
課題
• 多様なモバイルデバイスから利用できる新た
なDaaS環境の構築

• 数万人規模の人事異動に対応した柔軟な
ユーザー個別領域の割り当てなど、VDI環
境の新たなライフサイクルの整備

• 大規模VDI環境を少人数で運用するための
管理体制の確立

ソリューション
ドコモ・システムズが外販するクラウド型企業
情報システム「dDREAMS」を提供するにあ
たり、約5万ユーザーが利用するVDI環境を
VMware Horizon Enterpriseを用いて
構築。大規模な人事異動を効率化するため、
VMware App Volumesを用いてユーザー
データの移行作業を解消。さらにdDREAMS
の機能とVMwareの技術を活用し、VDIの
利用申請から廃棄までのライフサイクルをすべ
て自動化した。

導入効果
• Horizonと App Volumesを活用して、
多様なモバイルデバイスからのアクセスが可
能、かつ人事異動に際してデータ移行は不要
な新たなDaaS環境を構築

• ユーザーの利用申請から廃棄までのVDI環
境のライフサイクルを自動化

• システムメンテナンスなどの運用負荷の大幅
な軽減

• 約5万ユーザーが利用する大規模VDI環境
を4カ月間で短期構築

• ダイバーシティ時代に求められるワークスタ
イル変革の支援基盤

導入環境
• VMware Horizon Enterprise
• VMware App Volumes
• VMware ThinApp
• VMware Identity Manager
• VMware vRealize Operations for 

Horizon

プロフェッショナルサービス
• VDI設計支援（Horizon/AppVolumes）
• VDI運用設計/自動化支援
• VDI実装環境アセスメント
• テクニカルアカウントマネージャーサービス
（TAMサービス）
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多様なデバイス対応などを評価し 
VMware HorizonでVDI環境を刷新
1985年の設立以来、情報システムの開発・運
用を通じてドコモグループのビジネスを長く
支えてきたドコモ・システムズ。2014年には
外販ビジネスに進出し、グループ内の多くの
従業員が利用する企業情報システム
「dDREAMS」を、新たなクラウドサービスとし
て法人顧客向けに提供を開始しました。

オフィスワークで必要となる共通機能をさま
ざまなデバイスから利用できるdDREAMSは、
スケジューラを起点に勤怠管理、経費精算な
どを行い、業務の効率化と可視化を支援する
ソリューションです。メールの閲覧、電子決済
の承認、Web会議への参加などもモバイルデ
バイスから可能で、時間と場所を選ばないオ
フィスワークのニーズに幅広く対応しています。
クラウド事業部 クラウド開発部 部長の井尻
周作氏は「dDREAMSを外販向けにリリース
してから、NTTの持ち株会社を中心に多くの
企業にご採用いただき、2016年度中にはグ
ループ内のユーザーが約22万に達する見込
みです。グループ外の一般のお客様への導入
も着 と々進んでいます」と語ります。

dDREAMSを活用したワークスタイル変革に
おいては、オフィスと同等の業務を行うための
デスクトップ環境との連携が欠かせません。そ
こで同社は2015年3月、ドコモの社内で利用
していたVDI環境の更新を機に、dDREAMS
と連携するDaaSとしてVMware Horizonを
導入しました。クラウド事業部 クラウド開発
部 DiSH開発担当 担当課長の内田潤一氏は、
次のように説明します。

「それまでのVDI環境は、一部の利用者が専
用端末を使ってデスクトップ上のファイルを参
照する限定的な用途でしたが、新たなDaaS
ではモバイルデバイスでオフィス業務が完結
できることを目指しました。そこで対応デバイ
スの種類、ランニングコスト、長期的なサポー

VMware HorizonとApp Volumesで 
約5万ユーザーのDaaS環境を4カ月で構築 
モバイルデバイスとデスクトップを融合し、 
ダイバーシティ時代のワークスタイル変革を支援

ト体制などを総合的に評価した結果、最終的
に決まったのがHorizonでした」

dDREAMSとHorizonの機能を融合し 
VDIのライフサイクル全体を自動化
Horizonの導入後、当初は数千ユーザー規模
で運用されていた新たなVDI環境でしたが、
2016年に3万数千ユーザーを持つ大口顧客
でdDREAMSの導入が決定したことから、状
況が一変します。クラウド事業部 クラウド開
発部  DiSH担当の佐々木健司氏は「まず
H o r i z o n を既存の S t a n d a r d 版から
Enterprise版にバージョンアップすることで、
大規模環境への対応は可能になりましたが、
新たな課題として浮上したのが同様に大規模
な人事異動への対応でした」と語ります。

大量のユーザーが一斉に人事異動する際には、
VDI環境のリソースを平準化しながら、ユー
ザーや管理者に負担をかけないことが大原則
です。この難題を克服するために同社は、これ
まで利用していた「流動リンククローン」方式
に加えて、それを実現する手段として
VMware App Volumesを選択しました。
App Volumesを使えば、異動に際してはデス
クトッププールのユーザー権限を付け替える
だけでデータの移行作業が不要となるだけで
なく、ユーザーログイン時にネットワークの負
荷がかからないことは大きなメリットでした。

NTTドコモグループ向けのシステム開発を手がけるとともに、近年は自社開発の
ソリューションの外販ビジネスにも注力するドコモ・システムズ株式会社。モバイ
ルを活用したワークスタイル変革を支援する同社では、外出先での資料作成など
を効率化するため、VMware Horizonを導入してグループ内のVDI環境を刷新。
さらに数万単位のユーザーが利用するDaaSの提供に際しては、柔軟なユーザー
個別領域の割り当てを可能にするVMware App Volumesを用いてユーザーの
移行作業の負荷を大幅に軽減しました。新たなDaaSは、VMwareのプロフェッ
ショナルサービスとドコモ・システムズが独自で作成したツールを活用することで、
わずか4カ月間という短期間での構築に成功しています。

ドコモ・システムズ株式会社
クラウド事業部
クラウド開発部
部長
井尻 周作 氏



SYSTEM INTEGRATOR

また、dDREAMSとHorizonの機能を組み合
わせてVDIの利用申請から廃棄までの流れを
自動化することで、ユーザーや管理者にかか
る負担をさらに軽減している点も今回のプロ
ジェクトのポイントです。

「従来は利用申請、追加VDIの作成、プール数
の変更から、ユーザーの削除、VDIの割り当て
解除といったライフサイクル管理全般を手作
業で行っていましたが、ユーザーが数万規模
になると手作業では限界があります。そこで
dDREAMSのワークフロー機能、App 
Volumesの機能、アプリケーションをカプセ
ル化しユーザーごとに配信するVMware 
ThinApp／VMware Identity Managerの
機能、障害監視の VMware  vRea l i ze 
Operations for Horizonなどを組み合わせ
ることで一連の作業を自動化し、運用負荷を
大幅に削減しました」（佐々木氏）

既存の IaaSと独自のツールを活用して 
約5万ユーザーのDaaSを4カ月で構築
導入時のもう1つの課題となったのが構築期
間です。今回のプロジェクトでは新規ユーザー
の利用開始日があらかじめ決まっていたため、
短期でのサービスインが必須の要件でした。
この点について、ドコモ・システムズはDaaS
のインフラに dDREAMS用に VMware 
vCloud Suiteで構築していた IaaSを用いる
ことで、サーバリソースの調達・準備にかかる
期間を短縮しました。さらに同社独自のツー
ルを作成して360台のESXiサーバの設定を
高速化し、1人のオペレータが 1日で20台の
ESXiサーバを構築できる生産性を実現。そ
の結果、約5万ユーザー規模のDaaSをわず
か4カ月の期間で構築し、これらの工夫がな
かった場合と比べて6カ月もの工期を短縮す
ることに成功しました。

また、プロジェクト期間中はVMwareのプロ
フェッショナルサービスを積極的に活用し、シ
ステム構築時に浮上した課題の早期解決を

図っています。

「設計段階からVMwareのコンサルタントに
入ってもらい、リソースの割り当て方式の議論
から始めました。構築中にはApp Volumes
の残量がわからなくなるなど、当初想定してい
なかった事態も発生しましたが、VMwareの
テクニカルアカウントマネージャー（TAM）の
手厚い支援を受けながら、課題を乗り越える
ことができました」（内田氏）

人事異動時に発生していた 
作業時間をより戦略的な業務に
国内で最大規模ともいえる約5万ユーザーが
利用する新たなDaaSは、計画通り2016年8
月から稼働を開始し、現在はユーザーの受け
入れが順次進んでいます。

「ユーザーからの評判も上々で、それまでの
PC環境が変わることなく、必要に応じて多様
なモバイルデバイスを使って業務が行えるこ
とに満足いただいています。IT部門の負荷軽
減とコスト削減効果も確認されており、今後
は人事異動時に発生していた作業時間をより
戦略的な業務に当てていただけるようになり
ます」（井尻氏）

同社では、今後もVDIの刷新を検討している
企業やFAT端末の管理で悩んでいる企業な
どに、dDREAMSとVDIを融合したソリュー
ションを提供していく予定です。井尻氏は 
「ダイバーシティ時代の働き方の支援は、

dDREAMSの重要なコンセプトの 1つです。
移動体通信事業者であるドコモグループは、
これからも率先してモバイルを活用したワー
クスタイル変革を進めていきたいと考えてい
ます」と抱負を語ります。

HorizonとApp Volumesによって大幅な進
化を遂げたdDREAMSは、まさに働き方の未
来を支えるソリューションとして、ビジネスの
世界で大きな価値を発揮していくはずです。
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図：dDREAMS DaaS基盤の概要

「当社のクラウド型企業情報システム
『dDREAMS』とVMwareソリュー
ションの連携により、約5万ユーザー
が利用する国内最大規模のDaaSを
4カ月の短期間で構築し、ユーザーの
利用申請から廃棄までのライフサイク
ルをすべて自動化して、運用負荷を大
幅に軽減することができました」
ドコモ・システムズ株式会社
井尻 周作 氏

ドコモ・システムズ株式会社
クラウド事業部
クラウド開発部 DiSH開発担当
担当課長
内田 潤一 氏

ドコモ・システムズ株式会社
クラウド事業部
クラウド開発部 DiSH開発担当
佐々木 健司 氏

カスタマープロフィール

「コミュニケーション文化の発展に貢献する
IT企業」という企業理念のもと、NTTドコモ
の機能分担子会社として、ドコモグループの
情報戦略の一翼を担っている。全国のドコモ
ショップを連携する顧客情報管理システム
「ALADIN」、6,000万以上のドコモユーザー
の料金・請求を管理する料金システム
「MoBills」、データ抽出・分析システム、セキュ
リティシステムなどの開発、運用を担当。また、
外部向けに提供するクラウド型企業情報シス
テム「dDREAMS」や車両運行管理システム
「docoですcar」などのソリューション開発と
運用、サービスの販売を行う。
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