株式会社フタバ

Windows Server 2008 R2 Hyper-V による業務システムの仮想化
と Windows 7 の Direct Access による VDI で、クライアント PC
のセキュアなリモート アクセス環境を実現。災害時などの事業
継続計画の確立とシステム管理者の負荷を軽減。
新潟県三条市に本社を置くかつお節メーカーである株式会社フタバでは、Windows

ソリューション概要
○プロファイル
株式会社フタバは昭和 28 年 (1953 年 ) の創業
以来、一貫して天然素材による本物の味を追求
してきたかつお節メーカーで、ホテルやレストラ
ンなどで使われる業務用分野に特化して事業を
展開しています。同社は本物の味に機能性や合
理性を付加価値として加えたティー バッグ式ダ
シパックを他社に先駆けて開発、
業務用ダシパッ
クではベスト 3 に入るシェアを獲得。さらに、
最近では一般消費者向け製品の開発と販売に
も力を入れています。

○ソフトウェアとサービス
・Windows® Server 2008 R2
・Hyper-V ™
・Microsoft® System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2
・Microsoft® System Center Data Protection
Manager 2010
・Windows® 7 Direct Access

○パートナー
株式会社ティーケーネットサービス

Server® 2008 R2 Hyper-V ™ で財務会計システム、基幹業務システムなどを仮想
化すると共に、3 台の Hyper-V マルチノード クラスターにより、クライアント PC
も Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 方 式 で 仮 想 化しました。 仮 想 環 境 は
Microsoft® System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2008 R2 で 一
元的に管理され、Microsoft® System Center Data Protection Manager (SCDPM)
2010 でデータをバックアップ、クラスタリングと遠隔地のミラーリング サイトへのリア
ルタイム ミラーリングで災害時などの事業継続計画 (BCP) 対策を行いました。さらに、
クライアント側は Windows 7 の Direct Access を使って、社内リソースにセキュアに
アクセスできるようになっています。これによって、課題であった BCP 対策と併せて、
システム管理者のサーバーとクライアント管理の業務負荷の軽減が実現しました。

導入の背景とねらい

2000 年の Windows 98 搭載 PC の導入時から
1 人 1 台体制を実現
株式会社フタバ ( 以下、フタバ ) は昭和 28 年 (1953 年 ) の創業以来、一貫して天然素材によ
る本物の味を追求してきたかつお節メーカーで、ホテルや旅館、レストランなどで使われる業務
用分野に特化して事業を展開してきました。同社ではかつお節エキス、かつお節フレーバー エキ
ス、その他の天然エキス、削り節、エキス コーティング天然調味料などを製造、販売していま
すが、おいしさを探求し続けながら、時代のニーズから離れないように試行錯誤した中で、本物
の味に機能性や合理性を付加価値として加えたティーバッグ式ダシパックを他社に先駆けて開発
しました。ダシパックは調理人が調理に際して手間を大幅に省くことができることから、高い評
価を受け、業務用のダシパックではベスト 3 に入るシェアを獲得しています。

○メリット

また、3 年ほど前からは、一般消費者向け製品の開発と販売にも力を入れています。その中で、

・クラスター構成のサーバーによる全システムの
仮想化と遠隔地へのリアルタイム ミラーリング
で、BCP 対策を実現
・クライアント PC の VDI 化で、システム管理者
のクライアント管理や展開作業の負荷を劇的
に削減
・Windows 7 の Direct Access を利 用した
リモート アクセスにより、セキュリティを確保
した社内リソースへのアクセスを安価に実現

2011 年に発売した「どんどんシリーズ」( だしつゆ ) の 1 リットルタイプはテレビ コマーシャルを
新潟県内で流し、スーパーの売り場でのプロモーションを行うなどの積極的な販促活動を展開。
結果、評判もよく、販売数量も大きく伸びています。さらに、海外事業にも力を入れ、業務用つ
ゆをアジア地域中心に約 20 か国で販売しています。
フタバは IT の活用に早くから積極的に取り組んできた企業です。株式会社フタバ 常務取締役
商品企画本部長 江口 晃 氏が語ります。

○ユーザー コメント
「基幹業務システムをはじめとするすべてのシス
テムの仮想化、クラスター構成と遠隔地のサイ
トへのリアルタイム ミラーリングによって、課題
となっていた BCP 対策を行うことができました」
株式会社フタバ
経営企画室 IT 推進
中村 靖 氏

株式会社フタバ

株式会社フタバ

「当社は PC の導入も比較的早く、2000 年には

で一元的に管理することにしました。VDI 化はレスポンスの確保だけでな

Windows 98 搭載 PC の 1 人 1 台環境を実現

く、システム管理者のクライアント展開作業など管理業務の負荷軽減も

していました。かつお節製造は古い業界で、IT

大きな目的でした。

®

活用もそれほど進んでいないところが多いのです
が、当社は経営者が IT に積極的に投資して、業

サーバーの仮想化と BCP 対策、そしてデスクトップ仮想化を同時に実現

務の効率化や生産性の向上を図ろうという考え

し、システムを安定的に稼働させるためには、マイクロソフト製品につい

を持っています。ですから、CTI システムやテレ

て深い知識を持ち、高い技術力を持ったシステム インテグレーターが欠

ビ会議システムも 10 年ほど前から使っています
し、ダシパックだけでも 100 種類以上あり、ア
イテム数が非常に多いという特性のある商品を、
営業がタブレット PC で顧客にプレゼンテーショ

かせません。フタバでは仮想環境を確実に構築し、サポートも確実に行っ
株式会社フタバ
常務取締役
商品企画本部長
江口 晃 氏

てくれる企業を検討していた中で、2010 年 10 月、新潟県を中心にサー
ビスを展開している株式会社ティーケーネットサービス ( 以下、ティーケー
ネットサービス ) が開催したセミナーに参加しました。

ンできるようにしたいと計画しています」
。
「当社では 2012 年から PC を Windows 7 に切り替えることを計画して

導入の経緯

いましたが、切り替えにかかる費用と VPN クライアントが Windows 7

水害を契機に事業継続計画対策を検討。
しかし VPN クライアントの Windows 7 対応が課題に

に対応していないことが大きな問題でした。そうした課題を抱えて参加
したセミナーでしたが、最も注目したのは Windows 7 に搭載されている

Direct Access 機能でした。これを使えば、VPN クライアントを使わずに、
フタバは現在、三条市内に本社工場、中央研究所など 3 か所の拠点が

Windows 7 の機能だけで簡単に社内ネットワークへのリモート アクセ

あります。しかし、本社工場竣工直前の 2004 年 7 月、三条市は「7.13

スが可能になります。ティーケーネットサービスさんのデモを見て、
『これ

水害」と呼ばれる大規模な水害によって、大きな

は素晴らしい』と思いました。Hyper-V、そして VDI を実現する Direct

被害を出しました。同社ではその水害で財務会

Access を導入することで、VPN ライセンスも要らず、既存の PC を使って、

計システム用サーバーが水没したことから、デー

低コストで仮想デスクトップ環境を実現できるからです」( 中村 氏 )。

タ バックアップを遠隔地で行うことを決定、本
社と中央研究所との間でデータのレプリケーショ

ティーケーネットサービスは、導入前に実際のデ

ンを行うようになりました。そして、WAN を経

モンストレーションを必ず行い、システムの動作

由して他の拠点のサーバーにアクセスするより、

確認と必要性を理解してもらった上で提案する

社員が働いている拠点にサーバーがある方が使

という顧客の立場に立った提案方法と、最新技

い勝手がよいことから、各拠点にファイル サー

術を導入しやすい価格で提供している地元密着

バーを置くようになりました。

型の企業で、マイクロソフトの ゴールド コンピテ

また、2010 年にはオフィス コンピューターで運

ンシーを取得している技術力と実績のあるパート

用していた基幹業務システムも PC サーバーに置き換え、以前から運用し

ナー企業でもあります。株式会社ティーケーネット

株式会社フタバ
経営企画室 IT 推進
中村 靖 氏

ていた財務会計システムも含めて PC サーバーが各拠点に増えると、管理
に手間がかかるようになりました。株式会社フタバ 経営企画室 IT 推進
中村 靖 氏が語ります。

株式会社ティーケーネット
サービス
代表取締役
武田 勇人 氏

サービス 代表取締役 武田 勇人 氏は語ります。
「やはりコストの問題はとても大きく、クライアン

ト PC を入れ替えようとした時に、マイクロソフトのソリューションがよい
「ちょうど財務会計システムのバージョンアップとサーバーのリプレース時

ことがわかっていても、コストがかかるために現実に導入することができ

期だったので、各拠点のサーバーを Hyper-V で仮想化して本社サーバー

ないというケースが中小規模の企業では多いのです。そこで、私たちは自

ルームに集約し管理負荷を軽減することにしました。同時に、事業継続

分たちの技術レベルを上げながら、マイクロソフトのソリューションを使っ

計画 (BCP) 対策として、SCDPM 2010 でバックアップを取ると共に、仮

て、短期間、低コストで、顧客企業が望むシステムを構築できるように努

想マシンを別拠点にある Hyper-V を使った仮想サーバーにリアルタイム

力しています。Direct Access の活用もその 1 つです」
。

ミラーリングすることで、本社が機能を失っても、ミラーリングされた基

こうして、フタバとティーケーネットサービスによるシステム構築が 2011

幹業務サーバーを起動して対応可能になるよう計画しました」。

年 2 月から始まりました。

しかし、そこで問題になったのが、社員が使っている 130 台余りのクラ
イアント PC です。今まで、クライアント PC は各拠点のサーバーにそれ
ぞれアクセスしていましたが、本社サーバー、もしくは別拠点へのアクセ

システムの概要

サーバー仮想化とクライアントの VDI 化、
データ バックアップを低コストに実現

スになるため、レスポンスが悪くなることが想定されたからです。そこで、
同社ではそれを解消するためにクライアント PC を VDI 方式で仮想化し

仮想環境の構築は、システムの仮想化とクライアントの VDI 化の 2 段

てアクセスできるようにすると共に、仮想環境全体を SCVMM 2008 R2

階に分けて行われました。まずシステムの仮想化では財務会計システム、

株式会社フタバ

ファイル サーバーなどの仮想サーバーを動作させる Hyper-V を搭載した

し、現行の Windows XP PC にリモート デスク

サーバーをクラスター構成にしました。フタバでは、今回のシステムの導

トップのセキュリティ更新プログラムを適用して、

入時にも、他のベンダーからクラスター構成のシステム提案を受けていま

リモート デスクトップで VDI を使う方法に変更

したが、ブレード サーバーが必須となり、導入費用が高額になるため無

しました。そして、ハードが古くなり不具合が多

理だとあきらめていました。ところがティーケーネットサービスから「既存

くなった PC から、順次 Windows 7 を搭載した

のサーバーにタワー型サーバーを 1 台追加するだけで構築できる」という

PC に入れ替えることにしました。

提案があったため、その方法でクラスター構成の仮想環境にし、ティー

こうして構築が 完了した新システムは 3 つの

ケーネットサービスが持ち込んだデモ環境で検証しながら、システムを構

グループに分けられ、そのすべては Windows

築しました。

Server 2008 R2 Hyper-V を搭載したクラスター

株式会社ティーケーネット
サービス
アドバンスドソリューション
部 主任
柳 卓也 氏

構成のサーバーで稼働しています。
「実際に社内に持ち込まれたデモ環境で、
『こんな形で、できるんですよ』

1 つ目は財務会計システムやファイル サーバー、

と具体的に示されて、
『これならやれるだろう』というイメージをつかむこ

ウイルス対策、Active Directry® サーバーなど、

とができ、その過程でティーケーネットサービスさんに対する信頼感が生

複数の異なる仮想マシンを 2 台のサーバーで動作させています。2 つ目は、

まれていきました。価格的にも他のベンダーと比べて、安価な形での提

VDI 化されたゲスト マシン 50 台を 3 台のサーバーで運用しています。3

案になっていましたし、構築後もシステムが安定するまでフォローすると

つ目は 1 台の中で基幹業務システムや Direct Access サーバー、SCDPM

確約してくれたので、安心してお願いすることができました」( 中村 氏 )。

2010 などの仮想マシンが稼働しています。

また、基幹業務サーバーの仮想化やクラスター環境のサーバーも含めて、

そして、これらの 仮 想環 境全 体を SCVMM 2008 R2 が一元管理し、

SCDPM 2010 でデータをバックアップすると共に、基幹業務システムは

SCDPM 2010 でデータのバックアップを取っています。BCP 対策としては、

ミラーリング ソフトを使って、ミラー サイトにリアルタイムでミラーリング

本社のサーバー ルームは 2011 年 3 月の東日本大震災とその後の計画

を行うようにしました。

停電を受けて、自家発電設備を導入、停電時でもサーバーが停止しない

次に、クライアント PC の VDI 化に取りかかりました。VDI は大手企業

ム ミラーリングされ、本社が機能を失った際には、仮想サーバーとクラ

での導入例は多くありますが、中小規模の企業では導入している企業は

イアントが立ち上がり、事業継続に必要なシステムが動くようにしていま

多くありません。ティーケーネットサービスではフタバに先進導入事例に

す ( 図、画像 )。

ようにしました。その上で、仮想マシンはミラーリング サイトにリアルタイ

なってもらいたいという思いを込めて、徹底的にテストを行い、
「納得いた
だけたら、導入して下さい」という姿
勢で臨みました。その過程で、最も
苦労したのはサーバーのサイジングで

仮想マシンの
リアルタイム ミラーリング

本社

した。
株式会社ティーケーネットサービス ア
ドバンスドソリューション部 主任 柳

クラスター構成

別拠点

クラスター構成

ミラー サーバー

卓也 氏は語ります。
「ハイ スペックで高価なサーバーで仮
想マシンを動かせば、パフォーマンス
面に余裕が生まれますがその反面コス

共有ストレージ※1
・ SCCM※2
・ ファイル サーバー
・ ウィルス対策
・ 勘定系アプリケーション
・ Active Directory サーバー

共有ストレージ※1
・VDI ゲスト PC 1 群
・VDI ゲスト PC 2 群
・VDI ゲスト PC 3 群

・ 基幹サーバー※1
・ Direct Access サーバー
・ Direct Access サポート用
・ 基幹サーバー
・ 勘定系アプリケーション
・ Active Directory
セカンダリ サーバー

トがかかってしまいます。コストを抑
えるためには、全体に必要なパフォー
マンスを分析し、最適なスペックの

本社機能ダウン時

サーバーを選ぶ必要があります。そこ

通常時

で、どの程度負荷がかかるのかを見る

Direct Access

ために、今回 VDI 化する 50 台のク
ライアント PC をサーバー上で動作さ

IPv6 / IPSec

せて、何度も徹底的に検証しました」。
拠点 A

拠点 B

拠点 C

当初、フタバではクライアントはすべ
ての PC を Windows 7 にする計画
でしたが、コストと作業効率を検討

※1 Windows Server 2003 など、複数の異なる仮想環境を実行

図 株式会社フタバが導入したシステム全体構成図

※2 System Center Configuration Manager

自宅等

株式会社フタバ

ユーザーは Direct Access によって、客先や移動中など、どこからでも自
由にセキュリティを確保した状態で社内リソースにアクセスできるように
なりました。
また、ティーケーネットサービスにとっては、今回のシステム構築を通して、
コスト面で顧客企業が大きなメリットが得られることが実際に確かめるこ
とができたことも大きな成果でした。武田 氏が語ります。
「ライセンス費用の面からみても、クラスタリング技術や Direct Access
などをきちんと使えば、マイクロソフト製品の方が他社製品を使うよりも
コスト面で効果が生まれることがはっきりしました。私たちとしては、こ
の経験をベースにさまざまな機能を持つマイクロソフト製品をバックに、
中堅中小企業に必要とされる機能を備え、コスト面でも魅力のある提案
を積極的に行っていきたいと考えています」
。
画像 VDI 管理者向けの運用画面

導入の効果
システムの仮想化とクライアント PC の VDI 化で
BCP 対策を実現し、システム管理者の負荷を劇的に低減

今後の展開
マイクロソフト製品をプラットフォームとし
一元的に管理することで生産性の向上を目指す
フタバでは、営業はタブレット PC を利用するという方針を打ち出してい
ます。そこでは、Active Directory ドメイン配下に入ることができるタブ

こうして、2010 年 10 月のセミナー参加から始まった新システムの構築は、

レット PC を 50 人いる営業に持たせ、顧客との商談はタブレット PC を

2011 年 9 月に基幹業務システムをはじめとするすべてのシステムの仮想

見せて行います。そして、業務で使う時は Bluetooth などで接続できる

化とクラスター構成、
遠隔地のサイトへのリアルタイム ミラーリングによっ

キーボードをタブレット PC に付け、VDI で仮想マシンにアクセスするよ

て、課題となっていた BCP 対策にも対応したほか、クライアント PC の

うにします。併せて、現在仮想化されていない 80 台の PC も順次 VDI

VDI 化も実現できました。

方式で仮想化し、ハードウエアに依存せずに、クライアントの展開も数

そして、システム管理者のクライアント管理とアプリケーションの展開作

分で可能な環境に移行していく計画です。そして、ティーケーネットサー

業などの業務負荷が大幅に削減されると共に、データをクライアント PC

ビスの支援を受けながら、マイクロソフト製品のプラットフォーム上です

内に残さずにサーバー上に保管でき、クライアント PC が故障した場合で

べてを一元的に管理し、高い信頼性とコスト パフォーマンスに優れた IT

も、セットアップなどに時間を割く必要がないため、すぐに代替 PC を用

インフラを運用し、業務効率と生産性の向上に役立てていく考えです。

意できるなど、ダウンタイムが大幅に低減され、ユーザーが自分の業務
に支障をきたすこともなくなりました。
「今までクライアント PC が壊れた時には、回収して、別の PC にデータ
を移してユーザーに送り返していたので、1 〜 2 日程度の時間がかかっ
ていました。それが VDI 化したことで、データはサーバー上に保管されて
いますので、テンプレートを使って、15 分程度で新しい PC の設定をす
るだけです。メンテナンスの作業量も劇的に減りましたし、ユーザーも新
しいクライアント PC をスピーディに受け取ることができるようになりまし
た」( 中村 氏 )。

導入についてのお問い合わせ
本ケース スタディは、インターネット上でも参照できます。http://www.microsoft.com/ja-jp/casestudies/
本ケース スタディに記載された情報は制作当時 (2012 年 2 月) のものであり、閲覧される時点では、変更されている可能性があることをご了承ください。
本ケース スタディは情報提供のみを目的としています。Microsoft は、明示的または暗示的を問わず、本書にいかなる保証も与えるものではありません。
製品に関するお問い合わせは次のインフォメーションをご利用ください。
■インターネット ホームページ http://www.microsoft.com/japan/
■マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター 0120-41-6755
(9:30 〜 12:00、13:00 〜 19:00 土日祝日、弊社指定休業日を除く)
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
＊Microsoft、Windows、Windows Server、Active Directory、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation および、またはその関連会社の商標です。
＊その他記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。
＊製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
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