株式会社 読売新聞東京本社
全国の支局に配置した出稿用端末にゼロクライアントを導入
故障対応の迅速化、運用管理の負荷軽減を図り、日々の紙面制作を支える

目的

• 編集システムにおける端末の老朽化、Windows XP
サポート終了への対応

• 全国に配置した端末の故障対応の迅速化
• 遠隔地にある端末の運用管理の負荷軽減
• 端末とOSを切り離した運用の実現
アプローチ

• 編 集 システ ム の 一 部 にVMware Horizon Viewに
よるデスクトップの仮想化を導入。仮想環境上に

Windows XP 環境を構築することで、業務継続の確
保とWindows 7への移行のための時間を創出
• 加えて端末にVMware Horizon Viewに特化したゼ
ロクライアント
「HP t310 Zero Client」を導入するこ
とで懸案だった遠隔地における端末の故障対応の迅
速化、
運用管理の負荷軽減を図る

• 海外での利用も視野に入れ、複数の画面転送プロト
コルの性能検証を行い、
PCoIＰの性能を確認
システムの効果

• 故障時、既存の物理端末の場合、6時間を要した端末
構築作業をHP ゼロクライアントは30分に短縮
• OSと端末を切り離した運用により、将来、端末の増設
や、故障した場合の入れ替えの時も現地で新しいゼ

日本のジャーナリズムを牽引する読売新聞。紙面制作の要となる編集シ
ステムは業務継続が不可欠だが、
Windows XPのサポート終了が迫る

2011年に大きな課題に直面した。端末の老朽化に対応するための部品
交換やWindows XP搭載端末の入手が困難となった。そこで同システ
ムの一部に仮想化を導入し、仮想環境上にWindows XP環境を構築す
ることで業務継続の確保とWindows 7への移行のための時間を創出し
た。また仮想環境を利用し、懸案だった遠隔地における端末の故障対応
の迅速化、運用管理の効率化を図るべくHP ゼロクライアントを採用。
選択の理由はOSレス、
PCoIP、オートログイン、コストパフォーマンスな
ど同社のニーズを満たしていたためだ。初期展開端末の運用結果が良
好だったことから当初予定200台を上回る導入台数の拡張を計画中、
オ
リンピックなど海外の大きなイベントでも活用していく。

ロクライアントに入れ替えるだけ、搭載アプリ等の更
新作業もサーバー側で一元的に実施
ビジネスへの効果

• VＭware View 環境へのPCoIPでの接続、ハードウェ
ア処理によるPCoIP処理の高速化により海外などの
遠隔地においても快適に利用

紙面制作の要となる
編集システムの端末が老朽化

• オートログインですぐに作業を開始できる既存の運用
を継承、利用者は従来と変わることなく作業に集中

• OSレスのゼロクライアントにより端末セキュリティを
強化

• 今回の実績とノウハウを活かし、今後、他業務の端末
への展開を検討
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