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課 題：
タブレット端末を活用した迅速な業務
プロセス改革

みずほ銀行では 2015年に、役職員全員の利用を目
的に約 23,000台の iPadを導入しました。その取
り組みについて、IT・システム統括第一部 戦略情
報基盤システム推進チーム 次長の戸谷友彦氏は、

次のように切り出します。「当行では、2013年から
営業店の渉外担当用として約 4,500台の iPadを
導入してきました。すると、お客さまが知りたい情報
をタイムリーにご提供できるようになり、パンフレッ
トや申込書の電子化により事務処理の時間も短縮
できるといった、具体的な効果が得られるようにな
りました。そこで、次のステップとして全行への効果
を狙い、全役職員向けに 23,000台への拡大を実

23,000台のタブレット端末を全役職員に配布。 
Citrix XenAppとCitrix X1 Mouseの導入で既存の行内
アプリケーションを有効活用し、業務プロセス改革を加速

「One MIZUHO」というスローガンを掲げるみずほ銀行は、国内最大級の顧客基盤
や国内外の拠点ネットワークを有するリーディングバンク。国内に 421の本支店と
40の出張所を備え、銀行・信託・証券の一体戦略と、法人個人の一体戦略を推進し、
多面的かつ有機的な総合金融サービスを提供しています。また、ITへの取り組みも
積極的で、2012年から銀行サービスの一層の向上のために iPadの導入を開始、
2015 年にはワークスタイル変革を目的に 2 万台を超える規模に拡大しました。
そして、iPadから既存のWindowsアプリケーションを活用するために XenApp
を採用、併せて X1 Mouseを試行活用し、業務プロセス改革を加速しています。

● タブレット端末導入にあたっての、 
既存 Windowsアプリケーション 
への対応

● タブレット端末使用時の、Windows
アプリケーションの操作性向上

● XenAppにより、タブレット端末から
既存 Windowsアプリケーションを
改修することなく活用

● X1 Mouseの試行活用により、タブ
レット端末からの Windows アプ
リケーションの操作性向上を期待

● 外出先からもワークフローを処理でき
るようになり、業務の効率化を実現
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・ Citrix XenDesktop 
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・ Citrix XenDesktop 

Enterprise Edition
・ Citrix X1 Mouse

既存の行内業務アプリケーションにも
タブレット端末から安全にアクセスし、
業務プロセス改革を一層加速したい 
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施しました。行内では業務ごとに端末が分かれて
いるため台数も多く、設置スペースの問題もあり1
人1台の PC環境がありませんでした。iPadな
らば全員に端末を提供することができ、全社一丸
となったワークスタイル変革を推進できると考え
たのです」。
一方で、iPad が普及する以前に構築された行
内システムの多くは、Windows と Internet 
Explorerの利用を前提に開発されたWebアプ
リケーションが多く、iPadで利用しようとすると
正しく動作しないという問題に直面していました。
その理由について、IT・システム統括第一部 戦略
情報基盤システム推進チーム 調査役の津田宜秀
氏が補足します。「独自に構築した稟議系や総務
系のワークフローシステムは、Internet Explorer
でアクセスすることを前提に開発された Web
アプリケーションだったため、iPadからは利用
できませんでした。また、このWebアプリケー
ションを iPad用に改修するとかなりの開発コス
トがかかるため、どのように対応するかが課題
でした」。

ソリューション：
行内アプリケーションの仮想化で 
導入実績のあったXenAppを採用し、
既存のアプリケーションを iPadから
活用

iPadでワークフローシステムを利用する方法と
して、IT・システム統括第一部では、2012年か
ら導入してきた XenAppによるアプリケーション
仮想化に注目しました。システムの構築に携わっ
たみずほ情報総研株式会社 共通インフラ事業部
第 4 部 情報基盤第 3 チーム ミドル基盤課の
髙橋篤史氏は、その経緯を説明します。「Internet 
Explorer 用に開発されたWebアプリケーショ
ンを利用するために、2012年から XenAppに
よるアプリケーション仮想化基盤を構築していま
した。そこで、iPadからの既存アプリケーション
へのアクセスにも XenAppを使えないか検討

することにしたのです」。 みずほ情報総研では、
Citrix Receiver for iOSを利用すれば、XenApp
で展開するワークフローシステムを改修すること
なく iPadから利用できることを確認しました。
「XenAppならば、大幅にコストを抑えたタブ
レット端末活用を実現できると考えました」と
髙橋氏は XenAppをみずほ銀行に提案した理由
を話します。みずほ銀行の IT・システム統括第一
部もこの提案に注目しました。「XenAppであれ
ば、最少の投資で iPadから既存アプリケーショ
ンにアクセスできる環境を構築できるとわかっ
たのです」と津田氏は選定のポイントを指摘し
ます。
戸谷氏は、XenAppを採用した狙いについて次
のように付け加えます。「XenAppの導入目的は、
iPadからWindowsのワークフローシステムを
利用するという行内の強い要望に応えるため
です。 iPadで XenApp上のアプリケーションを
操作できる X1 Mouseが提供されていること
も、大きな魅力のひとつです」。

導入効果：
外出先からもワークフローを処理でき
るようになり、業務効率化を実現

XenAppの採用が決まると、2015年 4月からシ
ステムの構築がスタートしました。そして、約 6ヶ
月の開発期間を経て、2015年 10月から1,500

名の利用を想定した
運用が始まりました。
「現在、役職員とモデル
支店の行員が、iPad
から XenAppのアプ
リケーション仮想化
環境にアクセスして、
ワークフローシステム
を利用しています」と
津田氏は構築された
システムの概要を説明

します。iPadからワークフロー処理が行えるよ
うになり、利用者からの評価も得られています。
「我々も実際に使うようになって、便利さを実感し
ています。例えば、会議のために別のオフィスに外
出しているちょっとした合間に、iPadで部下から
の申請などを承認できるので、業務の効率化と迅
速化につながっています」と戸谷氏は成果を語り
ます。
システムの構築に携わったみずほ情報総研株式会
社 金融ソリューション第 3部 第 4チーム 次長の
天笠弘伸氏も、今回のシステムを次のように評価
しています。「既存のアプリケーションに手を加え
ることなく iPadから使うことのできるアプリケー
ション仮想化ソリューションは、我々にとって願っ
たり叶ったりの、優れたテクノロジーでした。そし
て、XenAppと Receiver for iOSのおかげで、
短期間で実用的な行内アプリケーションへの安全
なアクセス環境を構築できました」。

今後のプラン：
iPadから利用できるXenApp環境を
全行員向けに整備し、業務プロセス
改革を一層加速

役職員とモデル支店を中心に iPadから既存アプ
リケーションを利用できるようになった同行では、
利用の範囲をさらに広げていく計画です。「効果
を確認した上で、最終的には全行員が利用できる
ようにするために、XenApp環境を拡張すること
を検討していきます。その際は、クラウドの活用な
どによるシステム構成の整備も想定しています」
と津田氏は説明します。
また、在宅勤務も視野に入れ、iPadから仮想デス
クトップにアクセスできる環境など、行員の働き方
に合わせて柔軟に拡張していく検討も進めていま
す。「今後もみずほ銀行では、ITを活用した業務
プロセス改革を加速していきます」と戸谷氏は締
めくくりました。
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