を単一のストレージ プラットフォーム上に集約するといった目的で Tintri VMstore を導入

しました。ティントリのソリューションを導入したことで、MVision の社員は、レスポンス性能に優

れたマルチモニター環境で業務を遂行できるようになりました。また、特に移動の多い社員は、

高速で生産性の高いリモート アクセスを使用し、世界中のどこにいても安定したパフォーマンス

を得られるようになりました。IT スタッフは、集中型インフラストラクチャーによって、使いやすさ、

簡素さ、リソース管理の効率性などのメリットを得ています。 

 

お客様の課題 

MVision の従業員は、大型で複雑なドキュメンテーションやアプリケーションを扱っています。多くの

従業員が頻繁に世界各地に出張し、ドキュメントにリモートからアクセスして処理を行います。

MVision の IT ディレクター、George Kyriazis 氏は、「既存のターミナル サービス ベースのリモート 

アクセス ソリューションは生産性が低く、利便性に不満がありました。ビジネス ユーザーがアプリケー

ションに効率的にアクセスできないため生産性に影響が出ており、リモート ワーカーはアクセスの不

安定さやパフォーマンスのばらつきを感じていました」とコメントしています。 

 

また、サイトがロンドン、ニュー ヨーク、 香港およびシドニーにありタイム ゾーンが異なるため、少なくと

も 1 事業所の業務を停止しなければメンテナンス作業を行うのも困難でした。既存のストレージにはパ

フォーマンスの問題もあり、導入後のメンテナンスが複雑かつ困難で、十分に IT リソースを活用できな

い原因になっていました。 

 

「当社は 2012 年の夏に、4 大陸に分散させたターミナル サービスをやめ、最新の仮想デスクトップ ア

ーキテクチャーを実装すると同時にロンドンでインフラストラクチャーを集中管理することに決定しまし

た。VDI の検討を始めると、私たちはパフォーマンスの高い仮想デスクトップ インフラストラクチャーの実

装においてストレージが担う役割の重要性を実感しました。私たちは、集中型アーキテクチャーの計画

を簡単に検証する概念実証 (POC) にティントリを組み込みました」と Kyriazis 氏は述べています。 
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「当社の VDI とサーバーの統合ソ

リューションにティントリを使用した

ことは、エンドユーザーと ソリュー

ションを管理する IT スタッフの双

方にとってプラスとなりました。ティ

ントリは、負荷の高い使用状況で

も、高いパフォーマンスと優れたレ

スポンス性能をエンド ユーザーに

提供し、ユーザーの生産性を大き

く向上させます。 

インフラストラクチャーの集中管

理によって、IT スタッフは、どの

サイトの業務も停止せずにデス

クトップを再構成でき、同時に業

務時間中でもデータベースとネッ

トワークのメンテナンスを行うこと

が可能になりました。当社の仮

想インフラストラクチャーを最新

化できたのは、間違いなくティン

トリのおかげです。」 

 
— MVision IT ディレクター、 

George Kyriazis 氏 

ビジネス上のメリット 

ティントリを使用した VDI ソリューションによって、MVision のスタッフは、簡単かつ高速でリモートか

らデスクトップ VM に接続できるようになりました。MVision のパワー ユーザーは、メモリ使用量が多

く画像の多いアプリケーションを使用する際でも安定したレスポンス性能を実感しています。これはハ

イエンドのワークステーションからの作業において特に重要です。「以前のソリューションでは、ビジネ

ス アプリケーションへのリモート アクセスに 10 分近くかかることもありました。しかし、ティントリでは 

2 ～ 3 秒です。また、ティントリの Flash First アーキテクチャーのパフォーマンスのおかげで、アプリ

ケーションの起動が速く、サイズの大きなファイルを扱えることもユーザーにとってメリットです」と 

Kyriazis 氏は語ります。「ティントリによって、複雑な CRM の SQL クエリにかかる時間が半分にな

り、仮想デスクトップとサーバー VM を同一のストレージに統合することができ、さらに運用効率が向

上しました。」 

 

 

ティントリと VMware のネイティブ統合、高速で簡単な VM プロビジョニング、安定したパフォーマン

スなどによって、MVision の IT 部門 では管理業務の負担が減りました。「サーバーやデータベース

のメンテナンスのような作業は、これまでのように世界各地にいる従業員の都合に合わせて空いた

時間に行うのではなく、日中いつでも行うことができます。実際、すべてのサーバーのワークロードを

実行している業務時間中であってもデスクトップの再構成を行うことができます。全社のデスクトップ

を再構成しても 7 分しか、かかりません」と Kyriazis 氏は述べています。 

 

Tintri VMstore の管理は非常に簡単です。シンプルで実用的な UI によって、MVision は、4 大陸の

中心として一元化されたストレージ リソースの管理を容易に行っています。「UI は、主にパフォーマン

スと VM 単位のメトリックスの監視 に使用しています」と Kyriazis 氏は言います。「ティントリの機能

には大変満足しています。VMstore の管理は非常に有意義な経験です。管理がシンプルになった結

果、生産性が向上し、リソース配分の無駄がなくなりました。またメンテナンス作業は、シームレスに

実行できるようになりました」 

 

まとめ 

ティントリの VM-aware ストレージと、費用対効果の高いフラッシュベースのパフォーマンスによって、

MVision は、自社の VDI および関連する Horizon View サーバーとビジネスクリティカルなアプリケー

ションの仮想化を最大限に活用し、サーバーとストレージによるインフラストラクチャーと運用管理を簡

素化することができました。 
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