
課題
• 全国の各事業所に配置されている

4,000台のPCの老朽化

• Windows 7への移行に伴う業務アプ
リケーションのサポート問題、およびそれ
に伴う膨大な改修費用

• バージョンアップのタイミングに依存す
る IT戦略上の制約の解消（後ろ向きの
IT投資の解消）

• ユーザー主導の ITライフサイクル管理体
制の確立

ソリューション
グループ全体の4,000台のPCの老朽化
対策として、アプリケーションの仮想化ソ
リューションVMware ThinAppを導
入。当初の改修見積りのわずか10分の1で
Windows 7のPCへリプレイスを実現
とともに、ユーザー主導による ITライフサ
イクルの最適な管理体制を確立。

導入効果
• 当初のシステム改修見積りの10分の1の
金額で、4,000台のPCのWindows 
7への移行に成功

• 各アプリケーションのライフサイクルに
依存しない、ユーザー主導の ITライフサ
イクルの実現

導入環境
• VMware ThinApp

FOOD MANUFACTURING

業務アプリケーションの運用を支える
4,000のPCのリプレイスが課題に

「潤いを創造し 豊かさに貢献する」を経営理念
に掲げ、各事業会社の自主独立のスピード経
営とグループシナジーの創出により、グループ
全体の企業価値向上を目指すサッポログルー
プ。2013年 1月にはポッカコーポレーション
との合併により、ポッカサッポロフード＆ビバ
レッジが新たな事業会社として加わるなど、未
来に向けた成長戦略にも余念がありません。

国内だけでも100もの拠点を構える同グルー
プでは、全国の各事業所に4,000台ものPC
が配置されています。その中で、ここ数年の大
きな課題となっていたのが、これらの業務用
PCの老朽化です。サッポログループにおいて、
各事業会社のサポート機能を担うサッポログ
ループマネジメント株式会社 グループ IT統括
部 課長代理を務める江本正陽氏は次のよう
に語ります。

「各事業会社の業務用PC には、さまざまなア
プリケーションがインストールされていますが、
Windows XPが2014年にサポート切れを迎
えることから、Windows 7にリプレイスした
場合のアプリケーションのサポート問題が以
前から指摘されていました。Microsoft Lync
などの新しいシステムを使おうとしても、どう
してもパフォーマンスが不足してしまいます。
そのため、これ以上Windows XPを使い続け
るわけにはいかないことから、Windows 7へ
のリプレイスを決断しました」

VMware ThinAppの仮想化技術で
システム改修コストを大幅に削減

サッポログループマネジメントでは早速、それ

4,000台のPCのリプレイスに際して
VMware ThinAppによるアプリケーションの仮想化で
移行にかかるコストを大幅に削減

まで使っていた既存の社内システム、アプリ
ケーションのWindows 7上での動作検証に
着手しました。その結果、全体で40ほどある
システムのうち約7割で、インストーラが動か
ない、バージョンチェックでシステムが動作し
ない、画面が崩れる、一部機能が動作しない、
不明なエラーが出るなどの問題が明らかにな
りました。これを解消するためのシステム改修、
バージョンアップのコストも試算したところ、
現実的な選択肢としてはあまりに高額でした。
同社 グループ IT統括部 インフラグループリー
ダーの野上誠一氏は「そもそも単なるバージョ
ンアップは大幅な機能の向上があるわけでは
なく、“後ろ向き”の施策だと考えていました。
投資に見合ったメリットが見いだせないのな
ら、賢明な選択肢とはいえません」と説明しま
す。

そこで、さまざまな方法を検討する中で候補
に挙がったのが、ヴイエムウェアのアプリケー
ション仮想化ソリューション V M w a re 
ThinAppでした。検証の結果、OSのバージョ
ンアップに合わせたシステムの改修が不要の
ため、大きなコストが発生しないこと、導入期
間が他のソリューションと比べて短くて済むこ
と、パッケージ化されたアプリケーションの配
布が簡単であることなど、他の選択肢にはな
いメリットがあることが分かりました。

「黒ラベル」のブランドで知られる酒類事業などを通じて、「食」と「空間」の2つの
分野で価値ある商品・サービスを提供し続けるサッポログループ。同グループの
本社機能の一翼を担う株式会社サッポログループマネジメントでは、この数年の
IT課題となっていた4,000台のPCの老朽化対策として、アプリケーションの仮
想化ソリューションVMware ThinAppを導入。アプリケーション改修コストの大
幅な削減とともに、ITライフサイクルの最適な管理体制の確立に成功しました。
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一般に、バージョンアップはそのタイミングや
コストを自社でコントロールしにくいことから、
ITのロードマップとの整合性や投資計画など
の面から経営の理解が得にくいなど、IT戦略
を立案する上で制約になりがちです。同社 グ
ループ IT統括部 シニアマネージャーの布施
川貴久氏は「当社のシステムも複数のベンダー
の製品で構成されています。1社だけならとも
かく、それぞれを必要に応じてバージョンアッ
プしていくと、システムのライフサイクルが短く
なり、極端な場合には1年位で使えなくなるこ
とがあります。こうした状態を解消する上でも、
VMware ThinAppが最適という判断から導
入を決定しました」と振り返ります。

ユーザー主導の ITライフサイクル管理を
実現コストは当初想定の10分の1で

VMware ThinAppの導入に際して、まず同
社では、Windows 7でも影響を受けないもの
は仮想化せず、そのままセットアップすること、
また大きなコストをかけずに小規模な改修で
済むものは改修を行うなど、基本方針を策定
しました。最終的には、10システムをVMware 
ThinAppで仮想化し、事業会社であるサッポ
ロビールを中心に4,000ユーザー分のライセ
ンスを購入しました。

実際の導入にあたっては、まず導入パートナー
であるシステムインテグレーターから丸 1日の
集中トレーニングを受け、製品構造と仮想化
のステップについて学びました。その後、自社
のメンバーだけで仮想化を行い、分からない

部分について導入パートナーから支援を受け
る形でプロジェクトを進めました。

仮想化の対象となるシステムは、Internet 
Explorer 6に依存する人事考課、営業機器発
注、営業情報検索、勤怠旅費などの各システ
ム、Lotus Notes 4.6とアドオン、Oracle EBS 
11.5による会計システム、テナント管理、原価
管理、生産管理、SCM計画系からなる業務
パッケージ、Oracle ADI 11.8、通信エミュレー
タなどです。仮想化は計画通り完了し、いずれ
のシステムにおいても動作面、性能面での問
題は報告されていないことから、現在は2013
年初頭からのユーザー部門への展開に向けて、
最終調整を行っている段階です。

「今回、VMware ThinAppを利用することで、
当初の改修見積りのわずか 1 0分の 1で
Windows 7のPCへリプレイスを実現するこ
とができました。システムのライフサイクルを
自社でコントロールできるようになり、後ろ向
きの投資から抜け出したいと考えていた私た
ちにとって、VMware ThinAppはまさに“魔
法のようなソリューション”です」（江本氏）

同社ではすでに、2013年以降の運用体制とし
て、仮想化したアプリケーションを配布した後
の統制環境の整備にも着手しています。今後
はActive Directoryでの制御、組織・役割で
の制御、配布状況管理などを行いながら、ユー
ザー主導の ITライフサイクル管理体制の強化
を推進していく計画です。
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図：サッポログループにおけるVMware ThinApp活用の概念と削減コスト

「VMware ThinAppによって、
当初の改修見積りのわずか10分の1
でWindows 7のPCへリプレイスを
実現することができました。
後ろ向きの IT投資から抜け出したい
と考えていた私たちにとって、
VMware ThinAppはまさに
“魔法のようなソリューション”です」
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カスタマープロフィール

グループ成長戦略の推進などに特化するサッ
ポロホールディングス株式会社とともに、グ
ループ本社機能を担う組織として、2011年3
月にスタート。サッポロホールディングスから
法務・CSR・総務・人事・経理･品質保証など、
事業会社に共通するサポート機能の移管を
受け、多様化するグループの事業領域に対応
するグループマネジメント機能を担っている。 国内約100拠点 

4,000台の
Windows7 PC
に配布

当初見積りの

約1/10の

コスト

10システムを仮想化

VMware ThinApp活用の概念

VMware ThinAppによるコスト削減効果

VMware ThinAppを活用した
Windows 7への移行コスト

システム改修を含む
Windows 7への移行コスト


