
会社PCを持ち帰って自宅でも快適なテレワーク環境を

安全安心にテレワークを

活用するためには？



パラダイムシフト

2019年4月
働き方改革

背景：新型コロナ対策
従業員がオフィスに出社できず、企業機能がストップしてしまう。

対策：・自宅利用型テレワーク（在宅勤務）
オフィスに通うことなく、自宅で仕事をする働き方。

・モバイルワーク
自宅の他に、顧客先や移動中のカフェや車内など、様々
な場所で仕事をする働き方。

・施設利用型勤務
サテライトオフィスやレンタルオフィスなど、本社や支社以外
の場所で仕事をする働き方。

2020年4月
緊急事態宣言、テレワークの急拡大

緊急事態宣言下の中で、多くの人は、テレワークや時差出勤など、これまで“できない”と思っていたことが、実は“できてしまった”ことに気付くこ
ととなった。皆が“できない”と思い込んでいた時代はいいが、“できてしまった”ことに気付いた後に、元の状態に戻すのは、感度の高い企業の目
には“遅れている”と映ることになる。地震や台風などの自然災害や、新型インフルエンザ、コロナウィルスなどによるパンデミックが起こった場合、
従業員がオフィスに出社できず、企業機能がストップしてしまうということも考えられます。
日頃からテレワークを取り入れていれば、このような非常事態が発生した際にも、スムーズに在宅勤務に切り替えられて、
事業を継続することができます。

背景：労働力人口の減少
2060年にはピーク（1995年8,000万人）の半分。

対策：・長時間労働の解消、生産性向上
・非正規と正規社員の格差是正
・労働人口不足（高齢者の就労促進）
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急増するテレワーク、課題も急増

主な課題

労務管理や人事評価が困難
 連絡・意思疎通がしにくい
自宅に集中して仕事をする部屋や設備がない

 ペーパーレス化が不十分、印鑑などの商習慣

サイバーセキュリティが不十分
 社員の体調管理やモチベーションの維持
 家庭内ストレスの増大0
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テレワークを導入する企業は大きく増えた

（東京商工リサーチ調べ）

３月上旬 ４～５月上旬

％

＜セキュリティ不安や情報漏洩リスクへの対策が必須＞
テレワークでは全てのやり取りをオンライン上で行う必要があります。当然のことながら、顧客情報や機密情報など、企
業にとって重要な情報もインターネットを介してやりとりすることになります。また、テレワークでは従業員が必要な情報を
個々の端末に移し業務を行うため、社内で業務を行う以上に情報漏洩や情報流出のリスクが高くなるといえます。



緊急事態宣言後のテレワーク実施率

インターネットを用いた定量調査によると、緊急事態宣言前（3月半ば）の正社員のテレワーク

実施率は、全国平均で13.2％でした。緊急事態宣言が出た７都府県では、緊急事態宣言

後の１週間で38.8％にまで急増しています。

出典：株式会社パーソル総合研究所「新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」第二回調査

https://rc.persol-group.co.jp/news/202004170001.html

緊急事態宣言１週間後の

正社員のテレワーク実施率

（緊急事態宣言対象地域）

東京に限れば、49.1％

38.8%



テレワークとは

テレワークとは、情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、

場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。

テレワークはさまざまな場所で柔軟に働くことで、経営課題を解決できるといわれています。

現在は特に新型コロナウイルス感染症対策の一環として、テレワークの中でも在宅勤務が推奨されています。

※すべての働く人の仕事と生活の調和が

実現した社会を目指すための取り組み

テレワークに期待できること

育児や介護による離職防止
インフルエンザ、新型ウイル

ス、

災害時の事業継続

ワーク・ライフ・バランス※の向上

Work Life

新型コロナウイルス感染症対策の一環

として、テレワークの中でも在宅勤務が推奨



テレワークの課題

仕事との切り分けが難しく、
長時間労働になりやすい。
離れているので
業務内容を把握しにくい。

業務に集中すると
業務終了時間に
気づかないことも…

テレワーク環境の準備と
環境に応じた
情報セキュリティ対策が必要

私物のUSBを使用し、
マルウェア感染の
原因になることも…

労務管理の課題情報漏洩対策の課題



テレワークの課題解決策：労務時間の管理・情報漏洩対策

会社から離れて働いているぶん、

労働時間の管理が難しい。

労務管理の課題

仕事との切り分けが難しく、

長時間労働になりやすい。

SKYSEA Client Viewでの解決策（労務管理）

社外でWi-Fiなどに接続し、

マルウェアに感染するなどのリスク

情報漏洩対策の課題

社外にPCを持ち出し、

紛失盗難に遭うリスク増加

テレワーク中のルール違反の操作を確認

強制的にVPNを使って社内ネットワークに接続するよう設定

テレワーク用のPCからのデータ持ち出し対策

ネットワークセグメントごとの使用制限設定

SKYSEA Client Viewでの解決策（情報漏洩対策）

SKYSEA Client Viewは

テレワークの労務管理・情報漏洩対策を

支援します。

起動終了ログでテレワークでのPC利用時間を把握

レポートでテレワークでの労働時間を把握

テレワーク中の業務の操作ログ収集・保存して業務内容を把握

インスタントメッセージで組織内の情報共有を活性化※オプション



労務管理の課題を解決



起動終了ログでテレワークでのPC利用時間を把握

SKYSEA Client ViewはPCの利用時間を記録できます。起動時刻と終了時刻だけでなく、

電源を入れたままPCを離れていたときにもログを取得できるため、大体の労働時間を把握できます。

PCの電源ON / OFF、ログオン / ログオフだけの

ログでは、PCを立ち上げたまま業務を終了した

り、

ネットワークのセッションを張ったままで放置すると

実際の終了時間が把握できません。

操作開始・終了ログで実態に近いログ

操作開始ログ：

操作終了ログ：

PCのログオン時刻や

操作開始・終了時刻を

一覧表示

1日分

この日はログオフせずに終了。操作終了ログが

あればおおよその業務終了時刻がわかります。

無操作の状態で5分経過する

と、記録されます。

操作終了ログが記録された後、

再度キーボードやマウスの操作が行われると

「操作開始」ログが記録されます。

PCの利用時間 ≒ 勤務時間 と考えて、実際の業務時間を確認



ログオンログオフ、操作開始終了レポート機能で勤務実態を把握

クライアントPCごとにログオン / ログオフや操作開始 / 終了の履歴を基にExcel形式のレポートを出力し、

PCの稼働時間を確認できます。テレワークでの業務中に何時にPCにログイン / ログオフ、操作開始 / 終了し

たかを見ることで、テレワーク中の勤務実態の把握にお役立ていただけます。

端末毎ログオンログオフレポート 端末毎操作開始終了レポート

操作終了 一定時間キーボードやマウスの操作が行われなかった場合に検知されます。

「操作終了」ログの状態が検知された後、再度キーボードやマウスの操作が行われた場合に検知されます。操作開始



Webブラウザを利用したアプリケーションの操作ログ収集・保存

テレワークではWebブラウザを利用したアプリケーションが使われる機会が増えます。Webブラウザ上の

Microsoft 365（旧Office 365）でのファイル作成や、Google ChromeブラウザでのWeb書き込み / ア

ップロードログ、Gmailログなど、Webやアプリケーション経由での各種操作ログも取得できます。

１．Microsoft 365で会議資料のファイルを作成

２．One Driveに保存

３．会議資料のファイルをローカルにダウンロード

４．メールで送信



在席状況を確認した上で、インスタントメッセージで情報共有

在宅勤務はほかの社員の顔が見えず、情報共有が不十分になるという課題があります。

本機能は確認の依頼や報告、相談したいときに相手のPCの操作状況を確認した上で業務についての

質問などが手軽に行えます。組織内の情報共有の活性化にもお役立ていただけます。

※ 在席確認・インスタントメッセージオプションとして提供いたします。 ＜オプション(Pro/Ent/500cl Pack/LT/ST)>また、「在席確認・インスタントメッセージサーバー」が必要です。

※ 「在席確認・インスタントメッセージサーバー」は最大ユーザー数が「2000」以下を想定する場合、「マスターサーバー」と同居が可能です。「マスターサーバー」と同居する場合は、必要スペックや対応OSにご注意ください。

メッセージのやりとりはSKYSEA Client Viewがインストールされたサーバーを介して行うため、

インターネットに繋がずに安全に運用できます。

送信者
受信者

インスタントメッセージを

受信すると、

デスクトップに表示されます

・ 1,024文字まで入力できます

・ ファイルの添付ができます

青空さんが席にいらっしゃ

る。

今のうちに会議資料の確

認をお願いしよう。



情報漏洩リスクの課題を解決



テレワーク中のルール違反の操作を確認

PCごと / グループごと / ユーザーごと / 全体に対して、PCにどの操作で、どのような注意表示・通知、禁止を

するかを設定できます。テレワーク用PC、社内PCなど各PCに対して組織内の運用ルールに則したポリシー設

定を行い、情報漏洩のリスクを軽減できます。

ルール違反の操作をすると本人にメッセージで通

知。

私物のUSBデバイスって

使っちゃダメなの？

ルールの周知徹底やセキュリティ意識の向上にも効果的で

す。

実運用にあわせて柔軟に設定可能

チェックをつけるだけで

制限や通知の設定が可能

テレワーク用PC

USBデバイス等への

データの書込み禁止

社内PC

USBデバイス等への

データの書込み可能



強制的にVPNを使って社内ネットワークに接続するよう設定

※ITセキュリティ対策強化オプションとして提供いたします。 ＜オプション(500cl Pack/LT/ST)>

Ver.15.2

組織外ネットワーク（VPN・プロキシサーバー）機能において、プロキシサーバーの

指定が無い場合でもインターネット接続できるよう設定可能になりました。

改善機能

テレワークで自宅の無線LAN、公衆無線LANなどを利用する場合に、クライアントPCからインターネットへ直

接通信するのではなく、自動的に社内ネットワークを経由する通信のみ許可できるように設定できます。

社内ネットワークを経由することで、通信データの盗聴対策やセキュリティ対策の利用が徹底できます。
※VPNサーバーの設置が別途必要です。 ※プロキシサーバーの指定が無い場合でも接続できるよう設定可能です。

社外のネットワークを利用する際に、インターネットと直接通信するのでは

なく、指定されたVPNサーバーとVPN接続した後、VPN経由でインターネッ

ト通信を行えます。

社外に持ち出した

クライアントPC

社内ネットワークを

経由しない通信を禁止

社内ネットワーク（VPN）

を経由する通信のみを許可

インターネット

指定したVPNサーバーを経由する通信のみを許可

VPNルーター

VPN

使用するVPNサーバーを設定
登録したVPNサーバー以外への接続を禁止

使用を許可するプロキシサーバーを設定
クライアントPC上で設定変更するとアラート通知

社内ネットワーク



テレワーク用のPCからのデータ持ち出し対策

デバイスやメディア1台ずつに対して使用制限を設定

各種デバイスやメディアはそれぞれの管理台帳で一覧表示できます。デバイスや使用者ごとによる制限だけでな

く、特定の使用者に対して、特定のクライアントPCでのみの使用を許可することもできるため、業務に合わせた

柔軟な設定が可能です。

実運用にあわせて柔軟に設定可能

No：USB002

全部署で

使用可能

No：USB089

営業部のみ

使用可能

No：USB109

使用不可

No：USB055

AさんがPC02で

のみ使用可能

一部

在宅勤務の青空さん

ユーザーごとの

使用制限

ユーザーと端末を指定すると、

その組み合わせでのみデバイスが使用可能

■青空さんのPC
デバイスの読み取り

のみ可能

■部署内の共有PC
デバイスの読み書きが

可能



ネットワークセグメントごとの使用制限設定（デバイス使用禁止）

ネットワークやアクセスポイントを指定して、ネットワークセグメントごとのデバイス / メディアの使用や書き込みの

制限が可能です。

USBデバイスの使用を制限することで、社外への機密データの持ち出しリスクを低減します。

社内

社外ネットワークセグメント

日常業務で使用する

ネットワークセグメント
書き込み不可

書き込み可能

インターネット

VPN接続

通信を許可したネットワークやアクセスポイント以外

に接続していると、デバイス / メディアの使用を禁

止。社外から社内ネットワークへ、VPN経由で接続

する場合にも制限が可能です。

アラート対象から除外（通信を許可）

するネットワーク/アクセスポイントを設定

アラート対象にする通信デバイスを選択



SKYSEA Client View

クライアントPCをはじめとして、組織内のサーバー、ソフトウェア、ネットワーク機器など、さまざまなIT資産を一元管理し、

情報漏洩対策の実現をお手伝いするソフトウェアです。

Windows端末

Mac端末 ネットワーク機器

ソフトウェア資産

デバイス / メディア サーバー iPhone / iPad

企業の安全なIT運用を支援する各種機能を搭載

IT資産管理 ログ管理 セキュリティ管理 デバイス管理

レポート メンテナンス
ソフトウェア

資産管理(SAM)
サーバー監査

モバイル

機器管理(MDM)
過重労働対策

ITセキュリティ

対策強化


