
　新型コロナウイルスなどの影響により、多くの企業が急ピッチでテレワークの導入を進めている。アフターコロナに向け実効力
のあるテレワーク環境を構築するには、大小さまざまな課題を解決する必要がある。
　しかし、特に注意すべき主要な課題は、事業分野や組織の性質などによって変わってくるという。業種や部門ごとに異なる主要
な課題とは何か。それを解決するには、どのような対処法やツールが有効になるのだろうか。
　ディストリビューターのシネックスジャパンは、2000社を超えるデバイスやソフトウエアのベンダーとつき合い、業種や規模の
異なる多数の企業のテレワークを支援してきた。テレワーク導入に関わる最近の動向や事例などを踏まえ、解説をお願いした。

あの部門のテレワークを阻む要因は？

業種や部門ごとに異なる
アフターコロナの主要課題に挑む

毎日出社するワケとは？
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IT部門

課題

解決策

効果

製造業

職種ごとの課題の要約図
営業

オンプレミス環境でのサーバー運営。
突発的な障害に対処するため、担当
者の常駐が要求される。

製品や部品の設計、解析、分析、シ
ミュレーションなど、高いコンピュー
ター能力が必要なため、コロナ渦でも
出社せざるを得ない。

コラボレーションのデジタル化をどう
実現し、使いやすさと堅固なセキュリ
ティをいかに両立させるか。

人工知能（AI）で障害を予知できる
ツールの活用。あるいは、サーバーの
一部または全部のクラウド化。

VDIで遠隔地からワークステーション
を利用。または、高性能なサーバーや
クラウドを活用。

Web会議システムを活用し、デバイ
スを自由に組み合わせて環境構築。
VPNや多要素認証でセキュリティを
確保。

サーバー運用やセキュリティ対応を最
新テクノロジーで自動化し、IT部門の
従業員はより付加価値の高い業務に
従事。

ネットワークさえあれば、どこからで
も遠隔操作で高性能なコンピュー
ターを使用可能に。

コストとパフォーマンスを両立させ、
セキュリティが担保された働きやすい
職場環境を構築。



IT部門のテレワーク化を阻む
オンプレミス型サーバーの管理

　IT部門のテレワーク化を阻んでいる大きな要因の1つは、オンプ
レミス環境でサーバーを運営していることだ。
　オンプレミスと言えども、その管理は遠隔からでも可能だ。しか
し、サーバーの物理的な障害はいつ起きるかわからない。起きた場
合には、現場での迅速な対応が求められるため、サーバーの近くに
誰かが常駐しなければならないという話になる。
　そうした状況への対処法としては、例えば、米ヒューレットパッ
カードの人工知能（AI）サーバー管理ツール「HPE InfoSight」の活
用などが考えられる。これは、過去に起きた障害事例を機械学習す
ることで、実際に障害が起きる前に、その予兆を検知できるツール
だ。サーバーの健康状態を可視化し、一元管理できる。
　担当者がサーバーの近くに常駐する必要がないので、オンプレミ
スの環境でもテレワークの推進が可能になる。AIを導入した、デー
タ負荷の高いサービスにはインテル® Xeon® スケーラブル・プロ
セッサー搭載サーバーが最適な選択肢だ。当社は、そんなインテル® 
Xeon® スケーラブル・プロセッサーを搭載したHPE InfoSightの導
入支援やサポートを行っている。一般的に、「ディストリビューター」と
呼ばれる業態では、お客様の構築支援は直接は行わないが、当社に
はサポート部門があり、お客様の構築支援を直接提案するケースも
ある。これは当社の大きな特徴でもある。

クラウドへの移行を
検討すべき時期にきている

　IT部門が本格的なテレワークを進めたい場合、当社としては、ク
ラウドサービスの利用を提案することが多い。
　例えば、メールサーバーが止まると大変なことになる。これを、例
えば日本マイクロソフトのクラウドサービス「 Microsoft 365 」へ
移行させれば、サーバーが止まる可能性は極めて低くなる。システ
ムのバックアップも自動化できる。
　当社のお客様には、中小企業が多い。中小規模のお客様にとっ
て、クラウドサービスへの移行がもたらすメリットは大きい。クラウド
化によってハードウェアの管理から解放されることにより、IT部門の

リソースを新たなシステム開発やWebアプリケーションの開発な
ど、より付加価値の高い業務に振り向けることが可能になる。当社
はクラウドをつかったソリューションに信頼性の高いインテル® 
Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載サーバーの提案も幅広く
行っている。
　クラウド化を躊躇する企業は、製造業の分野に多くみられる。新
製品の開発に関わるデータや重要な製造データなどを、外部サー
バーに置くことはできないという考え方が根強い。しかし、最近で
は、クラウドにデータを預けることの信頼度は大きく向上し、1企業
ごとのセキュリティ投資となるオンプレミスよりクラウドの方が安全
性が高いという現実もある。大手銀行や政府機関のような、極めて
高度なセキュリティを要する組織も、最近は続々とクラウドへ移行し
始めている。テレワークや働き方改革の推進が叫ばれる中で、あら
ゆる企業がクラウド化を検討する時期に来ているといえよう。

製造業のテレワーク化
エンジニアリング部門の対応がカギ

　製造業でテレワークを推進する場合、主な課題となるのは、エン
ジニアリングに関する業務だ。製品や部品の設計、解析、分析、シ
ミュレーションなど、非常に高いコンピューター性能が要求される業
務に携わる技術者は、そうしたワークステーションを自宅に持ち帰っ
たり、会社の外に持ち出すことができない。
　このような場合、いくつかの解決策が考えられる。
　まず、製造業のお客様からの引き合いが最も多いのは、VDI環境
の構築だ。遠隔地にあるパソコンから、会社にあるワークステーショ
ンのデスクトップを開き、操作できるソリューションである。
　かつては、遠隔操作になると反応が遅くてストレスを感じた時代
もあるが、現在では、ストレスの少ないソリューションがいくつも出て
いる。また、VDIを高速化するツールを提供する企業もある。
　その一方で、テレワーク化のために新たにサーバーを立てる方法
もある。高性能なCPUとグラフィックボードを装備したサーバーを立
て、サーバーの中でエンジニアリング用のアプリケーションを動か
す。それを、遠隔地からノートパソコンなどによって利用する方法
だ。設計部や技術部門のテレワークを推進するために、このような
サーバーを導入したいというお客様は増えている。

シネックスジャパン　サービスメニュー

要件定義 システム設計 構築/設定 搬入/設置 稼働開始

販売支援 
・ヒアリング 
・製品紹介 
・エンドユーザー同行 
・機器/サービス見積作成
・提案書(RFP) 作成 

技術支援 
・製品トレーニング 
・システム構成検討 
・要件定義(概要設計) サービス 

構築/設定支援 
・機器セットアップ トレーニング 
・機器セットアップ サービス 
・プレセットアップ 
　ー 部材組込 (キッティングサービス) 

　ー 設定組込 (プレコンフィグサービス)

・メーカーエスカレーション 

搬入/設置支援 
・インストレーション サービス
　ー 動作テスト
　ー 検収図書 
　ー 操作説明 

・データ移行サービス 
・サイトサーベイ 
・機器引き取り
　ー 下取りサービス
　ー データ消去 

設計支援 
・基本設計サービス
・詳細設計サービス (パラメータ設計) 
・プレサイトサーベイ
・PoC 
　ー デモ機貸出 
　ー SimpliVityビジネスセンターの利用 
　ー 検証作業支援 

※オレンジ部分は有償にて提供する内容含む 

VDI構築サービスにより、快適なテレワーク環境構築を強力に支援
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　また、エンジニアリング用のワークステーションをクラウド化した
いというお客様も少なくない。高度な演算処理やグラフィックス作
業向けのアプリケーションをクラウドで動作させ、遠隔地からノート
パソコンでアクセスして仕事をする。この方法を選ぶと、かなり自由
度の高いテレワークが実現できる。
　このように、製造業のテレワーク化で問題になるのは、エンジニア
リング関連の作業負荷が大きいことだ。それ以外の業務、例えば、
営業やマーケティング、管理部門などは、製造業でも一般的な企業
と大差はない。「 Microsoft 365 」などを中心とするテレワーク向
けのソリューションをうまく活用することで、快適なテレワークを実
現できる。

営業部門のテレワーク化
Webビデオ会議を有効活用

　営業やマーケティング部門などの職種でテレワークを推進する場
合、主な課題となるのはコラボレーションのデジタル化だ。
　当社では、Microsoft 365 に装備されている「 Microsoft 
Teams 」や、グーグルの「ハングアウト」、Zoomビデオコミュニ
ケーションの「Zoom」などを中心に、Webビデオ会議システムの
導入を提案することが多い。いずれもクラウドサービスなので、IT部
門の負担も少なく導入できる。
　基幹システムと連携する仕組みについては、お客様ごとの事情に
よって提案内容が変わってくる。
　例えば、ネットワークセキュリティを確保するために、VPNの導入
を望むお客様もいれば、専用線を使ったネットワークを求めるお客
様もいる。企業ごとのポリシーや組織の風土などによって、選択肢
は変わってくる。
　かつてはこうした選択肢もそう多くなかったが、昨今、非常に多く
のソリューションが登場し、環境整備は容易になった。ただし、セキュ
リティの面には依然として注意を払う必要がある。当社では、コラボ
レーションツールとセキュリティ対策は必ずワンセットで提案してい
る。今後のセキュリティ対策では、多要素認証が必要になっていくだ
ろう。パスワードによる認証だけでなく、スマートフォンにID番号を

送ってセキュリティを二重化するなどの対策が主流になる。
　こうした対策により、コストとパフォーマンスを両立し、セキュリ
ティが担保された働きやすい職場環境を整備できる。

2000社超のベンダーと取り引き
豊富な在庫とノウハウで最善策を提案

　当社の特徴の1つは、取り扱っている商材が非常に多いことだ。
ベンダーの数で言えば、2000社以上との付き合いがある。その中
から、お客様が抱える課題解決に最適なソリューションをご紹介で
きる。世間には、特定のベンダーと深い関係のあるディストリビュー
ターも多い。その場合、どうしても付き合いの深いベンダーのソ
リューションを勧めがちになるが、当社ではそういうことはない。い
ずれのベンダーとも中立的な立場で取引をし、お客様の話をよく聞
いたうえで、課題解決に最適なソリューションを選択できる。これは、
当社の強みでもある。
　前述したように、当社はディストリビューターではあるがエンド
ユーザーのお客様の悩みを直接聞いている。まず最初に当社にご
相談いただき、お客様の課題解決を提案し、必要なリセラーと協力
して構築を支援している。

自ら最先端のテレワークを推進
日米の先端的ノウハウを顧客に提供

　当社には、テレワーク向けのデバイスやソリューションが豊富に
揃っているので、さまざまな活用を提案できる。例えば、Teams や
ハングアウト、Zoomなどは、必ずしもノートパソコンで使用するだ
けではない。会議室で使えるようなスピーカーとマイクを組み合わ
せたシステムや、スピーカーフォンのようなデバイスがある。また、
ヘッドセット、マイク、カメラなどについても相当な種類の製品があ
る。目的に応じ、自由な発想で環境を構築できるのだ。
　また、当社は2012年頃から他社に先駆けてテレワークを導入し、
8年以上の経験を持つ。現在、従業員の出社率は平均20％を切って
いる。Microsoft 365 と Teams を中心に、かなりの種類のデバ

製品カテゴリ毎に専任のプリセールス・SEを配置し、技術的な問い合わせにも迅速に対応
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本社オフィスVDI環境
AD Server VDI ClusterManagement Cluster

MS SQL

Win 2016

AD1

DSMThin Client 管理 AD2

Win 2016 Win 2016Win 2016 Win 2016

File SV Horizon SV踏台 SV

Win 2016 Win 2016Win 2016
vCSANSXM SV

vSphere

ESXi #M1 ESXi #M2

Win7Win7 Win7Win7 Win7
 

Win7

HorizonHorizon HorizonHorizon HorizonHorizon

DSVA

ESXi #2ESXi #1 ESXi #4ESXi #3 ESXi #6ESXi #5

vSphere

各ホストへ100台接続想定

自宅/サテライトオフィス
シンクライアント端末

自宅/サテライトオフィス
シンクライアント端末

自宅/サテライトオフィス
シンクライアント端末

VDI環境構築の提案例
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イスを利用している。我々自身が日々の業務で使用し、デバイスの
利点や欠点をよく把握している。私たち自身もユーザーだから、お
客様の悩みも理解しやすい。
　また、当社は外資系なので、米国の最新事情に詳しいことも強み
だ。米国本社は2010年頃からモバイル営業を導入し、テレワークや
遠隔コミュニケーションも日本より先行している。こうした日米の情
報やノウハウを提供できることは、当社の強みとなっている。

全企業に共通する大きな課題は
バックオフィスの電子化

　業種や業界に関わらず、テレワークを進めるうえでどの企業にも
共通する大きな課題は、バックオフィスの問題だ。
　請求書や領収書など、紙で管理している書類をデジタル化するに
は、会社の規定やポリシーを変更する必要がある。最近は、政府機
関でも電子データ化が進んでおり、かつてより電子化を進めやすく
なっているといえよう。
　書類管理を電子化することで、ビジネスのスピードが上がり、企

業競争力の強化につながるメリットは見逃せない。
　特に、申請や承認、契約書などのプロセスを電子化すれば、ビジ
ネスが早く進むようになり、効率が格段に上がってくる。そのための
ソリューションは、すでに多数ある。ここで成功のカギを握るのは、企
業ごとのポリシーをどう変革するかだ。紙中心の考え方からマイン
ドを切り変え、しっかりとしたワークフローを構築できれば、あらゆる
書類をオンラインで管理できるようになる。
　また、テレワークの普及により、今後、人々の働き方は大きく変化
する。オフィスにいる人数が減ることで、オフィスのレイアウトやミー
ティングの方法も変わるだろう。そうした時代に必要とされる新た
なソリューションが、注目を集めている。
　例えば、あらゆるコミュニケーションをオンライン化すると、社内
のトラフィックが重くなり、オフィス系アプリケーションの動きが悪く
なる事態がすでに発生している。こうした場合に、外部のネットワー
クをうまく活用して高速化を図るツールなどが出ている。
　当社は、市場で入手できるほとんどのデバイスやソリューションに
精通している。多くの課題に対処できるノウハウを備えているので、
ぜひお気軽にご相談いただければと願っている。

デバイスからセキュリティ・管理システムなどのクラウドサービスまで豊富に提供

オフィスと同じ環境を叶える！ラップトップPC

電話帳をクラウド管理

生産性向上を実現させるモバイルモニター

持ち運び便利！
ドッキングステーション

PC充電可能！
軽量小型の60W出力対応

セキュリティも確保！

モバイルルータ

ファイル保存

社外とのWeb会議、Web配信

暗号化VPNで
クラウドに最適経路で接続 ネットワーク侵入を防御

クラウド型勤怠管理システム

クラウド型勤怠管理システム

チャット コミュニケーション

ドキュメント公開・活用・分析ツール リモート接続ソリューション
危険なランサムウエアや
フィッシング攻撃からユーザーを保護

成長企業を支える効率的な会議を実現！
インタラクティブホワイトボード 高性能Web会議用カメラ

必要な機能がこれで完備！ Web会議システム

いつでも、どこでも、誰とでも
簡単にコラボレーション！
Web会議システム

オフィスやロビーなど幅広いシーンに対応
大画面液晶ディスプレイ

小さな声もクリアに拾う
Web会議用スピーカー

クラウドを活用し、最適な
デバイスを駆使して生産
性アップ。

在宅

セキュリティを担保しな
がら 最 新 の I T テクノロ
ジーを活用。

テレワークを
サポートするツール

社内のどこからでもすぐ
にコミュニケーションが
取れる環境を用意するこ
とで短期間で最大の成果
を生み出す。

オフィス会議室

Device-as-a-Subscription
（シネックスジャパン）

月額 3,500円（税抜）～

モダンPCに Microsoft 365 と
サポートもついたサブスクリプション

SYNNEX
DaaS

PCデバイスを
月額料金で利用可能！

使い慣れたOffice最新版

1～4名程度の
会議に最適！
UC用スピーカーフォン

Surface Laptop 3（日本マイクロソフト）
128,480円（税抜）～

HP 250 G7（日本HP） 35,800円（税抜）～

ThinkPad X1 Carbon（lenovo） 
242,000円（税抜）～

ThinkVision M14（Lenovo） 
36,000円（税抜）

Jabra EVOLVE 65t MS
（GNオーディオジャパン）

35,000円（税抜）

AV L149 HEADSET LEATHER QC STEREO
（日本アバイア） オープン価格

Anker PowerPort Atom III 60W
（ANKER）3,635円（税抜）

AhnLab V3 Security（AhnLab）

USB3SMDOCKHV
（StarTech.com）13,490円（税抜）

Aterm MR05LN
オープン価格

Web会議用
ヘッドセット

Microsoft 365 Business Standard
月額1,360円（年間契約）～

Dropbox １ユーザ月額1,500円～

Surface Hub2S（日本マイクロソフト） 999,800円（税抜）～

連絡とれるくん（PhoneAppli）
１ユーザ月額300円

do book（日本デジタルオフィス）
月額50,000円（税抜）～

Chatwork １ユーザ月額500円～

Chatwork １ユーザ月額500円～

Zoom（ Zoomビデオコミュニケーションズ）

Barracuda

Fortinet
Watchguard

働き方見える化サービス
（日本電気株式会社）

1アカウント月額250円（税抜）～jinjer １アカウント
月額300円（税抜）～

Jabra Panacast（GNオーディオジャパン）
108,000円（税抜）～

Avaya IX Collaboration Unit CU360
（日本アバイア）134,850円（税抜）

Avaya B109
Conference Phone

（日本アバイア）
オープン価格

TAP ルームソリューション Teams Rooms用（Logicool） 
379,000円（税抜）

ThinkSmart Hub 500
（Lenovo）

149,000円（税抜）

Jabra SPEAK710
（GNオーディオジャパン）

40,000円（税抜）

50インチ 4K対応
デジタルサイネージ ディスプレイ

（日本電気株式会社）85,000円（税抜）

毎日出社するワケとは？業種や部門ごとに異なるアフターコロナの主要課題に挑む   あの部門のテレワークを阻む要因は？
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お問い合わせ WEB ： https://www.synnex.co.jp/
ADDRESS ： 〒135-8559 東京都江東区東陽6-3-1
　　　　　  東京イースト21 ビジネスセンター 2F


