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つい最近までは、従業員のオンボーディングを素早く行うには、企
業所有のデスクトップか仮想デスクトップだけでした。しかし、将
来にわたっては、これはもはや真実とはなり得ません。生産性に関
する組織の要件は拡大するばかりです。そして、このような状況に
追随していくには、新たな3つのトレンドが示すように、今こそが、
セキュアなデジタルワークスペースに移行すべき時です。 

1. モバイルワーカーの増加 

2. アプリケーションのモダナイゼーション 

3. デジタルセキュリティ境界の消滅 

デスクトップの枠を超えた新たな発想により、ユーザーの生産性とI
T部門の俊敏性を高め、データのセキュリティを強化する方法を、こ
のホワイトペーパーで詳しくご説明します。 
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1. モバイルワーカーの増加 

人々は、働く場所や働き方を自由に選択し
たいと考えるようになっています。事実、
Gallupのある調査レポートによれば、働く
場所を少なくともある一定の時間は選べる
職場を求めて、37%の人が転職をしている
といいます。また、この調査では、同僚と
常に同じ場所で働いている人が57%しかい
ないことも明らかになっています1。自宅や
顧客先、ホテルやカフェなどで仕事のでき
るリモート環境が整えば、生産性や俊敏性、
従業員のエクスペリエンスを高められると、
企業は認識するようになっています。これ
に対応するうえで、IT部門には進化が求め
られます。仮想アプリケーションをモバイ
ルワーカーに提供すること自体は不可能で
はありません。しかし、仮想化を難しくし
ている要素が別にあります。アプリケー
ションのモダイナイゼーションです。 

2. アプリケーションのモダナイゼーション 

アプリケーションはますます、あらゆるプ
ラットフォームでの動作を前提に設計され
るようになっています。このようなモダン
アプリケーションの好例の1つが、Microso
ft Officeです。このアプリケーションは、
Windows 10やiOS、Android、macOSを
はじめとする多数のプラットフォーム上で
動作します。また、Microsoft Officeは、ネ
イティブのアプリケーションや、SaaSサー
ビスとしても提供されます。しかし、この
ようなアプリケーションには、管理やセ
キュリティの面で新たな課題があります。
たとえば、SCCMなどの、従来のクライア
ント管理ツールの場合、Windows 7ラップ
トップ上で動作するレガシーのWindowsデ
スクトップアプリケーションの配信や管理
はできますが、BYODのスマートフォンで
機能するWindows 10のモダンアプリケー
ションを管理することはできません。また、
従業員個人のデータと業務データを別々に
配置することも不可能です。そのため、こ
れらのクライアント管理ツールは、エン

タープライズモビリティ管理の手法で機能
を補完する必要があります。クライアント
管理とエンタープライズモビリティ管理を
組み合わせたソリューションは、統合エン
ドポイント管理（UEM）と呼ばれます。 

3. デジタルセキュリティ境界の消滅 

モバイルワーカーの数が増えるに従い、企
業では、データをデータセンター内だけに
維持しておくことがますます困難になって
います。ファイアウォールで保護された
サーバー、信頼できるプロバイダーがホス
トしたサーバー、オフィスのデスクトップ
のいずれにあるファイルにも、ユーザーは
アクセスできる必要があります。一方で、
仮想のメールは使わず、ネイティブのモバ
イルメールクライアントを使用し、メール
の添付ファイルを暗号化しないまま個人所
有のスマートフォンに保存するユーザーが、
一部には存在する可能性があります。同時
に、VPNを使用しているユーザーが存在す
ることも考えられます。VPNは、ハッカー
がファイアウォールの内側にあるリソース
へ不正にアクセスをする際に、悪用される
可能性があります。この場合、ハッカーは、
ユーザーに悪意のあるモバイルアプリケー
ションをダウンロードさせて、これを通じ、
侵入を試みます。 

 

 

 

 

 

 

ご存知でしたか？ 1/3以上 
柔軟性の高い働き方を求めて転
職したことがある1 

わずか57% 
同僚と常に同じ場所で働いている1 



 

citrix.co.jp | ホワイトペーパー |今こそデジタルワークスペースへ移行する時であることを示す3つのサイン 4 

仮想化のさらに先を行くデジタルワークス
ペースをシトリックスのソリューションで
実現 

完全な統合デジタルワークスペースを実現
できれば、ユーザーはどこからでもセキュ
アに、アプリケーションやデスクトップ、
データにアクセスすることが可能になりま
す。Citrix Workspaceは、統合エンドポイ
ント管理（UEM）、エンタープライズファ
イル同期/共有（EFSS）、セキュアなネッ
トワークアクセスゲートウェイ、あるいは、
インテリジェントなセキュリティとアプリ
ケーションのパフォーマンス管理を実現す
るアナリティクスなどの機能を、シトリッ
クスの仮想化テクノロジーと結び付けます。 

統合エンドポイント管理（UEM） 

シトリックスの提供するUEMソリューショ
ンでは、モバイルワークスペースが拡大を
続けても、これを容易に管理することがで
き、デスクトップやラップトップ、スマー
トフォン、タブレット、IoTデバイス、あ
るいは、Google Chromebookなどのシン
クライアントも含め、広範なプラット
フォームやデバイスを一元的に扱えます。
モバイルアプリケーションに加え、モダン
アプリケーションの管理にも対応します。
また、シトリックスのUEMの場合は、ユ
ニークな機能が搭載されており、たとえば、
Office 365向けのマイクロVPNを含め、Mi
crosoft EMS/Intuneに付加価値を加えるこ
とができます。さらに、モバイルデバイス
上のデータは常に暗号化されるので、デジ
タルセキュリティ境界の消滅による影響を
軽減できます。 

シトリックスが提供するUEMのコア機能 

 Windows 10、iOS、Android、macOS、
IoTなどの一般的なプラットフォームを
対象として、モバイルデバイスの管理
（MDM）を行います。 

 iOS管理アプリケーション、Samsung K
NOX、AppConfig Community、Windo
ws Information Protectionをはじめとす
るプラットフォームMAMに対応した柔軟
なモバイルアプリケーション管理（MAM）
を実現します。また、Citrix MAM with M
DXテクノロジーにより、アプリケーショ
ンレベルでのレベル2の暗号化が可能で
す。デバイスの登録は必要ありません。
さらに、Intune MAMのサポートにより、
Office 365を保護します。 

 Secure MailやSecure Webなどエン
タープライズグレードのセキュアな生

産性アプリケーションの利用が可能で
す。 

 Secure Mailと連携するCitrix File Sync 
and Sharingテクノロジーなどのモバイ
ルコンテンツ管理（MCM）機能を提供
します。Citrix File Sync and Sharing
テクノロジーでは、メール内のリンク
をワンクリックするだけで、場所を選
ばずに業務のファイルにアクセスでき
ます。メールにファイルを添付して送
信しなくてもファイルを共有できます。 

 2要素認証やシングルサインオン（SSO）
をサポートするID管理（IDM）機能を
実現します。この機能では、カスタマ
イズ可能なアプリケーションストアを
通じて提供される、モバイル、仮想、S
aaS、Webなどのあらゆるアプリケー
ションに対応します。 

 固有のマイクロアプリケーションVPN
を備えたネットワークゲートウェイに
より、アクセスのセキュリティを確保
します。この機能では、ネットワーク
の不正アクセスのリスクを軽減します。 

エンタープライズファイル同期/共有（EF
SS） 

前に述べたように、アプリケーションやデ
スクトップの仮想化により、仮想アプリ
ケーションからのファイルアクセスが可能
になりました。しかし、一方で、モダンア
プリケーションの利用が進んでいることを
受けて、ユーザーは、アプリケーションの
タイプやアプリケーションの格納場所に関
係なくファイルにアクセスできる包括的で
セキュアなソリューションを必要としてい
ます。シトリックスのEFSSでは、アプリ
ケーションの仮想化やデスクトップの仮想
化の機能をデジタルワークスペースの構成
要素として取り扱い、これら機能を補完し
ます。 

シトリックスのEFSSで可能なこと 

 場所やデバイスを問わずにデータ同期
ツールやデータ同期アプリケーション
を通じて、データにアクセスできます。 

 SharePointやネットワークデバイスな
どのネットワークにあるデータに、セ
キュアにアクセスできます。 

 Microsoft Outlook® Plug-Inの利用、Wi
ndows Explorerとの連携、Mac Finder
との連携を可能にするシームレスで利便
性の高い環境を実現します。また、最大
100GBのファイルサイズに対応するほか、
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組み込みのMobile Content Editorも利用
できます。 

 StorageZoneを通じまた、SharePoint
やネットワークドライブに対応するSto
rageZone Connectorsを用いて、デー
タの格納場所を制御します。これによ
り、柔軟性と管理性の高い手法により、
コンプライアンスやIT戦略、インフラ
ストラクチャの要件に最も適したかた
ちで、データを保存できます。 

 強力なレポート機能や通知機能、DLP連
携をはじめとする、管理およびセキュ
リティの機能を単一のインターフェイ
スから利用できます。 

 ネイティブのデバイスセキュリティポ
リシーによるセキュリティをエンドポ
イントに適用します。 

 仮想デスクトップをオンデマンドで同
期します。 

Citrix Unified Gateway 

利用されるデバイスやアプリケーションの
種類が増えれば、デバイス、デバイスの所
有者、ネットワーク、アプリケーションご
とに際限なくポイント製品の数が増えるの
で、すぐにリモートアクセクの管理が、IT
部門にとってひどく扱いづらいものになっ
てしまいます。IT部門は、ユーザーがあら
ゆるデバイスから簡単にアプリケーション
にアクセスできる環境を実現しながら、リ
モートアクセスインフラストラクチャを統
合し、簡素化する必要があります。 

Citrix Unified Gatewayでは、あらゆるタ
イプのデバイスから仮想環境にリモートア
クセスができます。エンタープライズアプ
リケーションやWebアプリケーション、Sa
aSへのSSL VPNベースでのリモートアクセ
スを実現しているほか、Citrix Unified End
point Managementとの連携により、モバ
イルデバイスでのセキュアなアクセスも可
能です。 

Citrix Unified Gatewayで可能なこと 

 どのようなタイプのデバイスを使用し
ているアプリケーションにも、1つのU
RLからアクセスできます。これにより、
アクセスの方法をセキュアに統合する
ことが可能です。 

 シトリックスのUEM機能と連携するマ
イクロVPNの機能により、モバイルデ
バイスのセキュアなアクセスを可能に
します。 

 あらゆるネットワークにおいて、安定
した高パフォーマンスのアプリケー
ション環境を実現します。 

 仮想、モバイル、Web、SaaSのアプリ
ケーションで、シングルサインオン（S
SO）を利用できるようにします。 

 多要素認証、すべてのアプリケーショ
ントラフィックを対象とした包括的な
監視、コンテキストによるアクセス制
御を実現します。 

Citrix Analytics 

Citrix Analyticsでは、広範な機械学習アル
ゴリズムのセットを用いて、コンテキスト
に応じたセキュリティを実現します。製品
を横断してデータを関連付けて分析し、リ
スクのあるユーザーアクティビティを検知
および隔離します。内部の従業員、悪意の
ある外部の攻撃者に起因するアクティビ
ティの両者に対応します。 

リスクのあるこれらのユーザーアクティビ
ティは、それがまとまったときに、ユー
ザーにとってのリスクプロファイルになり
ます。リスクのあるユーザーアクティビ
ティが特定されると、Citrix Analyticsは、
さまざまなポリシー制御の機能をきめ細か
く適用して、脅威を緩和、あるいは脅威を
完全に阻止します。具体的には、多要素認
証の有効化や、ユーザーセッションの記録、
データアクセスのしきい値の引き上げ、疑
わしいアプリケーションのブロック、特定
ユーザーの一定期間の隔離などを行います。 

Citrix Analyticsで可能なこと 

 ユーザーの行動に基づくセキュリティ
アナリティクスを実現します。このア
ナリティクスは、アクセスセキュリ
ティアナリティクス、アプリケーショ
ンセキュリティアナリティクス、デー
タセキュリティアナリティクスを組み
合わせて構成されます。 

 パフォーマンスと操作に関するアナリ
ティクスにより、システムの利用状況
の追跡、パフォーマンスの監視、問題
や問題の根本原因の特定を行います。 

 リアルタイムでクローズドループの処
理を行います。具体的には、製品のポ
リシーの変更により脅威を緩和します。 

 オンプレミス、パブリッククラウド、
ハイブリッド環境に対応します。 
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まず何に着手すべきか 

シトリックスのソリューションを利用されている多くのお客様が、ユーザーのペルソナや
モバイルワーカーごとのユースケースに重点を置いた段階的な導入作業を通じて、デジタ
ルワークスペースへの移行を進めています。移行にあたっては、主要なユースケースや
ワークフローを特定する必要もあります。これらの要素は、ユーザーや従業員、それらの
ニーズや嗜好、ワークスタイルの観点から、デバイス、アプリケーション、ネットワーク
別に検討します。また、評価の際は、セキュリティやコンプライアンスに関するビジネス
要件も検討する必要があります。これらユースケースの多くは、Windows 10への移行やO
ffice 365の導入をはじめとする既存のプロジェクトと密接に関連している場合があります。 

次の段階では、対象とするユーザーエクスペリエンスやワークフローをもとに、ソリュー
ションの概念的なマッピングを行います。そしてまずは、短期間で達成できる目標に主眼
を置いて、シトリックスのUEMの導入や、Windows 10デバイスおよびモダンアプリケー
ションの管理、その他デバイスやアプリケーションの管理などを実現します。あるいは、
シトリックスのEFSSを導入して重要なファイルの共有を行い、データの漏洩を防ぎます。 

さらに、事前検証の作業では、全事業部門の代表者の参加のもとで、要件がすべて満たさ
れていることを確認します。ソリューションは、ユーザーの状況や、確認されたユース
ケースに応じて段階的に、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドの環境に導入していき
ます。 

まとめ 

モバイルワーカーやモダンアプリケーションの増加、デジタルセキュリティ境界の消滅に
伴い、さまざまな課題が生じていますが、仮想化や、マルチベンダーの提供する断片的な
テクノロジースタックでは、これらの課題を解決することはできません。このような状況
にあって、ユーザーが求める高品質のエクスペリエンスとIT部門が求めるセキュリティを
実現しながら、使用するデバイスやアプリケーションを問わず高い生産性を実現できるソ
リューションは、完全な統合ワークスペースのソリューションをおいてほかにありません。 

モビリティに完全に対応したワークスペースなら、IT部門はソリューションの効率化と簡
素化が可能です。そして、単一のベンダーで完全なデジタルワークスペースを構築すれば、
作業時間を節約できるほか、必要なスタッフのトレーニングを減らすことや、テクニカル
サポートの内容の簡素化、コスト全体の削減も可能になり、さらには、シームレスで利便
性の高いユーザーエクスペリエンスが実現します。エンゲージメントの品質や生産性を高
めるために、従業員には、インテリジェントで信頼性の高いコンテキスト対応のデジタル
ワークスペースが必要です。このようなワークスペースなら、業務を行ううえで最適なア
クセス機能や洞察、パフォーマンスが得られます。 

Citrix Workspaceを活用すれば、セキュリティや管理に関するさまざまな課題を解決でき
ます。また、エンタープライズグレードのモバイル生産性アプリケーションを豊富に利用
することや、あらゆるデバイス上でのセキュアなファイル共有が可能になるほか、単一の
包括的なソリューションを通じて、シームレスなエクスペリエンスが実現します。そして、
その導入にあたっては、重要性の高いユースケースに応じた段階的なアプローチを採用す
ることで、ビジネスにおける最適な価値を実現しながら、デジタルワークスペースデリバ
リー環境への完全な移行が可能です。 

 

次のステップ 

Citrix Workspaceの詳細 

Citrix Workspaceへのトレードアップによるコストの削減 

 

出典 

1 Gallup、『State of the American Workplace』、2017年 

 

 

http://www.citrix.co.jp/workspace
https://www.citrix.co.jp/products/citrix-workspace/trade-up.html
http://news.gallup.com/reports/199961/7.aspx#aspnetForm
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