
課題
• 物理端末を用いたCAD環境の老朽化

• 高度な最新の開発環境を提供すべきとい
う経営戦略

• セキュリティ対策の強化と管理負荷の軽減

ソリューション
物理端末として提供していたCAD開発環
境をVMware Horizonへ移行。vGPU
技術を採用し、物理リソースの最適化も実
現した。綿密な検証と設計によって、負荷の
高いソフトウェアも十分に機能することを
確認し、全社的に導入。スタッフのワークス
タイル変革とともに、管理者の負荷軽減に
も大きく寄与した。

導入効果
• セキュアで利便性の高いCAD環境の 
VDI化を実現

• 自席や会議室からでもCADへアクセス
可能に

• vGPUでハイパフォーマンスな開発環境
を提供

導入環境
• VMware Horizon
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より高度な開発環境を 
VDIで提供したい
2008年に日本ビクターとケンウッドの経営統
合によって設立されたJVCケンウッドは、ビデ
オカメラやプロジェクターなどの映像技術を中
心としたJVC、カーナビゲーションや無線など
に強いKENWOODといったブランドを中核
に、オートモーティブやパブリックサービスと
いった分野にさまざまな製品 /ソリューション
を提供するメーカーです。

モータースポーツへの技術供給・支援を通じ
たブランド訴求活動にも積極的で、騒音レベ
ル・電波状態の非常に劣悪なサーキット場で
も高品質な通信や映像を提供することで高い
評価を得ており、マクラーレン・ホンダF1チー
ムのオフィシャルサプライヤーや、世界ツーリン
グカー選手権のシリーズパートナーとしても活
躍しています。

同社では、IoTやクラウド、ビッグデータといっ
た新しい技術の登場を背景に、中核事業であ
るオートモーティブ分野でのニーズの高まりを
受けて、「スマートコミュニティ」の提供に注力
しています。つまり、カーナビゲーションやビデ
オカメラなどの製品を単体として捉えるのでは
なく、他社製品を含めた各種技術・システムと
の連携が必要という考え方です。

サプライチェーン・マネジメント部 IT部 部長と
して全社の ITを統括し、コーポレート・マネジ
メント部 ダイバーシティ推進部シニアスペシャ
リストでもある梶谷ひとみ氏は、「CES2014に
おいて当社は、カーオプトロニクス技術を応用
した先進運転支援システムを発表しました。こ
のシステムの実現には、他のさまざまな技術や
システムとの連携が必要であり、さまざまな企

vGPUを活用しCAD環境をVDI化
高負荷なCADも快適に動作し、
スタッフのワークスタイル変革を実現

業との協力によって開発されました。このよう
な新世代技術の開発現場では、よりセキュア
で効率的な新しい開発環境・CAD環境が必
要です。そこで検討されたのが、シンクライアン
トでした」と述べています。

以前の開発現場では、サポート終了間際の
Windows XP端末が用いられており、これら
の刷新が大きな課題でした。当初はWindows 
7端末への移行が検討されましたが、経営陣の
「よりよい環境の提供が必要」という強い考え
もあって、まったく新しい開発環境への移行が
検討されたのです。単にシンクライアントといっ
ても、実現方法はいくつかありましたが、3か月
という調査・検討期間を経て、最終的に選ば
れたのは「VMware Horizon」を用いたデスク
トップの仮想化でした。

vGPUの採用で 
高いパフォーマンスを実現
CAD環境の VDI化を実現するうえで、特に重
要な課題としてあげられるのが、GPUをどのよ
うに提供するかという点です。JVCケンウッドは、
当初GPUリソースを仮想マシンに一対一で割
り当てるパススルー方式を検討していましたが、
GPUリソースを共有できより高いコスト効果を
見込めることもあり、VMware Horizonの

JVCケンウッドは、IoTやクラウド、ビッグデータといった新しい ITを受けて、製品
販売からソリューション提供へのシフトを見据えた中長期ビジョンを策定しました。
この中では、成長を牽引するオートモーティブ分野を中心に、さまざまな技術との
連携にも注目しています。こうした変化において、事業の中核を担っている設計開
発環境を見直し、セキュリティの強化と業務の効率化を図るべく、「VMware 
Horizon」を活用したCAD環境のVDI化に踏み切りました。決め手となったのは、
優れたグラフィックス性能を実現する「vGPU」でした。
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ひとつの端末から
CADと一般業務用アプリの
両方にアクセス可能

IT管理業務の
大幅な効率化

vGPU方式に着目しました。

「仮想デスクトップソリューションとしては、す
でに一般業務用途で、従業員約3,800名の環
境にVMware Horizonを導入して利便性・
信頼性を実感しており、またライセンスを統合
できるということもあって、CADユーザー向け
約800名に導入を決断しました」と、オート
モーティブ分野 オートモーティブ管理部 技
術推進部 CADシステムグルーブ グループ長 
久保勝義氏は回想します。

久保氏らは、まずは中核事業であるオートモー
ティブ分野においてパススルー方式での導入
を進め、運用開始後にバージョンアップと検証
を行ったうえで、vGPUへの移行と全社的な展
開を図るという方針を定めました。

オフィス向けVDI環境の導入も担当した兼松
エレクトロニクスのサポートを受けて、綿密な
設計や検証を実施し、十分に実用できることを
確認しました。

「基板設計や回路設計、機械設計に用いている
複数のCADソフトを検証したところ、高度な
グラフィック性能が要求されるCADソフトで
もvGPUで十分なパフォーマンスを得られ、問
題ないことが判明しました。」と、久保氏は述べ
ています。

CAD環境VDI化は非常に大きなプロジェクト
であったため、スタート当初から参加して実現
を信じてきた少数精鋭のメンバーと、強力な技
術力を持つ兼松エレクトロニクスの支援も成
功のポイントとなりました。

自席でも会議室でも 
CAD環境へいつでもアクセス
すでに一般業務用途で導入済みであった
Windows 7マシンも活用し、一般業務も設計
業務も1つの端末で済ませられるようになりま

した。これは、JVCケンウッドのスタッフにとっ
て、大きな変革の1つでした。

「従来、各部門では専用のCAD室が用意され
ており、一般業務と設計業務を並行するため
に建屋間を頻繁に移動する開発者もいました。
今では自席で設計を行うことができるようにな
り、オートモーティブ分野ではCAD室を廃止
してしまったほどです。今後は会議室や出張先
でも、自分の環境を呼び出して作業を続けるこ
とができます。会議室へデータを持ち運ぶ必
要もなく、他の拠点からでも呼び出せます」と、
久保氏は語ります。

管理者としても、VMware Horizonに移行し
たことによって、さまざまな恩恵を受けていると
言います。同社では、関東4拠点に開発部門が
存在しており、物理端末のメンテナンスに大き
な労力と時間を取られていましたが、VDI環境
への移行によって、管理の大幅な効率化を図
れるようになったのです。パフォーマンスの低
下を防ぎながら、快適な開発環境を保つこと
が可能となり、管理統制もしやすくなりました。

「将来的には、VMware HorizonによるVDI
を関連会社や海外拠点にも提供したいと考え
ています。また、解析やテストの環境にも応用
したい。また、更なる管理性の向上を図るため
のVMware App Volumesなどにも注目して
います。VMware Horizon自体の今後の進化
も十分に期待しております」と、梶谷氏は期待
を寄せます。

プロダクトアウトからマーケットインへ──
JVCケンウッドの戦略が大きく転換していく中
で、高度なパフォーマンスが要求されるCAD
環境のVDI化を無理なく実現するVMware
のテクノロジーは、事業の要となる開発・設計
環境の改革に、これからも大きく貢献していく
ことでしょう。
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図：vGPUを使ったCAD環境のVDI化とその効果

「VMware Horizonでサポートされる
vGPUにより、負荷の高いCADソフト
ウェアでも十分なパフォーマンスを発
揮しました。一般業務用のHorizon 
による仮想デスクトップも含め、1つの
シンクライアント端末からアクセスで
き、スタッフの利便性は遥かに向上し
ました」
株式会社JVCケンウッド    
久保 勝義 氏
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カスタマープロフィール
日本ビクターとケンウッドの経営統合によって、
2008年 10月に設立。カーエレクトロニクス
や無線通信、映像・音響技術などの強みを生
かして、従来型の製造販売業から、お客様の
課題解決のためのソリューションを提供する
「顧客価値創造企業（バリュークリエイター）」
への転換を推進している。昨今では、従来の
JVC、KENWOODといった著名ブランドを中
心に、さまざまな分野で強みを持つ事業・製
品ブランドを展開している。
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