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モダンなデスクトップ︓あらゆるデバイス上
で常時オンのコラボレーションを実現

今日の働き方は急激に変化しています。従来のオフィスで働く従業員は少なくなり、リモートワー
カーの数は飛躍的に増加しています。同じチームに所属しているにもかかわらず、どのように対話
しどのようにコラボレーションするかは根本的に変化しています。企業の将来の成功には、包括的
なデジタルトランスフォーメーションが必要です。

Citrix WorkspaceとMicrosoft Teamsを使用してシームレス
に接続されたITプラットフォームを構築することで、従業
員は、お気に入りの生産性ツール、コミュニケーション
ツール、コラボレーションツールを利用できるようにな
り、その結果、仕事の効率を高めることが可能になりま
す。従業員は、現場、リモートロケーション、外出先のど

こにいようとも、あらゆる場所から、あらゆるデバ
イスを通じて、クラウド内にセキュアに保存され
ているあらゆる企業データにアクセスできるよう
になります。さらに、IT管理者は、シトリックスが
提供する自動化されたワークフロー、リアルタイムの
分析、および企業データを一元管理するための機能を手
に入れることができます。
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2027年までには、米国の労働力の大部分がリモートワーカーとなり、1週間に10億時間以上がオフ
サイトでの仕事に費やされると推定されています1。従業員はどこでも、あらゆるプラットフォーム
やデバイスを使って仕事が行えるように、生産性と効率性を維持しながら、24時間365日体制でコ
ラボレーションを行う必要があります。
オンサイトベースおよびオフサイトベースのワーカーの両方を成功に導くためには、IT部門は、次
のことを可能にするモダンなデスクトップを提供する必要があります。

 • ダウンタイムがほとんどないか完全にゼロの状態でセキュアリモートアクセスを提供

 • Windows、Linux、Webの各アプリケーションを、オンプレミス、パブリッククラウド、
　　 ハイブリッドクラウドなどのあらゆる環境から配信

 • すべてのユーザーを一元管理し、新しいソフトウェアパッチやアップデートを円滑にロー
　　 ルアウトすること

 • データをクラウド内のセキュアな場所に保存し、リアルタイムな洞察へのアクセスを提供

Citrix WorkspaceをMicrosoft TeamsおよびOffice 365と統合することで、デバイスに関係なく、完
全な機能を備えたネイティブアプリケーションエクスペリエンスを提供できるようになります。た
とえば、ローカルネットワークを通じてSurface上で仕事をする従業員には、デバイス上でCitrix 
Workspaceを使用しているモバイルワーカーとまったく同じアクセシビリティおよび機能が提供さ
れることになります。
保存場所（Citrix Content Collaboration、Microsoft OneDrive、SharePoint、レガシーファイル共有
など）にかかわらず、あらゆる種類のドキュメントに誰もがアクセスし、それらの編集や共有が行
えるようになると、従業員はよりスマートに仕事を進め、より生産性の高いコラボレーションを実
現するために必要な柔軟性と手段を手に入れることができます。さらに、Teamsの音声、ビデオ、
テレフォニーの仮想化されたインスタンスはすべて、Citrix HDXによって最適化されているため、
最高の品質と最も一貫性のあるユーザーエクスペリエンスを実現できます。

ワーカーを成功へと導くには
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Citrix Workspaceは、企業がTeamsで必要と
するすべてのものを提供
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Citrix Workspaceは、アプリケーションの導入プロセスを合理化すること、あらゆるデバイスから
企業データ、仮想アプリケーション、デスクトップへのユニバーサルアクセスを実現すること、
サーバーのスケーラビリティを最適化してコストを最小限に抑えることにより、デジタルワークス
ペーストランスフォーメーションを成功させるため
のステージを確立できるようになります。

時間と手間のかかる作業を省略することで、
IT部門は、コラボレーションを行うため
の最もセキュアな方法を提供することに
集中できるようになります。シトリック
ス は、データやチャットログなどの情報
をデバイス上ではなくクラウド上に保存す
ることで、IT 部門が機密性の高い企業
データを一元管理できるようにし、業務を
簡素化します。



Microsoft Teamsは急速に成長し定着

Citrix Workspaceは、モバイルワークフォースをコラボレーションのための近似的常時通信を必要と
する仮想的に接続されたハブへと変革します。Microsoft Teamsを使用することで、従業員は、Office 
365アプリケーションを使って仕事をすると同時にグループチャット、リモート会議通話の開始、会
合、オンラインでのファイル共有などを行うことが可能になります。
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アクティブなユーザーが、５０万社以上
の組織から毎日コラボレーションを行っ
ており、その数は増え続けています。

Teamsを使用して仮想的
にネットワーキングや対話
を行っています。 

ユーザーが毎月
Office 365にサ
インアップして
います。

1300万

300万 Fortune 100 
企業のうち91社

Teamsは、Microsoft史上最も急速に
成長しているビジネスアプリケーションです。



Microsoft Teamsとコラボレーションツールの
課題

最もモダンなコラボレーションツールを導入する場合であっても、通常、IT部門が対処
しなければならない技術的な考慮事項がいくつかあります。

 • インストール、アップデート、サポート

 • 既存のアプリケーションとの統合

 • デバイスの互換性と管理

 • ネットワークパフォーマンスの調整

 • VoIPおよびビデオのサービス品質（QoS）

 • チャットファイル、ビデオレコーディング、
　　 プロジェクトファイルのストレージ

Citrix Workspaceは、これらすべての問題を解決し、
IT部門とワーカーに、モダンなデスクトップへと
移行するための最良かつ最速のルートを提供します。
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シトリックスと共にモダンなデスクトップを
始めましょう

Citrix Workspaceを使うと、Microsoft Azure、Amazon Web Services、Google Cloud Platform、Oracle 
Cloudなど、あらゆるパブリッククラウドから仮想アプリケーションやデスクトップを配信できるよ
うになります。Citrix Workspaceは、ワークロードの合理化と自動化を行うことで、従業員の生産的
な労力、キャパシティ、成果の向上をもたらすインテリジェントなソリューションです。

クラウドサービスまたは従来型のソフトウェアソリューションとして利用可能なCitrix Workspace
製品スイートは、仮想アプリケーション（Citrix Virtual Apps and Desktops）、セキュアリモート
アクセス（Citrix Gateway Service）、セキュアな接続（Citrix SD-WAN）を提供するほか、アナリ
ティクス（Citrix Analytics）を通じて、ユーザーの行動に関するユニークな洞察を提供します。
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Google Cloud



モダンなワークスペースとモダンな
コラボレーションとの出会い

Citrix HDX Optimization for Microsoft Teamsは、企業や組織に次のメリットを提供します。

 • 最良のオンサイトおよびリモートユーザーエクスペリエンス

 • 会議、チャット、共有を含むモダンなコラボレーションのための各種ツール

 • BYODを実現するための簡単な入口

 • HDX RealTime Media Engineによるクリアな音声とビデオ品質

 • Office 365のエンタイトルメントを最大化する機能

 • セキュリティの向上とサーバー拡張性の向上

現代の労働力をサポートするために必要となる管理ツールとセキュリティツールをIT部門に提供す
ることで、ネットワークにアクセスするすべてのユーザーおよびデバイスに関する中央での一元的
な制御を取り戻すことができます。従業員は、どこにいようとも、仕事を遂行するために、より熱
心で、常時接続された状態を維持できるほうになるほか、より大きな権限を与えられます。

「シトリックス製品を使用することで、当社は、冗長なインフラストラク
チャを廃止し、コスト削減を実現しただけでなく、従業員がプロジェクトの
現場でリアルタイムにデータを提出することを容易にしました」3

— David Banger氏、CIO、John Holland Group  
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Citrix Workspace とTeamsを使用してワーク
フォースを「止められない」ものにする

止められないデジタルワークフォースを創造することは、従業員のワークスペースを変革すること
から始まります。

Citrix WorkspacとMicrosoft Teamsを組み合わせたデジタルプラットフォームは、複数のアプリケー
ションや環境にまたがるさまざまなソースからのデータをクラウド内で統合することにより、従業
員がいつでもどこからでも、あらゆるデバイスを使用して仕事、コラボレーション、コミュニケー
ションが行えるようにします。

ワークフォースを「止められない」ものにしましょう。今すぐ
Citrix WorkspaceとMicrosoft Teamsの導入を開始しましょう。 

詳細︓citrix.co.jp/MSTeams
デモの依頼
専門家と直接話す
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出典︓ 1. Upwork, Freelancing in America
2. Citrix, Citrix HDX optimization for Microsoft Teams

3. Citrix, Deliver secure virtual apps and desktops
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