
課題
• 外部からの社内LAN接続における利用
者側の煩雑な認証作業

• 専用端末設定やアプリケーションのイン
ストールなど管理作業の負荷

• 社内端末環境のアップグレードと既存業
務システムの互換性維持

ソリューション
外部からの社内 LAN接続にあたって
VMware Horizon Viewによる仮想デ
スクトップ環境を、また、最新の端末環境で
の既存業務システム継続利用にあたっては
VMware ThinAppを活用。システム運
用管理にかかわる負荷軽減、コスト削減と
同時に、iPad、Androidなどのマルチデ
バイスを介したユーザビリティを大幅に向
上。

導入効果
• 専用端末１台のセットアップ等にかけて
いた約0.6人日の作業、VPNアカウント
生成のための約0.2人日の作業が不要
に

• 仮想デスクトップ環境のパフォーマンス
劣化の把握や障害分析が自動化され、環
境の運用管理が大幅に簡素化

• 自動リサイズやソフトタッチパッドなどに
よりユーザビリティが大幅に向上

• iPad、Androidなどマルチデバイスの
包括的な管理、活用が可能に

• 既存システムの改修を行なった場合の、
1億円に及ぶ投資が不要に

導入環境
• VMware Horizon View

• VMware vCenter Operations 
Manager for Horizon View

• VMware ThinApp

• VMware vSphere
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外勤の多い担当者の生産性向上と
システムの互換性維持の課題

1987年の設立以来、高品質でコストパフォー
マンスの高い電気通信サービスを提供し、九
州エリアの高度情報化に貢献する九州通信
ネットワーク株式会社（略称：QTNet）。現在
は、光インターネットの「BBIQ（ビビック）」、廉
価な通話を実現する「BBIQ光電話」、多彩な
番組を誇る「BBIQ光テレビ」など幅広いサー
ビスを提供しています。

同社にとって ITは、顧客へ提供するサービス
および社内業務の運営全般を支える重要な
基盤となっていますが、従来の IT環境には、い
くつかの改善すべき課題がありました。情報シ
ステム部 システム企画グループ 副主任の三
小田仁氏は、次のように振り返ります。
「法人営業やコンシューマ向け回線販売など、
外勤の社員が社内LANにアクセスするため
には、セキュリティ面を考え、専用端末と個別
のVPNアカウントを使用する必要がありまし
た。たとえば、社内のリソースにアクセスする
までに3回認証が必要となるなど、ユーザビリ
ティの面で不満が出ていました」

また、社内で使用するPC環境については、既
存の業務システムとの互換性を保つために、
一部ソフトウェアの保守サポート期限が過ぎ
ているにもかかわらず、Windows XP、Office 
2000を使い続けなければならない点も課題
として指摘されていました。

「ユーザビリティの向上やセキュリティ上の脆
弱性解消のため、Windows７、Office 2010
への切り替えを決めましたが、既存業務シス
テムとの互換性を保つ必要があり、そのため

VMwareのエンドユーザー・コンピューティングで
マルチデバイスを活用したワークスタイルの変革を実現
運用負荷軽減と業務生産性向上の両立に成功

の改修にかかる費用として膨大な金額が試算
されていました」（三小田氏）

高い信頼性と構築の容易さという点から
VMwareのソリューションを採用

同社では、これら直面する課題を解決できる
ソリューションの検討を開始。仮想化技術に
高い信頼性のあるVMwareから、エンドユー
ザー・コンピューティングソリューションとし
て、VMware Horizon View、VMware 
ThinAppの採用を決定しました。

VMware製品の優位性について、三小田氏は
「vSphereに代表されるVMware製品群は、
すでにグルーバルスタンダードとしての豊富
な実績や機能を持ち、高い統合率を実現しつ
つ、セキュリティなどの点でも圧倒的な安心感
がありました。さらに、手厚いサポートも採用
決定の大きなポイントでした。単なる営業活
動だけでなく、ハンズオンのトレーニングやセ
ミナーを開催するなどの取り組みは有用でし
た」と話します。

VMware  Hor izon  Viewに関しては、
「vSphereの安定したプラットフォーム上で稼
動する点や、PCoIPの機能性を評価しました。
また、他社製品と比較しても、システム構築に

九州エリアを基盤に家庭および企業向けの回線サービスなどを提供する九州通
信ネットワーク株式会社。同社では、社員が外出先から社内LANへスムースにア
クセスするための環境整備、また社内PC環境のリプレイスにおける既存業務シス
テムとの互換性確保に向けて、VMware Horizon ViewとVMware ThinAppを
導入。マルチデバイスを活かした新たなワークスタイルを確立し、システム運用の
負荷軽減、ユーザビリティの向上、そしてコスト削減を実現するとともに、顧客に
向けたサービス基盤の強化にも成功しました。

九州通信ネットワーク株式会社
情報システム部
システム企画グループ
副主任
三小田 仁 氏
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あまり手間がかからない点も大きなポイント
でした」（三小田氏）

また、VMware ThinAppの採用理由につい
て同氏は、「使い勝手の良さに加え、端末切り
替え時に発生するコストを最小化できること
が大きな魅力でした。たとえば、Windows 
XPからWindows 7に切り替える場合でも、
既存システムとの互換性が担保されるため、
アプリケーション改変などに伴うコストを排
除できます。また、アプリケーションをパッケー
ジ化して簡単に配布できる点も非常に有効で
す」と強調します。

管理コストの大幅な削減のほか、業務での
マルチデバイス活用による生産性向上

2012年8月に運用が開始されたVMware 
Horizon Viewは現在、営業・技術部門を中
心に100ユーザーが、VMware ThinAppは
全社員750ユーザーが日々ビジネスの基盤と
して活用しています。この新たな環境は同社
のビジネスに予想を超える効果をもたらして
います。管理側の運用負荷軽減とユーザー側
の業務生産性の向上について、三小田氏はそ
の効果を次のように語ります。

「VMware Horizon Viewの導入で、これまで
１台の端末のセットアップと管理表作成、さらに
ユーザー毎のVPNアカウント生成にかかって
いた約0.8人日の作業が不要になりました。利
用者は、iPad、Androidなどのタブレット端末
から1回の認証で社内リソースにアクセスでき
るようになり、専用端末へのアカウント設定や
生体認証情報登録に費やしていた作業も不要
になっています。PCoIPにより狭帯域接続でも
パフォーマンスは問題なく、VMware Horizon 
View Clientの基本機能である画面の自動リ
サイズやソフトタッチパッドなども、タブレット
端末から利用するユーザーには大変好評です」

仮想デスクトップ環境の管理面では、VMware 
vCenter Operations Manager for Horizon 
Viewを導入。仮想デスクトップ環境全体をエ
ンド・ツー・エンドでパフォーマンス監視し、障
害時にはその原因を自動で分析する同製品に
よって、多数の仮想デスクトップ環境の運用管
理工数も大幅に削減されています。

「自動的なパフォーマンス劣化の把握、障害ポ
イントの分析は、仮想デスクトップ環境の運用
管理の簡素化に大いに役立っています。それ
に限らず、リソース使用状況から、将来的に問
題となりそうなポイントも自動的に教えてくれ
るため、潜在的な問題の回避にも役立ってい
ます」と、三小田氏は語ります。

既存業務システムとPC環境の互換性確保に
ついては、「VMware ThinAppによって、最新の
OS環境を利用しつつ、一部既存システムの要
件となっているOffice 2000等との互換性を保
つことができるようになりました。特にWebベー
スのシステムについては、下位互換を意識せず
に開発を行うことができ、利用アプリケーション
の幅が大きく広がりました。もしVMware 
ThinAppを導入せず、既存システムに必要な改
修を行なった場合、全社で計算すると1億円単
位のコストがかかることになっていたでしょう」
（三小田氏）と明確な効果を実感しています。

今後同社では、社内の全端末 1,200台を仮想
デスクトップ化する予定です。さらに、顧客サー
ビスとしてのVDI提供も開始する予定となっ
ています。三小田氏は「次のステップは、今回
自らそのメリットを体感した仮想デスクトップ
（VDI）を、お客様に向けたサービスとして提供
することを考えています。これらの取り組みに
おいてもVMware製品が不可欠になると確
信しています」と語り、VMwareが提供するソ
リューションに大きな期待を寄せています。
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図：QTNetが推進するマルチデバイスを活用したワークスタイル変革

「VMware Horizon Viewの導入により
“いつでもどこでも”使える端末環境が
実現され、BCP対策、セキュリティ
対策も万全となりました。
VMware ThinAppは、一般的な
利用に加え、ターゲットを絞った適用
においても非常に有効な
ソリューションと実感しました」
九州通信ネットワーク株式会社   
三小田 仁 氏

カスタマープロフィール

1987年の設立以来、光ファイバー通信ネット
ワークを通して、九州エリアの生活や事業活
動に欠かせない“情報”を安全・便利・快適に
提供することで、地域社会の発展に貢献。最
新の ICT（情報通信技術）を駆使して、企業を
はじめ自治体や学校・病院などの法人のお客
さま、そして、九州のお客さま一人一人に対し
てブロードバンドの新たな利用シーンを提供
している。

遠隔地局舎サイト本店・支店

社外からのアクセス

社内業務システム
サーバー群

LAN

WAN

VMware Horizon View Client

※ iPad、Android端末など、私用のデバイスを 
　使った社外からのアクセスを許可 仮想ストレージ

社

VMware ThinAppによる
アプリケーションの仮想化

※ゼロクライアントの
　導入を検証中

VMware Horizon View用仮想サーバー群

FT・HA

VMware Horizon View用仮想デスクトップ群

HA

VMware vCenter Operations Manager for Horizon View


