
C U S T O M E R  C A S E  S T U D Y

「モビリティの可能性を追求し、活力ある社会をつくる」を企業ビジョンに掲げ、
より安全、安心、そして便利なクルマ社会の実現に取り組む三菱自動車工業 

（三菱自動車）。同社では、以前から開発部門を中心に「VMware Horizon」によ
る仮想デスクトップ基盤（VDI）を導入していました。2020年における新型コロ
ナウイルス（COVID-19）の感染拡大時には、このVDI基盤をフルに活用して、本
社、開発拠点（岡崎）をはじめとする主要拠点の従業員がテレワークを行える環
境を短期間で実現。事業の継続に貢献しました。

緊急事態下での事業継続にVMware Horizonを活用
柔軟なVDI基盤で業務に応じた仮想デスクトップを展開し
短期間で開発業務部門のユーザーに対し同時約2,300ユー
ザーのテレワーク環境を整備

業界
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カスタマープロフィール

1970年に三菱重工業から独立して設立された
自動車メーカー。2019年度において、13の国と
地域に33拠点を展開し、総販売台数は112万
7,000台にのぼる。ルノー、日産自動車、三菱自
動 車による 3 社アライアンスの 一角として、
PHEV/EVモデルのラインアップ強化、ASEAN
地域、中国、南米等の新興地域での販売強化に
も注力する。

導入製品・サービス

• VMware Horizon

• VMware Unified Access Gateway

• VMware App Volumes™

開発、 生産準備業務向けに導入していた VMware Horizon による VDI 基盤を、
より大規模な従業員の在宅勤務に対応するために活用。 短期間で約2,300ユー
ザーが同時利用によるテレワーク環境を実現し、事業継続に貢献した。 今後は、
VDI によるテレワークを標準的な勤務形態の一部として根付かせるための環境
整備にも取り組む。

「以前より、VMwareと協力しながら当社の
ニーズに合致したVDI基盤を構築してきた
ことが、迅速なテレワーク環境の整備を実
現できた大きな要因です。このソリュー
ションをより良いものにしていくためにも、
さらに協力関係を深めていきたいと考えて
います」

三菱自動車工業株式会社
津田 孝博 氏

導入前の課題

公共交通機関による通勤を 
避けるべき状況で、ごく短期間
のうちに従業員のテレワーク
環境を用意する必要があった

開発業務向けに用意していた
VDI リソースを、オフィス業務
向けに柔軟に振り分けて対応

従来はVPN 経由でのVDI 
アクセスを必須としていたが、
テレワークの増加でVPNの

リソースがひっ迫した

VMware Unified Access 
Gatewayによるインターネット

経由の VDI 接続を活用し、
VPNの負荷を低減

同時利用ユーザーの増加に
より、VDIライセンス数を 

一時的に多く確保する必要
があった

VMware の素早い対応に
よって、約1,500ユーザー分の

Horizon ライセンスを臨時に
追加できた

ソリューション

導入効果

VPN

VDI



【 課 題 】

開発業務向けに導入していたVMware Horizon 
リソースを一般的なオフィス業務向けに振り分ける

三菱自動車では、2017年より主に開発業務や生産準備業務

向けに、VMware HorizonによるVDI基盤を構築していました。

この業務領域で VDI 化を推進してきた理由としては、国内に

複数ある開発拠点や工場、および出張先において、場所に縛

られず CAD/CAEなど開発・生産準備に関わる業務を進めら

れる環境づくりに加え、開発にかかわるデジタルデータの活

用促進、端末の運用管理作業の効率化などが挙げられます。

合わせて、同社では「働き方改革」に向けたルールの整備に

も取り組んできました。従業員が自分のライフスタイルに合

わせて、必要なときに在宅勤務を行える環境作りを進めてい

たといいます。

そうした中で、これらの取り組みをより急速、かつ大規模に進

めなければならない状況が起こりました。2020年の春以降、

世界的に感染が拡大したCOVID-19への対応です。2020年3

月、日本でも首都圏を中心に感染者が増え始めたことをきっ

かけに、同社では、主に本社（東京都港区）勤務の従業員に

対して、公共交通機関による通勤を控え、在宅勤務を行うこと

を推奨しました。4月7日には、政府による緊急事態宣言が発

令され、企業に対して広くテレワークを行うことが推奨されま

したが、同社ではそれに先がけてテレワーク環境の整備に取

りかかっていました。

三菱自動車 グローバルIT本部 エンジニアリング IT 部の津田 

孝博 氏は「感染拡大が懸念されていた状況下で、在宅でも事

業が継続できる環境をいち早く整えることを、経営側からも

要請されていました。既にあるリソースを活用しつつ、できる

ことをやる必要があったのです」と当時を振り返ります。

この状況に対応するため、同社は開発業務向けに導入してい

たVMware Horizon のリソースの一部を、一般的なオフィス

業 務 向 け にも 利 用 することを 検 討しま す。 同 社 で は、

COVID-19が問題となる以前から、開発業務向けのVDIリソー

スを拡張する計画を進めていました。グローバルIT本部 エン

ジニアリング IT 部の平塚 教之 氏は「偶然ですが、3月に開発

業務向けのVDIのリソースを追加していたため、全ての CAD/

CAEユーザーが VDIを利用できる環境を整えていました。そこ

で、当初の計画を変更し、全体の8割のリソースを開発業務向

け、2割を一般のオフィス業務向けに振り分けることで、テレ

ワークに対応できるのではないかと見通しを立てました」と

話します。
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三菱自動車工業株式会社
グローバルIT本部 エンジニアリングIT部
部長
津田 孝博 氏

三菱自動車工業株式会社
グローバルIT本部 エンジニアリングIT部
マネージャー
東村 義則 氏

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

爆発的な在宅勤務の要求拡大に対し、既存リソースを活用し対応

当社IT施策

出来事

①コロナ前

②第一波 ④第二波
⑤New
Normal対応③緊急事態宣言解除後

New Normal
対 応 の た め
の 環 境 整
備—リソース
適正化—コス
ト低減

▼COVID-19対策用ライセンス返却

▲開発部門の一斉在宅トライアル（4/23,24）／原則在宅勤務へ移行

在宅勤務推奨（当社）

▲国内感染者16名
　クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」

▼eVDIのUAG接続開始

▼COVID-19対策用VMwareライセンス借用

クラウド（Office365）アプリの順次展開

▼VPN増強（二次）
▼VPN増強（三次）

▲緊急事態宣言 ▲緊急事態宣言解除
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柔軟な VDI 基盤で業務に応じた仮想デスクトップを展開し
短期間で開発業務部門のユーザーに対し同時約2,300ユーザーのテレワーク環境を整備

【 ソリューション 】

VMware Unified Access Gatewayを新たに導入し 
VPNを経由しなくてもVDIが利用できる環境を構築

開発業務向けと、オフィス業務向けの仮想デスクトップ環境

を作り分けて配備する作業は、比較的スムーズに進めること

ができました。これは、以前からVMware App Volumes™を

利用して、業務内容別の環境構築や、リソース配分を行うノ

ウハウを蓄積していたことが大きかったと言います。

しかし、大規模な在宅勤務に対応するためには、ほかにも解

決すべき課題がありました。それはネットワークです。同社

では平時のルールとして、VDI環境を含む社内システムへのア

クセスには VPN を経由したアクセスのみを認めていました。

しかし、大規模なテレワークを実施するにあたって、VPN 回

線やアカウント数の不足が問題となりました。実用的なスピー

ドで、安定したデスクトップ環境をユーザーに提供するために、

いくつかの施策を行う必要があったのです。

「VPNを必要としないパブリッククラウドサービスの導入など

も行いました。VDIについては、インターネット経由での接続

のコン ポ ー ネントで あ る V M w a r e  U n if i e d  A c c e s s 

Gateway™（UAG）を新たに導入し、業務内容に応じて VPN

を経由しなくてもVDIを利用できる環境を整えました」　　

（平塚氏）

同社では、本社を皮切りに、緊急事態宣言の発令後には京都

製作所、岡﨑製作所、水島製作所の4拠点での在宅勤務を順

次推奨していきました。4月下旬には、開発業務部門全体で

の大規模な在宅勤務のトライアルが行われ、約2,300ユーザー

（CAD/CAE ユーザー用・約1,900、一般オフィス業務ユーザー

用：約 400）の同時利用による、VDIでのテレワークが可能な

ことを確認しました。

「大規模なテレワークに VMware Horizon を活用するにあ

たっては、Horizon 自体のライセンス不足も懸念されたので

すが、今回の緊急事態下において、VMware はテレワーク対

象を短期間で拡大するための支援をスピーディに行ってくれ

ました。柔軟な対応には、大変感謝しています」（津田氏）

同社では、在宅勤務トライアル後に、今後の指針とするため

のユーザーアンケートを実施しました。その結果について、グ

ローバルIT本部 エンジニアリングIT 部の東村 義則 氏は「当

初は、特にCAD などを利用するユーザーに『テレワークでの

業務は難しいのではないか』という懸念もあったのですが、

トライアル後に行った調査では、CAD 利用者の約 80％が、

VDIによるテレワークに満足していると回答してくれました」

と話します。

今回の経験は、VDIを活用したテレワークに対する社内の意

識を変える、大きなきっかけになったと言います。

「テレワークの経験が増えるに従い、従業員には『在宅でも

十分業務ができる』という意識が浸透したように感じます。

経営側も、計画されていた開発業務が滞りなく進められたこ

とを高く評価しているようです」（津田氏）

【 今後の展望 】

各拠点での在宅勤務を引き続き推奨するなかで 
VDI 環境のキャパシティ増強や定常化を目指す

緊急事態宣言が解除されたあとも、同社では各拠点での在

宅勤務を引き続き推奨しています。並行して、今後の「ニュー

ノーマル」（新しい日常）に、企業として適応していくためのルー

ルや制度の整備、技術面での対応も進めています。

技術面では、テレワークを標準的な勤務形態の選択肢のひと

つとできるよう、現在構築されている暫定的なVDI環境のキャ

パシティ増強や定常化（冗長化、セキュリティの強化、運用コ

ストの低減）などを積極的に進めていきたいとしています。

三菱自動車工業株式会社
グローバルIT本部 エンジニアリングIT部
主任
平塚 教之 氏
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三菱自動車では、自社のニーズに合ったVDI基盤を構築してい

くなかで、緊急事態下でも業務を止めないテレワーク環境を

迅速に整えることができました。今回得られた教訓とノウハ

ウを、今後に生かしたいとしています。

「COVID-19への対応にあたり、極めて短期間にテレワークの

環境整備を実現できたのは、これまでVMwareと協力しなが

ら、VDI基盤を構築してきた取り組みがあったことが大きいと

考えています。今回の対応で見えたテレワークの課題につい

ても VMware と共有しながら、引き続きより良いソリュー

ションの開発、提案をいただけることを期待しています」 

（津田氏）
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