


異なる点
テレワーク時の検討の⽅向性

リモートワーク テレワーク

利⽤時間 1〜2H/⽇利⽤ 8H/⽇以上利⽤ 定額制ネットワークの検討。
⾃宅インターネット回線の活⽤検討。

同時接続数 20％程度 100％近い 同時接続100％に耐えられる課⾦体系への変更。
回線帯域、VPNや各種ソフトウェアの整備。

利⽤
アプリケーション

限定
アプリケーション

ほぼ全ての
アプリケーション

どの部⾨がテレワークするかわからないため、利⽤可能
アプリケーションが拡⼤できるソリューションを利⽤。

データへの
アクセス

限定された
データで可

業務で必要な
データ全て

業務で必要なデータアクセスは確保しつつ、セキュリ
ティをどう担保するか。データ持出し禁⽌、印刷禁⽌。

急場しのぎのテレワーク環境のままではNew Normalに対応できないワケ

COVID-19の感染拡⼤を背景にテレワークを導⼊する企業が増えました。しかし、現在数多くの企業が利⽤している急場しのぎ
のテレワーク環境は「ビジネスに深刻な影響をもたらしかねない」と⾔えます。その理由は、多くの企業がテレワークをリモート
ワークの延⻑として捉え、対策を講じているためです。
これまで、オフィス以外で仕事をする基盤づくりは、「働き⽅改⾰」を推進する中で、外出先や出張先で業務を⾏うリモート

ワーク実現を主眼にして⾏われてきました。しかし、各従業員がバラバラのタイミングで⽐較的短時間システムを利⽤するリモー
トワーク環境とは異なり、在宅勤務（テレワーク）で求められるのは、ほぼすべての従業員が業務時間を通して、同時接続できる
環境です。リモートワーク向けに構築したICT環境をテレワークにそのまま活⽤すると、ネットワークに負荷がかかり、通信が不
安定になるため、トラブルが発⽣する可能性が⾼まります。
また、テレワーク実現のために多く採⽤された⽅法としては、会社のノートPCを⾃宅へ持ち帰って業務利⽤する⽅法と、社内

の⾃席PCへリモート接続する⽅法があります。ノートPCを持ち帰る⽅法では、業務データが格納されたノートPCを⾃宅のイン
ターネットに接続するので、多くのセキュリティリスクが懸念されます。
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［表1］



オフィスにある⾃席PCへリモートアクセスする⽅法
の場合、社内データを持ち出さずに業務遂⾏が可能なた
め、セキュリティに関しては⽐較的安全だと⾔えるで
しょう。また、短期間で導⼊が可能なため、緊急事態宣
⾔下で多く採⽤されました。ただし、社内WANネット
ワークを常に往復する（図1）ため、レスポンスが悪く
なります。また、誤って⾃席PCをシャットダウンして
しまうと、リモートからは⽴ち上げられず、電源を⼊れ
るために出社しなければならないこともあり、最善の⽅
法とは⾔えません。
New Normal時代の新しい働き⽅に対応するためには、
サーバー側でほとんどの処理を⾏うシンクライアントシ
ステムの導⼊が最適と考えます。PCと異なり、継続運
転を想定しているサーバーをベースにしたシステムなの
で、安定的な稼働が実現できます。
なお、シンクライアントシステムの実現⽅法として、

仮想サーバー環境上に個々の仮想デスクトップ環境を実
現するVDI（Virtual Desktop Infrastructure）⽅式と、
サーバーOS上のアプリケーションを利⽤者で共有する
SBC（Server Based Computing）⽅式があります。そ
れぞれにメリットとデメリットが存在します（次ページ
表２参照）。例えば、SBC⽅式の⽅が導⼊コストを抑え
られますが、クライアント環境の⾃由度はVDI⽅式に軍
配が上がります。そこで、導⼊の際には、それぞれの特
徴を理解し、⾃社の環境や課題に適したものを選択する
ことが重要になります。
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■ VDI/SBC利⽤時

■⾃席PC利⽤時

［図1］

⾃社の業務に最適なクライアント環境を検討すべし
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項⽬ 仮想デスクトップ
(Virtual Desktops/Horizon/VPCC*1)

SBC（プレゼンテーション仮想化）
（Virtual Apps/Horizon/Windows RDS*2）

⾃席PCへのアクセス

コスト × △ 〇

対応可能（動作可能）
アプリケーションの広さ 〇 △

（マルチユーザ対応、移動ユーザプロファイルが必要） 〇

運⽤管理性
（パッチ、ウィルスソフト更新） 〇 〇 △

環境の耐障害性 〇
（サーバー環境なため、冗⻑化可能）

〇
（サーバー環境なため、冗⻑化可能）

×
（冗⻑化なし）

リモートからの電源管理 〇
（常時電源ON、アクセス時電源ON）

〇
（常時電源ON）

×
（Wake On LAN対応システムが必要）

周辺機器（USB機器接続、印刷）
利⽤制限 〇 〇 △

操作レスポンス 〇 〇 △

周辺システムとの
連携のし易さ 〇 〇 ×

将来性
（今後の利⽤⽤途拡張） 〇 △ △

■利⽤要件を加味し、最適なクライアント環境を選定する必要がある

［表2］

⾃社の業務に最適なクライアント環境を検討すべし

*1 VPCCはVirtualPCCenterの略
*2 Windows RDSはWindows Server リモートデスクトップサービスの略
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①利⽤する社内業務システム
②シンクラソリューション：VDI／SBC／⾃席PC
③ 利⽤ネットワーク：インターネット/キャリア開域網
④リモートアクセス：VPN

⑤ リモートアクセス時の認証システム：⼆要素認証
⑥利⽤デバイス：会社⽀給端末/⾃宅PC/タブレット/
スマートデバイス(Android/iOS)

⑦ 社内端末からの利⽤

検討ポイント

■リモートアクセス／テレワークシステムでの検討ポイント

［図2］

理想的なテレワーク環境を構築するには、システム全体を俯瞰して、ポイントごとに⾃社に最適な要件を検討していく必要があ
ります。
しかし、下記図２のような細かい要素に対して、世の中に存在する様々なソリューションやツールの中から⾃社に最適なものを

⾒つけ出すのは⾄難の業。そこで、プロの視点から最適なソリューションを組み合わせてトータルコーディネートしてくれるソ
リューションサービスを活⽤するのも選択肢の1つです。
なお、各種利⽤デバイス、ネットワーク機器から各種ツールまで幅広いプロダクトを世に送り出し続けているNECでは、そんな

強みを⽣かし、テレワーク環境を構築したい企業の多様なニーズに柔軟に応えるトータルソリューションを提供しています。

システム全体を⾒渡して、⾃社に最適な環境を構築すべし
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［図3］

コストを抑えてテレワーク⽤シンクライアントを⽤意するなら
USB型ツールで⾃宅PCを活⽤せよ

■ThinclST/USBにより⾃宅PCをセキュアに活⽤

⾃宅で利⽤するPCを配布するとコストがかかります
が、NECの「ThinclST（シンクラエスティー）/USB」
を活⽤することで、低コストでテレワーク⽤シンクライ
アント端末を⽤意できます。
これはUSBメモリ型のデバイスを、USBポートに差

し込むだけでPCを⼀時的にシンクライアント専⽤端末
にしてしまうツールです。ソフトウェアなどのインス
トールが不要なことに加え、USBポートから外して再起
動すれば、PCは元の環境に戻るので、テレワーク⽤シ
ンクライアントシステムを実現する際に、新たに端末を
配布することなく、従業員が所有する⾃宅PCを利⽤す
ることが可能です。
また、個⼈PC環境とUSBシンクライアント環境は同

時に起動できないため、仮に⾃宅で通常使っているPC
環境がマルウェアに感染していても、ThinclST/USBが
感染することはありません。ThinclST/USBは読み取り
専⽤なので、マルウェアが⼊り込む余地も無く、テレ
ワーク時に社内システムに影響を及ぼすことがありませ
ん。ThinclST/USBを利⽤している間は、印刷や社内
データのUSBメモリ等への出⼒も禁⽌されており、セ
キュリティ⾯も万全です。



• シンクラ専⽤VPNは、仮想デスクトップのみ接続可。画⾯転送のみ
のため、業務データ持出しや印刷は不可。

• ⾃宅PCがマルウェア感染していても、画⾯転送のみの通信なため、
社内ネットワークへ侵⼊されない。
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■ シンクラ専⽤VPN（Citrix ADC、VMware Unified Access Gateway等）

• SSL-VPNは、VPN接続してしまえば、社内LAN端末と同様に社内
の各システムが直接利⽤可能。

• 業務データの社外持ち出し、印刷も可能。端末がマルウェア感染し
ていれば、社内ネットワークへの侵⼊も可能。

［図4］

快適なテレワーク環境を実現するためには、安全に社
内システムに接続可能で、ほぼ100％の従業員が同時接
続するという状況に耐えられるアクセスネットワークの
構築が必要不可⽋です。
社内システムに安全に接続するためのネットワークと

してよく利⽤されるものには、VPN（Virtual Private
Network）と閉域SIMを利⽤したキャリア閉域網サービ
スがあります。
両者を⽐較すると、インターネットを介さずに通信を

⾏うキャリア閉域網サービスの⽅に、セキュリティ⾯で
は軍配が上がります。しかし、多⼈数が⻑時間利⽤する
テレワークでは、利⽤頻度が⾼く費⽤が掛かってしまう
ため、採⽤は難しい。

そこでテレワーク環境を構築する際にはVPNを採⽤す
るのが賢い選択。VPNでもシンクライアントシステムに
オプションで⽤意されている専⽤VPNシステムの利⽤を
おすすめします。
⼀般的なSSL-VPNでは、接続すると社内LANに接続

した状態と同じになるため、仮にマルウェアに感染した
PCを接続すると、社内ネットワークに侵⼊されるリス
クが⽣じます。しかし、専⽤VPNシステムなら、仮想デ
スクトップ以外には接続できず、PCと仮想デスクトッ
プ間は画⾯転送のみ⾏うため、PCから社内システムに
マルウェアが⼊り込むのを阻⽌できます。

■ ⼀般的SSL-VPN

利⽤ネットワークの選定は慎重に！
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［図5］

さて、ここまでテレワーク環境を実現する最善策とし
て紹介してきたシンクライアントシステムには、ある弱
点が存在します。
それはWeb会議ツールとの相性の悪さ。ネットワーク

を介して、サーバーとPC間で画⾯転送などを⾏ってい
るため、映像や⾳声に遅延が起こりがちなのです。テレ
ワークにおいて、Web会議ツールは最も頻繁に活⽤され
るものの1つ。それ故、この弱点を嫌って、シンクライ
アントシステムの導⼊を⾒送るケースもありました。
しかし、最近では「Microsoft Teams」や「Zoom」

といったWeb会議ツールを、最適化するためのオプショ
ンを備えたシンクライアントシステムも存在。そのよう
なツールを利⽤すれば、シンクライアントでも、快適に
Web会議を⾏うことが可能です。
また、Web会議は、PCだけでなく、スマートフォン

と併⽤するという⼿もあります。これはNEC社内でも実
践しているポイントなのですが、シンクライアントの弱
点を回避できるだけでなく、アクセスネットワークの負
荷軽減、レスポンスの改善が可能。更に投影している
PCの画⾯をスマートフォン側で確認しながらミーティ
ングが実施でき、まさに⼀⽯⼆⿃です。このような
ちょっとした⼯夫が⼤きな効果をもたらします。

■Web会議イメージ

Web会議最適化ツールの導⼊や運⽤の⼯夫で快適なWeb会議を実現！
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サーバーCPUのスペックにもこだわるべし

シンクライアントシステム、ネットワーク、利⽤端末、
シンクライアント専⽤VPNツールについて最適なものを
採⽤することはもちろん、シンクライアント環境を構築
し、快適なレスポンスを実現するためにはサーバーのス
ペック選定が重要です。サーバーへのVDI集約率アップ
のためには、搭載されるCPUのコア数が重要。レスポン
スの⾼速化にはCPUクロック周波数の⾼さが求められま
す。
実際のシステム導⼊・運⽤では、CPUスペックとコス

トのバランスを考慮して、搭載CPUを選定することが重
要です。⼀般的な基準を挙げるのならクロック周波数
2.5GHz以上のインテル® Xeon® スケーラブル・プロ
セッサーをおすすめします。
いずれにせよ、マルチコア⾼クロック化が進む現代の

CPUは、できるだけ最新のものを活⽤したいところです。
⼀昔前は1台のサーバーに50ユーザー分の仮想デスク
トップ環境を構築することがやっとでしたが、今では
100ユーザー分を1台に集約することも可能になりまし
た。⾼性能なCPUを採⽤することは、サーバーの台数を
減らし、イニシャルコスト・運⽤コスト低減につながり
ます。



Before（2020年3⽉初） With COVID-19

リモートアクセス利⽤者数 2.4万⼈ 5.6万⼈

テレワーク率 40％ 80％

リモートアクセス回線使⽤帯域 2.2Gbps 13Gbps

ThinclST/USB利⽤数 0.7万本 1.8万本

仮想デスクトップ（VDI）環境 4.6万台 7.4万台

Web会議開催数 1.3万回／⽇ 2.9万回／⽇

■ NECにおけるBefore/With COVID-19でのテレワーク状況

10

［表3］

この度のCOVID-19の感染拡⼤によるテレワークの実施にあたり、NECでは当初、2020年に開催される予定だったオリンピック
に向けて準備してきたリモートワーク環境をリニューアルしました。
しかし、いざ全社的なテレワークを実施すると、Web会議が増えた結果、回線帯域や、社外パートナー向けのテレワーク環境の

不⾜など、想定外の問題が発⽣。そして、これらの課題を解消すべく、アクセスネットワークの強化やVDI環境の増設、
「ThinclST/USB」を使った社外パートナーのテレワーク環境の整備などに取り組んできました。その結果、現在（2020年8⽉）
では、テレワーク利⽤者5.6万⼈、テレワーク利⽤率80％というボリュームや、1⽇に2.9万回以上開催されるWeb会議にも耐えう
る環境の構築に成功しているのです。
本資料でご紹介した、テレワークを成功に導くための六つの秘伝は、この経験をもとに導き出されたものにほかなりません。⾃

社で取り組んできた経験があるからこそ、真に役⽴つサービスのご提供やご⽀援が可能です。ぜひ、NECが提供するソリューショ
ンサービスを活⽤して、New Normal時代に求められるテレワーク環境を実現してください。

［ケーススタディ］ NECはいかに理想的なテレワーク環境を構築したのか？

• 「Windows」、「Windows Server リモートデスクトップサービス」、「Office 365 / Microsoft 365」は⽶国および
他の国々で登録されたMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。

• 「iOS」は⽶国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
• 「Android」はGoogle LLCの商標または登録商標です。
• 「Virtual Desktops」、「Virtual Apps」、「Citrix ADC」はCitrix Systems, Inc.の商標または登録商標です。

• 「Horizon」、「VMware Unified Access Gateway」は、⽶国および他の国々で登録されたVMware, Inc.の商標または
登録商標です。

• 「VirtualPCCenter」はNECの商標または登録商標です。
• 「ThinclST」はNECおよびNESの商標または登録商標です。
• 「インテル® Xeon®」は⽶国および他の国々で登録されたInterl Corporationまたはその⼦会社の商標または登録商標です。

【商標について】 本資料に掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。


