
によってWindows 10上で作成したデータ
は自動で暗号化され、外部への保存やコピー
をブロックできるため、機密情報や個人情報
を確実に保護することができます。また今回
のスコープからは外れていますが、今後の
ニーズの拡大を考慮してVMware Horizon
のRDSHを実装し、仮想化したアプリケー
ションをデスクトップに配信するテスト環境
も同時に構築し、検証を行っています。

業務の生産性とセキュリティを両立する
シングルサインオンの実現
現時点においては、まだ小規模なパイロット
導入ではあるものの、Workspace ONEの
導入成果は、着々と現れ始めています。まず
シングルサインオンが実現したことで、ポー
タルへの初回のログインのみで、Salesforce
や業務システムなどに快適にアクセスでき
るようになりました。
「以前はSaaSアプリケーションごとにログイ
ンIDとパスワード（PW）を入力する必要があ
り、ユーザーの負担も大きく、またパスワー
ドに関するセキュリティリスクも気になってい
ましたが、シングルサインオンが実現したこ
とで、各種アプリケーションの利用が大幅
に効率化しました」（野本氏）
また、社内ネットワークから切り離されてい
る環境でアプリケーションを利用する際は
Identity ManagerのVerify機能によって
自動的に二要素認証が立ち上がり、会社支
給のiPhoneを認証トークンとしたログイン
が実行されます。そのため、第三者のなりす
ましによる不正ログインを確実にブロックで
きるようになりました。
デバイスの管理機能も大幅に強化されていま
す。AirWatchの機能によってノートPC、
iPhone、iPadなどの端末とアプリケーショ
ンの管理が強化され、管理ポリシーから逸脱
した利用は厳密に制御されています。また、
1ユーザーで最大5台のマルチデバイス管理

に対応しているため、ユーザーに紐付く形で
の新たな管理が実現しています。

将来的なグループ外への外販も視野に
Workspace ONEの運用ノウハウを蓄積
パイロット導入での良好な結果を受けて、
双日システムズでは今後、Workspace ONE
のさらなる操作性の向上とセキュリティの
強化に向けた機能拡張を目指していきます。
「SAML連携ができないワークフローや基幹
系システムのシングルサインオンの実現に向
けて、IDとPWをIdentity Managerによっ
て自動入力する、Password Vault 機能の
適用を検討しています。セキュリティ面では、
WIPをOffice 365のOneDriveまで拡張
し、クラウド上に保存したデータの安全な
保護を目指します。さらに、ランサムウェアに
備えるため、AirWatchのアップデート管理
機能でセキュリティパッチを強制適用できる
ように強化していきたいです」（野本氏）
パイロット導入のすべての工程を終えた

後は、ノートPCのOSがWindows 10に切
り替わるタイミングで導入範囲を順次拡大
し、将来的には全社員のデバイス管理の一元化
も検討していく予定です。さらにWorkspace 
ONEの実装・運用で蓄積されたノウハウを
生かして、双日グループへの導入、および
グループ外の企業への販売も視野に入れて
います。
「Workspace ONEは、テレワークを含めた
自社のワークスタイル変革にも活用できる大
きな付加価値を備えたソリューションです。
まずは自社で業務の効率化を推進しながら、
そのノウハウを多くの企業の皆様にも役立て
てもらいたいと思います」（平嶋氏）
お客様の一歩先の思いを実現し、信頼される
パートナーになることをポリシーに掲げる
双日システムズでは、こうしたビジネス目標
の実現に向けて、今後もますますVMware
のテクノロジーの価値を高めていく考えです。

主流となるWindows 10を想定した
セキュリティ対策の強化が課題に
最新のテクノロジーを駆使して、双日グループ
はもちろんのこと、グループ外の顧客に対し
ても幅広いITサービスを提供する双日シス
テムズ。近年は社内におけるワークスタイ
ル変革の取り組みと並行して、クラウド、
モバイルを活用したテレワークを支援する
ソリューションの開発にも注力しています。
また、業務の上で顧客の大切な情報を預か
る同社にとっては、モバイル利用を前提とし
たセキュリティ対策の強化は、最優先の継続
課題の1つでした。現在、約350名の社員
の多くはノートPCを利用して、Salesforce
などのSaaSアプリケーションや業務システム
を活用しています。さらに営業担当や客先で
の業務が多いSEには、ノートPC以外に
iPhoneとiPadといったモバイル端末を支
給しています。
「ノートPCやモバイル端末については、これ
までも双日グループのセキュリティポリシー
に準拠した管理を徹底してきましたが、高度
化するサイバー攻撃や盗難・紛失による情報
漏洩のリスクに備えるため、ユーザーの利便
性は高めつつも、セキュリティレベルをさら
に向上させることが重要な課題でした」と
語るのは、取締役 管理本部 本部長の平嶋
成晃氏です。
こうした課題認識の背景には、もう1つの大き
な理由があります。それは、いずれ社内の
業務端末の多くを占めることになるWindows 
10の管理課題です。この点について、エン
タープライズソリューション本部 ソリュー
ションビジネス部 部長の野本優紀氏は、次の
ように語ります。
「双日グループでは、プラントや物流の現場な
どインターネット環境が十分でない場所で
ノートPCを使うケースが多く、物理PCの利用
が必須となっています。現状ではWindows 

7、Windows 8が主流ですが、モバイルで
の利用を前提としたWindows 10ではデータ
漏洩のリスクがより高まるため、これに対応
したセキュリティ施策の強化は急務の課題で
した」

VMware Workspace ONEを活用した
デジタルワークスペースの新たな基盤
SaaSアプリケーションや業務システムへの
セキュアなアクセス、モバイルデバイス管理
の強化、Windows10のデータ保護の実現
を目指して、具体的なソリューション検討を
開始した双日システムズが着目したのが、
2016年2月にリリースされたVMware 
Workspace ONEでした。
Workspace ONEは、シングルサインオン
を実現するVMware Identity Manager、
デバイス管理・制御のVMware AirWatch、
仮想デスクトップのVMware Horizonが
統合されたソリューションで、データ漏洩の
リスクを軽減しながら、場所やデバイスにと
らわれない新たなデジタルワークスペースを
提供します。
Workspace ONEの効果を検証するため、
まずノートPCの持ち出し頻度が高い部門を
対象としたパイロット導入を実施。25台の
PCへの実装作業はスムーズに進みましたが、
SaaSアプリケーション、今後利用が見込
まれるOffice 365の連携では、個々の仕様
に合わせたパラメータ設定が必要なことが
わかりました。野本氏は「初回の実装で
SAML連携のナレッジが蓄積できたこと
で、今後の展開がスムーズになりました」と
振り返ります。
Windows 10のデータ保護には、Windows 
10 OSに標準装備されるアプリケーション
デ ー タの 保 護 機 能 で あ るWindows 
Information Protection（WIP）を適用し、
AirWatchを使って設定を行いました。WIP
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▶Windows 10 PCのデータ保護やモバイル
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ることにより、SaaSへのシングルサインオンによるユーザーの利便性向上とともに、各デバイスに最適化さ
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次世代のデジタルワークスペースを構築
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