株式会社コロナ

ソリューション概要
○プロファイル

1937 年に創業した株式会社コロナは、日本で最
初の加圧式石油ストーブ「SB 型」を完成させた、
石油暖房機器メーカーのリーディング カンパニー
です。同社は、独自の技術開発と画期的なアイデ
アによって、日本の生活様式に多大な影響を与え
てきました。現在は石油暖房機器にとどまらず、
住環境づくりを総合的に提案する企業へと成長。
今もなお、社会に暖かさを届ける会社として躍進
を続けています。

○導入製品とサービス

・Windows Server 2016 Datacenter
エディション

○パートナー企業

株式会社ティーケーネットサービス

「挑戦」という理念のもと、Windows Server 2016 の早期導
入を実施。シールド VM などの標準機能を積極的に活用するこ
とで、サーバーのセキュリティ強化、クライアントの管理性と利
便性向上を追加投資なしに実現
1937 年の創業以来、
「誠実と努力」の創業精神のもと常にお客様の暮らしと向き合い、独自の技
術や事業を通して社会への貢献につとめている株式会社コロナ。国内初となる加圧式石油ストーブ
「SB 型」の完成、実用化など、日本の生活様式に変化をもたらしてきた同社は、現在も独自の技
術開発と画期的なアイデアによって、優れた製品を世に生み出し続けています。こうした株式会社
コロナの成長を支えるのが、常にその時代のオンリー ワンを追求し、新しい価値を生み出したい
というチャレンジ精神です。
創業当時から続く、オンリー ワンの技術開発、確かなモノ作りという実績もまた、この精神によっ
て培われたといってよいでしょう。新たな「挑戦」は、技術、製品開発の分野にとどまりません。
2015 年には、オンリー ワンの製品を顧客へ提供する営業活動において、VDI 技術を取り入れた
改革を実施。さらに 2017 年には、この VDI 環境に、当時まだ提供されたばかりの Windows
Server 2016 を導入。同 OS が備える標準機能を積極的に活用することで、サーバー側のセキュ
リティ強化など、多くの効果を生み出しています。

○導入メリット

・Windows Server 2016 Datacenter エ ディ
ションが備えるシールド VM によって、追加投
資なしでサーバー側のセキュリティ強化を実現
・Windows コンテナー、入れ子になった仮想化
(Nested Virtualization) により、開発検証作
業の生産性を大幅に向上できた
・DirectAccess によるリモート アクセスのしく
みを構築したことで、シンクライアント端末の
常時監視を実現。ユーザーの利便性も向上した

○ユーザー コメント

「Windows Server 2016 が備える機能を積極的
に採用したことで、モバイル ワークの利便性を高
めながら、サーバー側のセキュリティ水準をさら
に強固にすることができました。シンクライアン
ト端末の管理性も向上したため、現在の倍となる
300 台の端末配付も、現実のものとして進められ
ると考えています。これらの効果をサーバー OS
だけで、つまり追加投資なしで生み出せたことは、
大いに評価すべきでしょう。当社の IT 環境上に
は、顧客情報などを扱うシステムが他にもありま
す。個人情報を扱うものから優先して シールド
VM を適用していくことで、IT 環境全体のセキュ
リティをより強化していきたいと考えています」
株式会社コロナ
IT 企画室
専任課長
小竹 宏 氏

導入の背景とねらい

全営業担当者にモバイル ワーク環境を提供すべく、
サーバー側のセキュリティ強化を検討
1937 年の創業から 80 年以上もの間、石油暖房機器メーカーのリーディング カンパニーとして業
界を牽引し続けてきた株式会社コロナ (以下、コロナ)。日本経済の先行きに不透明さや不安感が
漂う中、コロナでは現在社会を取り巻く諸問題を「足かせ」ではなく「新たな成長・発展への契機」
と捉え、次なる躍動に向けた取り組みを推進。2016 年度に策定した第 7 次中期経営計画「V アッ
ププラン」のもと、オンリー ワンの技術と実績を土台とした挑戦を日々実践しています。
新たな挑戦は、技術、製品開発の分野にとどまりません。たとえば 2015 年には、オンリー ワン
の製品を顧客に提供する営業活動において、VDI 技術を取り入れた改革を実施。営業活動の生産
性向上にも寄与できたのです。
この取り組みのねらいと効果について、株式会社コロナ IT 企画室 専任課長 小竹 宏 氏は、次の
ように説明します。
「当社では IT 基盤をオンプレミスで運用しており、これまで社外から社内システムへアクセスす
るしくみがありませんでした。営業担当者は、多岐にわたる提案書、カタログを紙で持ち歩かねば
ならない状況が続いており、
『別製品の情報が欲
しい 』という顧客要望への迅速な対応ができな
かったのです。また、メール対応や社内報告、見
積書作成などもオフィスに戻らなければ作業で
きませんでした。オンリー ワンの製品をお客様
へ適切に提供するうえで、営業効率の向上は不
可欠といえます。そこで、2015 年に VDI 環境
を構築し、モバイル ワークのしくみを整備した
のです」(小竹 氏)。

株式会社コロナ

株式会社コロナ
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2015 年の取り組みで、コロナは VDI 環境の構築と並行し、営業部門
に向けてシンクライアント端末の配付も実施。モバイル ワーク環境を
整備しました。当初、営業担当者 50 人への端末配付からスタートしま
したが、期待以上の効果を生み出した結果、2016 年には 100 台の端
末が追加で調達されています。

システム概要と導入の経緯、構築

「挑戦」という理念のもと、当時まだ情報の少なかった
Windows Server 2016 の早期導入を検討
サーバーを対象としたセキュリティ製品は市場に数多く存在します。し
かし、コロナではサード パーティ製品を追加導入するのではなく、サー

モバイル ワークの環境整備を加速するうえで、セキュリティへの考慮は

バー OS が標準で備えるセキュリティ機能の活用を検討しました。そこ

不可欠です。シンクライアント端末では、VPN を経由して「在庫管理」

で同社が着目したのが、提供開始からまだ間もない Windows Server

や
「営業管理」など社内にあるさまざまなシステムへアクセスが可能です。

2016 の導入です。

2015 年に取り組みを進めた際、同社は端末を完全にシンクライアント
化したことで、クライアントにデータを保有しないしくみを構築。フロ

Windows Server 2016 の導入を検討した理由の 1 つとして、小竹 氏

ント側のセキュリティを担保する形で、モバイル ワーク環境を運用して

は「先進的技術への挑戦」を挙げます。

きました。しかし、それだけで脅威がゼロになるわけではありません。
「当時、Windows Server 2016 はまだ提供が開始されたばかりでした。
たとえば端末を紛失した、もしくは盗難された場合には、悪意をもった

ですが、
『新たな成長・発展』を目指すうえでは、先進技術に対しても積

攻撃者が同端末から社内システムへ不正アクセスする可能性が考えられ

極的に挑戦することが求められます。株式会社ティーケーネットサービ

ます。VDI 環境にある VHD ファイルがコピーされれば、営業担当者の

ス (以下、ティーケーネットサービス) から提案をいただき、Windows

業務環境が閲覧されてしまいます。万が一、技術情報を始めとする「コ

Server 2016 がセキュリティ機能を豊富に備えることを知りました。IT

ロナがオンリー ワンたりえる機密情報」が漏えいしてしまうことにでも

部門として取り組むこの挑戦が成果を生むことに期待し、導入を検討し

なれば、事業に大きな損害を及ぼしてしまうのです。

たのです」(小竹 氏)。

株式会社コロナ IT 企画室 副部長 中野 文雄 氏は、こうした背景から、

サード パーティ製品を利用する場合、当然ながら追加の投資が必要と

フロント側だけでなくサーバー側のセキュリティも強化する必要があっ

なります。また、同製品を稼動させるためのサーバー環境も、新たに構

たと語ります。

築せねばなりません。サーバー OS が備える標準機能を利用すれば、追
加投資、工数増大なしにセキュリティの強化が可能であり、そこでは小

「2016 年の段階で、150 人の営業担当者へ端末を配付していました。

竹 氏が表現した「成果」が期待できたのです。

ここで得られた効果は確かなもので、もっと多くの営業担当者へ早期に
端末を配付したいと考えました。しかし、モバイル ワーク環境を利用す

また、コロナが運用するオンプレミスの IT 環境には、EOS (End Of

るユーザーが増えれば、それだけセキュリティ リスクも増大することと

Support) を控えたサーバーが多数存在していました。この観点からも、

なります。端末の追加調達には、300 台を超えるモバイル ワーク環境

早期に Windows Server 2016 を導入することには大きな意義があっ

に耐え得るセキュリティ水準を保つ必要があったのです。フロント側の

たと、株式会社コロナ IT 企画室 リーダー 武田 賢司 氏は語ります。

対策だけでは不十分だと考え、2016 年の秋口より、サーバー側のセキュ
リティ強化について検討を開始しました 」(中野 氏)。

「VDI 環境が稼動するサーバーに Windows Server 2016 を導入するの
であれば、同時にそれ以外の用途での有効性についても検証したいと考
えました。当社の IT 環境では Windows Server を使用して仮想化環

株式会社コロナ
境を構築しています。そこでは Windows Server 2008 を始めとする
EOS を控えたサーバーが数多く稼動しており、近い将来にリプレースを
行う必要がありました。Windows Server 2016 の優位性を熟知した
うえでリプレースを進めるかそうでないかでは、最適化の具合に大きな
違いが出ます。早期に Windows Server 2016 を導入することは、VDI
環境単体で考えても、また長期的な視点で考えても、当社としてメリッ
トがあったのです」(コロナ 武田 氏)。
Windows Server 2016 は、SOHO 向 け の Essentials、 少 数 仮
想 化 環 境 向 け の Standard、 そして 中 規 模 以 上の 仮 想 化 環 境 向 け
の Datacenter、 以 上 3 種 類 のエ ディション が 用 意 さ れてい ま す。

株式会社ティーケーネット
サービス
代表取締役社長
武田 勇人 氏

Datacenter エディションは、仮想マシンをセキュリティ的に保護する

株式会社ティーケーネット
サービス
リソースセンター
IT コーディネータ
シニアコンサルタント
石垣 比呂志 氏

シールドされた仮想マシン (シールド VM) 機能を備えるほか、入れ子に
なった仮想化 (Nested Virtualization) によって環境を区切って仮想マ

式会社ティーケーネットサービス リソースセンター IT コーディネータ

シン群を立ち上げることも可能です。

シニアコンサルタント 石垣 比呂志 氏は、既存の IT 環境に Windows
Server 2016 を適用していくことによって、仮想化環境の最適化に加え

Windows Serve 2016 をコロナへ提案した、株式会社ティーケーネッ

て開発検証作業の効率化も見込めたと説明します。

トサービス 代表取締役社長 武田 勇人 氏は、同 OS の優位性としてま
ず、優れたセキュリティ機能を挙げます。

「Windows Server 2016 で注目すべきは、Docker のコンテナー技術
を使った Windows コンテナーを実装することでしょう。システム全体

「VDI 環境がオンプレミス上にあるとはいえ、万が一、不正アクセスによっ

を仮想化する仮想マシンと比べ、Windows コンテナーは軽量、高速で、

て VHD ファイルが複製、または VDI 環境 が稼動するホストの物理ディ

なおかつ最小限のリソースで実行できます。構成変更やシステムの展開

スクが持ち出されてしまった場合には、内部の情報が漏えいすることと

も容易なため、開発検証環境として非常に適しているといえるでしょう。

なります。Windows Server 2016 Datacenter エディションが備える

さらにこの Windows コンテナーは、Hyper-V の仮想化技術を用いて

シールド VM では、VHD ファイル自体が BitLocker ドライブ暗号化機

Hyper-V コンテナーとしても作成可能です。つまり、高い独立性をもっ

能によって保護されます。信頼される Hyper-V ホストからでなければ暗

た仮想環境として利用できるのです。集積率の向上だけでなく、開発検

号化された VHD ファイルは閲覧できません。万が一 VHD ファイルや

証作業の生産性も大きく高められると考え、強くコロナ様へお勧めしま

物理ディスクが盗まれ、他のマシンでマウントされたとしても、中身を見

した 」( 石垣 氏)。

られる心配がないのです」(ティーケーネットサービス 武田 氏)。
また、仮 想マシン上で Hyper-V の構築を行う入れ子になった仮 想化

保護された
Hyper-Vホスト

シールドされた
仮想マシン

も、オンプレミスの仮想化環境を最適化していくうえで有効に機能する
ことが期待されました。同社が運用する IT 環境では、50 台の物理ホ
ストのもと、約 200 台の仮想インスタンスが常時稼動しています。株
BitLockerで仮想ディスクを暗号化VHD
をコピーして、ほかのマシンでマウント
しても中身を見ることができない

保護されていない
Hyper-Vホスト

ホスト ガーディアン
サービス（HGS）

シールド VM によって暗号化された VHD ファイルは、Windows Server 2016 のホスト ガー
ディアン サービスと連携することで、特定の Hyper-V ホスト以外での閲覧が制限される

新バージョン仮想マシン

旧バージョン仮想マシン
Hyper-V Hypervisor

Hyper-V Hyperviso vCPU
CPU 物理ハードウェア
Windows Server 2016 の主なエディション

入れ子になった仮想化のシステム イメージ。仮想マシン上に Hyper-V を作成することができ、
高い独立性をもった環境として仮想マシンを利用することが可能

株式会社コロナ
導入の効果

サーバーのセキュリティ強化、クライアントの管理性と利
便性向上を、追加投資なしに実現

「現在の開発検証環境は、仮想マシンを 1 つ構

VDI 環 境のセキュリティ強化、オンプレミスにある IT 環 境の最 適

けではありません。これまでは、ユーザーが期

化 効 果 を 期 待 し、 コ ロ ナ は 2016 年 末、Windows Server 2016

待するスピードで仮想マシンを提供することが

Datacenter エディションの導入を決定。ティーケーネットサービスに

できず、待たせてしまうことが往々にして発生

よってシステムの構築作業が進められ、2017 年 3 月より、Windows

していました。今回、VDI 環境とは別に開発検

Server 2016 を搭載したホスト環境の稼動を開始しています。

証用途として Windows Server 2016 のホス

築するのにも多くの時間を必要とし、また、そ
の作業を行う担当者もそれほど人数がいるわ

トも構築したのですが、そこでは Windows コ
実際にこの構築作業を担当した、株式会社ティーケーネットサービス ア

ンテナーの活用によって、オーバーヘッドなし

ドバンスドソリューション部 主任 柳 卓也 氏は、作業において、セキュ

に開発検証環境を立ち上げられることが確認で

リティ、管理性、利便性を高めるためのさまざまな工夫を凝らしたと語

きています。コンテナーは必要なだけ無制限に

ります。

作成可能ですので、少なくとも、これまでのよ

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

うにユーザーを待たせることはなくなるでしょう。コンテナー上で開発し
「シンクライアント端末の接続状況を可視化すべく、Windows Server
が備える DirectAccess でリモート アクセスするしくみを新たに構築し
ました。DirectAccess では、シンクライアント端末がインターネット
接続されていれば、VPN へのログオン状態にかかわらずアクセス状況
を管理することができます。常時監視が可能なため、これはインシデン
トの未然対策に有効です。また、社内では社内ネットワークに、外出先
では VPN 接続に自動で切り替わるため、ユーザー側の利便性も向上で
きています」(柳 氏)。

た環境はすぐに本番環境に展開できますので、開発検証作業の生産性
は大幅に向上されるはずです」(中野 氏)。

今後の展望

Office 365 や Microsoft Azure といったクラウド活用
も視野に
2017 年 3 月現在、コロナが運用する IT 環境では Windows Server
2008 や Windows Server 2012 など、複数 OS のホストが稼動し

DirectAccess 自体は Windows Server 2008 R2 以降のバージョンで

ています。今回の導入効果を踏まえ、同社は今後、Windows Server

備えています。しかし、提供を開始して間もないシールド VM は、まだ

2016 への移行を順次進めていくことを計画しています。

世の中にそれほどモデル ケースが存在しない状況です。システム構築に
おいてはさまざまな検証作業を並行して進める必要がありましたが、柳

コロナ 武田 氏は、Windows Server 2016 が新たに実装した記憶域レ

氏はそれゆえに、
「このプロジェクトは当社にとっても代えがたい貴重な

プリカも、そこでは有効に活用していきたいと語ります。

経験となりました 」と語ります。
「現在、バックアップの作成やレプリケーションにはサード パーティ製
こうして 2017 年 3 月に稼動を開始した Windows Server 2016 です

品を利用しています。Windows Server 2016 が備える記憶域レプリカ

が、その導入効果は既に表れていると、小竹 氏は語ります。

ではブロック レベルのレプリケーションが可能ですので、既存のサード
パーティ製品から切り替えることもできると考えています」(コロナ 武

「Windows Server 2016 が備える機能を積極的に採用したことで、モ

田 氏)。

バイル ワークの利便性を高めながら、サーバー側のセキュリティ水準を
さらに強固にすることができました。シンクライアント端末の管理性も

一方で、近年の技術革新のスピードは非常に速く、中野 氏は「当社の

向上したため、現在の倍となる 300 台の端末配付も、現実のものとし

みでこうした新しい技術を掘り下げていくのはなかなか難しい状況にあ

て進められると考えています。これらの効果をサーバー OS だけで、つ

る」と説明します。そのため、ティーケーネットサービスのようなパート

まり追加投資なしで生み出せたことは、大いに評価すべきでしょう。当

ナーと密に連携することで、技術レベルの引き上げとともに従業員のモ

社の IT 環境上には、顧客情報などを扱うシステムが他にもあります。

チベーションも引き上げていかなければならないと述べました。

個人情報を扱うものから優先して シールド VM を適用していくことで、
IT 環境全体のセキュリティをより強化していきたいと考えています」(小

さらに小竹 氏は、こうした新たな技術の採用、ナレッジの向上などをもっ

竹 氏)。

て、今後コロナの IT 環境をさらに発展させていきたいと語ります。

Windows Server 2016 を適用したシステムの拡大においては、仮想化

「2015 年より整備を進めてきた VDI 環境によって、営業部門に関する

環境の最適化、開発検証作業の生産性向上といった効果も期待されて

『働き方改革』は大きく加速しました。しかし、これはまだ入り口でしか

います。この点について中野 氏は、次のように説明します。

ありません。今後は他のセクションの業務についても生産性向上を目指

株式会社コロナ
すべく、IT 面から支援していきたいと考えています。こうした取り組み

Windows Server 2016 という最新のテクノロジーをいち早く導入した

を進めるうえでは、Office 365 や Azure などクラウド サービスの活用

ことにも大きく表れています。単なる VDI 環境の整備だけでなく、オン

が必要な場面も出てくるでしょう。ティーケーネットサービスやマイクロ

プレミスにある IT 環境の最適化、そしてクラウド導入までをも視野に

ソフトには、技術だけでなく活用アイデアも含めて、これからも支援を

入れた同取り組みは、Windows Server 2016 の活用方法を示す、注

いただきたいと思っています」(小竹 氏)。

目すべきモデル ケースといえるでしょう。

この言葉を受けてティーケーネットサービス 武田 氏も、密な支援を継
続していきたいと意気込みます。
「たとえばオンプレミスにある仮想マシンのレプリケーションを実現する
Azure Site Recovery は、コロナ様において今後、導入の候補に挙がっ
てくるものだと思います。Azure Site Recovery は、自然災害や火災な
どの緊急時に事業資産を守る『BCP ( 事業継続計画 ) 』という観点でも
有効に機能します。コロナ様のように全国規模で事業を展開する企業の
場合、クラウドが有効な場面は増えるはずです。このクラウド活用も、
コロナ様にとって新たな『挑戦』となるでしょう。挑戦を成功に、ひいて
は企業としてのさらなる発展を導けるよう、当社としても密な支援を継
続していきたいと考えています」(ティーケーネットサービス 武田 氏)。
創業より続く「挑戦」という理念について、製品開発だけでなく営業改革、
IT 環境の整備など、全社を挙げて実践するコロナ。同社のこの理念は、

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。https://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 (2017 年 3 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 https://www.microsoft.com/ja-jp/
■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
(9:00 〜 17:30 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。
＊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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