導入事例カタログ 仮想デスクトップ基盤（VDI）ソリューション

日本たばこ産業株式会社 様
複雑化するITライフサイクルの課題を解決し、
管理業務・コストの削減とワークスタイル変革に対応した環境整備を実現

日本たばこ産業株式会社 医薬事業部様は、医薬研究開発の業務システムのライフサ
イクル管理に、多くの労力・コストを必要としていました。医薬品業界の厳しい規制に
対応するには、一般のITシステムとは異なる品質・管理が求められるためです。
そこで、仮 想化 環境専用ストレージ「 ETERNUS TR シリーズ」を活用した富士通の
「仮想デスクトップ基盤（以下、VDI：注1）ソリューション」を選択・導入。運用管理業
務の負荷・コストを削減し、多様なワークスタイルへの対応も実現しました。
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多様化するワークスタイルへの対応

どこでも社内と同等の業務ができる環境の整備
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導入の目的

による強固なセキュリティの確立

医薬事業部におけるITライフサイクルの最適化と、PC運用負荷の削減、
新しいワークスタイルへの対応

採用のポイント

性能面と使い勝手を損なうことなく、最適なコストでの実現
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医薬事業部ITのライフサイクル管理と
多様化するワークスタイルへの対応

ては大規模な改修も必要になるのです」
（牧氏）

日本たばこ産業株式会社（以下、JT ）医薬事業

直樹 氏は次のように語ります。

うな結果は得られませんでした。それが大きく動
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部様は、複雑化する一般のITライフサイクルと、医

医薬事業部ではさまざまなソリューションを検

また、ワークスタイルの観点でも、より柔軟なIT

討し、そこで有力な候補となったのが VDIでした。

が必要とされていました。臨床開発部 課長 松本

ただ、VDI 環境の評価検証では、なかなか思うよ

院を飛び回る社員も少なくありません。また、業

品「ETERNUS TRシリーズ」のHyper-Vへの対応で

ていました。医薬事業部 事業管理部 次長 牧 英

務の多様化にともない、従来の " 会社の机に座っ

した。

樹 氏は、次のように説明します。

て9 〜17時の定時勤務 "というスタイルを前提とし

「評価検証結果から、VDIのボトルネックがディス

「JTの全社 ITの枠組みの中で、医薬事業部に特化

たシステム環境では、対応が難しくなってきたの

クアクセス速度だとわかりました。廉価なハード

です」
（松本氏）

ディスクではとても実用には耐えません。一方、フ

薬事業部ITのライフサイクルの違いに課題を抱え

したシステムを我々が運用・管理しています。た
だ、医薬品は生命に直接関係するため、利用する

ITシステムには当局より厳しい品質管理が求めら
れます。このため、たとえば OSやブラウザのバー
ジョンアップが発表されると、医薬事業部では当

ユーザビリティを落とさないことを
大前提に、コストとパフォーマンスを
両立させた富士通の提案を選択
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http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/workplacelcm/virtualdesktop/lp/

導入事例カタログ 仮想デスクトップ基盤（VDI）ソリューション
お客様概要
所在地
代表者

日本たばこ産業株式会社 様

｜東京都港区虎ノ門2-2-1
｜代表取締役社長 小泉 光臣

設

立 ｜ 1985 年
従業員数 ｜連結 44,485 人 単体 7,549 人
日本たばこ産業株式会社
医薬事業部 事業管理部 次長

牧 英樹 氏

日本たばこ産業株式会社
医薬事業部 臨床開発部 課長

松本 直樹 氏

ETERNUS TRシリーズは、仮想化環境専用に開発
された SSDとHDD のハイブリッドストレージです。

I/Oリソースを仮想マシンごとに自動割り当てする
機能も備え、VDIの実現には最適な製品でした。
こうして、2015 年2 月、富士通の提案が正式に
選 択され、プロジェクトがスタート。ユーザビリ
ティを落とさないことを絶対条件に、約6か月にわ
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ステムが、無事、本稼働を迎えました。
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テレワークやVDI導入の社内事例として
情報発信し、VDI の BCP（注2）も検討中

ロジェクトで培われた JT 医薬事業部様とのパート

新しいVDIシステムは、JT本社ビルが実施したテ

事業部様のビジネスを全力で支援していきます。

ナーシップを大切にし、VDIシステムをさらに使いや
すいものへとブラッシュアップすることで、JT医薬

レワーク（注 3）の試験導入でも効果を発揮しまし
た。医薬事業部は、すでに VDI が整備されていた
ため、スムーズにテレワークを試行できたのです。
今後、テレワークを正式に導入することになっ
ても、部門によって業務の内容、スタイルが異なる
ため、医薬事業部と全く同じ VDIシステムが他部
門に展開されるとはかぎりません。牧氏は、
「あく
まで、VDI導入やテレワークの社内事例として参考
になればと思っています」と語ります。また、
「利

取材時点では、稼働してまだ半年ということで

便性が向上したからこそ、注意すべきことがある」

「具体的な効果が現れるのはこれから」と言いつ

と、松本氏は次のように語ります。

つ、牧氏は新しいVDIシステムに次のように期待を

「VDI によって、オフィスでできることは、ほとん

込めます。

ど自宅でもホテルでも可能になりました。ただ、そ

「クライアント端末と業務サーバの間にVDIという

れが超過勤務や無理な働き方につながるのは避

中間レイヤーができた意味は大きいと思います。

けなければなりません。

たとえば、明日、Windows 10のクライアント端末

したがって、今 後は JT 全

導入が決まっても慌てる必要はありません。VDI上
では従来どおりWindows 7の環境で業務できるか
らです」
（牧氏）

理などの制度を踏まえ、
組みをしっかりと整備す

たらしつつあります。医薬事業部 事業管理部 主任

ることも重要だと感じて

二宮 智由 氏は次のように説明します。

います」
（松本氏）

「業務ごとにモデルを作成し、高・中・低の3 段階

ITライフサイクルの課
クスタイルへの対応も可

したことにより、展開パターンを選択するだけで

能にしたVDIシステムは、
て ま す ま す 重 要 なイン

実際に、これまでクライアント端末の作成と展開
には1台あたり約4時間かかっていましたが、FUJITSU

Software ServerView Resource Orchestratorを
活用することで、約30 分に短縮。管理者の負担は
大幅に低減されました。

事業所

今回導入

パターンを用意しました。自動化の仕組みを構築

今後、医薬事業部にとっ

場所にとらわれない働き方のこと。在宅勤務やモバイルワー
ク、サテライトオフィス等、多様な働き方の実現により、少
子高齢化や育児介護などに対する人材確保の策として脚光を
浴びている。
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Windows10
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Android

Windows8

ワークスタイル変革

WAN

題を解決し、多様なワー

従来の8分の1にまで低減できました」
（二宮氏）

注 3：テレワーク（TeleWork)
[tele 離れた場所 ] ＋ [work 働く ] を表す。ICT を活用した、

最新クライアント端末の機能活用と
業務システム利用を両立

の画質レベルを準備して、モデルと画質の組合せ

自動的に仮想デスクトップを作成でき、運用負荷を

注 2：BCP（Business Continuity Plan)
事 業 継 続 計 画。大 災 害や 大事 故、疫 病 の 流行、犯 罪 被 害、
社会的混乱など通常業務の遂行が困難になる事態が発生し
た際に、事業の継続や復旧を速やかに遂行するために策定さ
れる計画。

Windows7

医 薬 事 業 部 としての 仕

運用管理面でも、VDIシステムは大きい効果をも

注 1：VDI（Virtual Desktop Infrastructure）
仮想デスクトップ基盤。企業などで、デスクトップ環境を仮想
化してサーバ上に集約したもの。利用者は PC 等のクライアン
ト端末からネットワークを通じてサーバ上の仮想マシンに接
続し、デスクトップ画面を呼び出して操作する。

クライアント端末群（各種 OS/ バージョンが混在）

本社

社の人事・勤怠・労務管
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フラに な ると 予 想 さ れ

業務システムへのアクセスを Windows7 に統一し、
IT ライフサイクルの違いを解決

ま す。そ のため 、現 在、

VDI システムの BCP 対 策

運用負荷軽減

業務システム

も検討されています。
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