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課題
• 開発業務および営業活動における情報漏洩対策、
セキュリティ対策の強化

• 物理端末そのもののコスト削減、およびメンテナン
ス負荷の軽減

• 24時間365日のシステム運用をサポートするシン
クライアント環境の整備

• 柔軟な働き方を支援するテレワーク環境の整備

ソリューション
情報漏洩対策、また物理端末の管理負荷の軽減策と
して、2010年にシンクライアント環境の導入に着手。
2015年にサーバ仮想化基盤としてVMware vSphere
を導入した後、翌 2016年には仮想デスクトップ（VDI）
の運用もVMware Horizonに移行。現在、グループ
全体で約 8,000台のVDI端末が利用されており、テ
レワークやサテライトオフィスを活用した働き方改革が
進められている。

導入効果
• HorizonのVDI環境の導入による情報漏洩対策
の強化、管理レベルの向上

• VMwareの統合仮想化基盤によるサーバや端末
の管理負荷の軽減

• テレワーク、サテライトオフィスによる働き方改革
の実現

導入環境
• VMware Horizon
• VMware vSphere

運送業界大手であるヤマトグループの傘下企業として、同グループのビジネスに不可
欠な ICT基盤を支え続けるヤマトシステム開発株式会社。グループ外のビジネスに
も注力する同社は 2010年、情報漏洩対策を目的にブレード PC方式によるシンク
ライアント環境を導入。その後、さらなるコスト削減と運用の効率化を目指してデス
クトップ仮想化（VDI）方式に切り替えるとともに、2016年には VMware Horizon
を採用しました。現在、グループ全体で約 8,000台のVDI端末がテレワークやサ
テライトオフィスで利用されており、時間と場所にとらわれない働き方改革が着実に
組織に浸透しつつあります。

情報漏洩対策の強化に向けた 
シンクライアント環境の導入
1973年にヤマト運輸のコンピュータ部門が分
離独立して事業をスタートしたヤマトシステム
開発は、以来40年以上にわたって宅急便シス
テムの開発・運用を担ってきました。伝票発行
や荷物の管理など宅急便システムで培った技
術とシステム運用のノウハウは、製造・流通・金
融などさまざまな業種に展開され、これらの外
販ビジネスは現在、売上の60％超を占めるま
でに拡大しています。

外販ビジネスの拡大に伴い新たな課題となっ
たのが、情報漏洩対策の強化でした。インフラ
技術本部 情報セキュリティ対策グループ ゼネ
ラルマネージャーの廣田憲彦氏は次のように
語ります。

「物流系システムの開発では、開発者や営業担
当者が物理端末やデータを社外に持ち出す機
会が多く発生します。そのため、外部デバイス
の接続制御のほか、Active Directoryの統
合認証や統合ファイルサーバの導入などの対
策を進めてきましたが、管理レベルをさらに高
めるためには抜本的な対策の見直しが必要で
した」

また、物理端末はそれ自体が高額な上、故障の
たびにメンテナンスの負荷が生じるほか、セキュ
リティの徹底にはユーザーの協力が不可欠と
なることなども問題として指摘されていました。
そこで、この解決策として同社が白羽の矢を立
てたのが、端末のシンクライアント化という選
択肢でした。

ヤマトグループの統合基盤として 
VMwareのソリューションを採用
端末のシンクライアント化の方針を決定したヤ

マトシステム開発が初期フェーズにおいて採用
したのは、既存のアプリケーションが利用でき
るブレードPC方式でした。2010年から2011
年にかけて、この方式で東西の拠点に約 1,200
台のシンクライアント端末を導入しました。

しかし、ブレードを収納したラックの台数は
端末の増加に応じて増えていくことから、ハー
ドウェアの集約や運用負荷軽減の観点から、
2012年にはデスクトップ仮想化（VDI）方式へ
の切り替えを決断します。ここには、営業から
開発まで多様な業務でシンクライアント環境
を有効活用するためには、1人ひとりに異なる
環境が提供できるVDI方式が最適という判
断があったといいます。

その後、さらなる運用の最適化を模索する中で、
同社におけるVMwareソリューションの活用
が始まったのは2015年のことです。まずサー
バ仮想化基盤としてVMware vSphereを
導入し、翌 2016年にはVDIの運用基盤も
VMware Horizonに移行しました。さまざ
まな変遷を経て、最終的にVMwareを選定し
た理由について、インフラ技術本部 情報セキュ
リティ対策グループ ジュニアスペシャリストの
千田義和氏は次のように説明します。

「VDIの導入当初は、ベンダーからの提案を
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「 VDIによって情報漏洩対策やコスト削
減以上に、テレワークやサテライトオ
フィスの利用が進み、働き方改革が大
きく進展しました。現在、育児や介護と
仕事の両立のために、毎月200人以上
がテレワークを利用しています」
ヤマトシステム開発株式会社
廣田 憲彦  氏

踏まえてHyper-VとXenDesktopを採
用しました。その後、当社のインフラ基盤とし
てvSphereが導入され、またグループ共通
のプライベートクラウド基盤もvSphereに
なったことから、全社の基盤を統一する目的で
VMwareを採用しました。Horizonについ
ては、vSphereとの親和性に加えてソリュー
ション自体の将来性も高く、さらなるメリッ
トが得られるという期待がありました。また、
VMware Workspace ONEなど周辺ソ
リューションとの連携は業務改革にもつながる
と考えました」

育児や介護目的のテレワークや 
サテライトオフィスの利用が増加
ヤマトシステム開発のVDIは現在、約9,000
台の環境が用意され、ヤマトグループの社
員を含めて約 8,000人が利用しています。
vSphere とHorizonの導入メリットとして
第一に挙げられるのが、運用負荷の大幅な軽
減です。インフラ技術本部 情報セキュリティ対
策グループ チーフの水野大智氏は「サーバ管
理の負荷が軽減されたほか、VDIによって端
末の故障時の対応も楽になりました。一方で、
端末の集約化によりユーザーからのQA対応
や省電力設定の問い合わせが増えています。
また、トラフィックの負荷を考慮して外付けの
Webカメラが接続できない、動画の再生は制
限が設けられるなど、VDIならではの課題も
出てきています」と語っています。

VDIの導入効果は、これだけにとどまりません。
同社では、2016年からテレワーク、サテライト
オフィス、Web会議の利用促進に取り組んで
いますが、ここでもHorizonが大きな役割を
果たしています。

「もともとテレワークは、24時間365日のシス
テム運用をサポートする保守担当者に向けた
シンクライアント環境の提供から始まりました。

しかし、最近は育児や介護と仕事の両立に利
用されるケースが多くなり、毎月の利用者数は
すでに200人を超えています。これによるワー
クライフバランスの最適化も、VDIがもたらし
た大きな効果です」（廣田氏）

また、営業担当者や開発者は都内に6カ所あ
るサテライトオフィスで仕事をする機会が増え、
会議にはWebシステムで参加するなど、時間
の有効活用が可能になりました。端末について
も一部のユーザーにはタブレット端末を配布し、
外出先からでもメールのチェックなどができる
ようにしています。この新たな環境はユーザー
にも好評で、現場からは「雑音のない場所で仕
事ができる」「開発作業が効率化した」といった
声が寄せられているといいます。

ヤマトグループにHorizonを横展開し 
グループ全体の働き方改革に貢献
ヤマトシステム開発では今後、機器のリースの
都合でXenDesktopで提供している一部
のVDIをHorizonに統合し、管理ツールの
VMware vRealize Operationsの導入も
視野に入れながら、VDI環境をヤマトグルー
プ全体に拡張していく方針です。廣田氏は「テ
レワークやVDIで先行している当社が、ヤマト
グループが全体で取り組んでいる働き方改革
の推進を後押ししていきたいと思います」と意
欲を語ります。

また、VDIや端末の管理レベルの向上に向け
てVMware製品の追加導入も検討しており、
VMware Workspace ONEによるデバイ
ス管理、VMware NSXを使ったネットワーク
の仮想化やマイクロセグメンテーションによる
VDIのセグメント化も検討していく方針です。

課題解決型のビジネスから、「未来価値創造型」
のビジネスへの転換を目指すヤマトシステム開
発において、VDIを活用した働き方改革の取り
組みは今後もさらなる発展を遂げていきます。

図：ヤマトシステム開発のシンクライアント環境がもたらした効果
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カスタマープロフィール
ヤマトグループの柱となる6事業のうち、「e-ビジネス
事業」の中核を担い、年間の取扱個数が 18億個を超
える宅急便をシステムの開発・運用面から支えている。
グループで培った経験とノウハウを活かし、内外問わず
さまざまな業種や業態に対応した ITソリューションを提
供し、約 1万 3,000社のビジネスを支援。自社のオフィ
スでは業務に合わせて席を自由に変えられるフリーアド
レス制を採用するとともに、都内 6カ所にサテライトオ
フィスを設置して働き方改革を推進している。
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オフィス内 VMware Horizonの
シンクライアント環境

オフィス外

・管理者主導のセキュリティ対策
・端末紛失時の情報漏洩リスクの解消
・パッチ適用などの自動化
・USBなど外部デバイスの利用制限

フリーアドレス サテライトオフィス 移動時間 国内出張

在宅勤務 海外出張拠点移動

リモートアクセス


