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Citrix XenDesktop® を利用したシスコ デスクトップ仮想化ソリューションは、

Cisco Unified Computing System（以下 Cisco UCS）、Intel Xeon® プロセッサ、

Citrix デスクトップ仮想化テクノロジー、NetApp ストレージを組み合わせて、仮想デス

クトップとアプリケーションのホスティング、保護、最適化のための費用対効果の高いソ

リューションを実現します。 デスクトップ仮想化ソリューションを導入している組織では、

Cisco UCS B250 M2 拡張メモリ ブレード サーバを使用することで、多くのユーザの

サポートや、サーバの追加による拡張が可能になり、さまざまなメリットを得られます。

Intel と Citrix の主要テクノロジーを搭載したシスコ デスクトップ仮想化ソリューションは、

管理性、安全性、エネルギー効率、生産性を高めることでデータ センター インフラスト

ラクチャのコスト削減を可能にし、従来型のデスクトップ環境よりも TCO を削減できま

す。 
このホワイトペーパーでは、3 つの投資回収モデルについて分析しました。こ

の分析では、シスコ デスクトップ仮想化ソリューションの投資回収期間は次のような結

果になりました。 
• デスクトップ管理のコスト削減効果のみの場合は、24 か月以内 
• 消費電力やノート PC の紛失（盗難を含む）によって生じるコストの削減効

果を追加した場合は、17 か月以内 
• 生産性向上によるコスト削減効果を追加した場合は、4 か月以内

Cisco UCS ブレードサーバによるデスクトップ仮想化に伴うコスト回収効果 

わずか 4 か月で回収 

デスクトップの展開、運用管理、セキュリティ、省電力、非効率性を削減し、 

従来型のデスクトップへの投資スタイルを一新します 
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デスクトップ管理とアプリケーション管理の簡素化により、2 年足らずで

コスト削減効果を実現 
シスコ デスクトップ仮想化ソリューションは、デスクトップ管理に簡素化と一貫

性をもたらします。従来はユーザ単位で実行する必要があった管理タスクの多くを、離

れた場所から、すべてのクライアント デバイスに対して同時に実行できるようになり、

何時間もかかっていた作業が数分に短縮されます。 

Cisco UCS Manager は、組み込み型のモデルベースの管理アプローチのた

め、ファームウェアの改訂から BIOS 設定、ネットワークやストレージの接続など、詳細

な設定をすべて網羅するサーバ設定ポリシーを IT 部門で定義できます。ポリシーを定

義したら、個々のサーバをそのポリシーに基づいて、従来の方法よりも短時間かつ少

ないステップで展開できます。このような自動化により、仮想デスクトップを短時間で本

番稼働環境に追加できるため、従業員の生産性が大幅に向上し、展開に伴う IT コスト

も抑えることができます。 

弊社の試算では、シスコ デスクトップ仮想化ソリューションにより、部分的に管

理される従来型のデスクトップに比べて、デスクトップ、OS、アプリケーション管理の運

用コストを大幅に削減できます。このコスト削減効果だけでも、ソリューションの投資コ

ストとデータ センターの運用コストを 2 年未満で回収できます。2009 年の TCO レ

ポートでは、部分的に管理されるデスクトップ PC に比べてデスクトップ仮想化は、ユー

ザ 1 人あたり合計 360 ドルのコスト削減効果があると試算しています。1 ここでのコス

ト削減効果では、ユーザ 1 人あたりのデスクトップとアプリケーションの管理コストにこ

のレポートの試算を使用していますが、人件費の上昇を考慮して、これらのコストに毎

年 3 % ずつ上乗せしています。図 1 は、部分的に管理される従来型のデスクトップと

比較した場合のシスコ デスクトップ仮想化ソリューションのデスクトップと管理のコスト

削減効果をまとめたものです。デスクトップとアプリケーションの管理の簡素化と効率

的によってコストを削減できることを示しています。 

 

                                            
1 「TCO Savings with XenDesktop Virtualization」、Citrix（http://www.sata.ca/file/CostSavingsWhitepaper.pdf [英語]） 

http://www.sata.ca/file/CostSavingsWhitepaper.pdf
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追加のコスト削減効果により、投資回数期間をさらに数か月短縮 
導入企業の要件、現在の運用方法、提供モデルの選択、クライアント デバイス

によって、コストモデルとコスト削減効果は変わってきます。2 番目のモデルでは、エン

ドポイント デバイスの消費電力とノート PC の紛失（盗難を含む）から生じるコストの削

減効果を計算します。また、この項の最後では、セキュリティのコスト削減効果につい

ても説明します。 

• 省電力によるコスト削減： デスクトップ仮想化を使用すると、デスクトップの消費電

力をさまざまな形で削減できます。たとえば、ホスト型モデルでは、デスクトップの

ワークロードとエネルギー需要が PC からデータ センターに移り、省電力型のシン 
クライアントの使用が可能になります。さらに、PC 電源の適切な管理手法を導入し、

Intel vPro™ テクノロジー搭載のエネルギー効率に優れたクライアントを使用するこ

とにより、より多くの PC に対してスリープ/スタンバイ/休止機能の使用を IT 部門側

で強制することもできます。このホワイト ペーパーでは、既存の PC の転用を想定し

ているため、クライアント デバイス 1 台あたり年 6 W の電力削減（デバイス 1 台あ

たり年間約 10 ドルのコスト削減効果）として計算に含めています。 
• ノート PC の紛失や盗難によって生じるコストの削減： データ セキュリティの向上、

ウイルスやその他の攻撃からの保護、物理的なセキュリティにより、さらなるコスト

削減効果を得ることができます。これには、ノート PC の紛失に伴うセキュリティ コ
ストの削減効果も含まれます。Intel が Ponemon に委託して 2010 年に実施した

調査によると、機密データが保存されていないノート PC を紛失した場合のコスト

は 1 台あたり 4,078 ドル、暗号化されていない機密データが保存されている PC 
の場合は 56,165 ドルで、ノート PC 全体の 1 台あたりの平均コストは 25,454 ド
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図 1：シスコ デスクトップ仮想化ソリューションにより、デスクトップ管理とアプリケーション管理の効率化だけ

でコスト削減効果を 2 年未満で実現可能 
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ルになると試算されています。2 多くの企業で毎年何台ものノート PC が紛失して

います。Ponemon の調査では、従業員数 1,000 ～ 5,000 人の企業での（盗難ま

たはその他の原因による）ノート PC の紛失は年間で平均 2.28 % で、調査対象

の 329 の組織全体では、年間で 2.32 % になっています。紛失には、盗難と判明

しているまたはその可能性があるケースや、ただ見つからないケースが含まれま

す。回答によれば、紛失したノート PC の半分近くには、重要なデータや機密デー

タが保存されていると考えられます。当社のクライアント システムの 400 台がノー

ト PC とすると、これに 2.28 % の紛失率を当てはめると、従来型のソリューション

でもシスコ デスクトップ仮想化ソリューションでも年間 9 台なくなることになります。

シスコ デスクトップ仮想化ソリューションの場合、紛失コストは次の 2 つの理由に

より大幅に低くなります。（1）機密データはノート PC ではなく、データ センターに保

存されるため、PC が盗難にあった場合でもデータは保護されます。（2）ハードウェ

アの障害、盗難などの原因に関係なく、作業成果の損失による機会費用が軽減さ

れます。ここでは、Ponemon の調査結果を使用し、シスコ デスクトップ仮想化ソ

リューションの導入環境で機密データが保存されていないノート PC を紛失した場

合の損失のコストと、従来型のソリューションでノート PC を紛失した場合の 1 台あ

たりの平均コストを計算しています。 
図 1 の管理面でのコスト削減効果に、これらのコスト削減効果を加えることに

より、投資回収期間が 17 か月未満に短縮されます。図 2 は、これらのコスト削減効果

を示したものです。 
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図 2：省電力によるコスト削減効果にノート PC のセキュリティのコスト削減効果を追加した場合、投資回収

期間を 17 か月未満に短縮可能 

                                            
2 「The Billion Dollar Lost Laptop Problem」、米国企業を対象にしたベンチマーク テストの 調査、2010 年 9 月
（http://newsroom.intel.com/docs/DOC-1544 [英語]） 
 

http://newsroom.intel.com/docs/DOC-1544
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ユーザの生産性向上によるコスト削減効果 
シスコ デスクトップ仮想化ソリューションでは、バックアップやセルフ サポートな

どのデスクトップ管理作業に費やす時間を短縮することで、従業員の生産性を向上し

ます。従業員は、時間や場所に関係なく、好きなデバイスを使って、ダウンタイムのほと

んどない環境で柔軟に作業できることを必要としており、IT 部門は、ユーザの要件に

合わせて、ユーザやグループ単位でデスクトップをカスタマイズできます。これにより、

ユーザは IT ポリシーで許可された各自のデスクトップ、ノート PC 、私物のコンピュー

タ、その他のモバイル デバイスから自分のデスクトップや企業のアプリケーションにア

クセスできます。仮想デスクトップであれば、会社や自宅、出張先からでも利用できま

す。シスコ デスクトップ仮想化ソリューションのこのような柔軟性により、生産性を大幅

に向上できます。試算では、シスコのソリューションによって関連領域における従業員

の生産性が向上し、その結果、1 日で 10 分以上、年間で約 40 時間の時間が短縮さ

れ、従業員 1 人あたり年間で 1 週間分の時間を節約することになります。 

図 2 のコスト削減効果に、これらのコスト削減効果を加えることにより、投資回

収期間が 4 か月未満に短縮されます。図 3 は、これらのコスト削減効果を示したもの

です。 
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図 3：生産性向上によるコスト削減効果を追加した場合、投資回収期間を 4 か月未満に短縮可能 
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コスト削減効果が見込まれるその他の領域 
その他のコスト削減効果については簡単に定量化できませんが、ここまでで試

算したコスト削減効果と同等またはそれ以上に、企業にとって重要になる可能性があり

ます。 

移行（マイグレーション） 

Microsoft® Windows® 7 への移行を計画している場合、その前にシスコ デス

クトップ仮想化ソリューションに移行するか、同時に移行すると、時間やコスト、移行に

伴う煩雑さを軽減できます。新しいオペレーティング システムでは、ユーザの生産性の

向上によるコスト削減効果や管理コストの削減効果を得られる可能性が高まります。 

規制への準拠とセキュリティ 

規制に準拠していない場合やセキュリティ違反によるコスト増のリスクのある従

来型のデスクトップ環境では、シスコ デスクトップ仮想化環境ソリューションでセキュリ

ティとコンプライアンスを確保することにより、大幅なコスト削減効果を得られます。この

ような付加価値は、リスクを回避したり、法的な規制に準拠することで価値が提供され

るため、TCO/ROI 分析で定量化することは難しくなります。図 4 は、これらのコスト削

減効果を表したものです。 

コスト削減効果の主な

領域 
従来型のデスクトップ環境の 

問題 

シスコ デスクトップ仮想化ソリュー

ションで 
見込まれるコスト削減効果  

規制への準拠 

企業データと電子メー

ルの保存ポリシーおよ

び義務の順守 

ローカル ストレージがある場合、企

業データと電子メールの保存ポリ

シー/義務の順守を強制することは

ほぼ不可能。 

• すべてのデータはデータ センター

のストレージに保存されるため、企

業データの保存ポリシーの適用が

簡単。 
• 「X 日後/X か月後に削除」などの

企業データの保存ポリシーも適用

可能で、法的責任が問われる状況

での抗弁に不可欠。 

文書の検索 
コンプライアンス作業で行われる文

書の検索には時間がかかり、十分に

検索できない場合がある。 

文書は簡単にアーカイブされ、関連

するすべての内容を検索可能。 

セキュリティ - セキュリティ違反ではソフト面のコストが最も高くなる  

保険費用 

不正なデータ アクセスが発生する

と、保険費用が増加する可能性があ

る。 
 

一元管理されたデータ ストアでデー

タを安全に管理し、ポリシーを適用し

てデータの移動（ローカルとクライア

ント デバイス間のダウンロード/アッ
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コスト削減効果の主な

領域 
従来型のデスクトップ環境の 

問題 

シスコ デスクトップ仮想化ソリュー

ションで 
見込まれるコスト削減効果  

プロード）を制限することで、セキュリ

ティ違反によるコストを回避。 

運用コスト 

データを損失すると、企業は無料の

信用調査契約など、追加コストのか

かる顧客サービスの提供が必要にな

る場合がある。 

一元管理されたデータ ストアでデー

タを安全に管理することで、エンド 
ユーザがローカルに保存した重要

データの損失に伴うコストを回避。 

ビジネスの損失 

 顧客の機密データを紛失した企業

は、顧客の信用や信頼も失うことに

なり、さらに評判の低下によって将

来の顧客も失うことになる。 

顧客の機密データの損失を防ぐこと

で、企業はセキュリティ違反によるソ

フト面のコストを軽減。 

図 4：コンプライアンスとセキュリティ面で見込まれるコスト削減効果 

 

分析方法 
このコスト分析では、小規模から中規模の企業に相当する 1,400 ユーザでシ

スコ デスクトップ仮想化ソリューションの規模を設定しました。弊社のラボで実施したテ

ストでは、15 台の Cisco UCS B250 M2 拡張メモリ ブレード サーバで十分に対応で

きることがわかりました。3 次に、企業について定義しました。企業に関する前提条件

（採用を選択したデスクトップの提供方法など）を付録 B に記載しています。 

計算したのは、ソリューションの購入コストと運用コストです。コストの詳細につ

いては、付録 A を参照してください。 

この分析では、部分的に管理される従来型のデスクトップと比較した場合のデ

スクトップおよび管理コストの削減効果について、Citrix から公式に発表されている試

算を使用しました。これらのコスト削減効果のリストについては、付録 C を参照してくだ

さい。 

この分析の鍵となる前提条件は、クライアント ハードウェアと展開モデルの選

択です。 

展開モデル 
FlexCast™ テクノロジー搭載の Citrix XenDesktop では、さまざまなクライア

ント デバイスにリソースを提供するホスト/ストリーム型の多様なデスクトップおよびアプ

リケーションの提供モデルを実現します。これらのデスクトップ仮想化テクノロジーでは、

                                            
3 http://principledtechnologies.com/clients/reports/Cisco/UCS_VDI_Scaling.pdf [英語] 

http://principledtechnologies.com/clients/reports/Cisco/UCS_VDI_Scaling.pdf
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データ ストレージの一元管理やローカルでのデータ ストアが可能です。デスクトップや

アプリケーションの 1 つの提供モデルがすべてのユーザに当てはまるわけではないた

め、この分析では Hosted VDI デスクトップ提供モデルを取り上げました。このモデル

では、デスクトップ、アプリケーションおよびデータへのオンライン アクセスや、データの

一元管理と保護が可能で、場所に関係なく任意のデバイスにデスクトップ環境を提供

できます。 

Hosted VDI FlexCast テクノロジーでは、サーバ リソースへの依存度が高まり

ますが、これは、システムやアプリケーションがクライアントやエンドポイントではなく、

サーバ上で実行されるためです。その他の FlexCast テクノロジー、特に、オペレーティ

ング システムやアプリケーションを実行するのに、サーバではなくクライアントのローカ

ルの処理能力に依存するテクノロジーでは、サーバの要件やコストが抑えられます。以

下は、利用可能なその他の FlexCast テクノロジーについて簡単にまとめたものです。 

o Local VM デスクトップは、一元管理された単一のインスタンスのデスクトッ

プ管理のメリットをインテリジェンス クライアントでも利用できるようにします。

このテクノロジーでは、ローカルのクライアント リソースを使用して、専用の 

PC 上で複数の仮想マシンを実行します。 

o Streamed Virtual Hosted デスクトップは、環境を固定化、合理化、標準化

して、主要なアプリケーション セットとともにローカル デバイスに提供し、専

用のローカル コンピューティング リソースのメリットを得られるようにします。 

o Hosted Streamed デスクトップは、デスクトップ環境をサーバベースで固

定化および標準化して、主要なアプリケーション セットとともに提供し、どの

デバイスからでもユーザがリモートでアクセスできるようにします。 

o On-Demand Apps は、任意の Windows アプリケーションをデータセン

ターで仮想化、一元化して管理し、ホスティングまたはストリーミングにより、

場所を問わずあらゆるデバイスにすぐに配信できます。 

これらの配信テクノロジーについては、http://flexcast.citrix.com [英語] を参照

してください。 

企業は、これらのテクノロジーと Intel vPro ベースのインテリジェント クライアン

ト デバイスを組み合わせることにより、さらなるメリットを得ることができます。これらの

クライアントにより、ローカル リソースを利用する Local VM デスクトップとオンデマンド 

http://flexcast.citrix.com/
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アプリケーションに対応できます。処理データ量の多いアプリケーションやセキュリティ

違反が起こりがちなアプリケーションが必要な場合でも、最適な方法でアプリケーショ

ンを実行できます。これらのクライアントでは、ビデオなどのデータ量の多い処理をクラ

イアントにオフロードすることで、データ センターにアプリケーションとデータを保持しな

がら、サーバ リソースを減らすこともできます。 

Cisco UCS B 250 M2 拡張メモリ ブレード サーバについて  
Cisco UCS B250 M2 拡張メモリ ブレード サーバは、要求の厳しい仮想化ア

プリケーションに対応し、パフォーマンスと能力を最大限に高めることができます。最大 

384 GB の RAM をサポートし、クライアントのメモリ要件が高い場合でも VDI の拡張

が可能です。 

弊社のテストでは、Intel Xeon プロセッサ X5670 搭載のデュアルソケットの 

Cisco UCS B250 M2 拡張メモリ ブレード サーバを使用しています。ブレードには、

146 GB の SAS ハード ドライブを 2 基搭載していますが、テストでは SAN からブレー

ドを起動するように設定しています。ブレードのシステム メモリの構成は 256 GB です。 

Intel Xeon processor 5600 シリーズについて 
次世代のインテリジェント サーバ プロセッサである Intel Xeon プロセッサ 

5600 シリーズは、電力消費量を自動的に制御し、業界トップのエネルギー効率と、作

業負荷の変化に対応するインテリジェントなパフォーマンスを兼ね備えています。Intel 

Xeon プロセッサ 5600 シリーズ搭載のサーバにより、次世代のデータ センターに対応

したエネルギー効率に優れたパフォーマンスと、セキュアで柔軟性の高い仮想化ソ

リューションが提供されます。 

Citrix XenDesktop について  
Citrix XenDesktop は、ユーザやデバイス、場所を問わず、Windows デスク

トップをオンデマンド サービスに変えます。XenDesktop では、高品位の HDX™ ユー

ザ エクスペリエンスにより、あらゆる種類の仮想デスクトップ、Windows、Web、SaaS 

アプリケーションを最新の PC、Mac、タブレット、スマートフォン、ノート PC 、シン クラ

イアントで迅速かつ安全に利用できます。XenDesktop の詳細については、

http://www.citrix.co.jp/products/xendesktop/index.html を参照してください。弊社の

http://www.citrix.co.jp/products/xendesktop/index.html
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テストでは、Citrix XenDesktop 4 を使用しています。このレポートには、最近リリース

された Citrix XenDesktop 5 を使用した場合のコストも記載されています。 

まとめ  
Intel Xeon プロセッサ搭載の Cisco UCS ブレード サーバ、Citrix 

XenDesktop/XenServer、NetApp ストレージにより、フロントエンドのコストが抑えられ、

デスクトップ仮想化の実装やその他の領域で多くのコスト削減効果が得られます。シス

コのソリューションで従来型のデスクトップ環境からデスクトップ仮想化に移行した場合

の ROI 分析を企業が実施する場合、これらのコスト削減効果とテクノロジーについて

検討することが極めて重要になります。 
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付録 A – コスト 
この分析では、仮想デスクトップ用に 15 台の Cisco UCS B250 M2 拡張メモリ ブレード サーバと NetApp ス

トレージを展開した場合のシート単位のフロントエンド ハードウェアのコストを、ユーザ 1 人あたり 317.33 ドルと試算し

ました。使用したのは、ディスク シェルフ数 4 つの NetApp FAS3040 フィルタです。各シェルフには、300 GB のハー

ド ドライブが 14 基搭載されています。ファイバ チャネル接続を使用して、SAN から Cisco UCS B250 M2 ブレード 

サーバを起動するように構成しました。NetApp X1008A の 10 Gbps 拡張カードを使用して、すべての仮想デスクトッ

プで NFS シェアを作成しました。 

図 5 は、価格を算定した Cisco UCS システム コンポーネントを示しています。この構成は、比較レポートでテ

ストした構成を拡張したもので、追加ユーザ用にフル装備のシャーシを 2 つ追加しています。コストには、初年度のサ

ポートが含まれます。 

数量 Cisco Unified Computing System コンポーネント 

15 

Intel Xeon プロセッサ X5670（2.93 GHz）、256 GB メモリ、SAS ドライブ（146 GB/6 Gb/10,000 
RPM）、UCS M71KR-Q QLogic® Converged Network Adapter（CNA; 統合型ネットワーク アダプタ、2 
つ）を搭載した Cisco UCS B250 M2 ブレード サーバ。これらのブレードは仮想デスクトップをホストしま

す。 

2 

Intel Xeon プロセッサ X5670（2.93 GHz）、48 GB メモリ、SAS ドライブ（146 GB/6 Gb/10,000 RPM）、

UCS M71KR-Q QLogic Converged Network Adapter（CNA; 統合型ネットワーク アダプタ、2 つ）を搭

載した Cisco UCS B200 M2 ブレード サーバ。これらのブレードはインフラストラクチャ サーバとして機能

します。 
4 UCS 2104XP ファブリック エクステンダ（2 つ）搭載の Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシ 
2 Cisco UCS 6120XP 20 ポート ファブリック インターコネクト 

図 5：このコスト分析で使用したシスコ デスクトップ仮想化ソリューションのハードウェア コンポーネント 
図 6 は、図 5 のコンポーネントに対応する 2010 年 12 月 15 日時点のシスコ提供の Cisco UCS ハードウェ

アの小売価格、NetApp ハードウェアおよびデータ センター スイッチのコスト試算、およびすべてのコンポーネントにつ

いてのユーザ 1 人あたりの平均価格（1,400 ユーザ）を示したものです。 

コスト区分 コスト 
Cisco UCS ハードウェアの合計小売価格（2010 年 12 月 15 日時点のシスコ提供の価格） （図 5 の
すべてのコンポーネントを含む） $420,452.35  

ホストされるデスクトップ（ユーザ データ ストアは含まない）用の NetApp DS14MK4 ディスク シェル

フおよび NetApp X1008A-R6 2 ポート 10 GbE NIC の概算コスト 
$12,950.00  

データ センター スイッチの概算コスト（使用ポートに基づいて案分） $10,860.00  
仮想デスクトップ用のデータ センター ハードウェアの合計コスト $444,262.35 
仮想デスクトップ用のデータ センター ハードウェアのユーザ 1 人あたりの平均コスト $317.33  
図 6：シスコ デスクトップ仮想化ソリューションのハードウェア コスト 
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このコスト分析では、NetApp FAS3040 ストレージ アレイがすでに社内にあり、利用可能なシェルフと必要な

すべてのライセンスがあることを前提としているため、これらのコストは含みません。含まれるのは、VDI 仮想マシンを

サポートするために、300 GB/15000 RPM のディスクを 14 基搭載した NetApp DS14MK4 ディスク シェルフを既存

のストレージ アレイに追加するためのコストです。また、テスト用に NetApp FAS3040 ストレージ アレイに追加した 

NetApp X1008A-R6 2 ポート 10 GbE NIC のコストも含まれます。 

データ センター インフラストラクチャの一括費用をユーザ 1 人あたりで計算すると 468.90 ドルで、これには、

図 6 のコストと Windows Server® 2008 R2 ライセンス（2 台の管理サーバ用）、1,400 の XenDesktop Enterprise ソ

フトウェア ライセンスのコストが含まれます。XenDesktop Enterprise のコストは、ユーザ 1 人あたり 145.86 ドルで、

これは、Citrix XenDesktop Enterprise ユーザ/デバイス ライセンス（1,400 ライセンス）の 1 シートあたりの価格（225 

ドル）にパートナー契約割引（約 35 %）を適用したものです。4 このインフラストラクチャ コストに、ソリューションの計画、

設定、移行、トレーニングのコスト（クライアント 1 台あたり平均 142.83 ドル）を追加し、ソリューションの合計購入コスト

はクライアント 1 台あたり 611.73 ドルとなります。 

このコスト分析では、既存の PC の転用を想定しているため、クライアント デバイス 1 台あたり年 6 W の電力

削減（デバイス 1 台あたり年間約 10 ドルのコスト削減効果）として計算に含めています。ホストされるデスクトップの

データ ストレージのコストも含まれますが、ユーザ データのストレージは含まれません。エンド ユーザのデータは、ポリ

シーに基づいてバックアップされているため、ユーザ データのデータ ストレージはすでに存在していると想定している

ためです。分析で使用した前提条件のリストについては、付録 B を参照してください。 

図 7 は、従来型のデスクトップとシスコ デスクトップ仮想化ソリューションの 4 年間の TCO を予想したものです。 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 合計 
従来型のデスクトップ モデル 

デバイス 1 台あたりのデスクトップ管

理およびアプリケーション管理のコスト $705.00  $726.15  $747.93  $770.37  $2,949.45  

ノート PC 10 台（多くが機密データを含

む）が紛失または盗まれた場合のデバ

イス 1 台あたりの平均損失コスト 
$163.63 $163.63 $163.63 $163.63 $654.52  

シスコ モデルと比較した場合のデバイ

ス 1 台あたりの電力コストの増分 $10.40 $10.40 $10.40 $10.40 $41.60  

シスコ モデルと比較した場合のユーザ

の生産性の低下 $1,566.80 $1,566.80 $1,566.80 $1,566.80 $6,267.20  

合計 $2,445.83  $2,466.98  $2,488.76  $2,511.20  $9,912.77  

                                            
4 XenDesktop ライセンス価格と、一定の数を注文した場合のパートナー販売価格は、Citrix から提供されました。 
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 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 合計 
シスコのデスクトップ仮想化モデル  
データ センターのコスト $46.37  $69.06  $69.06  $69.06  $253.55  

デバイス 1 台あたりのデスクトップ管

理およびアプリケーション管理のコスト $345.00  $355.35  $366.01  $376.99  $1,443.35  

機密データを含まないノート PC が紛

失または盗まれた場合のデバイス 1 
台あたりの平均損失コスト 

$26.22 $26.22 $26.22 $26.22 $104.88  

合計 $417.59  $450.63  $461.29  $472.27  $1,801.78  

運用コストの削減  $2,028.24 $2,016.35 $2,027.47 $2,038.93 $8,110.99  

シスコ/Citrix モデルの購入コスト $603.97 

削減された運用コストから購入コストを

差し引いた額 $7,507.02  

図 7：シスコ デスクトップ仮想化ソリューションの 4 年間のコスト削減効果（予想） 

 

図 8 はソリューションのシステム構成を示したものです。 
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図 8：ハードウェアのコスト分析で使用したシスコ デスクトップ仮想化ソリューションの構成 
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付録 B – 前提条件 
本文書での試算は、次の前提条件を備えた基づくモデル企業に基づいています。 

• ユーザ数は 1,400 人。各ユーザに仮想デスクトップを 1 台ずつ支給し、うち 400 人のユーザはノート PC 
を使用しています。 

• 比較レポートには、シスコ デスクトップ仮想化ソリューションの仮想デスクトップの能力および拡張性につい

て記載しています。5 ピーク容量時に 7 台の Cisco UCS B250 M2 拡張メモリ ブレード サーバを実行する

と、それぞれ最大 112 ユーザをサポート可能で、許容可能な応答時間とユーザ エクスペリエンス確保でき

ます。ピーク容量は便利な比較方法ですが、ここでは、低容量の場合のソリューションの規模を算定します。

約 84 % の使用率を想定した場合、サーバ 1 台あたりの仮想デスクトップは 93 ～ 94 になり、1400 の仮

想化インスタンスが 15 台の Cisco UCS B250 M2 拡張メモリ ブレード サーバでサポートされます。 
• このソリューションでは、インフラストラクチャ管理用に 2 台の Cisco UCS B200 M2 ブレード サーバを使

用します。これらのサーバ用の Windows Server 2008 R2 ライセンスも考慮されています。 
• デスクトップ仮想化のワーキングセットは、仮想デスクトップ 1 台あたり平均 2 GB です。 
• 比較レポートのテスト ベッドには、ストレージ接続用の Cisco Nexus 5010 スイッチが 2 つ、シスコ ファブ

リック インターコネクトをデータ センター デバイスに接続する Cisco MDS 9143 ファブリック スイッチが 1 
つ含まれます。Nexus スイッチのスイッチ ポート数は 40、MDS スイッチのポート数は 24 ですが、ここで

使用する 4 シャーシ構成のシスコ デスクトップ仮想化ソリューションでは、すべてのポートは使用しません。

Cisco MDS 9134 ファイバ チャネル スイッチのハードウェアおよびハードウェア サポートの 1 ポートあたり

の平均コストは 258 ドルです。使用するのは 4 ポートのため、合計で 1,032 ドルになります。Nexus 5010 
スイッチでは 1 ポートあたり 702 ドルです。使用するのは 14 ポートのため、合計で 9,828 ドルになります。

これらのスイッチのハードウェアおよびサポート コストの合計 10,860 ドルをクライアント エンドポイント デ
バイスの数（1,400）で分割すると、ソリューションのコストはクライアント デバイス 1 台あたり約 8 ドル加算

されます。 
• この分析では、XenDesktop Hosted VDI 配信モデルを選択しました。このモデルでは、デスクトップへの

オンライン アクセスや、データの一元管理と保護が可能で、場所に関係なく任意のデバイスにデスクトップ

環境を提供できます。 
• ホストされるデスクトップのデータ ストレージのコストも含まれますが、ユーザ データのストレージは含まれ

ません。エンド ユーザのデータは、ポリシーに基づいてすでにバックアップされているため、ユーザ データ

のデータ ストレージはすでに存在していると想定しているためです。比較レポートのテストでは、NetApp 
FAS3040 ストレージ アレイと NetApp DS14MK4 拡張シェルフを使用しています。1 つのシェルフでは、

デスクトップ仮想化のワーキング セットごとに 2 GB のストレージが提供され、コストはクライアント デバイ

ス 1 台あたり約 9 ドルになります。これは、テストで必要な構成（アレイ用に 300 GB/15000 RPM のドライ

ブを 14 基搭載した NetApp DS14MK4 拡張シェルフと X1008A-R6 NetApp NIC）の実売価格に基づい

ています。 
• いずれのソリューションでもエンドポイントは同じであることを前提としているため、従来型のデスクトップ ソ

リューションとシスコ デスクトップ仮想化ソリューションのどちらにも、クライアント システムのハードウェア 
コストは含まれません。 

• デスクトップ仮想化では、ネットワークに同時にアクセスする膨大な数のユーザに対応する SAN のパ

フォーマンスと帯域幅が必要になります。想定しているモデル企業は、十分なパフォーマンスを発揮する 
SAN を構築しており、ネットワークをアップグレードしなくても、この分析で検討される標準的なオフィス 
ワーカーの作業負荷に対応できる環境を備えていると仮定しています。 

                                            
5 http://principledtechnologies.com/clients/reports/Cisco/UCS_VDI_Scaling.pdf 

http://principledtechnologies.com/clients/reports/Cisco/UCS_VDI_Scaling.pdf


 

Principled Technologies ホワイト ペーパー 16 

 

Cisco/Intel/Citrix の VDI ソリューションを利用した 
デスクトップ仮想化による TCO 削減  

• Microsoft Office および Microsoft Windows ソフトウェアのソフトウェア アシュアランスのコストは、従来型

のデスクトップと仮想デスクトップで同じで、ライセンスの移行が可能です。デスクトップ仮想化を決定しても、

これらのコストは変わらないため、この分析からは Microsoft Office のソフトウェア アシュアランスのコスト

は除いています。 
• ここでは、PC の Microsoft Office と Microsoft Windows に更新可能な Microsoft ソフトウェア アシュアラ

ンス ボリューム ライセンスがあり、現在運用中の PC を Windows 7 と Microsoft Office 2010 にアップグ

レードできることを前提としています。 
• ソリューションのトレーニング コストの試算には、エンド ユーザのトレーニングと、IT およびヘルプ デスク 

スタッフのトレーニングを含みます。試算するコストは、エンド ユーザの 1 時間のトレーニング、5 人のヘル

プ デスク スタッフの 2 週間のトレーニング、3 人のシステム管理者の 1 週間のトレーニングです。すべて

のトレーニングの平均コストはユーザ 1 人あたり 97.80 ドルです。ソリューションの計画およびパイロット運

用には、システム管理者の 400 時間と、その他のスタッフ メンバーの 30 時間（ユーザ 1 人あたり平均 
18.00 ドル）が含まれます。設定には、システム管理者と外部のコンサルティング サービスの 102 時間

（ユーザ 1 人あたり平均 27.03 ドル）が含まれます。トレーニング、ソリューションの計画とパイロット運用、

設定と移行の合計コストは 142.83 ドルになります。 
• データ センターのコストには、ハードウェア管理、ハードウェア サポート、サーバ管理ソフトウェア、

Windows Server 2008 ソフトウェア アシュアランス、電源および冷却のエネルギー コスト、ラックの設置場

所、ポートのコストを含みます。これらのコストはユーザ 1 人あたり 46.37 ドルになります。また、Citrix 
XenDesktop Subscription Advantage Add-on の 2 ～ 4 年間のコスト（22.69 ドル、定価 35 ドルの約 
35 % の割引を適用）も含まれます。2 ～ 4 年運用した場合の、データ センターの 1 年あたりの合計コスト

は、ユーザ 1 人あたり平均で 69.06 ドルになります。 
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付録 C：Citrix XenDesktop の使用によるデスクトップ仮想化のコスト

削減効果 
図 9 は、デバイス 1 台あたりのデスクトップ仮想化の年間コストを表したものです。6 

コスト削減の領域 含まれる管理タスク 仮想デス

クトップ 
従来型/非管

理型 
従来型/部分管理

型 

テクニカルサポート フロントライン テクニカルサポート 
バックライン テクニカルサポート $260  $600  $425  

PC エンジニアリング 

移動、追加、変更、削除 
データ リカバリ、アーカイブ、消去、

再編成、バックアップ 
OS のパッチ適用、システムのイメー

ジ回復、破損の修正 
ハードウェアの構成/アップグレード/
修理 

$40  $130  $110  

アプリケーション管理 

回帰/互換性テスト 
アプリケーションの展開、プロビジョ

ニング 
更新、保守、トレーニング 

$45  $230  $170  

デスクトップ管理とアプリ

ケーション管理の合計 なし $345 $960 $705 

図 9：デバイス 1 台あたりのデスクトップ管理とアプリケーション管理の年間コスト 

  

                                            
6 原典：「TCO Savings with XenDesktop Virtualization」、Citrix（http://www.sata.ca/file/CostSavingsWhitepaper.pdf [英語]） 

http://www.sata.ca/file/CostSavingsWhitepaper.pdf
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Principled Technologies, Inc.  
1007 Slater Road, Suite 300 
Durham, NC, 27703 
www.principledtechnologies.com 

Principled Technologies は、業界トップレベルの技術評価、事実に基

づくマーケティング サービスを提供しています。新技術の研究、新たな

手法の開発、既存ツールや新規ツールのテストなど、あらゆる種類の技

術試験や技術分析に豊富な経験と専門知識を有し、すべての依頼に対

し、その経験と知識をもって応えます。 
 
評価を完了したら、幅広いターゲットに向けて、最適の方法で結果を公

表しています。マーケットに重点を置いた営業用データから、テスト リ
ポート、性能評価、ホワイト ペーパーなどのセールス エイドまで、クライ

アントが必要とする資料を用意します。資料はすべて、弊社による、信頼

性の高い独立した分析結果を反映したものです。 
 
弊社では、個々のクライアントの要件に応じて、カスタマイズされたサー

ビスを提供しています。それがハードウェアに関する技術であれ、ソフト

ウェア、Web サイト、サービスに関する技術であれ、企業がその技術の

競争力や性能、市場への適合性、品質や信頼性などを評価するにあ

たって、弊社が提供する経験や専門知識、ツールがお役に立ちます。 
 
弊社の創業者、Mark L. Van Name と Bill Catchings は、20 年以上に

わたって、技術評価に共に従事してきました。ジャーナリストとして、さま

ざまな技術について、1,000 を超える記事を発表してきた彼らがを設立、

運営する Ziff-Davis Benchmark Operation は、Ziff Davis Media の 
Winstone や WebBench など、業界標準のベンチマークを開発していま

す。また、Testing Labs を設立、指揮し、同社が Lionbridge 
Technologies に買収されてからは、VeriTest の代表および最高技術責

任者（CTO）を務めていました。 
 

Principled Technologies は、Principled Technologies, Inc. の登録商標です。 
その他の製品名は全て、それぞれの所有者が所有する商標です。 

保証責任免責条項：賠償責任の制限： 
Principled Technologies, Inc. では、試験の正確性、有効性を確保するために相応の努力を払っていますが、Principled Technologies, 
Inc. は、試験結果および分析、その正確性、完全性、あるいは品質に関連して、特定目的への適合性についての黙示的保証を含め、明示あ

るいは黙示を問わず、一切の保証を明確に放棄するものとします。試験の結果を信頼する個人または法人はすべて、自らの責任でかかる行

動をとるものとし、試験手順あるいは結果に誤りあるいは不備があったとする、損失あるいは損害の申し立てについて、Principled 
Technologies, Inc. およびその従業員や請負業者に、一切の責任が無いことに同意するものとします。 
 
いかなる場合においても、Principled Technologies, Inc. は、同社が行った試験に関連する間接的損害、実害、あるいは結果的損害に関し

て、たとえそのような損害の可能性について忠告を受けていた場合でも、責任を負わないものとします。直接的損害の場合も含め、いかなる

場合においても、Principled Technologies, Inc. が負う賠償責任が、Principled Technologies, Inc. が行った試験に関連して支払われた代

金を超えることはないものとします。ここに定める内容が、お客様の唯一かつ排他的な救済措置となります。 
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