
課題
• 多様化するワークスタイルへの対応（ユ
ビキタス勤務を支える ITインフラの構
築）

• クライアントPCの運用管理負荷の軽減

• システムの複雑化によるセキュリティリス
クへの対応

ソリューション
多様化するワークスタイルに対応するため
のエンドユーザー環境の構築を目指して、
VMware Viewを導入。スマートデバイ
スを使って、いつでも、どこからでもアクセ
スできるユビキタス勤務の基盤を確立する
と同時に、PCのメンテナンスに要していた
管理コストの大幅な削減にも成功。

導入効果
• デスクトップの仮想化により、いつでもど
こでも勤務できる環境を実現

• PCメンテナンスに要していた工数を削
減することで、年間あたり数億円規模の
効果を創出

• 拡張が容易な仮想デスクトップ基盤の実
現

導入環境
• VMware View

• VMware ThinApp

• VMware vSphere
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ユビキタス勤務のインフラとして
仮想デスクトップ環境を選択

1966年に日本初の独立系ソフトウエア企業と
して創業したCACは、以来、金融業界と製薬
業界を中心に、ITの深い知見と業種・業務に関
する豊富な知識を活かし、高付加価値サービ
スを提供しています。同社では、顧客企業の高
度化するニーズに応えるため、ITに関するさま
ざまな知見と業種・業務に関するノウハウを知
的資産として、社内に蓄積、共有することを戦
略として打ち出しています。そして、そのための
施策として取り組んでいるのが、多様化する社
員の働き方への対応と、それを支えるITインフ
ラの変革です。

同社 経営統括本部 経営企画部の齋藤学氏は
「社員の中には顧客企業に常駐して仕事をして
いる者もいますし、海外子会社もあります。一
方、出産や介護でオフィス出勤が困難な社員に
も対応するため、テレワーク環境の整備も求め
られています。そこで、いつでも、どこでも働く
ことができる“ユビキタス勤務”の環境整備に
向けた取り組みを開始しました」と語ります。

それを支える ITインフラの構築においては、
PCだけではなくスマートデバイスへの対応が
不可欠であると同時に、これらを社外で利用
する際の紛失による情報漏洩などのリスクに
も備えなければなりません。この課題を解消
する手段として着目したのが、データを端末に
残さずに使えるデスクトップの仮想化でした。

プロジェクトの成功要因は
段階的なVMware Viewの導入展開

CACでは、複数の製品を比較検討した結果、ヴ
イエムウェアのデスクトップ仮想化ソリューショ
ンVMware Viewの採用を決定しました。サー

多様化するワークスタイルに対応するエンドユーザー環境を実現
VMware Viewによるデスクトップ環境の仮想化で
PC運用管理の大幅な工数削減に成功

ビスビジネスユニット 運用ソリューションビジネ
ス部の西崎学氏は「導入の決め手は、仮想化の
プラットフォームとなるVMware vSphere用の
サーバ構成がシンプルで、障害ポイントが少な
いこと、またライセンスが最大同時接続数なので、
ハードウエアも含めた導入コストが他社の半分
ほどで済むこと、の2つでした」と説明します。

導入にあたっては、利用者をPCの利用パター
ンで分類し、高い効果が見込めるターゲット
から順次展開を行う段階的なステップでプロ
ジェクトを進行しました。具体的には、まず
2011年 11月から IT活用に積極的な20名弱の
ユーザーで第一弾の導入展開を開始。そこで
は外勤の多い営業マンが、スマートフォンをア
クセスポイントとしてテザリングでアクセスす

ることを想定し、VMware Viewのプロトコル
であるPCoIPのチューニングを行い、低帯域
でもアクセスできる環境を整備しました。

その後、2012年3月から7月までは、営業部門
の20名と本社部門の30名で第二弾の導入
展開を実施しましたが、第一弾での成功もあ
り、それほど抵抗なくユーザーに受け入れら
れたといいます。サービスビジネスユニット 
運用ソリューションビジネス部 マネジャー
の平瀬謙次氏は「営業部門と本社部門は、
Windows7とOffice2007、IE8をセットにし
て、共通のマスターを作成しました。それ以外
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のアプリケーション利用の要望に対しては、
VMware ThinAppを使って、アプリケーショ
ンを仮想化して対応しました」と説明します。
そこでは、あらゆる業務に活用できる仮想デ
スクトップにするため、さまざまなツールの実
装にも取り組みました。社内から多くの技術
者が自発的に参加した結果、スマートフォン用
アプリ開発者向けの画面解像度・画質変更
ツールや、日本語・英語キーボード切り替え
ツールなど、開発生産性や利便性を向上させ
るツールが続 と々揃いました。

大幅な管理工数の削減を実現
海外も含めた全社展開を展望

第二弾の導入展開の成功を受けて、CACで
は2012年7月下旬に、さらなる展開を決定。9
月下旬から人事など本社間接部門の約 100
名、営業部門約 100名、会長、社長以下の役
職者約50名、その他50名の合計300名の
移行を始め、10月末までに完了しました。

「現在、仮想デスクトップ環境は5台のサーバで
動作しており、PC端末約300台のほか、スマー
トフォン、タブレット端末の30台ほどから利用
されています。デスクトップイメージは共通化さ
れたマスターと差分からなるリンククローン方
式を採用して標準化することで、ストレージの
データ量を通常よりも50％以上減らすことが
できています」（西崎氏）

また、端末をシンクライアントとすることで、
データ漏洩防止と低コスト化を実現。加えて、
重要な開発データを守るため、自社のクラウ

ドサービスを活用して、データをバックアップ
する仕組みも構築し、万一の大規模災害時で
も業務の継続性が担保されています。

VMware Viewの導入効果については、デスク
トップの仮想化によって、まずPCのメンテナン
スやバックアップの作業は不要になりました。
同社では、これによる効果は年間あたり数億円
規模にのぼると試算しています。実際、ユーザー
からは、PCに関連する各種管理作業がなくなっ
たため、仮想デスクトップが手放せなくなったと
評価する声や、自宅でも仕事ができ、データは
すべてデータセンターに保存されているので、
安心できるという声が寄せられています。

「仮想デスクトップを展開する前は、パフォー
マンスが悪いのではという先入観を持ってい
る人もいました。しかし、段階的な導入を通じ
て、こうした不安は徐々に払拭されました。こ
こで得たノウハウは、当社のサービスの付加
価値として活かせるはずです」（齋藤氏）

同社では、仮想デスクトップ600ユーザー分
のリソースを1ポッドとして、その単位ごとに拡
張可能な環境設計を行っています。今後、
2013年には2ポッド1,200ユーザー分の環境
に拡張し、開発部門やグループ会社、海外子
会社などに順次展開する計画です。その中に
は、Microsoft Lyncをこの仮想デスクトップ
環境に導入し、プレゼンス機能や電話機能を
活用する構想もあります。VMware Viewの
活用を通じて、同社のユビキタス勤務環境は
さらに強化され、高い生産性を支える確固た
る業務基盤として定着していくはずです。
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図：CACが推進する仮想デスクトッププロジェクトの概要

「導入成功の鍵は、少人数での導入を
行い、課題を整理しながらユーザーを
拡大していく段階的なアプローチに
あります。仮想デスクトップ環境は、
あらかじめスケールアウトを考慮した
設計をしておくと、グループ会社、海外
子会社などへの展開がスムースです」
株式会社シーエーシー
平瀬 謙次 氏

カスタマープロフィール

1966年に日本初の独立系ソフトウエア専門
会社として創業。専門企業として培った ITへ
の深い知見と、顧客の業種・業務に関する豊
富な知識を活かし、企業の情報化戦略・計画
に関するコンサルティングからシステムの設
計・構築・導入、さらには運用管理・保守に
至るまで、情報システムに関する高付加価値
サービスを提供しながら、顧客の事業価値の
創造と持続的な成長を支えている。
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本社拠点

VMware Viewの段階導入のフロー

仮想デスクトップ環境による“ユビキタス勤務”の姿（多様化するワークスタイルへの対応）

2011年11月～
対象：IT活用に積極的な
約20ユーザー
低帯域でも利用できるように
プロトコルをチューニング

第一弾導入展開
2012年3月～
対象：営業部門、本社部門の
計50ユーザー
Windows7、O�ce2007、
IE8をセットにして、共通マス
ターを作成

第二弾導入展開
2012年9月～
対象：本社間接部門、営業部門、
役員など計300ユーザー

本格展開開始
2013年
対象：開発部門、グループ
会社など約 1,200ユーザー

将来

・フリーアドレスにある固定ＰＣ/ノート
ＰＣを利用

・BYODも開始し、自分の端末を会社で利
用する世界へ

海外拠点、
国内事業所

・初期セットアップも不要
・海外出張中でもデバイスさえあれば接続可能
・オフィスの場所が変わっても同じデスク
トップに接続可能

自宅
・在宅勤務でも自分のデータに接続可能

外出先
（顧客先、
カフェなど） ・外出先からも自分のデバイスから接続可能

Internet


