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要

旨

シンクライアントとは、端末側にデータ、アプリケーションを置かず、サーバ側にアクセスして処理するもの
を指します。最近セキュリティ強化を基調に多様なニーズに発展しつつあることから、NECではこれらニーズ
に対応すべく、環境や用途に応じて選択できるよう3方式、
「仮想PC方式」
「画面転送方式」
「ネットブート方式」
を用意しています。
本稿では、
NECが提供するシンクライアントの3つの接続方式の特徴、および端末について紹介します。
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シンクライアントとは、端末側にデータ、アプリケーション
を置かず、サーバ側にアクセスして処理するものを指します。
NECでは、
「画面転送方式」におけるTCO削減の効果に注目し、
いち早くソリューションの提供を開始、豊富な実績を積んで
きました。昨今では、セキュリティ強化を基調に多様なニー
ズに発展しつつあることから、これらニーズに対応すべく、
環境や用途に応じて選択できるよう以下の3方式のシンクライ
アントを用意しています。
1)仮想PC方式
NEC独自コンセプトの新しいシンクライアントシステムで
す。サーバ上に仮想的なクライアントPCを搭載してアプリ
ケーションを実行し、端末に画面情報を転送します。仮想
マシンの集約、動的なリソース配分が可能なため、TCO削
減効果が高いシステムを構築できます。
2)画面転送方式
サーバ上でアプリケーションを実行し端末に画面情報を転
送します。
3)ネットブート方式
サーバ上にクライアントのディスクイメージを集約し、ネッ
トワークブートで端末を起動します。
以下、シンクライアント各方式、および各方式に対応した
端末を紹介します。

前述のとおり、仮想PC方式は従来のクライアントで実行さ
れていたOS部分をサーバ上で実行し、操作コンソールや画面
のみをシンクライアントで実現する方式です。仮想PC方式お
よびVirtualPCCenterで実現される技術として特筆すべき特
徴は以下のとおりです。以降、それぞれについて解説します。
・特徴① 各クライアントPCの負荷バランス調整
・特徴② 運用性の向上
2.1 クライアントPCの負荷バランス調整
仮想PC方式では、1台のサーバ上に複数の仮想化されたク
ライアントPC(仮想PC)を実行できるだけでなく、それぞれが
使用する実際のCPU割り当てを自由に調整することができま
す。
CPUが込み合っている場合のシェアー率(配分率)を決める
こともできますし、CPUが空いている場合はシェアー率によら
ない柔軟な配分が可能となります。
また、1台のサーバ上での負荷バランス調整だけでなく、複
数サーバ間での調整も可能になります(図1)。
1つの仮想PCは、
仮想化されているがゆえに異なるサーバであっても実行する
ことができます。そのため、一定の条件を満たせば異なるサー
バ間で移動させることができるようになります。この技術を利
用すれば、負荷の高いサーバの仮想PCを負荷の低いサーバ
に移動することで、サーバにかかる負荷を分散させることが
できるようになります。
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図1

仮想 PC の負荷バランス調整

2.2 運用性向上
クライアント統合では、エンドユーザが利用していたクライ
アントPCがすべてセンター管理になるため、運用性の向上は
重要なポイントとなります。
VirtualPCCenterにはサーバをはじ
めとするハードウェアステータス・障害管理機能を持っていま
す。これは従来からあるサーバ監視・ステータス通報技術を
応用したものであり、特別なものではありません。しかし、
VALUMOで培った自律復旧技術を実装しており、障害検出
から自動的な復旧までを実行することができます。事前に、
検出された障害に対する復旧方法を指定しておけば、その指
定に従って自動復旧機能が動作するわけですが、復旧方法の
指定方法があまりに複雑であっては運用管理者や設計者に多
大な負荷をかけることになります。そこで、VALUMOの仮想
化技術が効果を発揮することになります。
仮想PC方式ではクライアントPC自体がハードウェア種別非
依存となっていますが、ここでは操作の仮想化技術による管
理の均一化について説明します。クライアントPCの管理操作
としては、起動・停止などの電源操作、新規仮想PC作成や
削除などの稼働マシン管理、パッチをはじめとするソフトウェ
アインストールなどのソフトウェア管理に分類されます。実際
の操作では、たとえばソフトウェア管理ではインストールする
プログラムなどにより実行手順があり、実際にインストールす
るプログラム自体も様々あります。また、仮想PCを作成する
場合においても、利用するアプリケーションをインストールす
る必要があるなど、個々の業務などによって手順が様々異な
ります。これを、仮想化技術であるグループ管理技術やリソー
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ス管理技術、さらにはシナリオ実行技術により均一のものに
することができます。
(1)グループ管理
仮想PCを一定の塊ごとにグルーピングすることで、管理対
象数および操作種類を減少させることができます。たとえ
ば、
「レスポンスセンター」という業務があり、そこには一
定のインストールすべきアプリケーション一覧や、ネット
ワーク設定などがあるはずです。このような環境では、
「レ
スポンスセンター」
という業務単位をグループとして管理し、
そこに必要な仮想PCの台数のみを制御するだけで、要員増
減に対しては対処できるようになります。また、追加のア
プリケーションをインストールする必要が出てきたとすれ
ば、
そのグループのアプリケーション一覧を更新しグループ
すべてに適用するだけで、わずらわしいクライアントPC管
理から運用管理者を解放することができるようになります。
(2)リソース管理
グループ管理のポイントは、複数の仮想PCを1つのグルー
プとしてまとめることで、操作・管理対象数を減らす効果
があることです。ここで欠かせないのがリソース管理技術
です。リソースとは、グループに所属する仮想PCの設定や
実際に稼働しているサーバハードウェア、その他ネットワー
ク機器など、実際に業務を実行するために必要な資源のこ
とを指します。
VirtualPCCenterはリソース管理技術により、
リソース一覧管理とグループへのアサイン管理を実装して
います。リソース一覧は、そのリソースを提供する機能や
状態を検出する機能と密接に連携して作り上げます。たと
えばサーバハードウェアステータスはサーバ管理機能から
取得し、仮想PC情報は仮想化マシン機能から取得します。
VirtualPCCenterでは、このような複数のリソース提供者の
内容をまとめ、それを単なるリソースとして管理しここに異
なる情報については「プロパティ」として分離することで、
運用者にとっては均一の操作を実現しています(図2)。
(3)シナリオ実行管理
シナリオはリソースの1つで、実際にどのようなソフトウェ
アをどのような手順で実行する必要があるかなどの情報お
よび適用の際の実行結果を管理しています。この複雑な手
順をリソース管理と同様に、アプリケーションインストール
データ・実行手順・インストールデータ格納サーバ情報を
分離し、これらを1つのシナリオとして管理することで、複
雑なプログラムインストールやインストール済み一覧管理を
単純化しています。管理者は、リソースの1つとしてシナリ
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末のネットワークブート機能を提供し、端末のディスクレス化
を実現します。アプリケーションは端末上で動作するため、
他のシンクライアントシステムでの利用が困難なCADなどの
高負荷アプリケーションでの利用が可能です。また、周辺機
器の利用においても制約が少なく、ICカードリーダなどの周辺
機器の利用が容易に実現できます。加えて、ネットワークブー
トで利用するディスクイメージを共有し、差分をキャッシュと
して管理する機能を備えており、システムのメンテナンスビリ
ティが向上します。
図2

グループとリソースの関係

4. シンクライアント専用端末
オをグループに割り当てるだけで、新たな仮想PC作成時に
自動的に、どのような手順でどのようなソフトウェアをどの
サーバから入手して実行するか、といった複雑な手順を順
次実行することができるようになります。

続いて各シンクライアントシステムに対応した専用端末の
特長について紹介します。
4.1 仮想PC方式/画面転送方式用端末

3. 画面転送方式とネットブート方式
ここでは、画面転送方式であるCitrix Presentation Server
とネットブート方式であるArdenceについて解説します。
3.1 Citrix Presentation Server
Microsoft Windows Server2003には、サーバ集約型のコン
ピュータシステムを実現するためのTerminal Serverと呼ばれ
る機能が実装されています。
Terminal ServerはWindowsサー
バ上で複数の仮想Windowsセッションの実行並びに端末への
画面情報の配信、端末からのキーボードやマウスの入力情報
受 信を実 現します。Citrix Presentation Server(旧 製 品 名 称
MetaFrame)は、Terminal Serverを 補 完 し、 システム の パ
フォーマンスやメンテナンスビリティ、アベイラビリティを向
上させる製品です。
Citrix社の提供する同製品は、Windowsの
サーバ集約型システムのデファクトスタンダードとなっていま
す。
NECでは、Citrix製品にいち早く着目し、2000年4月からビジ
ネスアライアンスを締結して製品販売を開始するとともに、
2000年5月からテクニカルアライアンスを締結し、製品の日本
語化について協業しています。

仮想PC方式/画面転送方式に対応した端末も、用途、形態
の異なる複数のモデルを開発しました。いずれも、HDDの代
わりにフラッシュROMを内蔵し、RDP、ICAの両プロトコルに
対応しています。
(1)TC-Station
重量0.85kg(本体のみ)の軽さ、8Wの低消費電力を実現した
据え置き用途端末です(写真1左)。起動用OSとしてUNIX
ベースの独自OSを搭載しているため、処理が軽く短時間で
起動できるという特徴を有した廉価端末です。
(2)TC-Station <ハイエンドモデル>
重量は約1.92kg、Max24Wの低消費電力を実現した据え置
き用途端末です(写真1右)。起動用OSとしMicrosoft Windows
XP embeddedを搭載。接触型ICカードリーダを内蔵してお
り、
ICカードによる認証に対応可能です。
(3)VersaProシンクライアント(仮想PC型/画面転送型)

3.2 Ardence
Ardenceは米国Ardence社の提供する製品で、Windows端

写真1 TC-Station(左)、TC-Stationハイエンドモデル(右)
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写真2 VersaProシンクライアント(仮想PC型/画面転送型)

14型液晶を搭載しながら重量は約1.83kgの軽さを実現し、
据え置き用途、モバイル用途の両方に対応可能です(写真
2)。起 動用OSとしてMicrosoft Windows XP embeddedを
搭載。
ROMカスタマイズサービスの活用により、ICカードに
よる認証やVPNクライアント機能の追加など個別ニーズに
も対応可能です。
4.2 ネットブート方式用端末
ネットブート方式に対応した専用端末は、用途、形態の異
なる複数のモデルを提供しています。
(1)Express5800/51Lc、
53Xc
主に設計者やコンテンツクリエーターの方をターゲットに、
高速なCPU処理、高度な3Dグラフィクス処理を有するPC
ワークステーションのアーキテクチャそのままに、ネットブー
ト方式に対応したものです(写真3)。
3D-CADやCG、DTPを扱
う部門で、社員、派遣、グループ会社が混在して設計され
る現在の日本の設計環境に合わせて、ローカルにデータを
持たないことでデータセキュリティを守りながら、ネットブー
ト方式ならではのどの利用者が使っても設計環境の統一性
を簡単に維持できるソリューションとして開発しました。
(2)Mateシンクライアント(ネットブート型)/VersaProシンク
ライアント(ネットブート型)
幅66mmの薄型筐体に機能を凝縮したMateシンクライアン

写真3 Express5800/51Lc(左)、Express5800/53Xc(右)
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写真4 Mateシンクライアント(左)、VersaProシンクライアント(右)

トと15型大画面搭載のA4ノートを用意。
HDD非搭載はもち
ろんのこと、FDD、光ドライブ非搭載も選択可能とし、端末
からのデータ漏えい防止に配慮しています(写真4)。
5. むすび
以上、NECが提供するシンクライアントの3つの接続方式の
特徴、および端末について紹介しました。シンクライアントが
普及するにつれ、さらなる利便性、高速性、柔軟性が求めら
れることになります。お客様のニーズや要望の変化をすばや
く察知し、フィードバック・製品化するため、さらなるクライ
アント統合およびシンクライアントシステム製品の開発に取り
組んでいきます。
*Ardenceは、米国Ardence社の商標です。
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