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課 題：
安全かつ業務効率を向上するための 
IT 基盤の構築

大分銀行が仮想デスクトップ基盤の導入を推進
してきた背景について、事務統括部 システム企画
グループ 推進役 植木裕二氏は、次のように説明
します。
「2013 年に当行の事務部門とシステム部門が統
合されて、行内の業務改革やシステム改善を推進
することになりました。当時、行内では大きく 3
つの課題を抱えていました。それは、安全で利便

性の高いインターネットへの接続、Windows 

XP のサポート終了
に伴うクライアント

PC のリプレイス、
そしてタブレットな
どのモバイル端末
の活用でした」。
同行では安全性を
最 優 先して、イン
ターネットを利用す
る端末は行内 LAN

から完全に分離し、

約2,000台の仮想デスクトップ環境を構築し、安全なWeb
閲覧環境と渉外担当者のモバイルアクセス基盤を実現

銀行業務を通じて、地域社会の繁栄に貢献することを経営理念に掲げている大分
銀行。行員一人一人が「感動を、シェアしたい。」というブランドスローガンを共有し、
地域社会の発展に寄与するサービスを遂行しています。この一例として、大分市の
中心には、地域密着型金融を実現するフラッグシップビル、「宗麟館」が設立されま
した。その大分銀行では、2013年からシトリックス コンサルティング サービスを
活用しCitrix XenAppとCitrix NetScalerを導入、業務効率の改善と顧客サービ
スの向上を促進しています。

● 行内からの安全なインターネット 
アクセス

● Windows XPのサポート終了に 
伴う端末のリプレイス

● 渉外担当向けの安全なタブレット
端末活用の仕組み

● Web閲覧専用環境を構築し安全性
を確保

● シンクライアント端末と仮想デスク
トップ導入により古いアプリケーション
の互換性を維持しコストを低減

● 仮想デスクトップ基盤の活用で渉外
活動時も安全性と利便性を両立
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会社概要

本　店 ：大分市府内町3丁目4番1号
設　立：明治 26年 2月 1日
資本金：195億 9,843万 2,500円  
（平成 27年 3月 31日現在）
店舗数：98ヵ店（本支店・出張所）
上記のほか代理店 4ヵ店、 
香港駐在員事務所、東京事務所
従業員数：1,699名

導入製品・サービス

・ Citrix XenApp
・Citrix XenDesktop
・Citrix NetScaler MPX
・Citrix NetScaler SDX
・シトリックス コンサルティング 
サービス
・シトリックス エデュケーション 
サービス

宗麟館について

大分市の中心に位置する、地域密
着型金融を実現するフラッグシップ
ビル、「宗麟館（そうりんかん）」。
同館では、地域活性化のために「大
分市中心部の賑わい創出」や「大分
県各地域の情報発信」、「事業者の
ビジネス支援」などの活動を推進
しています。
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安全なWeb 閲覧環境、
古いアプリケーションの有効活用による
コスト削減、さらに渉外活動における
安全なタブレット端末活用を実現し
一層のサービス向上に取り組みたい 
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行内仮想デスクトップ環境

NetScaler MPX
（負荷分散装置）

インターネット接続環境

行内サーバ統合基盤環境

行内ネットワーク環境

Citrixファーム

XenApp 7.6

Provisioning Services

XenApp 5 XenDesktop 7.6 

シンクライアント端末 （2,000台）

NetScaler SDX （統合負荷分散装置）

XenApp 7.1
（サーバー共有デスクトップ）

： インターネット接続時のアクセス経路
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外部のプロバイ
ダーを介してア
クセスしていまし
た。そのインター
ネット経由で得ら
れたデータは、行
内の厳密な承認
基準を経た USB

メモリーによって
受け渡しをして
いたため、行員に

とって負担となっていました。また、2014 年 4
月のWindows XPサポート終了に伴い、古い端
末のリプレイスによって動作しなくなる可能性の
あるアプリケーションの改修コストも懸念され
ました。さらに渉外担当の行員からは、より迅速
に安全にお客様先で対応するために、タブレット
端末を活用できないか、という要望も上がってい
たのです。こうした課題を解決するために、植木
氏は国内外の先進的な事例やテクノロジーをリ
サーチし、シトリックス製品を活用したソリュー
ションに注目しました。

ソリューション：
XenApp、NetScaler SDXの導入と
シトリックスコンサルティング 
サービスの活用

「最初に解決に取り組んだのは、セキュアなイン
ターネット接続の実現でした。そこで、DMZ（非
武装地帯）に XenAppを導入して、行内 LANか
ら分離されたWeb閲覧環境を構築しました」と
植木氏は一つ目の解決策を紹介します。構築
されたシステムは、行内の端末から NetScaler 

MPXを通じて、XenApp上の Internet Explorer 

10 を利用する仕組みです。この方式によって、

Web閲覧を起点にした情報流出のリスクを低
減し、かつブラウザの管理も効率的に行える環境
が実現しました。
「続いて、Windows XP のサポート終了に対応
するために取り組んだのが、行内端末のリプレ
イスとデスクトップ仮想化でした。検討の段階で
は、何社かのデスクトップ仮想化製品を比較しま
したが、テクノロジーはもちろん、コンサルティン
グやエデュケーションも含めたサービス力の圧
倒的な優位性からシトリックスを採用しました。
また、仮想デスクトップの安定的な稼働と、LAN

内のマルチベンダー環境への対応、そして将来的
なモバイル端末の認証などを考慮して、負荷分散
システムに NetScaler SDXを採用しました。シ
ステム導入にあたっては、シトリックスのコンサ

ルティングサービスを採用したことで、綿密な事
前検証やサイジングにも取り組むことができまし
た」と植木氏は二つ目の解決方法を説明します。
また、行内で利用している業務アプリケーショ
ンを調査した結果、最新のクライアント OSと

Webブラウザでは利用できないシステムがあ
ることがわかりました。しかし、これらアプリケー
ションの改修には時間もコストもかかるため、

XenApp を活用することで互換性を維持し、課
題を解決しました。「古い行内システムの利用に
は、XenApp上の Internet Explorer 6からア
クセスすることで、互換性を維持しています」と
植木氏は対応策を話します。
そして、三つ目の課題に取り組んでいた事務統括
部 システム企画グループ 推進役補の那波浩幸氏
は、その解決策について次のように振り返ります。
「実は、XenAppによる仮想化基盤を構築したこ
とによって、三つ目の課題だった安全で利便性の
高いタブレット端末の活用にこの基盤がそのまま
使えるという恩恵が得られました」。

導入効果：
安全なWeb閲覧環境、 
アプリケーション改修コストの低減、
さらに日々の運用管理業務も軽減

仮想デスクトップ導入による行内端末からの安
全な Web閲覧環境の実現と、シンクライアント
端末へのリプレイスは、銀行業務に大きく貢献す
る高度なセキュリティの確保や業務効率の向上
を実現し、導入コストの削減にもつながりました。
「新規の OSやWebブラウザに対応するために

旧システムを改修していたら、時間もコストも仮
想デスクトップ導入に比べて数倍の負担になって
いたと思います。加えて、現場からは仮想デスク
トップ導入後は端末の起動やアプリの動作が速
くなったという評価が得られています」と植木氏
は導入の成果を評価します。「実は今回のシステ
ム構築によって、我々の業務負担も大きく低減さ
れました。その代表的な成果が、行内に提供して
いるサポートデスク業務の大幅な負担の軽減で
す。トラブルが発生しても端末を交換するだけな
ので、行員の業務にも支障をきたしません」と植
木氏はさらなる導入の成果を語ります。

今後のプラン：
ワークスタイル改革への取り組みで
一層のサービス向上を図る

シトリックスのソリューションによって、IT基盤
の集中化やアプリケーション互換性の維持、さら
には情報漏えいリスクの極小化に成功した大分
銀行では、すでに次のステップに向けた全体構想
を描き、その実現に向けた計画を推進しています。
「今回の構築基盤を活用して、今後はワークスタ
イル改革に取り組んでいく計画です。当面の予定
は、仮想デスクトップ基盤を活用して、渉外担当者
がタブレット端末からイントラネットを利用でき
るようにしていきます。また、在宅勤務や災害対策
などに対応できる自宅からの利用なども検討し
ています」と那波氏は今後の構想を語ります。
大分銀行では、今後もシトリックスのソリュー
ションを活用し、さらなる銀行業務の効率化やお
客様サービスの向上に取り組んでいく考えです。
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