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for AndroidTM」や支援サービス「B-Link start ! BYO」など多様なソリューションを組み合わせて提供。ツールの導入
だけでは解決できない課題も含め、BYOD推進企業をあらゆる面から支援している。
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内規程やインフラの整備、端末情報の

も、社内制度の整備が重要であること
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収集・監視、機能制御などをトータル
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生産性の向上に寄与するだろう。
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れを実現できるかが、BYODを成功さ

策とプライバシー保護を両立。さらに、

せるための鍵となる。

「B-Link IPCC for AndroidTM」の利用イメージ

企業ネットワーク
に接続中

図表2

BYO）
も提供している。

社内ネットワークへの接続時にビジネスモードのポリシーを自動適用

その他ネットワーク
に接続中

VPN

社内ネットワーク

（リモートアクセス）

私物端末

従業員のプライバシーは守られる。

プライベートモード

私用アプリ

×

私用アプリ

データ保存

×

データ保存

業務アプリ
操作ログ収集
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×

接続している
ネットワークを
自動判定し
ポリシーを適用

業務アプリ

×

操作ログ収集

×

公衆
Wi-Fi

自宅
Wi-Fi

ビジネス
モード

・利用状況に応じてダイナ
ミックにビジネスモード、
プライベートモードのポ
リシーを自動適用する
・データ保存先をビジネス
／プライベートで区別して
管理

社内
Wi-Fi

ビジネス
モード

は電話やメールといったコミュニケーシ

「PCのリモートアクセスを検討する企

BYODはゴールではなく、それによ

入、運用、利用終了までの全フェーズ

業もルールの整備が最も高い壁だっ

って時間と場所に囚われない働き方を

にわたる幅広いメニューを備えている

た。この部分をずっと支援してきた経

実現するのが企業の目的だ。ベーシッ

験とノウハウが、BYODの場合にも発

クでは、BYOD導入後の活用の幅を

揮できる」
と倉橋氏は話す。

広げる多様なソリューション提供にも力

最も大きな障害である社内制度の整

3G網

の活用は安全になるが、業務を行うに

に支援するものだ。計画段階から導

（図表3）
。
ビジネスモード
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備については、利用開始から終了まで

ベーシックでは、社員の自宅PCから

の明確なポリシーを規定し、社内規程

安全に社内システムにアクセスして業務

も適切な形に変更、社員と誓約書を

を行うためのソリューション「B-Link

株式会社ベーシック

交わしたうえで私物端末をきちんと登

UC-Key」
も提供している。PC業務を

録させることが必要だ。BYODを支援

在宅で行う環境も含めて、ワークスタイ

するセキュリティ対策製品は多々ある

ル変革を包括的に支援できるのだ。

T EL：03-3204-2417
E-mail：product@basic.co.jp
URL：http://www.basic.co.jp/
product/byo.html

を入れていく考えだ。
お問い合わせ先
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