
業務に最適化されたクライアント環境の 
検討・導入・運用を丸ごとコーディネート 

仮想ワークスペース トータルソリューション 

時間や場所にとらわれず、いつでもどこでも仕事ができる―― 
日立グループの豊富な知見で、ビジネスを進化させる働き方改革へ 
生産性向上や労働人口減少といった課題を背景に、 
企業が従業員の働き方を見直す動きが広がる中、 
時間や場所の制約を受けない、より自由で柔軟なクライアント環境を 
提供する「仮想ワークスペース」が注目を集めています。 
日立の「仮想ワークスペース トータルソリューション」は、 
仮想ワークスペースを実現するためのさまざまな課題をワンストップで解決。 
お客さまの働き方改革の推進を力強くサポートします。 

VDI：Virtual Desktop Infrastructure 

  働き方改革は喫緊の課題だが、 
何から手を付ければ 
いいのだろうか…？ 

  VDIの導入経験がなく、 
端末のレスポンスや 
運用管理が不安だ… 

ユーザーの利便性と 
セキュリティ統制の 

バランスをどうするか…？ 柔軟なクライアント 
  環境が望ましいが、 

導入・運用コストが心配だ… 

IT部門の悩み 

 
 

クライアント環境のIT課題を洗い出すコンサルティングと 
端末やVDI基盤の導入・運用をワンストップで提供 

●日立グループ内の大規模VDI基盤運用や約20万台の端末管理、顧客へのSI・導入ノウハウなどを活用 
●お客さまの業務特性に応じて最適化されたクライアント環境を容易に構築・導入 
●業務の環境変化に柔軟に対応しながら、利用部門のサービスレベルを向上させ、IT部門の運用負荷を軽減 

BPO：Business Process Outsourcing 

クライアントインフラ・グランドデザイン コンサルティングサービス 
クライアント環境のIT課題を明確化し、グランドデザインを策定 
セキュリティ統制 利便性 Windows® 10 移行 

統合クライアントサービス 
端末の導入・運用パターンをBPO化 

      VDI基盤サービス 
パターン化した構築済みVDI基盤を提供 

お客さま 

  日立 

クライアント端末 VDI基盤（OA/3D-VDI） 

機器調達・事前設定・稼働監視・ソフト配信・障害対応・サポート窓口 

端末・VDI基盤の統合管理 
IT部門の運用負担を軽減 

セキュリティ統制や安定稼働に貢献 

導入 
・ 
運用 

計画 

 そこで･･･ 
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※本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。 

・HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。 
・VMware、AirWatch、およびHorizonは、VMware, Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。  
・Microsoft、Windows、Office 365 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 
・その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。 

●記載の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。 
●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。 
なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。 

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ 
 
■ 製品情報サイト 
   http://www.hitachi.co.jp/vdi/workspace/index.html 
 

■ インターネットでのお問い合わせ 
   http://www.hitachi.co.jp/vdi/ask/index.html 

3つのサービスで働き方改革を強力にサポート 

●クライアント環境のIT課題を明確化し、グランドデザインを策定 
お客さまのクライアント環境におけるセキュリティや運用のポリシー、業務内容を踏まえて課題を洗い出し、 
適切な端末やVDI基盤を組み合わせた提案を行います。システム検討にあたっては、Microsoft® Office 365® など
パートナー企業のクラウドサービスの活用を含め、お客さまの課題に応じて幅広く対応します。 

クライアントインフラ・グランドデザイン コンサルティングサービス 

●IT部門の端末導入・運用業務を代行 
端末導入から運用に関わるIT部門の業務を代行する
BPOサービスです。専用ポータルを介した端末運用・障害
対応などのハードウェア管理と、VMware AirWatch®

を活用した端末の稼働管理やソフトウェア更新など
のソフトウェア管理を支援。IT部門における運用負荷
の軽減とセキュリティ統制の強化を実現します。 

●VDIシステムの構築を迅速かつ容易に実現 
お客さま指定のデータセンターに、構築済みのVDI基盤
を提供するサービスです。システムの一括購入が可能
な「Hitachi Unified Compute Platform かんたん
VDIモデル」と、月額課金で利用できる「かんたんPrivate 
DaaS」の2つのサービスを提供しています。通常のOA
用途だけでなくグラフィック処理にも対応。VDIソフト
ウェアとしてVMware Horizon®もサポートしています。 

統合クライアントサービス VDI基盤サービス 

DaaS：Desktop as a Service 

【要件を明確化し、全体概要を設計するグランドデザインの進め方】 
現状分析 

課題や関心事についての 
ヒアリング、現行の環境に関する 

アセスメントを実施 
 

要件・課題整理 
利用から運用まで 

テーマに合わせた要件と 
課題の深掘りと整理 

方針まとめ 

要件・課題から構成案を作成し 
システムイメージを共有 

1 2 3 

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」、 
「使用上のご注意」などをよくお読みのうえ、おまもりください。 安全に関するご注意 
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