
千代田化工建設が
ハイパーコンバージドを採用して
ハイスペックかつ柔軟なeVDI環境を構築
圧縮・重複排除の利いた超高速バックアップ環境も同時に獲得“ハイパーコンバージドのHPE 

SimpliVity 380 Gen10を採用
したことで、ハイスペックなクライ
アント環境のデプロイがわずか
1日で完了できるようになり、
プロジェクトの立ち上げ期間を
劇的に短縮することが可能と
なりました。またデプロイ作業
にかかる人件費や在庫スペース
の大幅削減にも繋がっています”

̶千代田化工建設株式会社
ITマネジメント部
コーポレートICTセクション
石野 大介 氏

近年の原油価格の上昇に伴い、活発化し始めたプラ
ント建設プロジェクトに柔軟に対応するために、プロ
ジェクトメンバーの利用するハイスペックなデスク
トップ環境を、従来のワークステーションからハイ
スペックかつ可用性の高い「エンジニアリング仮想
デスクトップ環境（eVDI）」に移行する。また構築する
eVDI環境は、海外のプロジェクト現場からの利用も
想定、同時にクライアント環境のバックアップも実現
する。

環境の管理およびストレージ用に「HPE SimpliVity 
380 Gen10」を、NVIDIA Tesla P40を搭載する
コンピュートノードとして「HPE ProLiant DL380 
Gen10」を採用し、プロジェクトメンバーの増減にも
柔軟に対応できるeVDI環境と、高速かつ正確な
バックアップ環境を構築。

● ハイパーコンバージドのHPE SimpliVity 380 
Gen10とHPE ProLiant DL380 Gen10を採用
して、柔軟なeVDI環境を構築

● HPE ProLiant DL380 Gen10＋NVIDIA Tesla 
P40の組み合わせで、ハイスペックな仮想デスク
トップ環境を提供

● これまで約1～2か月間(新規購入の場合)かかって
いたクライアント環境の提供が数時間に

● HPE SimpliVity 380 Gen10の圧縮・重複排除
機能により、80％以上低減

● プロジェクトメンバーの急な増減にも迅速かつ柔軟
に対応することが可能に

● プロジェクトの立ち上げ期間の大幅短縮にも大きく
貢献

● 検証を経て海外プロジェクトでの仮想デスクトップ
利用も視野に

ビジネスの効果ITの効果
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千代田化工建設株式会社
ITマネジメント部
コーポレートICTセクション
石野 大介 氏

これまで千代田化工建設では、プラント建設プロジェクトの開始に合わせて
プロジェクトメンバーにハイスペックなワークステーションを提供してきた
が、新規マシンの調達からデプロイまでに約2か月間を要し、メンバーの
増減にも柔軟に対応することが難しかった。そこでプラント需要が高まって
きた機を捉えてeVDI環境の導入を検討、概念実証 (PoC) を経て採用を
決定した。その際にeVDI基盤として選択されたのが、クラス最高水準の
性能と拡張性を持つインテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・
ファミリーを搭載したハイパーコンバージド「HPE SimpliVity 380 
Gen10」とコンピュートノードとしての「HPE ProLiant DL380 Gen10」だ。

活発化し始めたプラント建設プロジェクトに
柔軟に対応するためにeVDI環境の導入を決定

1948年の創業以来、総合エンジニアリング企業と
して世界60か国以上でプラントを建設してきた千
代田化工建設は、“未来エンジニアリング－A Grand 
Opportunity for the Future－”を経営ビジョンと
して掲げ、2017年8月には中期経営計画「未来エン
ジニアリングへの挑戦」を策定、経営資源をエネル
ギー／地球環境／デジタルの3分野に集中すること
で、次世代のエンジニアリング総合サービス事業会
社を目指している。

同社では、LNG（液化天然ガス）や石油などの大型
プラントの建設を顧客企業から請け負っているが、
近年の原油価格の上昇に伴ってプラントの需要が高
まり、新たなプラント建設に加えて、今までストップし
ていた案件も急に動き始めるなど、プラント建設プ
ロジェクトが非常に活発に動き始めるようになって
きた。しかし一方で、プロジェクトの実施に際しては
メンバーが利用するハイスペックなマシンを迅速に
調達する必要があった。当時の課題について、同社
の情報システムの企画や管理を担当するITマネジ
メント部 コーポレートICTセクションの石野大介氏
は、次のように説明する。

「プロジェクトではCADソフトを利用して3D CAD
データまで扱うので、メンバーが使用するクライア
ントマシンにはGPUを搭載したハイスペックのワー
クステーションが必要となるのですが、例えばプロ
ジェクト側からは「2～3週間で数十台を用意して欲
しい」というオーダーが来るケースもあります。しか
しマシンの調達からセットアップ、現場への配布には
時間が必要ですし、人もコストもかかる。海外でのプ
ロジェクトならマシンを現地で調達しなければなら
ない場合もあり、我々が現地へ飛んでセットアップを
行うという手間も必要です。現実的にそうした要望
に完全に対応することは非常に困難でした」

また以前、原油価格が低迷していた時期にはプロ
ジェクトの進行が遅滞することもあり、数年間、新し
いワークステーションの調達が難しい時期もあり、
時には在庫のワークステーションを流用するケース
もあったという。

「そこでプロジェクトが活発化してきた今のタイミン

eVDI環境の基盤として
ハイパーコンバージドの
HPE SimpliVity 380 Gen10を採用、
HPE製品への信頼性を高く評価

実は同社では約5年前にも、今回と同じ理由でeVDI
環境の導入を検討したという。しかし当時はまだ同
社の要件に見合うだけのハイスペックな環境を実現
できるだけのインフラが整っていなかった。当時の
状況について、千代田システムテクノロジーズ株式
会社 IT事業本部 ITサービス事業部インフラサービ
スセクションの小谷直人氏は、次のように振り返る。

「当時はGPUの処理速度も遅く、仮想デスクトップ上
で稼働するCADソフトの機能も十分ではありません
でした。ハードウェア、ソフトウェアの両面で我々の要
件を満たすような製品はまだ提供されていなかった
のです」

それから5年が経ち、NVIDIAの仮想GPUテクノロ
ジーが登場した。これにより複数の仮想マシンでハ
イスペックなGPUパワーを共有することが可能と
なった。またプラント需要の高まりも追い風だった。
このタイミングを捉えて同社はPoCを実施、eVDI環
境の実効性を検証した。

そして2017年8月からは本番環境として採用する
製品の選定に移り、最大利用者数を数百名、当初の
ユーザー数を50名程度と想定し、ハイスペックな
eVDI環境を提供できること、プロジェクトメンバー
の急な増減にも柔軟に対応できること、簡単で高速
かつ正確にバックアップが実行できること、海外など
の遠隔地からもリモートでストレスなく利用できる
ことなどを具体的な要件として挙げた。

製品選定にあたっては、数社からの提案を比較検討
し、最終に採用を決定したのが、クラス最高水準の性
能と拡張性を持つインテル®  Xeon® プロセッサー・

千代田システムテクノロジーズ株式会社
IT事業本部 ITサービス事業部
インフラサービスセクション
小谷 直人 氏

千代田システムテクノロジーズ株式会社
IT事業本部 ITサービス事業部
インフラサービスセクション
栗本 康平 氏

グでメンバーの利用するクライアント環境を、調達
もデプロイも容易なエンジニアリング仮想デスク
トップ環境（eVDI）環境に刷新しようと考えました。
そこで2017年2月頃から約半年をかけて概念実証 
(PoC) を実施、その検証結果を踏まえて、最終的に
eVDI環境の導入を決定しました」

インテル® Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー搭載

Page 2Case Study
千代田化工建設株式会社 建設

業界



千代田化工建設株式会社のeVDI環境

スケーラブル・ファミリーを搭載したハイパーコン
バージド「HPE SimpliVity 380 Gen10」だった。シ
ステムの導入は、HPE PointnextによるeVDIプロ
フェッショナルサービスと住友重機械工業グループ
で ITソリューションを提供している株式会社ライト
ウェルが共同で行った。

HPE SimpliVity 380 Gen10は、従来のような
サーバー／スイッチ／ストレージの3層で構成され
る“3Tier”のシステム形態に対して、これら3つの要
素全てを2Uのラックマウントに収納したアプライア
ンスで、高性能かつ多機能なハイパーコンバージド
インフラストラクチャを実現する製品だ。HPE Sim-
pliVity 380 Gen10を選択した理由について、石野
氏は次のように説明する。

「他メーカーの提案は3Tierだったのですが、やはり
VDIといえばハイパーコンバージドというイメージ
がありました。ただハイパーコンバージドは今回初め
てのチャレンジとなります。その時に我々が長年稼
動している基幹システムのサーバーがHPE製品で
した。インフラ担当者もよく知っているし、何よりも
HPEのサポートが適切でした。PoCで利用した他
メーカー製品の知見もそれなりに溜まっていたので
すが弊社のマネジメントの『HPE製品には信頼感や
安心感がある』という一言が決め手になりました」

こうして同社はHPE SimpliVity 380 を3台導入
し、2台をeVDI環境の管理とストレージ用に割り当
て、1台をバックアップサーバーとして利用、また
eVDIホストとして利用するコンピュートノードとし
て、NVIDIA Tesla P40を搭載したHPE ProLiant 
DL380 Gen10を3台導入した。カットオーバーは
2018年4月だ。

HPE SimpliVity 380 Gen10だけで
高速かつ正確なバックアップ環境を実現、
別建てで用意する手間やコストも一切不要

石野氏はHPE SimpliVity 380 Gen10の導入時、
「バックアップ環境をどうするかは導入後に別途考え
ようと思っていた」と話すが、HPE SimpliVity 380 
Gen10では、本体だけで高速かつ正確なバックアッ
プ環境を構築することができる。

「これまで物理的なワークステーションを使っていた
時にはバックアップ自体を取る仕組みがなく、プロ
ジェクトメンバーに『貴重なデータはファイルサー
バーに保存しておいてください』と連絡するぐらい
で、そうした対処を取っていないユーザーのマシン
が壊れた時に復旧する術はありませんでした。それ
がHPE SimpliVity 380 Gen10を導入したことで、
今では1日1回、2世代分のバックアップを取ることが
可能になりました」（小谷氏）

このHPE SimpliVity 380 Gen10のメリットについ
て、千代田システムテクノロジーズ株式会社 IT事業
本部 ITサービス事業部インフラサービスセクション
の栗本康平氏は、さらに次のように続ける。

「バックアップ環境を構築するためには、多くの場合、
バックアップ製品やバックアップサーバーの導入、設
計構築をしなければなりません。その際にはハード
ウェアとソフトウェアの親和性や互換性などを考慮
する必要もあり、それらはハードルが高く時間もかか
る作業です。

しかしHPE SimpliVity 380 Gen10ではバックアッ
プ機能がデフォルトで提供されており、それを活用す
ることでバックアップ環境を容易に構築できる点は、
HPE SimpliVity 380 Gen10の優れているところ
だと思います」（栗本氏）

NFS

HPE ProLiant
DL380 Gen10

Compute
Node

Tesla P40

HPE SimpliVity 380 Gen10
eVDI環境に柔軟な対応を実現するHCI

・最小構成2ノードからスタート
・GPUをサポートし、汎用サーバーを「HCIコンピュート
ノード」として増設
・高速かつ正確なバックアップ環境を実現

NVIDIA Tesla P40
eVDI環境にてグラフィックス性能を向上させる
ハイエンドGPU

・24GBビデオメモリを搭載し、3840コア
・GPUの仮想化により、複数のユーザーが1台のGPUを共有
・ユーザーが仮想環境上で感じるタイムラグを低減

HPE SimpliVity
380 Gen10 メイン

HPE SimpliVity
380 Gen10 バックアップ

VDI管理サーバー群が稼働
ストレージ領域として利用eVDIホストとして利用

バックアップサーバー
として利用

SimpliVity
Federation

Page 3Case Study
千代田化工建設株式会社 建設

業界



“HPE SimpliVity 380 Gen10は、ハードウェアの調達期間や、あるいは
物理マシンの一時保管スペース、デプロイ作業の人件費等を削減して
くれるものです。また以前のように在庫のワークステーションをやりくり
してもらう必要性も下がりました。これは大きな効果だと言えます”

̶千代田システムテクノロジーズ株式会社
IT事業本部　ITサービス事業部　インフラサービスセクション
小谷 直人 氏

• HPE SimpliVity 380 Gen10
• HPE ProLiant DL380 Gen10

ソリューション概略

導入ハードウェア

詳しい情報
HPE SimpliVity 380 Gen10 に
ついてはこちら

hpe.com/jp/simplivity

重複排除機能により
ストレージ容量の削減にも大きな効果

さらにHPE SimpliVity 380 Gen10の圧縮・重複
排除機能は、ストレージ容量の低減にも大きな効果
をもたらした。

「現時点では約50名分を想定してeVDI環境を利用
していますが、圧縮・重複排除率は実に80％以上
で、劇的な削減効果だと言えます。そもそもストレー
ジ容量を多めに見積もってもらっていた訳では全く
ありませんが、これはHPE Simpl iVity 380 
Gen10の圧縮・重複排除機能が十二分に効いてい
る何よりの証拠だと考えています」（石野氏）

またHPE SimpliVity 380 Gen10は、デスクトップ
環境のデプロイ作業の軽減にも大きく寄与している。

「今までは新規ワークステーションの調達に約1か
月、マシンが手元に届いてから段ボールから出し、そ
こからのセットアップ作業に1～2週間が必要で、
トータルで約2か月間かかっていました。それが今で
は最初に一度ベースとなる環境を作ってしまえば、1
台1時間程度で仮想デスクトップを作ることができ
るようになりました」（小谷氏）

最後に石野氏は今後の取り組みとして、eVDI環境
の利用をさらに拡大していくこと、また海外からの
eVDI環境の利用も運用に載せることを挙げる。

「ユーザーの要望もあるので物理マシンを完全にな
くすことはできませんが、基本的にはあと数百台
残っている既存のワークステーションを順次、eVDI
環境に置き換えていこうと考えています。またユー
ザーからは、今までハイスペックなハードウェアでな
ければ動かせなかったアプリケーションを、今の
eVDI環境なら動かせるのではないかという声も
上ってきていますし、海外からインターネット経由で
eVDI環境を利用できるようにもしたい。オンプレミ
ス環境だけで解決できなければ、クラウド環境の併
用も検討する必要があるでしょう。そうなればHPE 
SimpliVity 380 Gen10の拡張と同時に、パブリッ
ククラウドも利用するハイブリッドな IT環境の実現
も視野に入れなければなりません。これからそうし
た検証を行っていく予定です」（石野氏）

「今回正式な発注からカットオーバーまでを実質2か
月強で完了できたのは、製品としてのHPE Sim-
pliVity 380 Gen10が優れていたことに加えて、
HPEの営業担当者や豊富なノウハウを持つサポー
トスタッフの方々がいてくれたからです。皆さんの
“人間力”があってこそ、我々にも大きな安心感が
あった。これからも引き続き、きめ細かいサポートを
期待したいと思います」（栗本氏）

「本来ならちょうど今頃バックアップ環境の設計や構
築、テストをしているタイミングですが、HPE Sim-
pliVity 380 Gen10を選択したことで導入後に考え
なければならない課題が1つ減りました。これもまた
非常に大きなメリットです」（石野氏）

ぜひご登録ください

お問い合わせはこちら
カスタマー・インフォメーションセンター

0120-268-186  (または03-5749-8279)

月曜日～金曜日 9:00～19:00
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始、および5月1日お休み）
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