が普及しはじめていまね︒まず

ョックを契機にリモートワーク

古川猛・本誌編集長 コロナシ

はそうはいかなったと思います︒ うまく評価されない場合はどう

編集長 ただ︑中小企業の多く

と思います︒

クに移行することができたのだ

比較的スムーズにリモートワー

なるのでしょうか︒そのままク

編集長 ただ︑アウトプットが

しているほどです︒

モートワークでもいい﹂と宣言

対して﹁希望するなら一生︑リ

真木卓爾・ユニリタクラウドビ

うかがいたいと思います︒

つまり︑働き方が裁量労働制に

アウトプットだけで人を判断し

ビジネス界には人情味があり︑

も︑何をやったかが問われます︒ はならないと思います︒日本の

何時間働いたといったことより

ないという側面がありますから︒

真木 リモートワークの場合︑ 真木 欧米諸国ではそうなるか

られないものでしたが︑コロナ

ネス本部ビジネスフォース部グ

小池環・ユニリタクラウドビジ

!!

オンライン会議システムでは、
遠隔地にある双方全員がひとつの画面に映し出される。
画面はユニリタ社員 3 人にインタビューする弊誌編集長の古川猛
（左上）
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リモートワークを安全に機能させるには
日本独自の裁量労働制やルールづくりが必須

のままつづいていくと思います︒

真木 欧米諸国ではおそらくこ

コロナショックを契機に急速に普及しつつあるリモートワーク︒しかし︑そこにはサイバーセキュリティをはじめとした課題があるのも事実だ︒
そこで︑
今号では本誌編集長の古川猛が︑
自社開発のパッケージソフトウェア︑
IT サービス︑コンサルティング︑人財育成を通じ︑
大手1200 社以上のデータ活用とシステム運用を支援している㈱ユニリタ︵東京都港区︶とセキュリティシステムを手掛ける
㈱ブロード
︵東京都千代田区︶
の面々にリモートインタビュー︒リモートワークの現状と課題︑そして今後の展望について聞いた︒

いたと思います︒その結果︑コ

手企業は事前に準備をすすめて

は︑顧客に働き方改革に必要な

ビになってしまうリスクもある

ロナショックのなかにあっても︑ 現にTwitter社は社員に

ITを提案しながら㈱ユニリタ

とくにリモートワークに関する

コロナショック終息後も
リモートワークは増える

クトを推進している真木さんに︑ 労務管理の仕方がわからずに困

ジネス本部ビジネスフォース部

なるのです︒もともとこの考え

っているところが多いようです︒ のですか︒

部長 たしかにここ最近のリモ

方は日本人にはあまり受け入れ

兆しは数年前からではじめてい

ループリーダー 日本は欧米諸
国と異なり︑個人よりも組織や

しはじめています︒
編集長 この傾向はこのままつ

チームを重んじる傾向があるの

ショック下にあって急速に浸透

期間中は普段通り通勤できなく

づいていくと思われますか︒

ていた東京オリンピックの開催
なることが想定されており︑大

ました︒2020年に予定され

もしれませんが︑日本ではそう

るものがありますが︑実はその

ートワークの普及には目を見張

リモートワークの概況について

のなかでも働き方変革プロジェ

!?

しんざと・りょうた

こいけ・たまき

小池 環

真木卓爾
株式会社ブロード
第二セキュリティ事業部 ディレクター

株式会社ユニリタ クラウドビジネス本部
ビジネスフォース部 リーダー

株式会社ユニリタ クラウドビジネス本部
ビジネスフォース部 グループリーダー

株式会社ユニリタ クラウドビジネス本部
ビジネスフォース部 部長

ま取り入れることはないでしょ

で︑欧米の裁量労働制をそのま
れているような気がします︒

ニケーションの仕組みが求めら

う﹂といいあえるようなコミュ

小出和希・ブロード第二セキュ

テムのなかでセキュリティを高

オフだとよくいわれます︒シス

キュリティと生産性はトレード

リティ事業部ディレクター セ

ショックが終息してもリモート

るキッカケにもなると感じてい

の人情味などを加味した︑独自
ワークをつづけたいと思います

ます︒

の裁量労働制の仕組みを模索し
か︒

編集長 新里さん自身はコロナ

ていかなければなりません︒

う︒その分︑これからは日本人

編集長 それは非常に重要な視
新里 私の場合はコロナショッ

編集長 それはそうと︑御社は

印象をお持ちでしょうか︒

ートワークに関してどのような

かで最年少の新里さんは︑リモ

編集長 本日参加いただいたな

す︒

うな会社の使命だと思っていま

タルサポートしている当社のよ

ィング業務は︑
IT全般をトー

そして︑そういったコンサルテ

てはリモートで東京などとやり

は地元に置きつつ︑仕事に関し

IT企業にかぎらず生活の拠点

りいます︒ 今後︑ リモートワ

がっているという人たちがかな

クで会社やクライアントとつな

ログラマーとしてリモートワー

職したけれど沖縄に在住し︑プ

のなかには東京のIT企業に就

り︑ひとつのシステムでIDと

はそれらをすべて一本化してお

と思いますが︑当社のサービス

に導入しているケースが多いか

ークがさらに普及していけば︑ ュリティソフトはそれぞれ別々

っていかなければなりません︒ 沖縄出身で︑大学の同期や後輩

それぞれに最適な仕組みをつく

とりするというスタイルが増え

が特長です︒そのため︑作業や

パスワードを一括管理できるの

モートワーク用のツールやセキ

を提供しています︒一般的にリ

ティを向上するためのサービス

報を共有し︑生産性やセキュリ

セキュリティを担保しながら情

小池 リモートワークにおいて

いるのでしょうか︒

どのようなサービスを展開して

なセキュリティの水準を見極め︑

す︒クライアントにとって最適

ィングしていくという考え方で

ういった点も含め︑コンサルテ

と考えています︒大事なのはそ

しても画一的な対応はできない

岐にわたるので︑この問題に関

真木 セキュリティの手法は多

どのように考えていますか︒

ていただきましたが︑この点を

ト﹁Bromium﹂を採用し

手掛けているセキュリティソフ

では自社システム向けに当社が

てくるといわれます︒ユニリタ

のバランスが非常に重要になっ

性を高めるとセキュリティが落

めると生産性は落ちるし︑生産

点ですね︒
クが終息しても︑リモートワー

リモートワークで
浮き彫りになった
セキュリティ対策の必要性

真木 その際には企業ごとにさ

リモートワークの普及に関して︑ ちてしまうのです︒このあたり

新里亮太・ユニリタクラウドビ

てくるのではないでしょうか︒

しつづけたいと思います︒私は

まざまな特徴や個性があるので︑ クを中心としたスタイルを維持

ジネス本部ビジネスフォース部

編集長 小池さんは 代後半だ

私は

代後半です

リーダー

トプットがシッカリと評価され

ると思います︒そのうえ︑アウ

ら︑わざわざ会社に行かなくな

宅でも仕事ができるとわかった

と思う部分があります︒全体的

モートワークが中心でもいいな

小池 私も同じく︑このままリ

てどう思いますか︒

そうですが︑そのあたりについ

った報道もありますが︑そのあ

トワークを標的にしているとい

編集長 サイバー攻撃がリモー

が期待できます︒

管理の効率が格段に上がること

天秤にかけたときに︑どうして

小出 生産性とセキュリティを

込んでいかなければなりません︒

なく︑システムのなかに落とし

生産性をできるだけ下げること

が︑同世代の感覚で考えると自

るなら︑なおのこと会社に行く

もセキュリティが後回しにされ

ークの普及によって︑そのあた

る傾向があります︒リモートワ
を手掛けている㈱ブロードの小

りの認識に変化はみられますか︒

たりについてはいかがでしょう
人情味の部分がなくなってしま

ますが︑これほど合理的な働き

出さんにうかがいたいと思いま

真木 残念ながら日本はセキュ

か︒まずはセキュリティソフト
うとギスギスした雰囲気になっ

方はないし︑きちんとした仕組

す︒

ジメントがポイントになってき
てしまいかねないので︑リモー

みさえあれば生産性を向上させ

意味はなくなるでしょう︒ただ︑ に考えると︑やはりセルフマネ

30
トワークでも気軽に﹁ありがと
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新里亮太
小出和希

20

まき・たくじ

こいで・かずき

性もありますね︒たとえば︑自

編集長 ユニリタでは自社の技
現在では︑このITサービスを

直しに役立つサービスなどです︒ トワークで仕事をするという人

停の位置や路線︑運行本数の見

す︒

たちも増えてくるように思いま

キュリティ対策です︒ サイバ

ワーク時代に重要になるのはセ

りますが︑これからのリモート

きます︒そして︑繰り返しにな

にはないサービスを追求してい

術を生かして︑地方創生にも力
活用してさらに人が移動すると

や乗降者のデータをもとにバス

だ低く︑その対応も形骸化して
を入れているそうですね︒その

めました︒

しまっているという印象があり
あたりの事例についてお聞かせ

リティへの個人の意識がまだま

ます︒その点︑アメリカはセキ

宅で親の介護をしながらリモー

ュリティで問題を起こしたら個

㌫がエンドポイン

きの利便性に貢献できるように

になりますが︑日本ではまずセ

ういう意味では︑根本的な問題

したうえで使用しています︒そ

ツールのこともシッカリと認識

ュリティソフトをはじめとした

ュリティへの意識が強く︑セキ

るのではないかと考えたので

交通の利便性をグッと向上でき

あります︒地方では移動手段を

して︑ローカルバスとの連携が

真木 地方創生事業のひとつと

向上させて終わりではなく︑そ

のあたりです︒バスの利便性を

真木 まさに狙っているのはそ

ITのエッセンスを加えれば︑ 気がします︒

バスに頼ることが多く︑そこに

れを基盤として︑観光案内や宣

ビジネスが広がっていきそうな

すね︒これを発端としてさらに

編集長 素晴らしい取り組みで

全国展開しています︒

のも現実味を帯びてくるはずで

式やリモートお葬式といったも

見合い︑さらにはリモート結婚

ますが︑そのつぎはリモートお

リモート飲み会は一般化してい

り込んでくるでしょう︒すでに

モート〇〇﹂といった事柄が入

後はますます日常のなかに﹁リ

リモートワークにかぎらず︑今

編集長 今回はリモートインタ

ます︒

のポイントになってくると思い

これからはそういった点も導入

あたりを評価し︑採用しました︒

現できています︒当社ではその

で確実なセキュリティ対策が実

Bromiumは 独 自 の 発 想

の対策は重要であり︑その点︑

加していくと思います︒また︑ トで発生することからも︑ こ

ー攻撃の

ください︒

キュリティに関する教育をさら
す︒最初の取り組みとして︑北

伝広告︑スマホアプリなどに関

真木 そういう欲求はさらに増

人の責任が問われるので︑セキ

に徹底する必要があると思いま
市︶の協力のもと︑さまざまな

海道の十勝バス㈱︵北海道帯広

それでも人は間違えたり︑判

そういったなかで︑当社はこ

あらためてリモートワークの未

クが終息したら実際にお会いし︑

ビューでしたが︑コロナショッ
れからもユニリタの社名に込め

す︒
えています︒

断を誤ったりするものなので︑ 実証実験を行いながら︑当社グ

編集長 ところで︑高齢化が著

株式会社ブロード

ループのサービスを展開しまし

〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-30
サウスヒル永田町7F
TEL：03-6205-7463（代表）

た︒たとえば︑バス停に着いた

する事業につなげてきたいと考

す︒

94

bs-square.jp/columbus

ます︒
Bromiumはセキュ

詳細は［ BROAD Security Square ］で

システム的な対策が必要になり

※2013 年以降、Bromium は推計 20 億以上の MicroVM が実行されましたが、
侵害報告件数はゼロです。
（米国 Bromium 社調べ）

来について話し合えればと思い

世界の
主要銀行

米国
主要小売業

世界の
中央政府

米国
最大級企業

防衛機関
法執行機関

られた﹁ ユニークでリタ︵ 利

［ブロミアム］

しくすすむ地方にとっては︑リ

従来とは全く異なる発想のセキュリティツール

らスマホにあとどれくらいでバ

※

リティと生産性向上の両立がで

ウイルスを完全隔離

ます︒

これで解消 !!

他︶
﹂という想いをもとに︑他

開く時の不安は

モートワークが福音になる可能

添付ファイルを

スが来るかという通知サービス

をはじめ、世界の重要な
公的機関・有名企業を含む
400 社以上が採用 !!

きる製品だと評価して採用を決

米国連邦
政府機関
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