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データレスPC™で
セキュアなテレワーク

環境を

CTCエスピー株式会社
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Flex Work Place Series
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データレスPCソリューション

PCにデータを保存しない、データレスPCを実現

✔ マルチデバイス利用

✔ データの共有
共同リモートワーク

✔ 大事なデータをがっちり、
社内で確保

✔ PCは持ち出す
データは持ち出さない
安心モバイルワーク、
テレワーク

ファイルサーバー

社内のファイルサーバーにリダイレクト
*要VPN

OneDriveにリダイレクト

ローカルHDDを不可視化
ユーザー領域以外には、書き込めなくする。

オフラインの場合に備えて、RAMDiskを備える
メモリだから電源OFF、ログオフでデータが一瞬でフラッシュ（消去）

ユーザー領域を
ネットワークストレージに

リダイレクト

ユーザーはまるで
普通の Windows のように

見える
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データレスPC：Passage Drive ご利用メリット

#1 
セキュリティー

#3
コスト

#2
生産性
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#1 セキュリティー

Windowsの操作制限
✓ エクスプローラーでのドライブ非表示
✓ エクスプローラーからのドライブアクセス禁止

データの書き込み制御
✓ ユーザーが起動したアプリケーションから

ローカルドライブへのデータ書き込みを禁止
（システムプロセスによるデータ書き込みは許可）

データレス機能
✓ 設定のタイミングでキャッシュデータを自動消去
✓ キャッシュデータの消去時にログを出力

OneDriveリダイレクト機能
✓ 設定したワークスペース（OneDrive for Business）へ

ユーザープロファイルデータを自動でリダイレクト
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アドレス帳

デスクトップ

ドキュメント

ダウンロード

お気に入り

ピクチャ

アドレス帳

デスクトップ

ドキュメント

ダウンロード

お気に入り

ピクチャ

… …

ユーザープロファイル

Cドライブ

その他ドライブ

Cドライブ等の
ローカルディスクは
書き込み禁止

PassageDrive
未搭載の端末からも
参照可能

マルチデバイスリモート
共同作業

データはローカルに
存在するように見えて、
実体は全てOneDrive上
に存在する

ファイルをリアルタイ
ムで共有可能
同時編集も可能に

自身の
ユーザープロファイルは
今まで通り同じように
利用可能

AppData、ユーザーレジストリ
スタートメニューはローカル
ディスクに残ったままです

セキュリティーとテレワーク時の生産性向上の両立



7

Passage Drive デスクトップイメージ

キャッシュなし

キャッシュあり
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OneDriveリダイレクト機能

OneDrive
for Business

Windowsの操作制限
✓ エクスプローラーでのドライブ非表示
✓ エクスプローラーからのドライブアクセス禁止

データの書き込み制御
✓ ユーザーが起動したアプリケーションから

ローカルドライブへのデータ書き込みを禁止
（システムプロセスによるデータ書き込みは許可）

✓ ユーザープロファイルデータは
OneDriveへ自動でリダイレクト

AppData

デスクトップ

スタートメニュー

ドキュメント

ピクチャ

ミュージックビデオ

お気に入り

アドレス帳

ダウンロード

検索

保存したゲーム ユーザーレジストリ

ローカルHDDリダイレクト凡例
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データレス機能（OneDriveキャッシュの消去）

OneDriveの動作

OneDrive
for Business

ダウンロード

保存(同期)

キャッシュ
（残存）

キャッシュ 編集

Passage Driveの動作

OneDrive
for Business

ダウンロード

保存(同期)

キャッシュ
（消去）

キャッシュ 編集
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VDI方式との違い

データだけをOneDrive for Businessに置く
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#2 生産性

ユーザーの操作性
✓ 通常のWindows搭載PCと変わらぬ操作感を提供
✓ ユーザーへの特別な導入トレーニングは不要

PC交換時の業務停止なし
✓ PCの定期交換や突然の故障交換のときに発生する

ユーザーデータの移行作業が不要なので、すぐに業務を再開

ビジネススピードの加速
✓ マルチデバイス対応でスピーディーにデータへアクセス
✓ チームメンバーとのデータ共有と同時編集でビジネスを加速
✓ VPN接続なしでOneDriveにアクセスできるので、

VPN負荷が上がる心配なし

データの保全
✓ テレワーク中PC故障が発生しても、

データはOneDriveにあるので安心
✓ 万一 ユーザーがファイル編集や保存操作をミスしても、

ファイルの履歴保存からファイルの復元が可能



12

テレワーク時のVPN負荷を上げない

社内ネットワーク

VPN

ファイルサーバー

よくあるテレワーク運用例

VPN同時セッション数が増大
VPN接続時のパフォーマンスが落ちる

テレワークPC

ファイルサーバーアクセス
やリモートデスクトップで
VPN接続必須

ほとんどの企業が、社内ネットワーク接続が
前提のテレワーク運用になっている

基幹システム

リモートデスクトップ利用の場合、
その分のPCが必要
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テレワーク時のVPN負荷を上げない

社内ネットワーク

VPN

ファイルサーバー

PassageDrive利用例

ファイルサーバーにアクセスする
頻度が減少
最小限のVPN接続。負荷軽減。

テレワークPC

社内ネットワーク接続せずとも
個人のプロファイルにアクセスし業務可能

基幹システム

ファイルサーバーにアクセスする
頻度が減少
最小限のVPN接続。負荷軽減。

会社PCをそのまま利用。
リモートデスクトップ用PCの
調達、私用PC不要
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#3 コスト

導入コスト
✓ 最小投資で段階的な導入が可能
✓ 大量PCを対象にした一斉導入では

管理ツールで作成したインストーラで効率的に自動展開
✓ 必要となる社内インフラは小規模な管理サーバーだけ
✓ 既存PCの置き換えに便利な「ユーザーデータ移行ツール」

運用コスト
✓ 社内のシステム管理者による日常的な運用業務が不要
✓ 導入済みPassage Driveのバージョンアップも

管理ツールで作成したアップデートインストーラーで自動展開
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プラスα、、、
データレスPCなら
Windows 10 アップデートにまつわる心配も不要

アップデートの
時間短縮にはSSDが必須

大容量のSSDはまだまだ高い
データレスならSSDの容量は

最低限でOK

なんだかんだで
まだまだアップデートに

失敗はつきもの
復旧時間を短くしたい

データレスならPCを交換
するだけで復旧完了

アップデートには、
8～30GBの空き容量が必要

管理者は各PCの
空き容量を把握する必要が

なくなる
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Passage Driveシステム構成

外出先

オフィス環境

自宅

管理サーバー
• Passage Drive Configurator

（管理ツール）
• マネジメントフォルダ

（ログファイルの保存先）

Internet ライセンス管理サーバー
(横河レンタ・リース)

• PCが起動時に設定ファイル
を自動で確認

• Passage Driveの設定を
一斉変更させることも可能

OneDrive
for Business

管理ツールで設定できる項目

• サイレントインストーラ設定
• 仮想ディスク有効/無効
• 仮想ディスクサイズ
• キャッシュ削除間隔
• 管理者ユーザー設定
• 書き込み禁止除外ディレクトリパス
• テナントブロックリスト
• Passage Driveアップデート
• Etc.

Passage Drive
Configurator
（管理ツール）

設定ファイル
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Passage Driveによって

社内からは今まで
通り業務を実施

移動中もスマートフォ
ン /タブレットから、
OneDriveアプリを経由
してPCと同じファイル
を閲覧/編集可能

自宅、カフェから、
社内と同じ環境で
操作が可能

自宅テレワーク/カフェ

社内 移動中

Microsoft Office 365
E1相当サービスを組み
合わせることで、社外
からもアプリケーショ
ン利用が可能に

いつでも、どこでも
同じデータにアクセスをしながら
業務が可能に
他者とのデータ共有も簡単
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ご清聴ありがとうございました。


