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ユニファイドエンドポイント管理：デジタルワークス
ペースに対応したセキュリティと生産性の実現
ワークプレースの在り方に変化が見られ
ます。IT 部門から配布された Windows
のデスクトップやラップトップを一箇所
で使用する形態から、個人所有のラップ
トップやタブレット、スマートフォンな
どのモバイルデバイスを場所を選ばず利
用するスタイルへと変化しています。10
年前に、IT 部門が展開する数百、数千規
模に上る多数の Windows システムを管理
する場合 、企業 が利用 でき るソリュー
シ ョ ン と し て 、 Microsoft SCCM や
LANDESK などの CMT（クライアント管
理ツール）がありました。しかし、モビ
リティ、BYOD（個人所有デバイスの業
務利用）、IoT（モノのインターネット）
の時代となった今、CMT では、この状況
に対処するには十分ではありません。
その代わりとして今、IT 組織のあいだで
期待が高まりつつあるソリューションが
あります。それが、UEM（ユニファイド
エンドポイント管理）です。このソ
リューションでは、CMT と EMM（エン
タープライズモビリティ管理）を統合し、
あらゆるデバイスとオペレーティングシ
ステムを対象に、それらの管理とセキュ
リティの維持を、単一の画面で可能にし
ます。デスクトップ、ラップトップ、ス
マートフォン、タブレット、IoT デバイ
スのいずれにも対応します。また、UEM
では、個々のデバイスよりもユーザーを
中心とした管理にいっそう重点が置かれ
るようになっています。一方、UEM は、
ユーザーにとってもメリットがあります。
単一の統合ワークスペースが実現するの
で、デバイスを問わずに同じレベルで容
易に、コラボレーションや情報の利用が
可能になります。

citrix.co.jp

Forrester 社によれば、現在、15%の組織
が UEM ソリューションを導入している
といいます。そして同社は、この比率が
2020 年までに 54%になると予想してい
ます。モバイル化とグローバル化が進む
今、CMT と EMM のプラットフォームを
別 々 に 運 用 す る 形 態 か ら 、 Citrix
Workspace が提供する UEM のような単
一のツールを利用する環境へと、移行す
るのが自社にとって望ましいのではない
のか、組織は本腰を入れて検討する必要
があります。
センサーやビーコンその他の類似デバイ
スを含め、企業内における IoT の利用が
進んでいます。今後数年のうちに組織は、
この状況に対応するうえで、統合管理ソ
リューションを拡張する必要に迫られる
こ と に な り ま す 。 Citrix Workspace の
UEM は進化を続けており、これら IoT デ
バイスにも完全に対応します。
デジタルワークスペースに UEM を選択
する理由
多くの組織にとって、デジタルワークス
ペースの UEM が賢明な選択肢といえま
すが、それには理由が多数あります。
シンプルな管理を実現：CMT ツールと
EMM ツールは機能が大きく異なるため、
多くの組織ではそれぞれのツールごとに、
スタッフを用意したり、トレーニングを
実施したりする必要があります。一方で、
すべてのデバイスを単一の画面で管理で
きれば、そのほうが当然、業務効率が高
いことは明らかです。また、複数の管理
ツールに投資するよりも単一のツールに
投資したほうが、ツール自体のコストが
かからないばかりでなく、運用スタッフ
の数やトレーニングの回数も減らすこと
ができるため、運用コストが大幅に削減
され、より戦略的な目標の達成に向けて
スタッフを活用できます。
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一貫性のあるソリューション：従業員の
生産性を高め、情報のセキュリティを維
持するには、管理、セキュリティ、ユー
ザービリティにおいて、一貫性を確保す
ることが求められます。複数のデバイス
やアプリケーション、情報間で、セキュ
リティポリシーや管理ポリシーにわずか
でも意図 しない 差異が ある だけで、セ
キュリテ ィイン フラス トラ クチャにセ
キュリティホールが生じ、ハッカーやマ
ルウェアの侵入を許す危険があります。
また、従業員の生産性を確保するために
は、モバイルでのアプリケーションや情
報の利用で一貫性を維持することも重要
になります。UEM では、以下のようにし
て一貫性を確保しています。
• 本来、あらゆるデバイスとユーザーを
対象として、企業の管理・セキュリ
ティポリシーを実装する場合、それが
単一のセットであったとしても、異な
る 2 つのツールを組み合わせて作業す
るより、単一の UEM ソリューション
のほうが作業が簡単です。
• ユーザー向けにヘルプデスクサービス
を提供する場合やシステムのトラブル
シューティングを行う際に、単一の管
理プラットフォームのほうが一貫した
対 応 が で き ます 。 さ ら に、Windows
10 のようなオペレーティングシステ
ムを使えば、デバイスの種類が異なっ
ていても、より一貫性のあるインター
フェイスを利用することが可能です。
• 単一のプラットフォームを使用する場
合のほうが、包括的かつ容易にレポー
ティングの処理ができるのは間違いあ
りません。ハードウェアとソフトウェ
アのアップグレードや更新について、
プランニングやコストの計算をする際
に有用です。
• Windows 10 では、デスクトップ、モ
バイルデバイスで共通のオペレーティ
ングシステム、アプリケーション開発
ツール、API セットを使用し、独自に
一貫性を確保しています。デバイスの
アプリケーションはすべて、企業が承
認したセキュアな単一のアプリケー
ションストアから入手できるほか、個
人所有のデバイスと社内ネットワーク
の両方を使い、きわめて一貫性の高い

環境で業務アプリケーションや業務情
報にアクセスすることが可能です。
• レガシーの Win 32 アプリケーション
も、アプリケーションの展開、構成、
アンインストールなど、ライフサイク
ル全体にわたり、必要に応じて、Citrix
Workspace の UEM ソリューションで
管理できます。
モバイル環境に対応した管理：CMT ツー
ルが考案された当時、デバイスは企業が
支給するもので、一箇所から移動するこ
とがなく、ほとんどの場合、社内の LAN
と接続されていました。このような状況
から、デスクトップやラップトップの初
期構成とその後の管理を CMT ツールで
行う場合、対象のデスクトップやラップ
トップを LAN に接続し、グループポリ
シーオブジェクトのセットを有する企業
ドメインに参加させる必要がありました。
また、一般にユーザーは、個人所有のデ
バイスをネットワークに接続したり、構
成したり、アップグレードしたりするこ
とはできませんでした。このような作業
は、究極のスーパーユーザーである IT 部
門の仕事だったのです。
旧来の CMT ソリューションでは、IT 部
門がカスタムのシステムイメージのセッ
トを 1 つ以上作成し、ネットワークに接
続された数台、あるいは数百台規模のデ
スクトップやラップトップに、LAN を介
して配布していましたが、これには非常
に時間がかかりました。また、イメージ
の展開サービスを利用するケースでは、
システムあたり最大で 25 ドルのコスト
がかかりました。このような手法では、
新たにデバイスを導入したり、紛失や盗
難時に代わりのデバイスを導入したりす
る際に、必要なアプリケーションの設定
を完了するうえで多大なリソースと作業
時間を要し、ユーザーの生産性にも影響
が生じます。同様に、CMT のアプリケー
ションを配付する場合も、IT 部門を中心
に作業が行われ、複雑な配布パッケージ
が必要でした。
これとは対照的に、UEM の API やツール
では、その開発の当初より、ワイヤレス
接続と自身で選択したデバイスを利用す
るモバイルユーザーのサポートを想定し
ていました。ユーザーは、ベンダーがオ
ペレーテ ィング システ ムや アプリケー
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ションを構成したデバイスを取得し、社
内の UEM ポ ータ ルや 構成 アプリ ケー
ションを利用して、社内で定められた設
定やポリシーに従い、ワイヤレスネット
ワークを通じて自分でデバイスの登録や
構成ができます。IT 部門による作業やサ
ポートはほとんど、あるいはまったく必
要ありません。
また、ユーザーは、社内のアプリケーショ
ンストアポータルから、IT 部門が事前承認
したアプリケーションをダウンロードして
インストールすることもできます。ただし、
現在では従来とくらべ、クラウドの SaaS
や仮想アプリケーションがかなり企業に浸
透しているので、多くの場合、アプリケー
ションをダウンロードする必要はまったく
ありません。それでも、必要に応じて IT
部門は、数百台規模のモバイルデバイスを
対象に、グローバルレベルでアプリケー
ションやアップデートをプッシュすること
が可能です。
数年前までは、OS やアプリケーション
のアップデート頻度は今よりもずっと少
なくアップデートの作業は LAN の性能に
依存し、非常に多くの時間とリソースを
かけてい ました 。今日 のモ バイルオペ
レーティングシステムは、クラウドサー
ビスモデ ル上で 動作す る傾 向があり、
アップデートは規模が小さいながら、そ
の頻度が高くなっており、これらは、モ
バイルユーザーにとって特に、重要な意
味を持つ要素となっています。
コンテナ化
UEM やモバイル OS の API で BYOD や
COPE（業務端末の私的利用）のワーク
スタイルを実現する方法の 1 つにコンテ
ナ化があります。この手法では、アプリ
ケーションのラッピングや暗号化、ある
いはほかの類似の手法を用いて、業務ア
プリケーションおよび業務データを個人
のアプリケーションおよびデータとデバ
イス上で分離します。これにより、企業
のセキュリティポリシーに合わせて、相
互のやり取りを無効化したり、制限した
りできます。
コンテナ化は、マルウェア対策や DLP
（データ漏洩対策）の役割も果たします。
業務用のアプリケーションおよびデータ
と個人のアプリケーションおよびデータ
は、デバイス上でお互いに分離されてい

るため、個人所有のアプリケーションの
利用や私的なインターネットの閲覧でマ
ルウェアに感染した場合でも、それがコ
ンテナ化された業務アプリケーションに
影響を及ぼすことはありません。また、
デバイスが業務用のネットワークに接続
していても、ネットワークに感染が広が
ることもありません。ほとんどの UEM
ソリューションでは、このような分離を
適用して いるほ か、特 定の 業務アプリ
ケーションが社内の LAN に接続したとき
に、アプリケーションごとに VPN（仮想
プライベートネットワーク）接続が自動
的に起動されます。この VPN 接続では、
単一のアプリケーションだけと接続し、
デバイス全体とネットワークを確立する
わけでは ないた め、個 人所 有のアプリ
ケーションの利用で感染したマルウェア
を遮断できます。
同様にほとんどのオペレーティングシス
テムの API や UEM システムでは、ユー
ザーの操作を制限するポリシーを多数、
構成および適用できます。業務用アプリ
ケーショ ンから 個人所 有の アプリケー
ションへデータをカット&ペーストした
り、業務用のデータやファイルを個人の
メールメッセージにペーストまたは添付
したり、機密性の高いデータを含むファ
イルを印刷したりするといった操作に制
限を加えることが可能です。
Windows 10 の ラ ッ プ ト ップ や デ ス ク
トップ、UEM では、デジタル著作権管理
の機能を通じてコンテナ化の処理が行わ
れます。すべての業務アプリケーション、
業務データに Windows 情報保護による暗
号化を適用されます。このあとに IT 部門
は、ユーザーが、個人のメールクライア
ントソフトウェアなど、Windows 情報保
護による暗号化を使用しない管理対象外
のアプリケーションに暗号化されたコン
テンツをカット&ペーストをしないよう、
ポリシーで制限をかけることができます。
SharePoint や共有ネッ トワ ークなどの
サービスからダウンロードされたデータ
もすべて暗号化されます。
Windows 10 には、このほかにも、複数
の種類のデバイスを対象とした管理で IT
部門が必要とする重要なエンタープライ
ズ管理機能が数多く用意されています。
多数のポリシーや設定のプッシュダウン
と適用、 パスワ ードと 暗号 化の適用、
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Azure Active Directory やサードパーティ
の UEM ソリューションを通じた新規デ
バイスの自動登録ができるようになるほ
か、ユーザーがインストールしたアプリ
ケーションと企業がプロビジョニングし
たアプリケーションを区別した管理もで
きます。また、msi パッケージを通じた
Windows 32 アプリケーションの配布や、
アップデートの適用と展開、危険な Web
サイトへのアクセスの防止も可能です。
そしてこれらすべてが、デバイスが企業
の LAN に接続されていない状態で実現さ
れます。また、Windows 10 の機能を通
じて利用できない Win32 のアプリケー
ションについても、Citrix Workspace の
デスクトップ仮想化ソリューションを通
じてモバイルデバイスに展開することが
できます。CMT と完全に同一の管理機能
が提供されるわけではないものの、重要
性の高い広く利用されている管理機能が
利用可能となっており、利用できる機能
の範囲は今後も拡大していく予定です。
Mac OS X Lion から、アップルはデスク
トップオ ペレー ティン グシ ステムに、
iOS とほぼ同等となるポリシーベースの
自動登録管理 API を導入し始めました。
macOS Sierra の場合、その度合いがさ
らに増しています。
シトリックスの UEM ソリューション
Citrix XenMobile は 、 デ スク ト ッ プ 、
ノ ー ト ブ ッ ク 、 Chromebook を 含 め 、
iOS、Android、Windows 10、MacOS の
デバイスなど、複数のプラットフォーム
を 管 理 で き る 包 括 的 な 統 合 UEM ソ
リューションです。Citrix Workspace の
一部として機能し、アプリケーションと
デスクトップの仮想化、ファイルの同期
と共有、セキュアなネットワークゲート
ウェイサービス、Office 365 に関するセ
キュリティと生産性の強化機能を、UEM
と連携させます。一方、Citrix mVPN は、
マルウェアに感染したアプリケーション
がファイアウォールの内側にあるリソー
スにアクセスするのを防ぐほか、デバイ
スレベルでなくアプリケーションレベル
で一意のモバイルデバイス ID を割り当て
て、個々のコネクションやデバイスの監
視、フィルタリング、ブロックを行いま
す。このよう機能の連携により、Office
の生産性アプリケーションはもとより、
レガシーの Windows アプリケーションや

SaaS、Web アプリケーション、モバイ
ルアプリケーションなど、ユーザーが必
要とするあらゆるアプリケーションが、
デジタルワークスペースのかたちで提供
され、統合アプリケーションストアを通
じて利用できます。
Citrix Workspace の XenMobile では、あ
らゆるオペレーティングシステムのエン
タープライズ管理 API をサポートしてい
ます。デバイスのオペレーティングシス
テムをまたがり管理の一貫性を実現する
独自の機能が API に追加され続け、API
自体の数も増加しているなかで、
XenMobile がサポートする API もその数
を増しています。FIPS 140-2 完全互換の
AES 256 ビット暗号化や、オペレーティ
ングシステムの API が提供するコンテナ
化機能をベースとした独自の MDX コン
テナ化機能に対応するほか、関連する機
密情報を保護するためのポリシーやコン
テナ化手 法を用 いて個 々の アプリケー
ションを ラッピ ングす る独 自のツール
キットや SDK もサポートしています。
Citrix Workspace は、シームレスかつ生
産性の高い作業環境を可能にする一方、
企業にとって必要な一貫性のあるセキュ
リティも実現しており、この点は非常に
重要です。
Citrix Workspace で は 、 Citrix Secure
Mail や Citrix Secure Web な ど 、 エ ン
タープライズレベルのセキュリティ機能
を備えた独自のモバイルアプリケーショ
ンも提供さ れます。 これら は、iOS や
Android のデバイスで利用できます。
Citrix Secure Mail は、企業ユース向け
のメールクライアント兼個人情報マネー
ジャーです。デバイス標準のメールクラ
イアントソリューションのそれと非常に
似かよった、ユーザーフレンドリーなイ
ンターフェイスを持ち、それに加え、企
業環境での利用を想定した強固なセキュ
リティと高いユーザービリティを実現す
る豊富な機能を備えています。
Secure Mail では、業務で使用するメール、
連絡先、予定表のアイテムはすべて、デ
バイス上において、個人の用途のものと
完全に 分離 して 保存 され ま す。Secure
Hub にログインした後、ユーザーは、シ
ングルサインオンで Secure Mail にアク
セスできます。また、Secure Mail では、
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多要素認証やリモートワイプが利用可能
のほか、保存時と移動時のデータの暗号
化にも対応しています。また、IT 部門は、
メールの添付ファイルについて制約を設
けることができ、メールの情報をほかの
アプリケーションで印刷したり、カット
&ペーストしたりするような操作に制限
を加えることも可能です。
Secure Mail は、組織にある既存の DLP
（データ漏洩対策）ツールと連携できる
ので企業において送信されるメールのコ
ンテンツを監視したり、制限したりする
ことができます。また、Secure Mail では、
非常に便利な機能が多数用意されており、
たとえば、ミーティング参加者の出席の
可否を確認したり、新規ミーティングへ
の参加依頼にオンラインミーティングや
電話会議のリンクを埋め込んだり、オン
ラインミーティングに参加したりすると
いったことがワンクリックで可能です。
Secure Mail は Secure Web モバイルアプ
リケーシ ョンと 緊密に 連携 するので、
メールに記載された Web リンクのオープ
ンはすべて、セキュアなサンドボックス
化された Web ブラウザ環境で実行されま
す。また 、あと で述べ るよ うに、シト
リックス独自のファイル同期共有アプリ
ケーション、ShareFile とも緊密に連携す
るため、コンテンツをメールで共有する
際は、コンテンツのファイルそれ自体で
はなく ShareFile のリンクをメールに埋
め込むことで、共有するコンテンツの操
作権限を厳密に管理することができます。
Citrix Secure Web はセキュアなブラウ
ザソリューションの 1 つです。特に企業
ネットワークやイントラネットへのアク
セスにおいて、Web ブラウジングにポリ
シーや制限を適用するうえで役立ちます。
ポリシーを適用して、ユーザーのアクセ
スを許可または禁止する Web サイトを指
定したり 、アク セスに 使用 する社内の
ファイアウォールプロキシを制御したり
できるほか、URL を分析、フィルタリン
グして、URL の安全性を確保することも
可能です。
Citrix ShareFile はエンタープライズグ
レードのセキュアなモバイルファイル同
期共有アプリケーションです。コン
シューマーユーザーになじみの Box や
DropBox と同等またはそれ以上に機能豊

富で使い勝手が良く、しかも、エンター
プライズレベルのセキュリティと管理性
を実現しています。ShareFile の場合、必
ずしも情報をすべてクラウド上に置く必
要はありません。ファイアウォールで保
護 さ れ た オ ン プ レ ミ ス 環 境 、 Citrix
ShareFile のクラウドサービス、その他の
パブリッククラウドストレージのいずれ
にも、ShareFile Storage Zones を通じて
自由に共有ファイルを保存できます。ま
た、ShareFile では、CIF ベースの内部
ネットワークストレージシステムにファ
イルを保存できるほか、Windows ネット
ワーク共有や Microsoft SharePoint 用の
コネクターも提供されます。このため、
別のサー ビスと の共有 にあ たり、その
サービスへファイルを移行する必要があ
りません。完全な機能を備えていながら
ドラッグ&ドロップで簡単に操作できる
ソリューションであるため、さまざまな
デバイス上で動作するフォームベースの
モバイルアプリケーションを初心者でも
開発、実装、保存することができます。
ShareFile を利用すれば、手動のワークフ
ローやプロセスのデジタル化、自動化を
短期間で実現できるようになり、現場で
は、データの二重登録がなくなり、ペー
パーワークが不要になります。そしてお
そらくこれが最も重要な点ですが、
ShareFile では、Citrix XenMobile の強力
なセキュリティ機能と管理機能をすべて
利用できます。これにより、企業データ
のセキュリティが確保されるほか、
XenMobile の 他 の 機 能 や 生 産 性 ア プ リ
ケーションとのシームレスな連携が可能
になります。
Citrix Secure Hub は、シトリックスの
アプリケーションストアです。組織はこ
こで、単一のアプリケーションストアを
運用し、セキュリティアプリケーション
やモバイ ルアプ リケー ショ ン（サード
パーティが開発した商用アプリケーショ
ンや社内 開発の アプリ ケー ション）、
Web/SaaS サービス、さらには、Active
Directory のグループポリシーをベースと
した Windows のデスクトップとアプリ
ケーションを提供することができます。
Podio（この製品は日本語化されていま
せん）は、クラウドベースで無償の強力
な企業向けモバイルコラボレーションプ
ラットフ ォーム を実現 し、 チームのコ
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ミュニケーションやプロセスの連携、コ
ンテンツの共有を促進するほか、Citrix
XenMobile のセキュリティ機能や管理機
能と密接に連携します。数万ドル規模の
投資を必 要とす るエン ター プライズソ
リューションと同等もしくはそれ以上の
コラボレーション機能を備えています。
現在、新たに、IoT 対応のワークプレー
スという概念が登場していますが、この
ワークプレースでは、コンテキストに対
応した環境を通じ、異なる数多くのソー
スからデ ータを 取得し て統 合し、ユー
ザーのさまざまニーズに応えるとともに、
ワークプレースの効率と生産性を高めま
す。Citrix Workspace のモビリティ管理
は、このワークプレースにも対応できる
ようになっています。ワークプレースの
自動化サービスの構築では、Octoblu ソ
フトウェアを使用します。ユーザーが近
づいたときに起動するようデスクトップ
をカスタマイズしたり、会議室に人が入
室したのと同時に空調や照明を制御した
り、GoToMeeting や Skype for Business
Meetings を起動したりできます。IoT の
可能性は無限です。
まとめ
Windows 10 や macOS Sierra では、あら
ゆるエンドポイントやデバイス、アプリ
ケーションに対応する単一のユニファイ
ドエンドポイント管理機能を実現するこ
とができます。モバイルワークプレース
の管理コストや、そのセキュリティの確
保と簡素化のコストを効率化および削減
する方法として、さらには、IoT の時代
に対応できるモバイルエンタープライズ
環境を実現する手段として、企業は UEM
のソリューションを十分に検討する必要
があります。

Citrix Workspace では、エンドポイント
の管理とアクセスの管理を統合できるほ
か、パフォーマンスについての詳細な情
報が得られます。シトリックス独自の完
全なワークスペースであり、コンテキス
ト対応のセキュリティに対応でき、イン
フラストラクチャ、アプリケーション、
ネットワーク、デバイスを横断した包括
的なアナリティクスを提供して、他に類
のない監視機能を実現します。一方、エ
ンドユー ザーは 、生産 性高 め、コラボ
レーションを実現するうえで必要なアプ
リケーションやデータを 1 箇所から利用
できるようになります。しかも、エンド
ポイントの制約はありません。シトリッ
クスの UEM ソリューションは、統合管
理機能やセキュリティ機能を提供でき、
アプリケーションとデスクトップの仮想
化やモバイルコラボレーションにも対応
するほか、エンタープライズ IoT を実現
することも可能です。このような完全な
UEM ソリューションを提供できるのは、
シトリックスのみです。
Citrix Workspace では、ワークスペース
がサービスとして提供されるため、IT 管
理の一元化とアップグレードの効率化、
設備投資コストの削減が可能となり、ビ
ジネスの効率を高めることができます。
クラウドのテクノロジーを利用するだけ
で、ビジネスのニーズに合わせて柔軟に
インフラストラクチャを拡大、縮小でき、
たとえば、新たに従業員を雇用したとき
にはインスタンスを追加し、退職者が出
たときにはインスタンスを削除するだけ
です。Citrix Workspace をサービスとし
て提供することで、時間をかけず、最も
シンプルかつ柔軟に、デジタルワークス
ペーステクノロジーをセキュアに利用す
ることが可能になります。

Citrix Workspace の 提 供 す る ソ リ ュ ー
ションをユニファイドエンドポイント管
理に活用 すれば 、あら ゆる アプリケー
ションを対象とした ID の管理や連携の機
能を通じ、ハイブリッドクラウドサービ
スのオンボーディングや統合、運用に関
する管理作業を簡素化することができま
す。
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