
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事のあり方はすっかり変わってしまいました。2020 年に起こった未曾有の出来事によっ

て、デジタルトランスフォーメーションはわずか10か月で10年分もの進化をみせました。

以前だったら「リモートワークを迅速に実現するにはどうしたらいいですか？」という質問

が聞かれましたが、最近の質問は「職場への復帰はどんなものになるでしょう？」に変わり

ました。IT リーダー、セキュリティリーダーの頭にうかぶ構想リストには、クラウド移行、

SASE とゼロトラストの実装、Microsoft365 の採用、セキュリティ投資のアップグレード

などが連なり、リーダーたちはプライオリティづけに苦慮しています。もちろん、リモート

ワーカーのユーザーエクスペリエンスを向上させるための対策も同時に行われています。 

  

Absolute Software presents 

仕事の未来 



ハイブリッドな未来 

従来、多くの組織で仕事は固定した環境で行われていました。従業員は机の前に座って組織

から割り当てられたデバイスを使い、IT が管理するネットワークを利用していました。リ

モートワークを実現するツールの必要性は広く認められていましたが、必須ではありませ

んでした。たとえば、従業員が例外としてどうしても家から仕事をしなければならないとき

には VPN が利用されるなどしていました。デバイスの設定ミスや紛失の懸念は限定的で一

時的なものでした。しかし、状況がかわって、間に合わせのソリューションでは不十分にな

りました。COVID-19 の流行前でも、オフィスの外で仕事をする従業員の数は急激に増加

していました。家だけではなく、電車、空港、カフェなども仕事場所としてフィーチャーさ

れるようになっていました。私たちが過去 2 年間の経験から何かを引き出そうとするなら

ば、将来を予測するのは不可能だという教訓になります。2022 年に仕事の環境がどうなっ

ているかを正確に予測することは困難ですが、ひとつだけいえることがあります。それは、

過去とまったく同じに戻ることは決してない、ということです。 

 

仕事の未来を理解するため、Absolute Software は米国および英国の IT およびセキュリテ

ィリーダー400 名を対象に、意見、計画、展望を明らかにすることを目的に調査を行いまし

た。2021 年 9 月に行われた調査では組織が仕事に戻るための計画を含め、興味深い実態が

明らかになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2% 

33.7% 

46.4% 

13.7% 

質問: 2022 年に従業員がオフィスで過ごすのは週平均何日になると思いますか？ 

0 日  1-2 日  3-4 日 毎日 

https://www.g2.com/categories/virtual-private-network-vpn


調査結果によると、圧倒的多数の組織がリモートワークを快適に感じていますが、リモート

ワークに両足を揃えて踏み込みたいと考える組織はわずかです。完全な分散業務モデルを

実施したいと考える企業は 6.2%にすぎません。Zapier、Buffer、Gitlab、DuckDuckGo を

いったソフトウェア企業は公に 100%リモートワークの利点を認めていますが、これらの

企業は例外のようで、完全なリモートワークを受け入れている企業は多くありません。それ

にはリモートワークが適していない業種もあることを反映されているようです。Absolute

の調査によると、専門サービス (法務、金融、コンサルティング) のセクターはほかの業種

に比べて完全な分散環境でのワーキングポリシーを検討している可能性が高く、これらの

組織の 8.3%は、2022 年にオフィスで仕事をする日数は 0 日になるだろうと回答していま

す。一方で、教育、重工業の分野では、2022 年にリモートワークを計画している組織はあ

りません。 

 

最終的に、組織の約 3 分の 2 (60.1%) は、2022 年は従業員がリモートで働くよりもオフ

ィスで過ごす時間のほうが長くなるだろうと考えていますが、フルタイムでオフィスに戻

る準備をしている組織は 13.7%だけです。約 5 分の 4 の組織が 2022 年にはハイブリッド

なワーキングポリシーを導入したいと考えています。つまり、IT リーダーは RTW (return 

to work: 職場に戻る) を考える一方で WFA (work from anywhere: どこからでも働け

る) をコアプリンシパルとして持ち、2 つの方法の中でインテリジェントにバランスをとる

必要があるのです。このコンセンサスは、Salesforce、Google、Facebook、HSBC が実施

している「週 2.5 日制」が今後数か月の間に急激に広まる可能性があることを示していま

す。 

 

それは従業員にとってはいいニュースです。2021 年 9 月に行われたアイルランドの調査で

も、81%の人々が、雇用主に対してなんらかのハイブリッドな働き方を採用するように求

めており、それによって通勤時間が大幅に削減されることと、メンタル、フィジカルの両面

で健康が促進されることについて言及しています。 

  

https://zapier.com/learn/remote-work/
https://buffer.com/resources/remote-work/
https://about.gitlab.com/company/culture/all-remote/guide/
https://weworkremotely.com/company/duckduckgo
https://www.rte.ie/news/business/2021/0920/1247794-return-to-work-survey/


オフィスの利点とは？ 

仕事をする場所は、賃貸料、設備、メンテナンスなど、雇用主にとって費用がかさむものに

なり得ます。それでも、オフィスをなくす組織がごく一部に限られているのはなぜでしょう

か？Absolute は、IT 部門の観点で、オフィスを持つことの利点について調査しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答から明らかになったことがあります。従業員の幸福度は従業員をオフィスに引き戻す

主な原動力ではないようです。それを主な利点として挙げた回答者は 15%にとどまります。 

また、生産性の向上については IT リーダーにとって大きな違いはないようで、オフィスで

の作業の主な利点として生産性を挙げているのは回答者の 5 人に 1 人 (19.7%) にすぎま

せん。 

 

IT リーダーの約 4 分の 1 (22.4%) が、リモートワークにおけるリスクに懸念を表明しま

した。従業員をオフィスに戻したいと考えている組織にとっての動機は、固定された場所で

仕事をすることによって可視性と制御性が上がり、よりよいセキュリティ体制を整えられ

ることにあります。 

 

質問: オフィスで働くことの主な利点は何で

すか？ 

42.9% 従業員のコラボレーション 

22.4% セキュリティ管理 

19.7% 従業員の生産性 

15.0% 従業員の幸福度 

 

質問: オフィスで働くことの主な難点は何で

すか？ 

49.4% 従業員の幸福度 

23.4% リスクの拡大 

14.2% 従業員のコラボレーション 

13.0% 従業員の生産性 



しかし、これらをすべて上回る利点は、効果的なコラボレーションです。フェイス to フェ

イスでのコミュニケーションは、人類が何千年もかかって習得してきた経験で、人間の本質

であるともいえます。デジタルを介した会話ではコラボレーション能力の一部が失われる

というのが従来の常識です。電話、Slack メッセージ、あるいは Teams を使ったビデオチ

ャットは確かに歓迎すべきコミュニケーションツールではありますが、対面によるコラボ

レーションを完全に置き換えることはおそらくできないでしょう。物理的に同じ空間で共

同作業できることはオフィスに戻ることの最大の

メリットであり、回答者の 42.9%が主な利点とし

て挙げています。 

 

“もし、組織のスペースの主な目的が、 

個別の業務を行うことではなくコラボレー

ションの場を提供することにあるならば、 

オフィスのたとえば 80%はコラボレー 

ションルームに割り当てられるべきでは 

ありませんか？” 

McKinsey & Company 社 

パートナー Brodie Boland 氏 

 

オフィスがコラボレーションに理想的な場所であ

るならば、2022 年にオフィスに戻ろうとしている

組織はもっと多いのではないでしょうか？オフィ

スにはさまざまなメリットがありますが、IT リー

ダーや人事リーダーが将来のワークプランを準備

する際に考慮しなければならないデメリットもあ

ります。 

 

答えはアンケートの回答に表れています。IT リー

ダーの約半分 (49.4%) が、従業員は家で働くの

に比べてオフィスでは幸せではない、あるいはワ

ークライフバランスが悪いと考えています。モラ

ルに関しては、セキュリティ、生産性、コラボレー



ションに関する懸念を組み合わせたものと同じくらいの大きい懸念があるのです。 

IT リーダーは従業員の幸福度、ワークライフバランス、そしてワークスタイルの柔軟性が

どれほどビジネスに成功をもたらすかについて慎重に検討する必要があります。柔軟性に

は多くのことが含まれます。たとえば勤務時間の柔軟性があげられます。ミレニアル世代が

9 時から 5 時までのライフスタイルを変え、親に子供を預けきりにしたりせずに過ごせる

ことも重要です。職場の多様性もあります。前述したように、将来の仕事環境は、従来のオ

フィスから得られるメリットと自宅で仕事をする機会を組み合わせたハイブリッドの形に

なるでしょう。給与やオフィスの所在地、その他の特典で候補者を募った時代から、柔軟性

を提供できる組織が最高の人材をひきつける時代へと移行するはずです。しかし、このよう

な決定を IT 部門が単独で行うということはまずありません。一方で、柔軟性は単なる人事

ポリシー以上のものであることを理解することも重要です。柔軟性は、ワークスタイル、コ

ラボレーション、テクノロジーなど、IT 部門が責任をもつエリアにも関連します。いつど

こで働いていても、エンドユーザーにワ―ルドクラスのエクスペリエンスを提供すること

が求められます。柔軟性の提供は、競争を望むあらゆるビジネスに不可欠であり、デバイス、

ソフトウェア、インフラストラクチャを適切に組み合わせてサポートすることも同様に重

要です。 

  



リモートワークの魅力 

 

質問: あなたの組織にとってリモ

ートワークの主な利点は何です

か？ 

 

 従業員の幸福度 

 

 従業員の生産性 

 

 費用削減 

 

 従業員のコラボレーション 

 

 

リモートワークは間違いなく多くの従業員にとって魅力的です。Absolute の調査では、組

織の半数以上 (58.6%) が、リモートワークの主なメリットとして従業員モラルの向上が

あげられています。 

 

従業員の幸福度は雇用主にとって非常に重要で、リモートワークはそれを向上させる魅力

的な方法のひとつです。教育分野は、リモートワークの主なメリットとして従業員の士気を

もっとも高く評価している (75.9%) 業種です。おそらく、先生方が、教室のカオスに比べ

てホームオフィスの静けさを歓迎しているからでしょう。 

 

分散環境には、オーバーヘッドの削減や生産性の向上 

などのメリットもあります。コストに敏感な政府機関 

はほかのどの業種よりも経済的節約 (22.5%) を 

メリットとし、専門サービス分野は生産性の向上  

(17.7%) をあげています。 

 

 

 



それでも、オフィスがコラボレーションの最良の方法であることには間違いありません。リ

モートワークがオフィスよりも優れたコラボレーション手段を提供していると感じている

組織はほとんどありません。文化的な違いも考慮すべきかもしれません。たとえば、英国の

組織の 6.2%は、分散環境の利点としてコラボレーションを挙げており、米国の 3.1%に比

べて約 2 倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“企業が新たな業務体系について決定を下すと、基本的なトレードオフが発生

します。新しいプロジェクトはオフィスで行った方がより高い生産性を望めま

すが、従来のタスクは家で行った方が生産性をあげられるでしょう。 

多くのトレードオフの問題と同じで、答えはオールオアナッシング 

ー家で 5 日か 0 日かーではなく、その中間にあるのです。” 

Stanford 大学 

経済学教授 Nicholas Bloom 氏 

  



なぜ WFA は困難なのか 

従業員の幸福度はリモートワークのほうが高く、仕事の柔軟性

の提供は雇用主にとって差別化要因となります。費用対効果も

高く、生産性の高い労働力を促進します。コラボレーションを

別にして考えると、それではなぜ組織はリモートワークを全面

的に受け入れようとしないのでしょう？ 

 

Absolute の調査では IT リーダーに、リモートワークの最大の

欠点についてうかがいました。データから見ると、生産性と士

気に関する懸念はごくわずかです。コラボレーションはここで

も主要な抑止力としてあげられていますが、IT チームが直面し

ている最大の障害はまったく別のものです。回答者はほかのな

によりもリスクとコンプライアンスの管理について懸念して

おり (41.6%)、IT リーダーの 3 分の 1 近く (30.7%) が、リ

モートワーカーはオフィスにいる従業員よりもリスクにさら

されていると考えています。 

 

英国の IT リーダーの 33%が、リモー

トワークのリスクを懸念しています。 

 

 

リスク管理に関する懸念が大きくなった理由は、従業員が家やその他の場所で仕事をする

場合の環境について、IT 部門が今までと同じレベルのインサイトを持てなくなったことに

あると思われます。従業員が机の前に座って企業ネットワークに接続していれば、管理者は

サイト、アプリケーション、アクティビティ、問題をリアルタイムで確認できるため、全体

的な生産性とセキュリティの両方が向上します。リモートワーカーにとってのこの「死角」

は、以前はオフィスで働くことのできない限られた状況のみで発生する例外的なケースで

あると考えられてきました。しかし、ハイブリッド環境では、そのリスクは許容可能なレベ

ルではありません。 



質問: あなたの組織にとってリモー

トワークの主な難点は何ですか？ 

 

リスク管理 

 

 従業員のコラボレーション 

 

 従業員の生産性 

 

 従業員の幸福度 

 

 

 

分散環境の従業員が直面している脅威とコンプライアンスについてさらに理解することが

必要です。従業員が把握されず管理されていない多様な環境で働いている環境で、セキュリ

ティチームはニューノーマルにおいて同等のリスクレベルを保つために苦労しています。

安全な web ゲートウェイ、ファイアウォール、その他の境界ベースのセキュリティ対策が

とれない中で、リモートワーカーはオフィスに固定されているワーカーに比べてはるかに

多くのリスクにさらされています。2020 年の調査によると、IT リーダーのほぼ半数は、リ

モートワーカーが高いリスク、または非常に高いリスクにさらされていると考えています。

まぎれもなく、97%の IT リーダーが、リモートワーカーは従来型のワーカーに比べて高い

リスクにさらされていると考えているのです。 

  

https://www.netmotionsoftware.com/i/experience/report
https://www.netmotionsoftware.com/blog/mobility/vpn-sdp-remote-access-survey
https://www.netmotionsoftware.com/blog/mobility/vpn-sdp-remote-access-survey


リモートワーカーのセキュリティに関する懸念事項 

 

    
物理的に近くないと、

セキュリティイベント

への対応が困難 

 

ランサムウェアやその

他のマルウェアを特定

するのが困難 

レガシーなリモートア

クセスによるアクセス

要件がハイリスク 

デバイスの更新状況や

設定の正確さが不明 

 
 

  

攻撃されるポイントが

拡大するのに、ネット

ワークセキュリティ 

保護が限定的 

潜在的な問題を診断す

る際のテレメトリが 

限定的 

紛失、置き忘れ、盗難

にあったデバイスの 

回収が困難 

モバイルフィッシング

攻撃の横行 (複数の 

フォームやデバイス) 

 

 

はっきりしているのは、リモートワークのリスクははっきりしていないということです。分

散環境での仕事につては、エクスペリエンスとセキュリティの両面で懸念があり、その他に

も盲点となっている事案があると思われます。従業員や IT チームがどこで働いていても、

ユーザーエクスペリエンスとセキュリティの両面で IT チームを支援できるようにするため

には、テクノロジーが進化してリモートワークの可視性が高まる必要があります。 

  



リスク管理はテクノロジーの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“二度とオフィスに戻らない組織もあるかもしれませんが、その他の組織は 

数か月以内にスタッフがオフィスに戻るのを歓迎するでしょう。スタッフ、 

インフラストラクチャ、プロセスおよびガバナンスに関する長期戦略に 

強いスポットライトがあてられています。” 

Auxillion 社 

コンサルティング&コンピテンシー ディレクター Eleanor Dempsey 氏 

 

 

 



調査によると、コンプライアンスとリスク管理は、オフィスベースのチームよりもリモー

トワーカーを抱える IT チームにとってより難しいことがわかっています。が、それは何

故でしょう？ハイブリッド環境がスタンダードになった世界で組織を保護しようとすると

き、組織が直面する具体的な課題とは何でしょうか？ 

 

調査結果によると、多くの IT リーダーは、リスク管理における最大の課題はテクノロジ

ーにあること、つまり、リスクを軽減するための適切なツールの導入であることに同意し

ています (54.1%)。適切なスキルとスタッフを配置することはそれほど大きな課題では

なく、ハイブリッド環境をサポートする文化の確立に苦労している組織はわずか 18%で

す。一方で、IT リーダーの約 4 分の 1 (27.9%) が、ハイブリッド環境の成功を阻害する

要因としてプロセスとポリシーをあげています。セキュリティポリシーと人事プロトコル

を調和させようとすると問題が発生する可能性があり、従来のオフィスの外でシャドーIT

や不正な作業慣行が横行することがよくあります。 

 

ヘルスケアや専門サービスで働く人々は適切なリスク管理ツールを見つけることに特に関

心を持っていますが、公共分野の人々は人員や文化について懸念を持つ可能性が最も高

く、政府機関が採用や人材の維持という独自の課題に直面していることを示しています。 

 

質問: WFA ポリシーの中でのリスク管理とコンプライアンスにおける最も大きな課題は何

ですか？ 

 

 

 

 人とカルチャー プロセスとポリシー ツールとテクノロジー 

  

教育 政府機関 ヘルスケア 重工業 専門サービス 輸送/運輸 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暗中模索のリスク管理 

IT リーダーが直面しているのは、従業員の多くが分散環境にあって、エンドポイントや接

続性、アプリケーションのパフォーマンスの可視性が不足して、組織がより大きなリスク

とボトルネックにさらされると同時に、従業員がフラストレーションを抱えてパフォーマ

ンスを十分に発揮できていないという状況です。Absolute の調査によると、分散デバイス

の使用状況を完全に可視化および制御できている組織は 37.9%にすぎません。 

 

現在、ほとんどの組織では、デバイスが企業内ネットワークにあるかオンプレミスアプリ

ケーションを使用している場合のデバイス利用の可視化機能を備えています。しかし、リ

モートワークの分散環境で同レベルの可視性を備えた組織はごくわずかです。今後、より

多くの従業員がリモートワークを実施してパブリッククラウドや SaaS、インターネット

アプリケーションの利用が進むにつれ、デバイスの可視化は困難になり、制御と問題が起

こった場合のトラブルシューティングは困難になります。組織は基盤となるインフラスト

ラクチャを「所有」していないケースもありますが、それでもユーザーエクスペリエンス

には責任があります。 

 

 

 

 



不満を抱えた多くの従業員が IT チームに問題を報告しないことを

選択しがちな中、リモートワーカーがいままで以上にシャドーIT を

選ぶようになったのは当然のことです。NetMotion による 2020 年

後半の調査では、リモートワーカーの 62%が未知あるいは IT チー

ムに認可されていないアプリケーションを使用しており、25%は

IT チームが提供した以外の未承認のツールを使用しています。シャ

ドーIT は一部の見方とは異なり、従業員が生産性を向上させるため

の結果として採用されていて、生産性を下げるものではありませ

ん。ほとんどのリモートワーカーは単に仕事をしたいだけなので

す。生産性が士気とつながっていることは十分論じられており、従

業員がほかのツールに目を向けるのは、提供されたツールが使いに

くいときなのです。 

 

"雇用者が組織に提供するデバイスが今日の目的に

見合っているかを確認する義務がある一方で、 

従業員はどこで何をするのが最も高い生産性を 

あげるのかを考える権利があります” 

英国 Microsoft 社 

サーフェイスビジネスグループ責任者 Howard Lewis 氏 

 

  

https://www.netmotionsoftware.com/blog/surveys/survey-it-remains-blind-to-1-in-4-remote-workers
https://www.netmotionsoftware.com/blog/surveys/survey-it-remains-blind-to-1-in-4-remote-workers
https://www.netmotionsoftware.com/blog/industry-disruption/shadow-it-in-remote-working-world
https://www.netmotionsoftware.com/blog/industry-disruption/shadow-it-in-remote-working-world


限定的な制御 限定的な制御 可視化と制御 

質問: あなたの組織は、リモートワークデバイスに対してどの程度の可視性と制御をもって

いますか？ 

 

 

 

IT Governance のサイバーセキュリティエキスパートの Luke Irwin 氏は、リモートワー

クがもたらすセキュリティリスクの増大の可能性を懸念している組織にガイダンスを提供

します。Irwin 氏の見解によると、ファイアウォールや IP アドレスのブラックリストなど

の典型的なオフィスシステムによるセキュリティ保護がない状態だと、従業員はサイバー

攻撃に対してはるかに脆弱になってしまうといいます。Irwin 氏のからセキュリティリー

ダーへのアドバイスは、可能なかぎりすべての作業が、リモートアクセスセキュリティ制

御の対象となっているデバイス上で実行されるようにすることです。そのためには少なく

とも 2 要素認証を含める必要があります。それにより、サイバー犯罪者が従業員のアカウ

ントにアクセスするリスクが軽減されます。 

 

組織は、ハイブリッド環境モデルのリスクエクスプロ―ジャーを大幅に削減するため、ゼ

ロトラストネットワークアクセス、エクスペリエンスモニタリング、資産管理、エンドポ

イントセキュリティ、デバイスライフサイクル管理、エンドポイント回復などのテクノロ

ジーに目を向けるべきです。 

 

"自宅での幸福度によるプラスの影響は、可視化のための費用と 

引き換えにもたらされます。” 

ZDNet 社 

シニアレポーター Owen Hughes 氏 

完全な可視化と制御 適度な可視化と 限定的な可視化と 非常に限られたな 

https://www.itgovernance.co.uk/blog/the-cyber-security-risks-of-working-from-home


誰が何に責任を負うのか？ 

WFA への移行により、複数デバイスを用いて仕事をする機会も増えました。モバイル、タ

ブレット、ノート PC での作業が急増したことで、仕事の環境は机の前で作業するよりも

はるかに進化し、それとともに組織がリスクにさらされるポイントも増加しました。ハイ

ブリッドワークの時代、デバイスの管理と所有に関する質問は増え、BYOD (bring your 

own device: 自分のデバイスを持ち込む) は多くの組織で採用されています。 

 

“多くの組織にとって、自分のデバイスを持ち込む (BYOD) 概念はもう 

目的に合致していないとの認識が高まっています。問題には、従来型の 

コンピュータに比べて従業員がデバイスをどのように使っているかの可視性の

著しい欠如が含まれています。その結果、法廷責任、サイバーセキュリティ 

リスク、運用コスト増大の可能性が大幅に高まっています。 

eWeek 社 

サイバーセキュリティジャーナリスト Chris Preimesberger 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



質問：あなたの組織では所有権をどのように管理していますか？ 

 

すべて組織が所有              ほぼすべて組織が所有     

 

ほぼすべて従業員が所有          すべて従業員が所有 

 

 

多くの IT リーダーは、従業員が自分のデバイスを使用する場合、組織が管理していな

い、たとえば出会い系アプリなどのログイン情報を保存することに気づきました。さら

に、従業員が悪意を持ったサードパーティにアクセスしてフィッシングやセキュリティ違

反の被害者になった場合には大きなリスクが発生しました。それらの行為は、顧客情報や

知的情報の窃取、または組織ネットワーク全体をダウンさせるセキュリティ侵害につなが

る可能性があります。近年 BYOD が撤回される方向にあるのはリスクの軽減が主な理由で

あり、ヨーロッパでは個人の情報プライバシー権に焦点をあてた GDPR (一般データ保護

規則) の採用によっても促進されています。たとえば米国や英国の組織では、自分のデバ

イスを使用する従業員は組織との間で契約を締結する場合があります。IT 部門は OS とそ

のバージョンが異なる多数のデバイスの管理に直面します。Absolute の調査でも、ほとん

どの組織が、従業員が仕事に使用するデバイスを可能な限り多く管理するように選択して

います。これは決して驚くべきことではありません。 

  



まとめ 

パンドラの箱は開かれました。多くの組織がオフィスに戻る準備をしているとしても、

2019 年以前と同じ条件を考えている組織は存在しません。多くの組織では WFA とハイブ

リッド環境の概念を取り入れて、分散作業と固定作業のブレンドによる管理が行われるで

しょう。リモートワークではコラボレーションが難しくなるというコンセンサスはありま

すが、費用面でも従業員の幸福度でも、リモートワークに大きなメリットがあることは明

らかです。そのメリットを活かせる組織は採用においても十分な競争力を発揮することで

しょう。リスク管理と従業員の安全管理という新しい課題も提示されています。可視性と

制御の機能が低下すると、シャドーIT の防止や、進化する脅威からの保護、フィールド内

のデバイスの制御の維持が困難になります。Absolute Software のテクノロジーはこれら

の懸念を解決するため、組織を強力に支援します。 

 

⚫ 組織の資産のインベントリを明らかにし、あらゆる資産をリモートで安全に管理しま

す。IT 管理者やエンドユーザーが詳細にとらわれることなく、全体像を把握すること

ができます。 

⚫ エンドポイントがブラックボックスになったり物理的なアクセスが不能になったりし

たとき、CMDB (構成管理データベース: 資産と構成の一元管理) やインベントリを

最新の状態に保つのは困難です。Absolute はエンドポイントの可視性と制御を常時可

能とする機能を提供します。 

⚫ シャドーIT の根絶、未使用のソフトウェアライセンスの検知、必要なアプリケーショ

ンの再インストールにはコストも時間も手間もかかります。Absolute を導入すればソ

フトウェアを短時間で統合管理できます。 

⚫ 多くの組織はあるべきセキュリティ体制と日々の実際のセキュリティ環境とのギャッ

プに悩んでいます。Absolute は自動化とリモート管理を提供して、ギャップに悩まさ

れる日々からの解放を支援します。 

⚫ デバイスが許可されていない領域に移動されるかもしれません。従業員が暗号化機能

を無効化することもあるかもしれません。機密データがクラウドに接続されたデバイ

スに保存されるかもしれません。Absolute はこれらの状況を警告して、IT 部門の介

在を促します。 

⚫ 急速に変化するネットワーク環境や劣悪なネットワーク状態でも、Absolute はセッシ

ョンの中断を防いでワーカーの接続を維持します。 

 



⚫ Absolute を導入することで、エンドポイントとネットワークの両方を完全に可視化し

て、問題や潜在的な利用規定違反の診断が可能です。 

⚫ リモート環境ではデバイスとワーカーのコンプライアンスを維持するための強力な制

御が必要です。Absolute により、IT チームがリスクを軽減するために必要なポリシ

ーを容易に実施することができます。 

⚫ 組織の安全を守るためには攻撃対象となる領域の削減が必要です。Absolute はゼロト

ラストプリンシパルの展開を容易に実現します。 

⚫ Absolute は、作業に割りあげられたデバイスが接続されているネットワークに関係な

く、高度でコンテキストを意識した、コンテンツフィルタリングコントロールを実現

します。 

 

Absolute のソリューションについてはこちらでご確認いただけます。 

詳細は Sales-Japan@absolute.com にお問い合わせください。 

  

https://www.absolute.com/ja/
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メソドロジー 

 

「仕事の未来」には NetMotion by Absolute が実施した 2 つの調査データが含まれてい

ます。 

 

“The Future of Work” 

 

* このデータについて: NetMotion by Absolute は 2021 年 9 月に、米国および英国の

400 人の IT リーダーまたはセキュリティリーダーを対象に、仕事の未来について、意

見、計画、展望を明らかにすることを目的として調査を行いました。対象となった組織

は、教育、政府、医療、重工業、専門サービス、物流などの多様な業種が含まれていま

す。 

 

"Digital transformation in the modern law firm" 

 

* このデータについて: NetMotion by Absolute は、2020 年 4 月から 2021 年 4 月まで

の間に、法務部門で働く IT プロフェッショナル向けに 50 を超えるデジタルイベントを実

施しました。さらに、2021 年 1 月に、クラウドや SASE などの新たなトレンドを理解す

る目的で、米国、英国、オーストラリアの法律事務所 150 社に調査を依頼しました。この

レポートには、これらの個別の調査プロジェクトからの洞察が要約されており、独占的な

調査結果、ケーススタディ、および現代の法律事務所で働く人々からの引用が含まれてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

この文書は、Absolute Software が 2021 年 10 月に発行した “The Future of Work” を

翻訳したものです。 
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