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セッション時間について（ 16:05 - 16:30 ）
● 16:05 - 16:25：プレゼンテーション

● 16:20 - 16:25：Q&A

概要について

未だ収束が見えないコロナの状況において、

今後同様のことが発生した場合を見据えて、

今後のあるべきコラボレーション環境の 1 つの形をご紹介します。

資料について

後ほど PDF 形式で共有されます。

本日のセッションについて



コロナをきっかけに起きた変化



Source: Google Trends

多くの人が触れる現金には抵抗感

感染への恐れ



Source: Google Trends

銀行はインターネット支店へ

非対面の流れに



Source: Google Trends

こんな時だからもしものために

想定外の
ビジネスの機会



Source: Google Trends

相談事はまずオンラインで

やっぱり非対面



Source: Google Trends

自動車もオンラインでの購入?

新しいニーズによる
ビジネスの機会



テレワークの意味合いの変化
〜コロナ発生前〜

特定の社員に対して柔軟な環境で働けるようにするために必要

例）
● 外出が多い仕事の人が外出先でも働けるように
● 介護・育児をしながら

● ビジネスの業務効率を上げる
● 離職率の低下や自社ノウハウの維持



テレワークの意味合いの変化
〜コロナ発生後〜

テレワークに関係なかった人も含めて
平常時の業務を実施するために必要

● 社員を守るため
● 既存のビジネスを継続



今後の目指すべき姿



コロナ禍であったとしても

すべての仕組みがセキュリティやコンプライアンスを
担保できてどこからでも使えるのであれば、

コロナ発生事後も事業の継続性という観点では問題がなかった

これは理想論

現実には、守るべき情報、過去からの資産がある



目指すべき方向性

理想論に近づける方向にもっていきませんか？

一方でコロナ収束後も、
● コロナ禍のテレワークによる作業効率の維持
● 今後も発生しうる同様の事態への準備
● 新しいビジネスモデルへの追随



仕事のプロセスでみると

業務アプリ

コラボレーション ツール

メール 資料作成
お客様情報

参照
会議 会議・・・ ・・・



仕事のプロセスでみると

業務アプリ

コラボレーション ツール

メール 資料作成
お客様情報

参照
会議 会議・・・ ・・・

こちらにフォーカス



テレワークの視点でみると

業務アプリ

コラボレーション ツール

メール 資料作成
お客様情報

参照
会議 会議・・・ ・・・

● 主に社外から働く人のみ
● 社外で利用できる場合もセキュリティや

情報漏洩などに考慮した構成

● 基本は社内から利用可能
● 社外から利用できる業務アプリは一部であり、

かつ利用する場合は社内ネットワーク経由



ツールの現状（コロナ前）を簡単にまとめると

業務アプリ  Lv1

コラボレーション  ツール

業務アプリ  Lv2

基本的には社内からの利用。特定の人のみテレワークを利用

基本的には社内からの利用。一部テレワークでも利用可能

情報の機密性が高く、社内からのみアクセス



コロナ禍の仕事のプロセスは

業務アプリ

コラボレーション ツール

メール 資料作成
お客様情報

参照
会議 会議・・・ ・・・

● 基本は社内から利用可能
● 社外から利用できる業務アプリは一部であり、

かつ利用する場合は社内ネットワーク経由

● 主に社外から働く人のみ
● 社外で利用できる場合もセキュリティや

情報漏洩などに考慮した構成



コロナ禍の仕事のプロセスは

業務アプリ

コラボレーション ツール

メール 資料作成
お客様情報

参照
会議 会議・・・ ・・・

社外で利用できる場合も
セキュリティや情報漏洩などに考慮した構成

● 基本は社内から利用可能
● 社外から利用できる業務アプリは一部であり、

かつ利用する場合は社内ネットワーク経由

● テレワークは特定の人だけが可能
● VPN / VDI のリソースの問題が発生
● 例外措置でテレワークを許可（お客様対応含む）
● 出社せざるを得ない

● VPN / VDI のリソースの問題が発生
● 出社せざるを得ない

１つのプロセスの処理の完了が長くなる
（一方で、テレワークツールが導入された後は社内の会議だけは増えて早くなった）



非常時の業務継続の事例

パーソナル アドバイザリ サービスを
提供してクライアントとの関係を構築、維持

お客様と 1 対 1 の会議を実施
ダウンロード不要で
パソコンから参加可能

動画で参加できない、

ネットワーク接続が不安定、

帯域幅に制限がある場合でも、

ダイヤルイン  アクセスを

最大 65 か国で利用可能

顧客と安全に共有できる

トレーニング  セッションを録画



事例からのポイント

既存の
コラボレーション  ツール

別の仕組み（暫定措置）

非常時



事例からのポイント

既存の
コラボレーション  ツール

別の仕組み（暫定措置）

非常時
暫定的とはいえ

実際にお客様と非対面で業務が
できたことがポイント

お客様と非対面の対応を
想定したテレワークを

今後どのように実現していくか？

デジタル オフィス



目指すべき方向性

非常時に以下のことができれば

業務アプリ  Lv1

コラボレーション  ツール

業務アプリ  Lv2

● 基本的には社内からの利用。特定の人のみテレワークを利用
● テレワークをしていない人に適切なセキュリティを

かけて利用範囲を拡大

● 基本的には社内からの利用。一部テレワークでも利用
● テレワークをしていない人に適切なセキュリティを

かけて利用範囲を拡大

● 情報の内容を考えると、引き続き社内からのみの利用
● 利便性を度外視し、セキュリティを重視し、最小限の人が利用

緑色の文字の仕掛けができると業務は継続できる



目指すべき方向性

現実的な視点で デジタル オフィスの仕掛けをつくる

業務アプリ  Lv1

コラボレーション  ツール

業務アプリ  Lv2

● 特定の人のみテレワークを利用
● テレワークをしていない人に適切なセキュリティをかけて

利用範囲を拡大

● 基本的には社内からの利用。一部テレワークでも利用
● テレワークをしていない人に適切なセキュリティをかけて

利用範囲を拡大

● 情報の内容を考えると、引き続き社内からのみの利用
● 利便性を度外視し、セキュリティを重視し、最小限の人が利用



デジタル オフィスを実現するために

お客様

担当者（社内・社外）

お客様との
やり取りは

インターネット
非対面対応

非対面業務の関係者の
コラボレーション

非対面での業務を社内外からする場合の
以下の 2 つのポイントに注目

を効率よく

をスムーズに



デジタル オフィスを実現するために
非対面を想定していない持ち出し端末は、情報漏洩やセキュリティ、
既存システムの接続の観点からインターネットへの接続も制限

シン クライアント ファット クライアント

操作性や
作業効率

画像配信のためストレスが多い
デバイス上での作業はストレスがないが、

NW に起因した作業ストレスあり

データ漏洩 ローカルにデータが残らない
ローカルにデータは

残るので厳重な管理が必要

仮想環境・NW 
環境の用意

仮想環境とネットワークに
多大なリソースが必要

ネットワークに多大な
リソースが必要（常時接続）



デジタル オフィスを実現するために
非対面を想定していない持ち出し端末は、情報漏洩やセキュリティ、
既存システムの接続の観点からインターネットへの接続も制限

シン クライアント ファット クライアント

操作性や
作業効率

画像配信のためストレスが多い
デバイス上での作業はストレスがないが、

NW に起因した作業ストレスあり

データ漏洩 ローカルにデータが残らない
ローカルにデータは

残るので厳重な管理が必要

仮想環境・NW 
環境の用意

仮想環境とネットワークに
多大なリソースが必要

ネットワークに多大な
リソースが必要（常時接続）

これらの構成はお客様との Web 会議開催時も
社内ネットワークを経由した配信となるため
お客様もストレスを感じる Web 会議になる



デジタル オフィスのポイント

長期間の作業を想定し、

ユーザーの作業効率を考慮



デジタル オフィスのポイント

長期間の作業を想定し、

ユーザーの作業効率を考慮

画像配信などの環境を避ける

（Web 会議との親和性も良くない）



デジタル オフィスのポイント

長期間の作業を想定し、

ユーザーの作業効率を考慮

画像配信などの環境を避ける

（Web 会議との親和性も良くない）

デバイスに情報が残ることを

どのように回避するか



デジタル オフィスのポイント

長期間の作業を想定し、

ユーザーの作業効率を考慮

画像配信などの環境を避ける

（Web 会議との親和性も良くない）

デバイスに情報が残ることを

どのように回避するか

デバイスで動作するソフトウェアで

データを作成するという作業が発生しない

＋

作業の終了時に

ローカルのデータがクリアされる



デジタル オフィスを実現するために
ブラウザとインターネットを活用することによる

デジタル オフィスの 1 つの新しい在り方

ファット
クライアント

ブラウザ
通常業務で必要な作業
● メール
● 資料作成
● データ集計
● チャット
● Web 会議 など

画像配信を利用していたときの
作業ストレスはなし

作成したデータはクラウド上に
保存されるためリスクが軽減



ブラウザでできること

個人の作業

● 資料作成

● データ集計 など

複数人の作業

● チャット

● タスクの管理

● Web 会議 など

● オフラインでの資料作成編集が可能

● マイクロソフト の Office ファイルとの互換性の向上

● データ集計や分析に必要な標準的な機能を用意 



Office ファイルを変換することなく

直接編集することが可能

Office ファイルとの互換性の向上
共同作業に欠かせないタスクや

アクション アイテムをユーザーに割り当てる



BigQuery とのクリック処理だけの接続

データ処理に利用する以下の機能は利用可能
● テーブルやフィルタ処理
● Pivot テーブルの利用
● グラフの作成（AI による候補の提示）
● よく利用する関数
● シート間参照の数式の設定
● Google Apps Script の利用

Google ならでは
● フォームの作成と集計
● BigQuery とのクリック連携 

標準的なデータ集計や分析をブラウザで



利用するデータはすべて Drive 内で保管される

ブラウザで利用したデータは

個人の作業 複数人の作業

通常利用ではデータはデバイス上に残らない
探したい情報は検索で！



お客様も簡単に利用が可能
カレンダーを利用して
Web 会議の時間を確定



お客様も簡単に利用が可能
カレンダーを利用して
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URL をクリックするだけで
会議に参加可能



お客様も簡単に利用が可能
カレンダーを利用して
Web 会議の時間を確定

URL をクリックするだけで
会議に参加可能

お客様への
満足度アンケートなど

お客様からコメントを
頂きつつ書類を作成



業務アプリの利用

ファット
クライアント

ブラウザ
通常業務で必要な作業
● メール
● 資料作成
● データ集計
● チャット
● Web 会議 など

業務アプリがインターネットに
対応した Web アプリ化
していない限り必要 

仮想環境 / NW 環境の用意
という点では、従来の
リソースよりも少なくなる

VDI/VPN など



Chrome Enterprise
Chrome ブラウザ ＋ Chromebook を利用すると

ユーザーデータを
すべて暗号化

ログオフ時に
ダウンロードした
データを削除

外部記憶媒体の制御

悪意のある
アプリからの保護

セーフブラウジング

ウィルス対策の必要なし
利用するアプリの制御

企業向けの多段階のポリシー制御の仕組みを用意

VDI VPN の利用



デジタル オフィスを実現のまとめ

ファット
クライアント

ブラウザ

メールや Web 会議
資料の作成やデータ集計

ダウンロードをした場合も、
ログオフ時にデータはクリア

ネットワークコストの削減

画像配信を利用していたときの
作業ストレスはなし

作成したデータはクラウド上に
保存されるためリスクが軽減

デバイス側の管理もより簡素に
よりセキュリティが高く
（Chromebook だとより効率的に）

仮想環境の利用は最低限に

担当者とお客様にベストな環境を

VDI/VPN など



全体として将来的に目指す姿とポイントは

データセンタ

VPN

データセンタ

ウェブ

非ウェブ

データセンタ

非ウェブアプリ

ウェブアプリ

データセンタ

ファイルサーバ

GCP IAP
Connector

ウェブアプリ

他社のクラウド

GCP
BCRA

CAA for
G Suite

SAML

Cloud
Identity

こちらの割合を増やす

こちらの割合を減らす



その理由とは？
● 認証時に一元的に統合的な

セキュリティを実現
● アクセスする条件

（OS / デバイス / 場所 など）をもと
に利用する仕組みを制御

● 管理コスト（運用、仮想環境、ネッ
トワークなど）を最小化

BeyondCorp
どこからでも同じ作業環境で働くことを実現

非常時に設定を変えることにより デジタル オフィスの範囲を拡大できる



Web アプリ化を促進する仕組み

既存オンプレ
業務アプリ

Cloud

新規
業務アプリ

No-Code 
アプリ

インターネット標準への対応と
モバイルでの利用への対応

より早く
効率的な
開発基盤

現場主導で非効率な
プロセスをデジタル化

インターネットに対応した Web アプリ化

Firebase
AppSheet



Thank you




