
課題
• エンジニアリングプロジェクトの立ち上
げ時間の短縮

• 複数のワークステーションに囲まれた
ユーザーのデスク環境の改善

• CAD環境のセットアップ、管理・運用・
保守の負荷が高い

ソリューション
物理ワークステーションからエンジニア
リング仮想デスクトップへの移行により、
CAD環境のセットアップ時間を短縮しビ
ジネスのスピード化に貢献。ワークステー
ションの運用管理にかかる時間を半減する
など、運用管理にかかる工数・コストも大
幅に削減。将来の協力ベンダー・海外パー
トナーとの連携基盤としての活用も期待さ
れている。

導入効果
• 1台あたり最大5日間を要していたCAD
環境のセットアップを最短1時間に短縮

• ユーザーが複数の端末を使い分ける不自
由さを解消

• 年間 1,000時間のワークステーション
運用管理業務を1/2に削減

• リモートアクセスによる社外・海外パート
ナーとの連携も視野に

導入環境
• VMware Horizon
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大規模かつ複雑化するプロジェクトに 
おける短納期への要求の高まり
日揮株式会社（JGC）は、日本を代表するエン
ジニアリング企業として、世界約80か国以上
で石油・ガス・化学をはじめとするさまざまな
分野のプラント建設事業を行っています。その
プラント建設事業において、昨今、大きなビジ
ネス環境の変化が起こっています。

「永久凍土下のガスや深海油田の採掘といっ
たプロジェクトの難易度が高まっていることや、
複数の企業が参加するジョイントベンチャー
方式が増えていることを受け、プロジェクト自
体が大型化し複雑化しています。そのような中
にも関わらず、代替エネルギーの登場による競
争の激化や、政治情勢により大きな影響を受
ける市況なども背景にあり、エンジニアリング
プロジェクト自体の短納期化への要求がます
ます高まっています」と、エンジニアリング本部 
プロジェクトIT部の林幹高氏は話します。

プラント建設は緻密な収益プランに基づく投
資判断のもと実施されるため、操業開始の遅
れは多大な損失につながるため、工期に対する
プレッシャーは非常に厳しくなっているのです。

また、プロジェクトの遂行において ITの関わり
は非常に大きく、この点において、同部の半田
敬人氏は、次のように話します。

「ITの利活用はプロジェクトを進めるのに必要
不可欠です。特に、設計業務を支えるCAD環
境の関わりは大きく、プロジェクト全体の迅速
化には、この環境整備をいかに効率化できる
かが ITとしての戦略的な取り組みでした」

物理ワークステーション配備の 
リードタイムとその多大な管理負荷の 
改善がチャレンジ
2D/3D CADアプリケーションとそれを扱うた

VMware HorizonでCAD環境をVDIに移行し
次世代のビジネス基盤を推進
プロジェクト効率を高め、ビジネスの俊敏性を向上

めの高性能ワークステーションは、プラントエン
ジニアリングの屋台骨を支える設計ツールです。

「プロジェクトが編成される度に物理ワークス
テーションを配備していましたが、エンジニア
が使うアプリケーションを準備し、動作をチェッ
クして配備を完了するまでに、最大5日程度を
要していました」と同部の島村光氏は話します。
短納期化を迫られているプロジェクトの要求
において、セットアップにかかるリードタイムは
大きな改善点とされていました。

また、展開後もその管理運用負荷が高いこと、
複数のワークステーションを使い分けるエンジ
ニアのデスク環境の改善も急務でした。

「ワークステーションのセットアップや運用管理
に要する時間を計測したところ、年間およそ
1,000時間に達していたのです」（半田氏）

そのような中、同社はCAD環境を仮想デスク
トップ化することに着目し、最終的にVMware 
Horizonを採用します。

設定や管理の容易さを評価 
120ユーザーを省スペースに集約
VMware Horizonに採用決定した当時を半
田氏は次のように振り返ります。

「仮想デスクトップソリューションの検討開始
が2013年。当事は、OA系のデスクトップ環境
を、他社製品でデスクトップ仮想化していまし

日本を代表するエンジニアリング企業としてグローバルに活躍する日揮株式会社
（JGC）。世界情勢の変化やエネルギー競争の激化が、エンジニアリング事業におけ
る短納期化を迫る中、同社ではVMware Horizonを採用してCAD環境の仮想デ
スクトップ化を進め、環境セットアップ時間を劇的に短縮するなどビジネスのスピー
ド化を図りました。また同時に、運用管理にかかる工数・コストの大幅な削減にも
成功しています。今後は、更なる効率化を目指し、社外の協力ベンダーや海外パー
トナーへの基盤の展開を見据えています。

日揮株式会社
エンジニアリング本部
プロジェクトIT部
技術統括マネージャ
林 幹高 氏
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たが、メンテナンスが難しく一旦問題が発生す
るとベンダーへのサポート依頼が不可欠でし
た。その反面、VMware Horizonは設定や管
理が容易で、直感的な操作が可能です。セット
アップから問題解決まで、迅速な対応を自社で
行えることを評価しました」

VMware Horizonによる仮想デスクトップ環
境は、高密度なブレードサーバー上に構築さ
れ2014年11月に運用が開始されました。1サー
バーブレードと高性能なグラフィックスカード
6枚を収容する拡張ブレードを組み合わせ、
10Uのエンクロージャー内に120ユーザーが
集約されました。

「3D CADを使用するにはハイエンドのグ
ラフィックスカードが必須です。VMware 
Horizonでは、サーバーのリソースを仮想化し
て複数のユーザーを集約しつつ、1ユーザーが
1GPUを独占的に利用できるようにして、高い
パフォーマンスを得られるvDGA（Virtual 
Dedicated Graphics Acceleration）が使え
ることを評価しました」（島村氏）

CAD環境のセットアップを 
最大5日から1時間に 
運用管理の負荷も大幅軽減
仮想デスクトップ環境導入の効果を、まず半田
氏は次のように語ります。

「最大5日を要していたCAD環境のセットアッ
プが、テンプレートの展開だけで済むので、最
短 1時間程度で完了できるようになりました。
このスピード感は圧倒的です。プロジェクトの
要求に即座に応え、ビジネススピードの向上に
貢献しています」

また、島村氏はコスト面についてこう話します。
「イニシャルコストは、ハードウェア集約による
稼働率向上と台数削減を考慮すれば物理ワー
クステーションと同程度で実装できましたし、
ランニングコストは、従前ワークステーション
の運用管理に要していた年間 1,000時間に及
ぶ工数を、ほぼ1/2にまで削減することができ、

トータルで見れば非常に大きなコストメリット
をもたらしています」

ユーザー側での効果も現れています。「仮想環
境で稼動するCADとはいえ、物理ワークス
テーションでの利用時と比べても変わらない
パフォーマンスであるだけでなく、仮想マシン
が置かれたデータセンターのネットワークに
CADのデータベースも存在するためアクセス
性が増した分、むしろよくなったという声が届
いています。また、ユーザーは複数物理マシン
の使い分けも不要になり、デスク上にあった複
数端末も今やシンクライアント一台だけで、
ユーザーのデスク作業環境の改善は、作業効
率の向上にも寄与しているようです」（半田氏）

次世代ビジネス基盤としての展望
今回の国内への仮想デスクトップの導入により、
今後の同社のビジネスの可能性が拡げられる
ことを林氏は展望しています。「この環境を使え
ば、海外拠点のエンジニアにも簡単かつ迅速に
CAD環境を提供できます。特に海外でプロジェ
クトオフィスを立ち上げる場合、IT環境の整備
に３～４ヶ月かかってしまうのが現状であり、今
回の仮想デスクトップ環境を海外でも利用でき
るようになれば、大きな効果が期待できます。
また、協力会社でのこの環境の利活用も視野
に入れています。現状は、必要な IT環境を即
座に調達できないため業務を委託できない企
業にも、この環境を社外からも安全に利用でき
るようにすれば、そのような企業との連携もで
き、よりビジネスの幅が広がると考えています」

そして最後に、半田氏は次のように今後の展
望を語って締めくくりました。

「必要なエンジニアを必要な時に柔軟かつ迅速
にプロジェクトにアサインできるようになること
は、弊社のビジネスへの大きな貢献に繋がりま
す。今回の仮想デスクトップ環境の導入は、ま
さに次世代のビジネス基盤の構築であり、今
後もこの環境を拡張してより強固で柔軟な基
盤へ進化させていきます」
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図：仮想デスクトップ（VDI）導入によるCAD環境の改善

「必要なエンジニアを必要な時に柔軟
かつ迅速にプロジェクトにアサインで
きるようになることは、弊社のビジネス
への大きな貢献に繋がります。今回の
仮想デスクトップ環境の導入は、まさ
に次世代のビジネス基盤の構築であり、
今後もこの環境を拡張してより強固で
柔軟な基盤へ進化させていきます」
日揮株式会社    
半田 敬人 氏
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カスタマープロフィール
1928年、日本初のエンジニアリングコントラク
ターとして設立。以来、世界約80か国以上で
およそ2万件のプロジェクトを遂行。石油・ガ
ス・化学をはじめとするさまざまな分野のプ
ラント建設を得意とし、優れたエンジニアリン
グ技術と高度なプロジェクトマネジメントで業
界をリードしている。
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