
テレワークへの意識の高まり

2011年３月11日の東日本大震災以

降，多くの企業が，節電対策や事業

継続計画（BCP: Business Conti-

nuity Plan），さらには一層の生産

性向上を目的としたワークスタイル変

革の重要性を再認識し，自宅や外出

先から会社のオフィス環境にセキュア

かつユビキタスにアクセスできるテレ

ワークに注目が集まっています．

一方，企業が安心してテレワークを

導入・推進するためにはICT環境の整

備が必要不可欠ですが，現在テレワー

ク環境を構築している企業は全体の

数％程度と極めて少ないのが現状です

（図１（a））．また，テレワークを導入し

ない理由として「情報漏洩が心配」

「構築費用が高額」などシステム絡み

の問題も指摘されています（図１（b））．

NTTコミュニケーションズでは，

2010年６月よりクラウド基盤上に仮

想PC環境を構築し，VPN（Virtual

Private Network）またはインターネッ

トから，いつでも・どこでも・安心・

安全・便利にアクセス可能なクラウド

型の仮想デスクトップサービス「Bizデ

スクトップPro（図２）」を提供開始

し，企業のテレワーク支援サービスと

して利用されています．

震災直後は，安価かつ短期間にテ

レワーク環境を構築できるクラウドの

特長が高く評価され，Bizデスクトッ

プProの問い合わせは，通常の５倍

に急増し，読売新聞（2011年４月

４日掲載），日経新聞（同年4月17

日掲載），NHK『ニュースウオッチ９』

（同年4月7日放映），日本テレビ

『NEWS ZERO』（同年4月20日放

映）など，さまざまなメディアで取り

上げられました．

これまで，セキュリティや社内ルー
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セキュアかつユビキタスなテレワーク環境を
実現する，NTTコミュニケーションズの取り組み

NTTコミュニケーションズでは，平時より1 000人以上が在宅勤務できる体
制を整備していたため，東日本大震災に伴う交通機関混乱時もほぼ通常どお
り業務継続することができました．お客さまのテレワーク推進にあたっては
豊富なラインアップを用意し，社内の導入実績を活かした総合的な導入支援
を実施していきます．
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図１　企業の BCP 対策の取り組み状況調査 
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ルの未整備を理由に，テレワーク導入

に躊躇していた企業の意識が大きく変

わったことでテレワーク拡大の機運が

一気に高まることになったのです．

BizデスクトップProで解決する

テレワークの課題

BizデスクトップProは，NTTコ

ミュニケーションズの堅牢なデータセ

ンタに仮想化技術を用いて仮想PC環

境を構築しています．

次の特長により，企業のテレワーク

導入を後押ししています．

（1） 低廉な月額料金で必要なときだ

け利用

これまでは，SI構築が必要だった仮

想デスクトップ環境をクラウド化する

ことで，初期コストを低減し，短期間

で利用開始可能です．

ネットワークとの一体提供により，

面倒だったセンタ回線の設計・構築・

運用も不要となり，手軽に導入でき

ます．

（2） セキュアなリモートアクセス

画面転送方式の採用により，自宅

や外出先の端末には一切データが残ら

ず，端末紛失時にも情報漏洩の心配

がありません．

二重の暗号化や多要素認証により，

盗み見やなりすましによる不正アクセ

スを防止するとともに，印刷・ダウン

ロード・プリントスクリーンなどを禁止

することでさまざまなセキュリティの脅

威に対抗します．

（3） PC環境の一元管理

従来のシンクライアントサービスと

違い，社員の増減に伴うPCの配備や

リソース拡張を簡単・迅速に実現し

ます．

不要なアプリケーションのインストー

ルを防止したり，ウイルス対策やバッ

クアップの一元的な管理ができたり，

専用PCではなく自宅PCや会社の既存

PCをそのまま利用できることも大きな

利点です．

NTTコミュニケーションズに

おけるテレワークの取り組み

NTTコミュニケーションズでは，平

時よりBCP対策を想定し，Bizデスク

トップProを活用したリモートワーク環

境（図３）を整備してきました．

自宅PCに専用USBキーを挿入する

だけで手軽に自分専用の仮想PC環境

にログインし，AD（Active Directry）

連携にて社内のセキュリティポリシー

をそのまま適用しています．

日頃より，管理者を中心に1 000人

以上が在宅勤務できる体制を導入・推

進していたことから，東日本大震災に

伴う交通機関混乱時もBizデスクトッ

プProを活用し，自宅でほぼ通常どお

りの業務を継続することができました．

また節電期間（2011年７～９月）に

は，全社員約8 000人に利用対象を拡

大し，毎月1 000人以上の社員がテレ

ワークを実施することで，電力使用量

削減にも大きく貢献することができま

した（図４）．

また，仙台にあるNTTコミュニケー

ションズ東北支店も東日本大震災で被

災しました．ライフラインが断絶し，

交通機関は遮断され，日用品などの物

資が不足する中，最初の１週間は最小

限の体制で臨時オフィスを立ち上げ，

BizデスクトップProを活用することで

業務再開を果たすことができました．

業務の本格再開後も交通手段は完全

に回復しなかったのですが，テレワー

クを継続実施することで業務に大きな

支障をきたさずに済みました．

これまで，NTTコミュニケーション

ズは，新型感染症を想定したテレワー

クトライアル（2011年２月～），東日

本大震災による通勤困難者対策
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図２　Biz デスクトップ Pro のサービス概要 
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（2011年３月～），節電対策（2011

年７～９月）など，その都度，柔軟

にテレワークを推進してきた結果，ま

だまだ発展途上ではありますが，全社

レベルでその有用性が認知されはじめ，

徐々に定着してきているところです．

今後は，特定のロケーションに縛ら

れないテレワーク環境のメリットをさら

に発展させて，BCPだけではなく，ワー

ク・ライフ・バランスの実現に向けた

ワークスタイル変革にも積極的に拡

大・適用させていく予定です．

NTTコミュニケーションズでは，

2007年から在宅勤務制度を導入し，

育児・介護の必要がある社員が週２日

を限度にテレワークを実施しています．

仕事と家庭の両立に加えて，通勤時間

の有効活用，社員のモチべーション向

上や業務効率化などを実現するテレ

ワークについて，NTTコミュニケー

ションズ自らが実践することで，ICT

の側面からパートナやお客さまの多様

な働き方を支援していきたいと考え

ます．
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▲東日本大震災（３/11） ▲東日本大震災（３/11） 
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図４　NTT コミュニケーションズにおけるテレワーク利用状況（日別） 

▲全社員登録  

▲節電期間（７/１～） 

図３　NTT コミュニケーションズにおける Biz デスクトップ Pro 導入イメージ 
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テレワークを支えるセキュリティ

技術

企業のテレワーク推進において，

もっとも多くの方が不安に感じている

セキュリティ対策について紹介します．

BizデスクトップProでは，クラウド

時代に求められるセキュリティを実現

するために，①認証，②端末，③通信

路，④サーバ，の４つの視点でセキュ

リティポリシーを規定しています（図

５）．

① 認証のセキュリティ：ID・パス

ワードに加えて，複数の認証要素

を組み合わせることでセキュリ

ティ強度を高めています．「端末」

を特定するための認証としては

USBキー認証やMACアドレス認

証など，「通信路」を特定するた

めの認証としては発IPアドレス認

証など，「個人」を特定するため

の認証としてはマトリクス認証や

指紋認証など，これらの認証要素

を選択・組み合わせることでセ

キュリティレベルを最大化してい

ます．また，アカウント名は一般的

なものは極力許容せず，パスワー

ドは複雑化する（英数字記号８

文字以上）など，パスワードク

ラッキング対策も実践・推奨して

います．

② 端末のセキュリティ：情報漏洩

防止の目的で，自宅や外出先の

ローカル端末，そして端末に接続

したUSBメモリなどの外部記憶媒

体には，ドキュメントの保存や社

内システムからのダウンロードは

できない仕組みになっています．

また，自宅や外出先からは，印刷

やプリントスクリーンも禁止して

いるため，実データが社外に流出

することはありません．NTTコ

ミュニケーションズの社内利用に

おいては，自宅のPC端末のウイ

ルス対策ソフトの定義ファイルが

最新版でなければ接続不可とする

検疫機能を導入するなど，さらな

るセキュリティの徹底を図ってい

ます．

③ 通信路のセキュリティ：仮想

PCの画面情報だけをセキュアに転

送するRDP（Remote Desktop

Protcol）方式を採用することで，

自宅や外出先の端末にはデータを

一切残すことはありません．また，

インターネット接続の場合には，

SSL（Secure Socket Layer）-

VPNとRDPによる二重の暗号化

により，さらなるセキュリティ強

化を図っています．

④ サーバのセキュリティ：企業ご

とにファイアウォールやサーバを設

置し，ネットワークセグメントを

分けることで，万が一，特定の企

業にセキュリティ上の問題が発生

しても，絶対に他社には影響を与

図５　Biz デスクトップ Pro のセキュリティポリシー 
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えない仕組みになっています．ま

た，さらなる予防策として，ウイ

ルス対策ソフトを導入しウイルス

感染を防止しています．また，24

時間365日の体制でネットワーク

トラフィックやリソースを監視し，

不正なアクセスや異常なCPUリ

ソース上昇等を検知しています．

マルチデバイスが実現する

ワークスタイル変革

昨今の急速なスマートフォン・タブ

レット端末の普及およびワークスタイ

ルの多様化に伴い，多くの企業では，

モバイルツールを駆使した営業スタイ

ルの確立や，移動中の隙間時間を有

効活用できるビジネス環境の整備に積

極的になっています．

BizデスクトップProでは，Android

端末やiPhone・iPadなどのマルチデ

バイスに対応することで，社内ではPC

端末で，外出先からはスマートフォ

ン・タブレット端末で同一のオフィス

環境にアクセスし，場所や時間に依存

しないワークスタイルを実現します．ア

プリケーションやデータがクラウド上に

ある利点を最大限に活かし，利用シー

ンに応じてデバイスを使い分けること

が可能になるのです．

NTTコミュニケーションズでは，企

業のリモートオフィス環境に必要とさ

れる，モバイルデータ通信回線（3G）

や公衆無線LAN（Wi-Fi），スマート

フォン端末，0 5 0 I P電話アプリ，

MDM（ Mobile Device Manage-

ment）ツール，そして仮想デスクトッ

プサービス（Bizデスクトップ）を一元

的にパッケージ化した，「リモートオ

フィスソリューション（図６）」を提供

することで，スマートフォンを活用し

たテレワークを提案しています．

スマートフォン・タブレット端末の

活用により，場所や時間に依存しない

新たなワークスタイルを確立し，テレ

ワークによる効果の幅を広げることで，

営業社員の生産性向上，スピード経

営，優秀な人材確保やモラル向上，ひ

いては企業の業績アップを実現したい

と考えています．

今後の展開

テレワークは特に新しい言葉ではな

く，何年も前からその有用性は論じら

れてきましたが，セキュリティや社内

ルールの未整備を理由に導入に踏み切

れない企業が多いようです．

NTTコミュニケーションズでは，本

稿で紹介したBizデスクトップProやリ

モートオフィスソリューションに加え

て，より安全・便利なテレワークのた

めのクラウドサービスである「Bizスト

レージ」「Bizメール」「WorkBox

（スケジューラ）」「安否確認・一斉通

報サービス」など，豊富なラインアッ

プを用意してICTの側面からテレワー

ク普及を支援するのはもちろん，社内

導入実績やノウハウを活かして，社内

ルールや職場環境のあり方など，パー

トナやお客さまのテレワークを総合的

に支援していきたいと思います．

杉山　美佳

BCPやワークスタイル変革などお客さま
の経営課題の解決を目指して，セキュアか
つユビキタスなオフィス環境を実現し多様
なニーズにおこたえできるよう，今後も一
層サービスの企画・開発に取り組んでいき
たいと思います．

◆問い合わせ先
NTTコミュニケーションズ
アプリケーション＆コンテンツサービス部
TEL 050-3812-6641
FAX 03-5512-3897
E-mail mika.sugiyama ntt.com
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図６　リモートオフィスソリューションのサービス概要 
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