
Citrix Cloudの機能を連携することで、お客さまは、より

柔軟で安全かつ快適に利用できるVDI環境の実現が

可能になります。

■ 事業継続と新しい働き方を継続的に支援
クライアントサービス（Citrix Cloud for Windows 

Virtual Desktop）の導入により、お客さまが自宅やサテ

ライトオフィスなどからPCやタブレット端末などさまざまな

デバイスを活用し、通常のオフィスと同じように働けるよう、

ニューノーマル時代のテレワーク環境を迅速に利用する

ことが可能です。

これからも日立は、パートナーである日本マイクロソフト、

シトリックスと連携しながら、VDI利用にともなうアプリ

ケーション配信やパッチ配信などの環境整備、ウイルス

チェック、アクセス認証方式の拡張といったサービス機能

の強化やコストの最適化などに取り組み、お客さまの事業

継続と新しい働き方の実現を継続的に支援していきます。

ニューノーマル（新常態）時代には、働く場所の制約を受けないテレワーク環境が必要です。そこで
日立はクラウドのWindows Virtual DesktopとCitrix CloudTMを組み合わせた仮想デスクトップ
（VDI）をマネージドサービスとして提供。セキュアで柔軟なテレワーク環境の早期立ち上げと運用を
トータルに支援します。

セキュアなテレワーク環境の早期導入を
支援する「クライアントサービス（Citrix Cloud 
for Windows Virtual Desktop）」

導入支援や煩雑な運用の負担も軽減

VDIに関する日立の豊富なノウハウをもとに、お客さま

の要件をうかがいながら適切なVDI環境を提供します。

サービス環境への接続方法では、お客さまのネットワーク

構成やデータセンターとの接続、セキュリティポリシーに

依存した制約条件などについてヒアリングし、初期導入作

業において適切な構成での導入が可能です。

導入後のシステムの維持・保守、仮想デスクトップの

デリバリーといった運用も、すべて日立が行うマネージド

サービスのため、お客さまの負担を最小限に抑えられ

ます※2。
※2 クライアント端末に関する運用はお客さま側で実施

セキュアで快適な仮想デスクトップ環境を実現

各種ポリシーを組み合わせた柔軟な制御機能、暗号化

やワンタイムパスワードを標準で利用できるリモートアク

セス機能、シトリックス独自のプロトコルによるレスポンス

のよい画面転送など、Windows Virtual Desktop と

■ 迅速、柔軟に利用できるクラウド型VDIサービス
いまニューノーマルに対応したテレワーク環境の整備が

多くの企業で重要な課題となっています。テレワーク環境

整備に際し、お客さまから多く寄せられるのが、「早期

に立ち上げたい」「初期投資はなるべく抑えたい」「導入時

のシステム設計や運用の負担を軽減したい」といった

要望です。

セキュアなテレワーク環境を構築する手段としては、

ネットワーク経由でサーバーにアクセスし、クライアント側

にデータが残らない仮想デスクトップ（VDI）が注目され

ています。しかし従来のオンプレミス型のVDIでは、柔軟

にカスタマイズできるメリットがある一方で、システム設計

や運用、サーバーをはじめとする設備の調達に膨大な

工数と期間が必要となることが大きな課題でした。

そこで日立は、クラウドプラットフォームMicrosoft® 

Azure®上で提供される仮想デスク

トップサービスWindows Virtual 

Desktopと、仮想デスクトップの

管理機能をクラウド環境で提供する

Citrix Cloudを組み合わせた「クラ

イアントサービス（Citrix Cloud for 

Windows Virtual Desktop）」の

提供を開始しました。

本サービスは、日立が導入支援

から運用までを担うマネージド

サービスとして提供するもので、

サーバーなどの設備を用意する

必要がなく、最短2か月での導入と

スモールスタートが可能。システム

設計や運用の負担がなく、セキュアで柔軟なテレワーク

環境を迅速に立ち上げることが可能です。

■ クライアントサービスの特長

クラウド活用で仮想デスクトップ環境を迅速に導入

クラウド型サービスのため、最短2か月で利用を開始

できます。インターネット経由のリモートアクセス機能も

基本構成に含まれ、在宅勤務やサテライトオフィスなど

でのテレワーク用途に適しています。最少200ユーザー

からの利用で、1か月単位で増減でき、スモールスタート

での試行利用から全社展開といったシナリオでも、利用

ユーザー数や利用機能分の月額料金でコストの最適化

が図れます※1。
※1 クライアント端末、仮想デスクトップのOSライセンスはお客さま側で準備

（株）日立製作所 IoT・クラウドサービス事業部
https://www.hitachi.co.jp/cloud/service/ccwvd/
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図1 「クライアントサービス（Citrix Cloud for Windows Virtual Desktop）」の概要
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