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当社概要とCitrixへの取組当社概要 取組

市場名 ： 東証一部 （4283）

設 立 ： 1999年2月22日

資本金 ： 10．4億円

売 上 ： 342億円

経常利益 ： 42億円経常利益 ： 42億円

従業員 ： 677名

１９９９年～Ｃｉｔｒｉｘソリューション提供開始

（2011年3月期現在）

５００システム以上のＸｅｎＡｐｐ構築実績

１５０システム以上のネットブート構築実績

年 仮想化技術 組２００８年～仮想化技術への取り組み

Ｃｉｔｒｉｘ社Ｃｉｔｒｉｘ社
認定ソリューションアドバイザ認定ソリューションアドバイザ
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国内デスクトップ仮想化市場動向

デスクトップ仮想化市場 → CAGR 約３４%

国内デ ク 仮想化市場動向

デスクトップ仮想化市場 → CAGR 約３４%

ユ ザ は検討をするが なかなか導入が進まないユーザーは検討をするが、なかなか導入が進まない・・・

＜原因＞＜原因＞

初期導入コストの高さ初期導入コストの高さ

 デスクトップ仮想化ソリューションの複雑性
→ 経験・ノウハウが必要

 ユーザーの操作性が担保できるか
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ザ の操作性が担保できるか



「デスクトップ環境」の現況・課題・対策デ ク 環境」 現況 課題 対策

現況：ＩＴインフラに残された効率化分野

課題 置換えでは変わらないＰＣ管理 スト課題：置換えでは変わらないＰＣ管理コスト

対策：リソース共有と集中管理へ

展 開

監 視
設 定

監 視

管 理

ＰＣを個別に導入する手間

個別監視、サポートの必要性

調 達

セキュリティ対策

移 行

個別監視、サポ トの必要性

デバイスが固定され柔軟性低い
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調 達



デスクトップ環境を一箇所にまとめるとデ ク 環境 箇所 ま る

 デバイスに縛られず デバイスに縛られず

 あらゆる場所からネットワークを越えて

 いつもの環境へアクセスできる いつもの環境へアクセスできる

サーバ上でクライアントのデスクトップ環境を一元管理
これが「デスクトップを仮想化するサービス」です
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ＶＤＩ ： Ｖｉｒｔｕａｌ Ｄｅｓｋｔｏｐ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ



デスクトップ仮想化の種類

ホスト共有型仮想プラットホ ム型 ネットブ ト型

デ ク 仮想化 種類

ホスト共有型
Citrix XenApp

仮想プラットホーム型
Citrix XenDesktop

ネットブート型
Citrix ＰＶＳ

ＶＤＩ ＳＢＣ ＰＶＳＶＤＩ ＳＢＣ ＰＶＳ

・自席ＰＣに
仮想ＯＳをＤＬ

個々 ザで占有

・サーバー上に作った仮想環境で

ゲストＯＳをユーザごとに占有する

・サーバー上で動く共通環境を

複数ユーザで共有し、
プリケ シ を共用する
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個々ユーザで占有・個別の独立したデスクトップ ・アプリケーションを共用する



デスクトップ仮想化で何を解決できるかデ ク 仮想化 何 解決 きるか

これまで

複雑。

柔軟性欠如。

仕事する場所は固定
モバイル性、クライアントデバイスを制限
変更、追加、アップデートに
数日から数週間

セキュリティに不安。
数日から数週間
手間とコスト ・ ベネフィット どちらに懸けるか？

これから

バーチャルなワークプレイスを実現

新かつ便利なデバイスを活用でき、

市場変化にビジネスを即応
シンプル、

仮想化で

これから
市場変化にビジネスを即応

トータルコスト削減のワンチャンス

シンプル、

早く、セキュアに。

さらに今がデスクトップ仮想化の機会である理由とは・・・
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Ｗｉｎｄｏｗｓ７への移行はお済みですか？移行は 済み すか

ＰＣをリプレ スするより仮想化で移行するＰＣをリプレースするより仮想化で移行する

何百台もあるＸＰのＰＣ

あらゆるデバイスからも
アクセス可能に何百台もあるＸＰのＰＣ

そのまま、このＰＣを活かして
Ｗｉｎ７へ移行します

ＸＰとの共存も可能

セットアップ・
管理・監視は集中
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ＸＰとの共存も可能



今 デスクトップを仮想化する理由今 デ ク 仮想化する 由

ＰＣのＰＣの

更新更新
ＰＣをＰＣを

統制統制

・ＰＣ更新によるコスト低減

・ＰＣライフサイクル延長

・新しいルールへの柔軟な適応

・セキュリティポリシーの即実装
更新更新 統制統制

ラ ク 延長

・柔軟な新しいＯＳへの移行 ・コンプライアンス要件対処

既存資産を活かし、トータルコストも削減 統制すべき台数が多いほど効果的既存資産を活かし、ト タルコストも削減 統制すべき台数が多いほど効果的

コストコスト

低減低減
災害時災害時

対策対策

・サポートの削減

・システムへの変更作業減

・新規展開コストを削減

・停電でもＤＣの安定した環境

・データは一元に守られる

・災害時 在宅による作業継続新規展開コストを削減 災害時 在宅による作業継続

初期投資よりもランニングコストに着目
 大で ＴＣＯ ４０％の削減

対災害のインフラ対策はデスクトップから
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 大で ＴＣＯ ４０％の削減



なぜＣｉｔｒｉｘなのか？な な か

ａｎ ＴＩＭＥ ａｎ ＰＬＡＣＥ ａｎ ＤＥＶＩＣＥのａｎｙＴＩＭＥ・ａｎｙＰＬＡＣＥ・ａｎｙＤＥＶＩＣＥの

実現に必要なシステムが一式揃っています。

デスクトップ ユーザ個別設定
ＷＡＮ 適化

マルチデバイス

Ｒ ｉ 仮想化 Ｐｒｏｆｉｌｅ Ｍａｎａｇｅｒ

アプリ配信

ＷＡＮ 適化
Ｒｅｃｅｉｖｅｒ

アプリ配信

ＸｅｎApp

セキュアなセキュアな

リモートアクセス

Ｄｅｓｋｔｏｐ

Ｃ

パフォーマンス
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ＤｅｌｉｖｅｒｙＣｏｎｔｒｏｌｌｅｒ モニタリング



なぜＸｅｎＤｅｓｋｔｏｐなのか？な ｐな か

 セキュリティ向上（情報漏洩対策）

 センター集約でＰＣ置換・運用管理コスト削減集約 置換 運用管 削減

 ワークスタイルの変革

 グリーンＩＴによる節電効果 グリ ンＩＴによる節電効果

 デスクトップ環境のＢＣＰ（事業継続）実現

 旧式ＰＣ アプリ ＯＳの延命 旧式ＰＣ・アプリ・ＯＳの延命

 ＩＴガバナンス（資産管理）の強化

仮想デスクトップサービスは、Ｃｉｔｒｉｘ Ｘｅｎ Ｄｅｓｋｔｏｐで実現します。
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仮想デスクトップサ ビスは、Ｃｉｔｒｉｘ Ｘｅｎ Ｄｅｓｋｔｏｐで実現します。



デスクトップ環境の変革

ハードウェア、デスクトップＯＳ、ブラウザ、アプリのライフサイクルを分離

デ ク 環境 変革

■パソコン中心 ■Ｗｅｂ化へ ■ＤａａＳ化へ

→ 必要に応じて個別に対応できるようになる

Ｗｅｂ Ｗｅｂ Ｗｅｂ Ｗｅｂブラウザ

Ｗｅｂ
アプリ

Ｗｅｂ
アプリ C/S

アプリ
Ｗｅｂ
アプリ

Ｗｅｂ
アプリ

Ｗｅｂ
アプリ

デスクトップＯＳ

Ｗｅｂブラウザ

C/S C/S C/S

ネット
ワーク

ネット
ワーク

ハ ドウェアハ ドウェア

デスクトップＯＳ

C/S
アプリ

C/S
アプリ

C/S
アプリ

デスクトップＯＳ

Ｗｅｂブラウザ
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ハードウェアハードウェア シンプルな機器



プライベートＤａａｓという選択ラ う選択

パブリックＤａａｓ プライベートＤａａｓパブリックＤａａｓ プライベ トＤａａｓ

社内仮想化アプリ クライアント

インターネットＶＰＮ

アプリクライアント

一度外に出て、デスクトップから

社内

アプリクライアント

社内クライアントハウジング・ホスティングへ

まずは社内でプライベートＤａａｓを構築、
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社内システムへ・・・・・・非効率 いずれはハウジング、もしくはホスティングサービスへ移行する



【参考】
従来型PCとデスクトップ仮想化のTCO比較①

５年間のＴＣＯ構成要素

仮想デスクトップは初期費用が高い

従来型PCとデスクトップ仮想化のTCO比較①

３.９億円 仮想デスクトップは初期費用が高い。

しかし経過と共にコストはトータルで下がる。

３.１億円
試算根拠

・モデル企業 売上約３８６億円、従業員数 １，７５５名
全国７拠点、製造業
クライアント１，５００台、年３００台入替、４年償却
ＸＰ：Ｖｉｓｔａ／４：１、情報システム社員比率２．２５％

・ＴＣＯ算出期間は導入時から５年間とする

機会損失：

サーバダウンなどのシステム障害影響、
ウィルススキャンに伴うエンドユーザー作業費、
クライアントPC不具合による業務停止、

運用管理費用：

リプレース用マスターパッケージ作成費、
リプレース作業費、パッチ作成費、
パッチ配布作業費、パッチ実施作業費、

ＰＣにかかる主な費用内訳

出典： ＩＴＲホワイトペ パ ２００９

ウィルス感染による業務停止など

リプレース：

リプレースにかかる機器、導入費

インベントリ分析費、トレーニング費、
オペレーター・ヘルプデスク費、
サーバ保守作業費など
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出典： ＩＴＲホワイトペーパー２００９
「デスクトップ仮想化が実現する管理コスト削減 調査レポート」仮想デスクトップＰＣ



【参考】
従来型PCとデスクトップ仮想化のTCO比較②従来型PCとデスクトップ仮想化のTCO比較②

デスクトップ仮想化は、3年後TCO累計がPCを大量展開するケースとほぼ同等。デ クトップ仮想化は、3年後TCO累計がPCを大量展開するケ とほぼ同等。
5年間のトータルでみるとPCのほうが22％も割高。
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【参考】
デスクトップ仮想化と節電

・・・

デスクトップ仮想化と節電

・・・ ・・・

仮想化サーバ

プ

・・・

ストレージ

デスクトップ型 100台 300W×100＝
ノート型PC 200台 30W×200＝

30,000W
6,000W

サーバ機 15台 500W×15＝
シンクライアント機 300台 11W×300＝
ストレージサーバ 2台 2,000W×2＝

7,500W
3,300W
4,000W

消費電力合計

年間消費電力合計 （＊1）

36,000W
95,040,000W

消費電力合計

年間消費電力合計 （＊1）

14,800W
39,072,000W

その差その差 55,968,000W55,968,000W

年間削減CO2排出量 55,968,000W×0.000555＝ 約31,062 tCO2 （*2）

ガソリン換算で 31 062 000kg÷2 32 ＝ 約1339万リットル
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ガソリン換算で、 31,062,000kg÷2.32 ＝ 約1339万リットル
*1：実稼動（10時間）×稼働日（22日間）×稼動月（12月間）にて、試算。
*2：環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル 第II編 温室効果ガス排出量の算定方法を参照。
＊算出結果は、あくまで弊社算出による、目安です。



仮想デスクトップ
先進導入事例のご紹介
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先進導入事例の３パターン

ホスト共有型仮想プラットホ ム型 ネットブ ト型

先進導入事例 タ

ホスト共有型
Citrix XenApp

仮想プラットホーム型
Citrix XenDesktop

サ バ上の仮想環境で

ネットブート型
Citrix ＰＶＳ

サ バ上で動く共通環境を 自席ＰＣにサーバ上の仮想環境で
ゲストOSをユーザーごとに占有

サーバ上で動く共通環境を
複数ユーザで共有

自席ＰＣに
仮想ＯＳをＤＬ

ＶＤＩ ＳＢＣ ＰＶＳ
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Any Device, Any Location  +  Security



導入事例一覧導入事例 覧

業種 仮想パターン 目的 規模業種 仮想パタ ン 目的 規模

住宅会社 ホスト共有型(SBC)
仮想プラットホーム型(VDI)

ワークスタイル変革 タブレット 1200台

仮想プラットホ 型( DI)

自治体 ホスト共有型(SBC)

ネットブート型(PVS)

情報漏洩防止

ＰＣ運用管理工数削減

クライアント 1200台
サーバ 60台

大手金融業 仮想プラットホーム型(VDI)
ネットブート型(PVS)

セキュリティを確保した

オフショア開発環境

クライアント 800台

私立大学 仮想プラットホーム型(VDI) 生徒自宅から学内 クライアント 60台私立大学 仮想プラットホーム型(VDI)

ネットブート型(PVS)

生徒自宅から学内

イントラへのアクセス

クライアント 60台

大手製造業 ホスト共有型(SBC) セキュリティ向上 クライアント 2500台
仮想サ バ 210台

大手製造業
Appl環境メンテ 仮想サーバ 210台

市場調査会社 ホスト共有型(SBC)

ネットブート型(PVS)

情報資産の保護 クライアント 210台
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ネットブート型(PVS)

※ XA:XenApp XD：XenDesktop PVS：ネットブート



【住宅会社】
ハイブリッド（ＶＤＩ＋ＳＢＣ）

項目 内容

ハイブリッド（ＶＤＩ＋ＳＢＣ）

非定型業務向け
仮想ＰＣ方式
ＸｅｎＤｅｓｋｔｏｐで実現

定型業務向け
ターミナルサービス方式
ＸｅｎＡｐｐで実現

Web 
Interface

Load 
Balancer

PVS

XenDesktop
管理サーバ

（DDC)ＸｅｎＡｐｐで実現

個人端末（Let’s note)

（DDC)

※タブレット端末の導入
ESX

共有FCストレージ
・仮想PC配置

共用端末（スポットオフィス）
・・・・・

共有CIFSストレージ
・ISO Library

XenApp管理
サーバ（DC)目的 規模

営業パーソン向け
カタログ端末

２０１１年 １３５０台
２０１２年 ２７００台

・仮想PC配置
認証

管理サーバ DMZ

・ISO Library
・個人データ保存先

自宅端末（緊急の在宅勤務）

Access Gateway
(Secure Gateway) XenAppHP t5740HP t5740
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Active Directory
・ドメイン認証との連携Citrix構成管理サーバ



【自治体】
ハイブリッド（ＶＤＩ＋ＳＢＣ＋ＰＶＳ）

Internet
ＨＰ製シンクライアント

4320t Mobile ThinClient×1200台

ハイブリッド（ＶＤＩ＋ＳＢＣ＋ＰＶＳ）

サーバ群
Mailサーバ
（仮想サ バ）

C7000エンクロージャー
BL 460cG7

4320t Mobile ThinClient×1200台
ProBook6550b/CT Notebook×43台

スイッチ ファイルサーバ（クラスタ）

（物 バ）
Provisioningサーバ
（物 バ）

SQLサーバ（クラスタ）

（物 バ）

Profileサーバ（クラスタ）

（物理サーバ）
XenDesktopサーバ
（物理サーバ）

Virus Checkサーバ
（仮想サーバ）

（仮想サーバ）BL 460cG7
A5820-24XG-SFP Switch
A5120-24G EI Switch

スイッチ （物理サーバ）

DDCサーバ
（仮想サーバ）

（物理サーバ）

Active Directoryサーバ

Managementサーバ
（仮想サーバ）

（物理サーバ）

Web Interfaceサーバ
（仮想サーバ）

Access Gateway VPX XenAppサーバ

iSCSI用 L3 Switch 専用NW

（仮想サーバ） （仮想サーバ） （仮想サーバ）

iSCSI用 L3 Switch

専用NW
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【大手金融業】
金融系企業向け仮想デスクトップ

金融系企業様への主な導入実績

金融系企業向け仮想デスクトップ

目的 規模

大手証券会社 様
オフシュア開発用クライアント

社内事務部門向けクライアント
８００台

（ 大４０００台へ）

某大手保険会社 様 保険代理店向けクライアント ８００台

某大手損保会社 様 特定業務向けクライアント ２０台某大手損保会社 様 特定業務向けクライアント ２０台

某信用組合 様 本店・支店全クライアント ６００台

ネット証券会社 様 コールセンター向けクライアント ２０台

中堅証券会社 様 特定業務向けクライアント ２００台
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【私立大学】
ハイブリッド（ＶＤＩ＋ＰＶＳ）ハイブリッド（ＶＤＩ＋ＰＶＳ）

生徒の自宅から、構内イントラのデスクトップ環境へのアクセスを行うインフラを構築。生徒の自宅から、構内イントラのデスクトップ環境へのアクセスを行うインフラを構築。

Citrix の仮想環境へのインターネットアクセスやディスクイメージ配信技術が生きる構成。

Xen Server 環境３台で60デスクトップ

Citrix 
Secure

S 環境 台で6 デ クトップ

Windows Vista

PVS

Citrix 
Secure

G t

プロビジョ
ニングサー

Desktop
Delivery
Controller

Gateway
PVS 
Server

Gateway

生徒宅から校内デスクトップ

ングサ
ビス

ディスク

Xen Server
画面転送

生徒宅から校内デスクトップ
環境へのアクセス

ディスク
イメージの
一元管理

 仮想デスクトップのディスクイメージをプロビジョニングサービスにより一元管理 仮想デスクトップのディスクイメ ジをプロビジョニングサ ビスにより 元管理

 仮想環境のディスクコストの削減

 バックアップ、ウイルスパターン更新、WindowsUpdateなども一元化
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【大手製造業】 1/5
ホスト共有型（ＳＢＣ）

 導入規模

ホスト共有型（ＳＢＣ）

 導入規模
• 本社業務用ＰＣ 約 1600台（10数拠点）
• グループ会社ＰＣ 約 900台（海外拠点含む10数社）

 用途
MS-Office、Notes、ERPパッケージ、etc

支店
支店

工場

場 工場

支

工場

工場 工場

支店支店

25

支店
本店

支店



【大手製造業】 2/5
ホスト共有型（ＳＢＣ）

導入効果

ホスト共有型（ＳＢＣ）

導入効果

分類 効果類

ユーザビリティの向上 ・最新のＯｆｆｉｃｅ環境の提供

Ｎ ｔ のレスポンス改善・Ｎｏｔｅｓのレスポンス改善

運用管理 ・ＰＣ管理工数の削減

情報セキュリティの向上 ・セキュリティポリシーの統制

自宅／モバイルアクセス時の・自宅／モバイルアクセス時の
セキュリティ保持
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【大手製造業】 3/5
ホスト共有型（ＳＢＣ）

 導入経過

ホスト共有型（ＳＢＣ）

・2001年 本社系 1300台をシンクライアント化
・2003年 関連会社 900台をシンクライアント化
2007年 本社系サ バ を更新し 全体で2500台規模に・2007年 本社系サーバーを更新し、全体で2500台規模に

・2009年 仮想化XenServerを用いて、サーバ台数を削減

関連会社
900User

サーバー仮想化
台数削減

本社

関連会社
900User

本社

900User
関連会社
900Ｕｓｅｒ

＋本社
1300User

本社
1300User

本社
1600User

＋
本社

1600User

27
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【大手製造業】 4/5
ホスト共有型（ＳＢＣ）

本社系７０台のサーバに仮想化技術を適用して、

ホスト共有型（ＳＢＣ）

本社系７０台のサ バに仮想化技術を適用して、

関連会社系サーバを集約

新たなサ バ投資なし→ 新たなサーバ投資なし

→ サーバ台数は３０台減
サーバ30台撤去
約7.5Kwの電力量の削減

関連会社
３０台

 １ラックの設置面積削減
サーバー保守料 240万/年削減

本社

３０台

関連会社

空き ４台

本社
７０台 本社

４６台

連会
２０台

28
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【大手製造業】 5/5
ホスト共有型（ＳＢＣ）

統合後の環境構成 2009年9月当時XenApp On XenServer

ホスト共有型（ＳＢＣ）

ＤＣ

統合後 環境構成
の物理サーバー数での最大規模

物理サーバー70台
仮想XenAppサーバ210台

A社様用PC 約1600台

Thin
VM VM VM

ＸｅｎＳｅｒｖｅｒ

グループ会社用PC 約900台

Provisioning
ＸｅｎＳｅｒｖｅｒ

29

グル プ会社用PC 約900台
差分ディスク



【市場調査会社】 1/5
ハイブリッド（ＳＢＣ＋ＰＶＳ）

市場調査会社

ハイブリッド（ＳＢＣ＋ＰＶＳ）

・東京 PC100台／大阪 PC80台／名古屋30台

用途：用途：

・一般業務用PC （Oｆｆｉｃｅ、Adobe、etc）

名古屋事業所名古屋事業所

東京事業所大阪事業所

30

東京事業所大阪事業所



【市場調査会社】 2/5
ハイブリッド（ＳＢＣ＋ＰＶＳ）ハイブリッド（ＳＢＣ＋ＰＶＳ）

導入効果導入効果

分類 効果類

情報セキュリティの強化 ・重要な情報資産の保護
調査報告調査報告
顧客情報
プロジェクト情報
守秘義務情報守秘義務情報

運用管理 ・ＰＣ管理工数の削減
ソフトウェアバージョンアップソフトウェアバージョンアップ
セキュリティパッチ適用
障害復旧時間の短縮

31



【市場調査会社】 3/5
ハイブリッド（ＳＢＣ＋ＰＶＳ）

 動作のしくみ

ハイブリッド（ＳＢＣ＋ＰＶＳ）

 動作のしくみ

・サーバ上の仮想ＯＳ（ＶＤＩＳＫ＝Ｃドライブ）からネットブート
PCのメモリ上に必要なデ タを取得し PC側で動作する・PCのメモリ上に必要なデータを取得し、PC側で動作する

ネットブート

サーバにＣドライブデータを移行 雛形端末

（メモリ上にデータ展開）

PC サーバ

必要に応じてサーバへアクセス

VDISK

PC サ バ

32

必要に応じてサ バへアクセス
メモリ上に情報展開



【市場調査会社】 4/5
ハイブリッド（ＳＢＣ＋ＰＶＳ）

 東京・大阪事業所では Xen Desktop Local Streamed Desktop

ハイブリッド（ＳＢＣ＋ＰＶＳ）

東京事業所

名古屋事業所

p p

 名古屋事業所、出張用PCは Citrix XenApp

XenAppサーバ名古屋事業所

出張用 端末

業務用端末

大阪事業所 ＰＶＳサーバ

業務用端末

業務用端末 ＰＶＳサーバ

業務用端末
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【市場調査会社】 5/5
ハイブリッド（ＳＢＣ＋ＰＶＳ）

ネットブ ト方式の制約事項

ハイブリッド（ＳＢＣ＋ＰＶＳ）

ネットブート方式の制約事項

ネットワ クの見直しが必須・ネットワークの見直しが必須
（サーバ⇔スイッチ 低１Gbps）

・ＶＤＩＳＫの管理を、高いレベルで維持する必要がある

当社オリジナル商品「NetKaleido」が当社オリジナル商品 NetKaleido」が
管理者をサポートします
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【VDisk管理パッケージ】
Netkaleido ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｵﾌﾟｼｮﾝ

de System Management Optionde System Management Option主な機能主な機能

Netkaleido ﾏﾈｼ ﾒﾝﾄｵﾌｼｮﾝ

de Syste a age e t Opt ode Syste a age e t Opt o 主な機能主な機能

端末の管理 制御端末の管理 制御端末の管理・制御端末の管理・制御

 VDiskVDiskの管理 制御の管理 制御 VDiskVDiskの管理・制御の管理・制御

 リモ ト操作リモ ト操作 リモート操作リモート操作

スケジュール機能スケジュール機能スケジュール機能スケジュール機能
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【当社事例】
「デスクトップを持ち出そう」

遠隔地から自席ＰＣを利用するしくみ

「デスクトップを持ち出そう」

SSLSSL暗号化暗号化 画面転送サーバー画面転送サーバー

クライアントＰＣセグメント上のクライアントＰＣセグメント上の
電源ＯＮツール・エージェントソフト搭載電源ＯＮツール・エージェントソフト搭載

ＰＣＰＣ or or シンクライアントシンクライアント

サーバー群

遠隔地から自席ＰＣを利用するしくみ

移動体通信
もしくは

公衆インターネット環境

ゲートウエイゲートウエイ
サーバーサーバー

Citrix Secure GatewayCitrix Secure Gateway

Citrix XenAppCitrix XenApp

電源ＯＮツール・電源ＯＮツール・
マネージャーソフトマネージャーソフト

ノ ト型シンクライアント

自席ＰＣ自席ＰＣユーザー認証ユーザー認証
サーバーサーバー

Active DirectoryActive Directory

ワンタイムパスワードワンタイムパスワード
認証サーバー認証サーバー

RSA Secure IDRSA Secure ID

ワンタイムパスワードワンタイムパスワード プロファイル・ホームプロファイル・ホーム
ディレクトリサーバーディレクトリサーバー
Active DirectoryActive Directory
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ノート型シンクライアント
HP 2533t

社内ネットワーク
Active DirectoryActive DirectoryRSA Secure IDRSA Secure ID Active DirectoryActive Directory



【当社事例】
モバイルシンクライアントモバイルシンクライアント

見た目はパソコンですが、ハードディスクは
搭載していません搭載していません。

シンクライアントの新しい標準OSシンクライアントの新しい標準OS
Windows XP Embeddedを搭載

HP2533t
B5サイズ、１．３６ｋｇ、無線LAN内蔵

もちろん事務所の端末としても利用可能。
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【当社事例】
フリ アドレスで「機動力」アップ

各拠点に出張者席として、シンクライアント端末を設置

フリーアドレスで「機動力」アップ

各拠点に出張者席として、シンクライアント端末を設置

パソコンが無くても、仕事ができる

社内出張時のパソコン持ち出し不要
（安心 しかも身軽）（安心、しかも身軽）

HP t5720

全国 ８拠点に配備
※社員なら誰でも利用できるフリースペース
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※社員なら誰でも利用できるフリースペース



【当社事例】
モバイルシンクライアントで「守備力」アップ

２０１０年８月時点 （稼動開始から３年弱経過）

モバイルシンクライアントで「守備力」アップ

 システム利用者数 約３００人

２０１０年８月時点 （稼動開始から３年弱経過）

 シンクライアント台数

モバイル用（HP 2533t） 約１７０台– モバイル用（HP 2533t） 約１７０台

– 社内出張者用（HP t5720） 約 ３０台

社外へのＰＣ持ち出し禁止を実現

仮想デスクトップへ！
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仮想デスクトップへ！



【当社事例】
仮想デスクトップサ ビス仮想デスクトップサービス

事務所事務所
ＰＣはそのまま仮想環境へＰＣはそのまま仮想環境へ

役員向役員向けけｉＰａｄｉＰａｄ
ペーパーレスペーパーレス会議会議システムシステムペ パ レスペ パ レス会議会議システムシステム

弊社ＤＣに仮想デスクトップ環境

を構築し あらゆる場所から

会議資料は共有かつ 新、資料はｉＰａｄ向けコンテンツに

変換し、会議をスムーズに進行

Ｃｉｔｒｉｘ Ｒｅｃｅｉｖｅｒにより、仮想デスクトップにも接続、

を構築し、あらゆる場所から、

今まで通りの操作性を実現。

承認業務やメールチェックなどは外出先からでも可能

社内：ｗｉｆｉを設置 社外：セキュアモバイルアクセス

インターネットインターネットからから 出張拠点出張拠点からから

ノートＰＣは持出し不可とし、ディスクレス、ワンタイム

パスワードによる堅牢なセキュアモバイルを実現
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モバイルシンクライアントモバイルシンクライアント シンクライアントで接続シンクライアントで接続



事例からの考察事例からの考察
まとめ
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デスクトップの仮想化はまだ早い？

いいえ！いつでもスタートできる状況になりました。

デ ク 仮想化はま 早

いいえ！いつでもスタ トできる状況になりました。

VDIミドルウエアの機能向上
仮想プラットホームの成熟

デスクトップ

VDIミドルウエアの機能向上

XenDesktop、VMView

XenServer、Hyper-V 2.0、VMWare

デスクトップ

の仮想化
アクセスインフラの充実

ライセンスの低価格化

Citrix XD VDI MS VDA の仮想化
定額高速データ通信

Wi-Fi ホットスポット

Citrix XD VDI、 MS VDA

Sierの構築ノウハウの蓄積

導 事例 増

アクセスデバイスの充実

シンクライアント、ネットブック

42

導入事例の増加スマートフォン、タブレット



デスクトップ仮想化に必要な技術要素デ ク 仮想化 必要な技術要素

仮想デスクトップＶＤＩ
仮想アプリＳＢＣ

Xen App

仮想デスクトップＶＤＩ
Xen Desktop

２００８年１０月より Xen App
（５００システム以上）

２００８年１０月より
機能検証＆販売開始

ブネットブートＰＶＳ
Xen Desktop PVS
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（１５０システム以上）



目的、ネットワーク、セキュリティに合せた製品選定目的、 ク、 リテ 合 製品選定

主目的性が
高い Xen App Xen Desktop

(Local Streamed Desktops）Xen Desktop

端末の
管理性

特定用途（文教）
・ＰＣ教室

特殊用途
・コンタクトセンター

特定用途端末
・ＰＯＳ
・生産・管理

管理性 モバイル
・営業用／出張用
・自宅業務

一般的な業務

・コンタクトセンタ
・設計・研究（ＣＡＤ／解析）
・データーエントリー業務

 般的な業務
・営業事務
・経理 購買
・人事 法務

必要とするネットワーク帯域細い 太い

低い ＶＤＩＳＢＣ ＰＶＳ
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端末の配置分散 集中



【参考】
ユ ザの意見

これはいい！と言われること

ユーザの意見

これはいい！と言われること

– モバイルで、社内と同じデスクトップが使えること。

– 自宅でも、社内と同じか、それ以上とも思える、レスポンスの良さ。

– 切断／再接続による、新しい使い方ができること。

– 考えなくても、確保されているセキュリティ。

– 意識せずとも、自動的にバックアップが取得されている。

– 既存PCには、色々導入されて高負荷だったのでかえって速くなった。

これはちょっと・・・と言われること言

– データ移行をしなくてはならないこと。

– ネットワーク接続が行えない環境では、利用できないこと。
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ネットワ ク接続が行えない環境では、利用できないこと。



【参考】
管理者の意見管理者の意見

これはいい！と言われること

– データの持ち出しができないことによる、セキュリティの確保。

– クライアントPCの管理を、事実上行わなくて良い。

– バックアップを取らなくて良い。

– ユーザの環境のメンテナンスを、簡単に行える。

これはちょっと・・・と言われることこれはちょ と と言われること

– 仮想デスクトップの操作を、覚えなければならないこと。

– 導入当初は、問い合わせが増えること。導入当初は、問い合わせが増えること。
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まとめま

デスクトップは一箇所にまとめ、仮想化で課題を解決しましょうデスクトップは 箇所にまとめ、仮想化で課題を解決しましょう

 ＰＣリプレースや統制、ＴＣＯ削減、災害対策にも仮想デスクトップは有効です

高品質で操作性を失わない画面転送技術、あらゆるＯＳやデバイスに対応し、

仮想デスクトップシステムが一式揃っているのはＣｉｔｒｉｘのＸｅｎＤｅｓｋｔｏｐです

当社の豊富な導入実績とノウハウで、貴社のプライベートなデスクトップサービスを

構築することができます構築することができます

タブレット・スマートフォンや在宅勤務などワークスタイル変革・節電・事業継続には

仮想デスクトップが 適＆必須です仮想デスクトップが 適＆必須です

仮想化にかかる初期コストより、経過と共に低減するＴＣＯを見える化すべきです
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仮想デスクトップの導入を成功させるには仮想デ ク 導入 成功さ る は

１．用途に合わせたソリューション選定・構成
（VDI SBC PVS＋Xen Hyper V VMware）（VDI,SBC,PVS＋Xen,Hyper-V,VMware）

２ 十分な検証 評価２．十分な検証・評価
（アプリ動作検証、ユーザの使用感）

３．ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁﾃﾞﾊﾞｲｽでのｻｰﾋﾞｽ提供ｯ
（VDI+SBC+PVS ﾀﾌﾞﾚｯﾄ・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ）
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パナソニック電工ＩＳのＶＤＩソリューションク電 リ シ

 ThinClient ThinClient
 HP t5325 エントリー

 HP t5740 メイン

 HP 4320t ノ トブック

デスクトップインフラデスクトップインフラ

XenApp XenDesktop
XenDesktop 

PVS

 HP 4320t ノートブック

 アプリケーション＆デスクトップデリバリー

 XenDesktop         仮想プラットフォーム

アプリケーション＆デスクトップ・デリバリーアプリケーション＆デスクトップ・デリバリー

NetScaler Access Gateway

 XenApp               ホスト共有

 XenDesktopPVS  ネットブート

 エッジネットワーク

エッジネットワークエッジネットワーク

（MPX/VPX）
Access Gateway
Branch Repeater  NetScaler           Webアプリ高速化

 Access Gateway  セキュアリモートアクセス

 Branch Repeater  WANの最適化と高速化

VMware XenServer Hyper-V

 仮想インフラストラクチャー
 XenServer

Essentials for Hyper-V
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仮想インフラストラクチャー仮想インフラストラクチャー

Essentials for Hyper V



ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました。

パナソニック電工インフォメーションシステムズ
シンクライアントサービスＧ

山田 勉
yamada.tsutomu@panasonic-denkois.co.jp
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