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キヤノンユーザーリポート

お客様プロファイル

お客様が実現できたこと

□本部の職員一人ひとりが使用していたPC端末に依
存しない業務環境の構築に成功し効率化を推進。

□将来の拡張時にも柔軟かつ容易にスケールアウト
できるニュータニックスのハードウェアを採用。

□サーバとストレージを統合し仮想化基盤に必要な
最小限のリソースを2Uに収納して運用スタート。
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○ 国立高等専門学校（高専）を設置・
運営するため、独立行政法人通則
法及び独立行政法人国立高等専門
学校機構法に基づき、平成 16 年
に設立される。

○ 1962年に設置された 12 校に始ま
り、現在全国に 51校55キャンパ
スの国立高専を設置し、積極的な
アクティブラーニングの展開、グ
ローバル化を先端的に進める新た
な高専づくり、スケールメリット
を最大限に活かした研究活動の推
進などにより、地域と世界が抱え
る諸課題に果敢に立ち向かう、深
い科学的思考に根差した実践的人
材を養成する。
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クライアント端末のVDI化で本部と
サテライトオフィスがシームレスに！
移動ロスをなくしワークスタイル変革！
様々な日本のモノづくりや研究開発の現場が求める実践的技術者の
育成を目指す高等教育機関として、高度経済成長期が萌芽する
1962年に創設された国立高等専門学校。以来、半世紀を超えて国
内外の産業界に幅広く貢献・活躍する人材を多数輩出している。それ
ら全国 51校 55キャンパスの国立高等専門学校の管理・運営をひと
つにまとめ、そこで生み出されるスケールメリットを活かすための取
り組みを行っているのが、2004年設立の独立行政法人高等専門学
校機構だ。同機構では、国立高等専門学校全体としての戦略的視点に
立った情報基盤の整備を計画的に進めており、学校運営や教育研究活
動の高度化を支援している。今回、その情報環境のさらなる向上に向
け、事務用PCの仮想デスクトップ化（VDI）を実施。ハードウェアに
依存しないデータ連携を実現している。



お客様のご要望

本部（八王子）と竹橋オフィスの行き来をはじめ全国各
校へ出張する本部職員の業務環境を改善向上したい。

将来的に容易なスケールアウトが可能となる柔軟な拡
張性をもったVDI化を実現したい。

本部内サーバルームに物理的制約があるため、今後の
拡張も視野に入れると2UでのVDI化が必須条件。

お 客 様 の 声

独立行政法人　国立高等専門学校機構
本部事務局総務課
情報企画係　係長
針生　裕子氏

「担当SEの細やかで柔軟
な対応力に感激しました」
「きめ細かな部分にまできっち
り対応いただいたことには感謝
しています。たとえば、仕様書
の要件に含まれていなかったド
キュメントに対しても、少しも
意に介さず、設定内容や試験の
中身、運用にあたっての作業手
順書など、都度しっかり確認い
ただいてドキュメントも提出し
てもらえました。その辺りの手
並みは流石だなと感心すると同
時に、誠実に対応いただいて助
かったところです。仕様の解釈
の違いやチューニングも迅速に
対応してもらえ、安心してお任
せできましたね」

導入前の課題と背景
本部 2 拠点体制でPC作業環境を共有したかった

　機構本部で事務用PCのVDI化に臨まれた経緯を教えてください。

「従来は、一人ひとりの本部職員がスタンドアローンのPCを使って作業を

するという体制になっていました。しかし、機構本部は八王子に約100 名

と竹橋に約20名が籍を置く、大きく2つの部署に分かれてオフィスが構え

られています。そのため、この2 拠点間を頻繁に行き来する関係上、どうし

ても、もう一方のオフィスに行った際に、自分のPC環境ではなくアウェー

な環境で作業しなければならないという不便さがありました。特に昨今のガ

バナンス強化や情報セキュリティ上の関係から、ノートPCやデータを気軽

に持ち運びすることはできません。そんな中で、もう少し効率よく作業がで

きるように、なんとかすることはできないのかという声が挙がっていたので

す。また、運用面においても、たとえば新規のPCを設置する場合、本部の

情報担当者が現地まで出向いてPCをセットアップする必要があったため、

その都度、竹橋のオフィスに出向いて対応しなければならないという非効率

な側面もありました。それら業務環境の改善を早急に進めなければならな

い状況にあったといえます」

導入の必然性
柔軟な業務環境を得るためVDI化を決断

　課題解決に向け、どのような取り組みが行われたのでしょうか。

「そこで着目したのが、機構本部の事務用PCの仮想デスクトップ化（VDI）

です。実は一昨年前にもVDI 化を検討したことがありました。しかし、当時

はまだ“本部内のサーバルームのスペースが限られていたため、機器類など

を極端に増やせない”“新設する機材の導入コストが高い”“VDI に対して理

解が得られない”といった課題や制約があり、いったん導入を見送った経緯

があります。ただ、その後も引き続き情報収集に努め、省スペースで VDI

化を実現し、予算的にも承認が得られるソリューションや技術手法を探して

いました」



　省スペース化と価格以外の要件はいかがでしたか。

「もちろん、将来的な拡張に対しても柔軟かつ簡便に対

応できるスケーラビリティを有していることが前提で

した。今回は機構本部のみへの導入でしたが、そもそも

全国 51校 55 キャンパスの国立高等専門学校の管理・

運営で、そのスケールメリットを活かせるような取り組

みを行うことが私たちのミッションです。機構本部で

チャレンジした今回の新システムでの成果をあげるこ

とができれば、その利点を他と共有することができま

す。他にも、VDI化に移行した際、その操作感や体感ス

ピードなどが現状と変わらないパフォーマンスを維持

できるスペックを有していることも重要なポイントで

した。つまり、できるだけユーザー側に負担がかからな

い仕組みであることが不可欠でした。こうした思想で仕

様や要件を詰め直し、事務用 PCの刷新に臨んだ結果、

ニュータニックスを使った VDI化に至ったわけです」

運用の工夫
最適なモデルを手に入れ大満足

　新たなVDI環境の運用状況はいかがですか。

「 新 た に VDI

基盤として導入

し た ニ ュ ー タ

ニ ッ ク ス の

NX-1450 は、

サ ー バ に SSD

と HDD を組み

合 わ せ た ス ト

レージを 2U サ

イズの単一アプ

ライアンスへ統合したモデルです。サーバやストレージ

をそれぞれ導入・設置したり、SAN や NAS などのネッ

トワーク機器も別に用意しなけなければならない従来

型のハードウェア構成やシステムとは異なり、2U しか

占有スペースを確保できない私たちにとっては、これし

かないと言っても過言ではないスペックを有した機器

でした。オールインワンでシンプルなので、管理コン

ソールの簡単な操作でサーバとストレージの状況を一

元把握することが可能なことも魅力でしたね。日々の運

用面においても効率的な管理につながると思います。ま

た、将来のスケールアウト時にも、従来のようなサーバ

やストレージ追加時の細かい設定や専用ネットワーク

接続といった面倒な作業は不要ですから、本番環境を停

⽌させずプラグ＆プレイ感覚でノード追加できる点も

大きかったです」

　導入はスムーズでしたか。

「今年 3 月に入札があり、4 月にキヤノン IT ソリュー

ションズと契約締結。その後の導入作業を経て 9 月に

カットオーバーしました。現状、VDIで約 50 台分のシ

ンクライアント端末を稼働させ、運用しながら様々なシ

チュエーションや機能をテストしています。当初より

ユーザー視点でスタンドアローンのPCでの運用と大き

く異なる部分がないよう気を付けましたので、シャット

ダウン時の手順で戸惑う人がいたくらいです」

取り組みの成果
2 拠点間での作業効率を大幅に向上

　VDI導入後の成果はいかがでしょう。

「 狙 い 通 り、 ハ ー ド

ウェアに依存すること

なくシステムにアクセ

スしてデータ連携でき

るようになり、職員が

自席でなくても作業が

行えるように環境整備

できたのは、何よりの

成果です。以前のワー

ク環境に比べたら、今

は八王子本部でも竹橋

オフィスでも、まった

く同じ環境で自分の仕

事に取り組めるようになりました。オフィス間移動によ

るロスがなくなった分、作業効率が格段に向上しました

ね。試験運用に参加する職員からも「便利になった！」

と喜んでもらえ、VDI化の手応えを一番感じています。

また、私たちが運用するニュータニックスには、わずか

2Uのスペースに4台のサーバ機能が搭載されています。

実際の比較ではないのですが、SANやNASなどを介す

従前のシステムだと 3 ～ 4 倍の機器類やラックスペー

スが必要だったわけですから、省スペースでの運用には

もってこいだと思いますね」

どこにいても自分の作業環境で
仕事に取り組むことができる

わずか 2U のスペースに
VDI 化のすべてが凝縮されている
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将来の展望
機構全体でスケールメリットを創出

　最後に今後の課題や展望についてお聞かせください。

「現状、セキュアに使えていることを踏まえ、小規模テ

ストとして外部ネットワークからのアクセスにもトラ

イしています。八王子と竹橋の 2 拠点だけでなく、出

張時にも対応可能とするためです。今のところ問題なく

稼働していますので、いち早く新たなサービスとして立

ち上げ、本部全職員が使える VDIを提供していきたい。

そして、その延長線上として、将来的には全国 51 校

55キャンパスの国立高等専門学校での有効活用を促す

情報基盤も視野に、日々の管理・運営でノウハウを積み

重ねていければと考えています」

仮想基盤サーバ #1
(vSphere ESXi )

仮想基盤サーバ #2
(vSphere ESXi )

仮想基盤サーバ #3
(vSphere ESXi )

仮想基盤サーバ #4
(vSphere ESXi )

学内商用電源

Nutanix NX-1450

学内ネットワーク

1000Base-T
10/100Base-T
Link Aggregation
Stack ケーブル
電源ケーブル

Stack 接続

L2  Switch L2  Switch

UPS

システム概要図

VDI 化で IT 資産の仮想化で業務効率を大幅な改善に導く！
C/SシステムのクライアントPCを仮想化し、サーバ上で集約管理するVDI。ガバナンス強化や情報漏洩対策、

運用コスト削減を目的に導入検討されるケースが多いですが、いつでもどこでも働ける環境を提供するツー

ルとして、生産性の向上実現にも大きく寄与。ワークスタイルに変革をもたらすお手伝いも増えています

2Uにすべて収納する単一アプライアンス、ニュータニックス！

独自の分散ファイルシステムで高可用性を実現。SSDとHDDの統合ストレージ構成と自動階層化機能によ

り常にパフォーマンスを最適化。シンプル構成で導入や拡張時の時間も大幅削減し、管理や障害対応も大幅

に効率化します。その他プラグ＆プレイ感覚でのノード 追加など、多彩な特徴を持つソリューション！




