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ワークプレースの
柔軟性でビジネスと
ITの成功を促進

リスクを低減し、ユーザーのニーズを
満たしつつ、イノベーションを加速し、
生産性を向上させる
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はじめに
変化するユーザーのニーズ、優先度、および期待に応えることが、現代のIT組織における普遍の
テーマです。必要とされる人材を惹き付けるには、ユーザーが求めるモバイル、柔軟性、および
シームレスで直感的なワークエクスペリエンスを提供する必要があります。ワークプレースの柔軟
性によって推進されるビジネスの真の価値は見過ごされがちです。
最新のデジタルワークスペースを使用することで企業の業績を改善できることは、調査によって実
証されています。もちろん、ワークプレースの柔軟性について議論するときは、必然的にセキュリ
ティに行き着きます。デジタル環境はよりオープンかつ多様になっているため、ユーザーアクセス
の制御、企業データの保護、およびコンプライアンスの確保はより困難になります。ここでもまた、
ユーザーが求める柔軟性を実現するデジタルワークスペーステクノロジーが、同時にセキュリティ
の簡素化と強化も実現できます。その結果、IT部門はリスクを増大させることなく、ワークプレー
スの柔軟性というメリットを提供できます。
デジタルワークプレース戦略およびテクノロジーによって、IT部門は従業員と経営幹部のどちらに
とってもメリットを提供できます。
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従業員の要望に応える
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今では、従業員がワークプレースに何を求めているか、すべてのITリーダーが正確に理解していま
す。従業員のニーズに最適な場所で、最適なデバイスを使用して業務を遂行できるモビリティと柔
軟性。業務に関連するすべてのアプリケーションとデータへの容易なアクセスと、最新のコン
シューマーデジタルサービスに匹敵するエクスペリエンス。能力を最大限に発揮して業務を遂行、
連携し、ビジネスの価値を引き出せるように設計された高機能でありながら、簡単に使えるツール
が求められています。

改善された有効性
デジタルワークに適した環境が整っていると、
従業員はより創造的に問題を解決し、より良い
カスタマーサービスを提供し、より効果的に連
携できることが分かっています。1

仕事と生活の最適なバランス
企業が従業員により多くを求めるようになって
いる状況で、ワークプレースの柔軟性は、仕事
の責任を果たすと同時に、個人的ニーズと義務
に対応する自由を提供します。ワークエクスペ
リエンスが（通常、通勤や出張の必要性の低さ
と相まって）より効率的になると、家族、友人、
およびレジャーのための時間が増えます。当然
ながら、このような従業員は、燃え尽き症候群
になるのを回避できます。

ユーザー中心のIT
効果的なデジタルワークスペースの構想には、
新しいツールだけでなく、文化的変革も含まれ
ます。先進の企業は、優れた従業員エクスペリ
エンスを作ることを中心に戦略を構築し、それ
に従って投資を行っています。この文化が根付
くと、従業員は、提供されるテクノロジーから、
物理的なオフィス環境の設計、仕事を管理する
ポリシーまで、すべてが独自のニーズと職業上
の利益を最大限に考慮して設計されていること
を確信できます。
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ワークプレースの柔軟性から企業が
得るもの
直感的に、業務を遂行する最善の方法を選択できる従業員は、不満を感じながら日々を過ごす従業
員よりも、企業により多く貢献するように思えます。Oxford Economicsの調査では、「仕事で選択
肢があると人は幸せになり、その時々のニーズに最適な作業環境を選択できることで生産性が向上
する」ことがわかり、これを裏付けています。実際に、モビリティおよびデジタルワーク向けの最
強の機能で企業を評価することで、Oxford Economicsは、これらの「デジタルワークスペースの
リーダー」は従業員の生産性から収益性まで幅広い分野でパフォーマンスの向上を認識しているこ
とが分かりました。1

低コストでのワークフォースの改善と生産性向上
ほとんどの企業にとって人材が厳しく制限される時期には、ワークプレースの柔軟性の最も直接的で明白なメ
リットの1つが雇用に与える影響です。従業員のニーズに則って設計された完全に最新のエクスペリエンスを
提供することで、企業は優れた才能を惹き付けて維持することができます。これは、次のような多くの利益を
もたらします。
• 募集および採用に関するコストの削減
• オンボーディングタスクによる生産性の低下を回避
• 経験豊富な従業員とその知識を企業内に保持
• より強力で、より堅実な企業文化の構築

これは説得力のある提案です。ワークプレースの柔軟性は、従業員と企業の双方にとって同様に利益になる可
能性があります。しかし、問題もあります。仕事の方法、時間、場所を従業員がより自由に選択できるように
することで、モバイル、パーソナルデバイス、およびパブリックネットワークの使用が増えるため、企業には
セキュリティのプロファイルに新たなギャップが現れるだけでなく、IT部門にとって管理および保護が困難な、
より複雑なデジタル環境も生まれる可能性があります。

適切なテクノロジーが状況を一変させます。先進の企業は、デジタルワークスペースを適切に設計すれば、
ワークプレースの柔軟性に伴うセキュリティの課題を解決できることが分かっています。それだけでなく、こ
のソリューションは、新しいテクノロジーの展開の加速、エンドポイント管理の簡素化、およびアプリケー
ションとコンテンツのより効果的な利用など、ビジネスに多様な副次的メリットをもたらすこともできます。

「仕事で選択肢があ
ると人は幸せになり、
その時々のニーズに
最適な作業環境を選
択できることで生産
性が向上する」
-Oxford Economics1
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柔軟なワークプレースの保護
セキュリティの問題は、デジタルワークにとって最大の障害です。多くの企業は、企業のデータとアプリケー
ションを、特に従業員所有のデバイスを使用してアクセスされるときに保護するために、できる限り効果的な方
法を導入しようと苦闘しています。この課題は、企業ディレクトリに含まれない契約社員、臨時社員、およびビ
ジネスパートナーに関してはより重大になります。許容できないレベルのリスクを被ることなくワークプレース
に柔軟性を持たせるには、IT部門は次のことをする必要があります。

これらの要件だけでも困難であるのに、ソリューションが、すべての成功したワークプレースの柔軟性への取り組
みの中核をなすシンプルで直感的なエクスペリエンスを妨げることは許されません。

さらに、代償の大きい侵害や規制の違約金から、企業の信頼と関係性への長期的なダメージまで、コストは高くな
る可能性があります。

デジタルワークスペースがあれば、IT部門はワークプレースの柔軟性を実現すると同時に、従業員と企業の双方を安全
に保つことができます。次のセクションでは、Citrix Workspaceがこれらのメリットをどのようにして企業に提供する
のかを説明します。

1
デバイス、ネットワーク、
および場所を問わず、ア
プリケーションとデータ
がどこで、どのように使
用されても、アクセスを
管理および制御できる

2
従業員またはサードパー
ティのユーザーが退職した
際の、企業情報の漏洩や損
失を防止する

3
従業員所有のデバイスのセ
キュリティを、そこに含ま
れる個人的なアプリケー
ションとデータに干渉する
ことなく確保する

4
IT環境が複雑になっても、
従業員が使用するすべての
デバイス、プラットフォー
ム、およびアプリケーショ
ンタイプに対して一貫した
ポリシーを維持する

5
ゼロデイ攻撃のリアルタイ
ム検知と改善など、脅威を
プロアクティブに回避する

citrix.co.jp | e-book |ワークプレースの柔軟性でビジネスとITの成功を促進 6

http://www.citrix.co.jp/?src=pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN&amp;&amp;utm_medium=pdf&amp;utm_source=%20pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN


デジタルワークスペースソリューションに
よるセキュリティの簡素化と強化

解析

セキュアなデジタル環境

ワークプレースの柔軟性は、スマートフォン、スケジュール変更、および断片的なテクノロジーだけではありません。成功し
ている企業は、ユーザーだけでなく、IT部門のニーズも考慮して設計された完璧なデジタルワークスペースを提供するために
総体的なアプローチをしています。

Citrix Workspaceは、ユーザーとIT部門の両方のセキュリティを簡素化するだけでなく、アプリケーションとデータの使用に
関して、アクセスから配信まで、ワークスペース使用のあらゆる側面で保護を強化します。シングルサインオンと統合制御
は、ソリューションで使いやすさを向上させると同時に、リスク管理を支援するための様々な方法のうちの2つに過ぎません。

どこでも、何にでもシングルサインオン
Citrix Workspaceでは、従業員とサードパーティのユーザーは、依存するすべてのリソース（すべてのアプリケーション、デー
タ、およびネットワーク）に、使用するデバイスを問わず同じ資格情報を使用してアクセスできます。このソリューションは、
まとまりがなく、統合されていないユーザーエクスペリエンスによる煩わしさを排除し、パスワードを変えたり、技術的詳細
を懸念することなく、どのような状況でも迅速に業務を開始できるようにします。

場所を問わずすべてを集中管理
IT部門は、この統合されたアプローチで、すべてのタイプのアプリケーション（モバイル、仮想、SaaS、およびWeb）を、
企業のデータセンターまたはクラウドのどこから配信されていても、集中管理できるようになります。管理者は、すべての
シナリオに対して一貫したコンテキストベースのアクセスポリシーを適用でき、ユーザーが使用するすべてのリソースへの
アクセスを認証し、追跡することができるため、情報権利管理（IRM）やデータ損失防止（DLP）からセキュリティ、管理、
および監査まで、すべてを簡素化できます。

IT
お
よ
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ユ
ー
ザ
ー
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ユーザー、デバイス、データ、および
ネットワークの保護
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補完的なCitrixセキュリティテクノロジーは、ワークスペース全体にセキュリティを提供します。

アプリケーションおよびネット
ワークセキュリティ
ユーザーはクラウドで作業をするため、アプリ
ケーションサーバーとデータソースを内部と外
部の両方の脅威から保護することが重要です。
Citrix ADCには、統合されたWebアプリケー
ションファイアウォールが含まれ、アプリケー
ションデリバリーレイヤはDDoS保護で補完し
て、既知および未知の攻撃、ゼロデイの脅威、
およびその他の悪意のあるアクティビティから
防御します。

IT部門のニーズを制御して、
ユーザーエクスペリエンスを
改善
Citrix Access Controlは、IT部門がユーザーエク
スペリエンスとリスク管理の理想的なバランス
を実現するのを支援します。さらに、SSOを介
したシンプルでセキュアなアクセスを可能にす
ることで、IT部門はSaaSおよびWebアプリ
ケーションに詳細なカット、コピー、ペースト、
およびダウンロード制限を適用し、どこで使用
されてもデータを完全にITの制御下に置くこと
ができます。透かし機能は、クラウドでアクセ
スされるデータに対して追加の保護レイヤを提
供します。電子メール、ドキュメント、CRMシ
ステム、およびその他のコンテンツに疑わしい
Webリンクがある場合、安全なブラウザにリダ
イレクトし、サンドボックス化してネットワー
ク侵害を防ぎます。

分析主導のセキュリティの
自動化
リスクは静的でも単一でもありません。それは、
Citrix Workspaceに組み込まれたセキュリティ
も同様です。Citrixポートフォリオ全体で統合さ
れているため、Citrix Analyticsは機械学習を使
用してユーザーの振舞いをリアルタイムで分析
し、通常と異なる振舞いや疑わしい振舞いにつ
いて警告します。異常が検知された場合、ソ
リューションは自動的に対応し、悪意のある行
為は、企業または環境に危険が及ぶ前に阻止さ
れます。

ワークプレースの柔軟性に関連したセキュリティの課題を解決することにより、Citrix WorkspaceはIT部門がリス
クを拡大することなく、従業員に必要なものを提供できるようにします。しかし、IT部門にも十分な見返りがあ
ります。例えば、新しいテクノロジーを迅速に受け入れられ、エンドポイント管理が容易になり、企業のアプリ
ケーションとデータの価値が向上します。
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新しいテクノロジーの迅速な採用
採用は、どのIT戦略にとっても運命の分かれ道です。使用停止による平均17パーセントの生産性の
損失について「大規模なITの閉塞」とも呼ぶ人もいます。新しいIT投資から生まれるすべての価値
を認識し、最新のイノベーションをビジネスに生かすには、迅速にロールアウトし、ユーザーが簡
単かつ効果的に利用できるようにする必要があります。

デジタルワークスペースの配信と管理を集中化することで、IT部門は、生産性アプリケーションか
ら本格的なOS移行まで、デバイスが管理されているかいないかを問わず、アプリケーションがど
こにあっても、新しいソフトウェアやソフトウェアアップデートを以前の何分の1かの時間で導入
できます。ユーザーは、自分のソフトウェアをアプリケーションのダウンロードと同じくらい簡単
にプロビジョニングでき、より迅速に機能させて、より簡単にビジネスに価値をもたらします。

IT部門にとっては、Citrix Workspaceでロールアウトが迅速化され、簡素化されて、コストの
削減と生産性の向上が可能になります。ビジネスの観点からは、価値を生み出すまでの時間が
短縮され、競争優位性と差別化に繋がります。これは、役員室から最前線まで、企業全体に、
ITの注目度と戦略的なインパクトを高めるような影響を与えます。
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シンプルなエンドポイント管理
モビリティの急増により、多くのIT部門では、PCとラップトップを1つのサイロに、モバイルデバ
イスは別のサイロにというように、エンドポイント管理が断片化しています。こうした重複によ
り、コストも作業も増加し、デバイスタイプ間で適用されるポリシーの不一致やギャップが発生
する可能性も高まります。

Citrix Workspaceは、単一のコンソールを使用してユーザーが使用する様々なデバイスのオンボー
ディング、構成、およびモニタを行う統合エンドポイント管理（UEM）を可能にします。IT部門は、
より簡単にエンドポイントのプロビジョニングと構成を行い、セキュリティとコンプライアンスを
改善し、同じツール、チーム、およびトレーニングを使用して、どのデバイスにあるアプリケー
ションやデータにも従業員が簡単にアクセスできるようにすることができます。

citrix.co.jp | e-book |ワークプレースの柔軟性でビジネスとITの成功を促進 10

http://www.citrix.co.jp/?src=pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN&amp;&amp;utm_medium=pdf&amp;utm_source=%20pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN


アプリケーションとデータの価値の向上
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IT投資の利益率を最大にするには、ユーザーが提供されたリソースをできる限り効果的に使用できるようにす
る必要があります。デジタルワークスペースは、ユーザーがアプリケーションとコンテンツの両方で生産性を
高められるようにします。

アプリケーションからより多くを引き出す
ユーザーは、プラットフォーム（SaaS、モバイル、ネイ
ティブ、仮想）の観点で考えることはありません。ユーザー
の観点からすると、Microsoft Officeはどこからどのようにア
クセスしても、1つのツールセットです。デバイスによって
エクスペリエンスが異なると、作業の流れが中断され、最適
な生産性を維持することが困難になります。

Citrix Workspaceは、すべてのデバイスで一貫した統合エクス
ペリエンスを提供します。バックエンドでは、IT部門はすべ
てのアプリケーションに対するプロビジョニング、構成、お
よびパフォーマンスのモニタリングと管理で統合管理エクス
ペリエンスを得ることができます。統合分析では、ユーザー
およびグループアクセスプラットフォームごとに、アプリ
ケーションの使用を追跡できます。

ワーカーとIT部門のどちらにとっても、抵抗が少ない方が生
産性は高くなり、得るものも多くなります。

ファイルとデータからより多くを引き出す
企業データは、ユーザーが有効に使用できれば、企業で最も
貴重な資産になる可能性があります。それは、各ファイルが、
エンドポイント、ネットワークドライブ、またはSharePoint
やOneDriveなどのサービスのどこに保存されているかを把握
している必要もなく、必要なものを素早く簡単に見つけられ
るということを意味します。

Citrix Workspaceでは、ワーカーは一度サインオンすれば、
使用するすべてのクラウドやオンプレミスのデータソースに
アクセスでき、すべてが単一画面にマッピングされるため、
必要なファイルを簡単に見つけられるようになります。ファ
イルそのものではなく、保存されたコンテンツへのリンクを
共有することで、従業員は低品質のパブリックネットワーク
や高コストのモバイルデータプランによるフラストレーショ
ンを回避できます。バックエンドでは、ファイルを元の場所
に残せるため、IT部門は移行の時間と費用をかけずに、統合
されたコンテンツリポジトリを提供できます。柔軟なスト
レージオプションは、機密データをオンプレミスに保持でき
るようにすることで、コンプライアンスを簡素化します。ア
クセスを保護する統合アプローチは、コンテンツがどこでど
のように使用されても制御を保持できるようにします。

http://www.citrix.co.jp/?src=pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN&amp;&amp;utm_medium=pdf&amp;utm_source=%20pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN


Citrix Workspaceでワークプレースの柔軟性を促進し、
ビジネスとITを成功に導く方法については、次のサイト
をご覧ください。
citrix.co.jp/products/citrix-workspace/
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