デスクトップ仮想化ソリューション 導入事例

富士市 様

Citrix XenApp® により2,300台をデスクトップ仮想化

業務環境の最適化と運用管理工数の極小化を継続的に実現
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のがシトリックスのデスクトップ仮 想化ソリュー
ションのMetaFrame（現在の Citrix XenApp）で
した」と振り返ります。当時、
1,200台もの仮想デス

富士山の豊富な湧き水が利用できることから、古く

クトップを導入した自治体の先行事例はなかった

より製紙業の町として栄えてきた富士市。2013 年

だけに、
「管理負担を軽減するためには何としてで

には富士山が世界文化遺産に登録され、観光への

も実現させたい」
（ 深澤氏）という強い意志のもと

期待が大きく高まるとともに、2014年8月には市運

で実現した、まさに大英断でした。

営の Webサイト「富士じかん」を開設し、富士市の

とはいえ、1, 200 台を一斉にデスクトップ仮想化す

魅力を内外に向けて発信し始めました。

ることについては不安もありました。そこで、初年

従来からIT 環境の整備に力を入れる富士市が、デ

度の2001年は400 台を先行導入して、試験運用を

スクトップ仮想化環境を初めて導入したのは 2001

開始。その後も 2002 年に400 台、2003 年に400

年のことでした。総務部 情報政策課 OA化推進担

台と、段階的な導入を推進したところ、時間の経過

当 統括主幹の深澤安伸氏は「それまでは共有で利

とともに XenAppサーバ単位で Windows ® やアプ

用していたPCが、職員1人につき1台配布されるこ

リケーションを管理する環境でのパフォーマンス

とになり、全体で1, 200 台もの PCを管理しなけれ

のばらつきが目立つようになります。その 結 果、

ばならない状況になりました。ところが、管理する

ユーザー配置の調整、サーバの負荷チェックなどで

職員は3名しかいません。そこで、管理工数がかから

管理工数が増大したことから、その解消が将来に向

ない手段を NEC に相談したところ、提案を受けた

けての新たな課題となりました。

導入の経緯

Citrix Provisioning Services™ の
お 客 様 名：静岡県富士市
所 在 地：〒417- 8601 静岡県富士市永田町 1丁目
100 番地
概
要：面積 245.02km²、人口 25 万 7,903 人、世帯
数 10 万 545 世帯（いずれも平成 26 年 8 月1
日現在）。農 業 特産 物はいちご、みかん、ブ
ルーベリー、富士梨が有名で、茶処としても
知られる。その他、地元グルメに田子の浦し
らす、富士つけナポリタンなどがある。
U R L：http://www.city.fuji.shizuoka.jp/

イメージ配信による快適な業務環境の
提供とサーバ運用効率の向上

のまま業務を開始することが可能になります。あ
わせて XenApp 環境も、デスクトップ用とアプリ
ケーション用の 2 つの階層に分離。Windows ® や

「 2006 年頃にCitrix Provisioning Services

Microsoft ® Officeなどすべての端末で標準的に

（PVS）の存在を知り、情報収集の結果、XenApp

利用する環境は公開デスクトップサーバでのデス

と組み合わせることで管理負荷が軽減できること

クトップ環境利用とし、CAD や家屋評価システム

がわかってきました」と深澤氏が語るとおり、2007

といった業務アプリケーションは、特定のユーザー

年に始まった第 2期プロジェクトでは、XenAppを

に向けた公開アプリケーションサーバでのアプリ

実行する OS イメージをネットブート型の PVS か

ケーション環境利用としました。
「 その結果、デス

ら配信するシステムを構築しました。業務終了後

クトップ用とアプリケーション用の 2 個の PVS 配

の深夜にフレッシュな OS イメージを毎日配信す

信イメージを管理するだけとなり、非常にシンプル

ることで、出勤した職員は初期状態のレスポンス

な環境になりました。従来の方式と比べて大幅に
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効率向上が進み、管理工数も削減されています」と
深澤氏は語ります。
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題となっていたこともあり、LAN ケーブル経由で
Express5800

給電が可能な PoE 対応のアクセスポイントを利
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用した無線 L AN を導入し、数時間の業務継続性
を確保しました。

NECのデスクトップ仮想化の

豊富な実績と包括的な技術力、
サポート力を高く評価

第1期から3 期まで10 数年にわたるプロジェクトに
おいて、富士市は一貫してNEC の支援を受けてい

勝彦氏は「市内に約 150 もの拠点があり、それぞ

あります。新システムに移行するためにはすべての

れの業務が複雑化している中で、富士市の体制を

アプリケーションが、正しく動作するかを1つ1つ

熟 知している NEC の実績がポイントになりまし

評価しながら、セットアップしなければなりません。

た」と語ります。また、デスクトップ仮想化環境を稼

そのため、移行作業に相当の工数がかかることが

働させるためのハードウェア、ソフトウェアの調達

予想されましたが、NEC がプロジェクトの核とな

から、環境構築、稼働後の運用保守まで、NECの包

り、情報政策課、各部署の担当者、50 近くあるアプ

括的なサービスも高く評価しています。

リケーションの開発ベンダーの調整を行ったこと

ます。NECをパートナーに選定した理由について、

「行政で使用するアプリケーションは特殊なものも

総務部 情報政策課 OA 化推進担当 主幹の山田

多く、最新の 64bit 環境で正しく動作しない場合も

で、すべてのアプリケーションを円滑に移行させる
ことができました」
（山田氏）

導入後の成果
クライアント環境の
管理コスト
（TCO）
を大幅に削減

「第1期で端末 1台当たり月額1万円だったTCO は、
第 3 期ではヘルプデスクの運用経費も含めて7,750
円と確実に削減効果が現れています」
（深澤氏）

システムの柔軟な提供に向けて
プライベートクラウドの導入も検討

現在、端末の台数はノート型のゼロクライアントが

また、ノート型のゼロクライアントと無線LANによ

第 3 期のプロジェクトを終えた富士市では、2015

1,950台、従来型のWindows ® Embedded端末が

り、ユーザーの利便性も大幅に向上し、ワークスタ

年1月には、庁舎内に設置されているサーバ群を外

350台の合計 2,300台が稼働し、臨時職員や市議会

イルにも変化が生まれました。総務部 情報政策課

部データセンタへ移設し、事業継続性をさらに高

議員を含めて4,000 超のアカウントが発行されてい

OA化推進担当 主査の大長剛二氏は「職員が必要

める計画です。最後に深澤氏はプロジェクトを振り

ます。職員が1人1台のPC端末として利用しているほ

に応じて端末を持ち歩くことができるようになり、

返り、
「パートナー選定には、企業としての実績に加

か、一部は住記、税などの住民情報システムや福祉

会議や打ち合わせのペーパレス化が実現し、会議前

えて、プロジェクトマネージャや SE が同規模以上

総合システムでも窓口端末としても活用しています。

になると必ず印刷していた手間がなくなりました。

の仮想環境の実構築・運用経験が豊富なことも重

2,300 台へのOSイメージをPVS による一括配信と

また、無線LANの導入でLANケーブルがなくなった

要です」とアドバイスを送り「引き続きNECの高い

したことで、管理者はサーバ側のイメージを管理する

ことで、人事異動時にかかる庁舎内のレイアウト変

技術支援に期待しています」と語りました。

だけとなり、管理工数の極小化は確実に進みました。

更の負担も軽減されています」と語ります。
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