
場所にとらわれずに仕事ができる環境を低コストで導入できるサービスとして大きな注目を集めている「RIO Cloud」。そ
の仕掛け人たちに話を聞いた。

働き方改革を
本当に求められているところへ届けたい！
「RIO Cloud」はいかにして生まれたのか

　アイ・オー・データ機器とアール・アイ、クラウディアンの 3社
は、中小企業向けの働き方改革促進サービスのプラットフォーム
「RIO Cloud」を展開することを発表した。そして、このRIO Cloud
の第 1弾サービスとして、沖縄に本拠を置くOCCが「RIK ちゅ
ら海データガード」の提供を今秋から開始する。
　この連携の背景は何か、なぜ最初のサービスが沖縄からなのか、
RIO Cloudプロジェクトの中心メンバー 4人を迎え、事業にかけ
る思いや将来的な構想を語ってもらった。

簡単安全で安い！ 
真に中小企業のためのクラウドサービス

――RIO Cloudの特徴を教えてください。
石坂氏　まず、PCの仮想化によるデータレスな環境を「安価で無
意識に使える」ということです。Shadow Desktopは、PC内の
ファイルのみ仮想化を行います。データの実体はクラウド上にある
ため、現在ノートPCを持ち歩いているがセキュリティ対策ができ
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ていない、また、持ち出しPCを検討しているがセキュリティ対策
でためらっているなど、場所を問わず働く人たちにご利用いただけ
るサービスだということです。
藤木氏　グループワークに不可欠なファイル共有環境を当社の
NAS「LAN DISK」が提供します。こちらはリモート環境で、い
つでもどこからでもアクセスできます。
浜田氏　それでいて、高度なセキュリティを確保しているという点
がポイントです。アール・アイさんのShadow DesktopによるPC
仮想化でローカルのPCにデータが残らないということが 1つ。こ
れは情報漏えいに対する大きな強みです。そして、私たちOCCが
提供する「RIK ちゅら海データガード」では、CLOUDIAN 
HYPERSTOREを基盤として採用し、PCとNASのデータ保存
先として県内のデータセンター 2カ所を利用しています。データを
複製し地理的に分散保存し冗長化できる信頼性の高いオブジェク
トストレージ製品でサービス提供を行い、万一の災害や障害に対す
る耐性も確保しています。
氷見氏　最大のポイントは「安い」ことですね。導入コストを徹底
して抑えています。スタートの時点から、中小企業の方が、無理な
く導入できる価格帯での提供を強く意識しています。

働き方改革は中小企業にこそ必要
――RIO Cloudの狙いはどういうところにあるのでしょうか？
石坂氏　中小企業さんに対して、目の前にある課題をダイレクトに
解決できるソリューションを低コストで届けたい。そういう強い思い
が原動力になっています。働き方改革がうたわれる中で、世の中に
はさまざまなソリューションがありますが、ほとんどは大企業をター
ゲットにした大掛かりなものになっています。本来は中小企業に
もっとスポットが当たらなければならないと思っていました。

――といいますと？
石坂氏　今働き方改革というと、いろんなキーワードが出てきます
よね。リモートワーク、テレワーク、サードプレース、コワーキン
グスペース、フリーアドレスですとか、いろいろなキーワードが増え
てきまして、ソリューションについても、セキュリティという言葉を
重要視するがゆえに「それって働き方改革以前にもありますし、場
所縛りませんか？」というものまで。便乗便乗で肥大化傾向にあり、
本質が見えにくくなっているように感じます。一番重要なのは「時
と場所に縛られない」というところではないでしょうか。そして、そ
れは中小企業こそが切実に必要としているのではないでしょうか。
氷見氏　例えば、女性社員の方が産休・育休に入るといったよう
なケース。あるいはケガや病気の治療でしばらく休まなければなら
ないといったケース。少人数で回しているところは 1人抜けるだけ
でも影響が大きいですし、人が足りないからすぐ補充できるわけで
もないと聞きます。求人してすぐ目的の人材が見つかるとは限りま
せんし、見つかったとしても前任者と同等の業務がこなせるように

なるまでには多少なりとも時間がかかるでしょう。通勤はできない
けれど自宅作業なら可能で、本人にもその意思があるならば、必要
な休暇期間を取得した上、それ以外の時間は自宅にて業務をしても
らえたらすごく助かるわけです。
浜田氏　近年、日本では地震や豪雨による水害など多数発生して
います。災害によって交通機関が停止してしまい出社ができないと
いう方もたくさんいらっしゃったかと思います。そのときにリモート
でご自分のパソコンのデータが外から見えて作業できれば、滞りな
く仕事の継続ができた方がいたかと思います。私たちのサービス
は、そのような方々に対するサービスとなります。
石坂氏　あるいは今夏の猛暑をはじめ、台風、大雪など。予想で
きる範囲なら通勤するのは効率が悪いから、特に必要性がないなら
ば自宅作業を可能にしようとか、進化し続けている ITのサービス
で、中小企業ならではのフットワークの軽さを生かしたポジティブ
な効率化にも貢献できると思っています。

――なるほど。
氷見氏　そうした場合に必要となるのが、情報漏えいリスク対策が
施されたセキュアなリモートワーク環境やファイル共有のシステム
です。しかし、中小企業の場合、その「セキュア」の部分がおろそ
かになってしまうことが多いようです。なぜなら、そのためのコスト
があまりにも高くついてしまうからです。
藤木氏　もちろん、中小企業の方も情報漏えいのリスクは分かって
はいるのですが、予算が少ない中で情報漏洩えいリスク対策にコス
トを掛けられないということがあると聞いています。でも、そのよう
な状況の中で社外秘データが保存された PCを持ち出した場合は、
会社の存続にかかわるようなことにもなりかねないわけです。
石坂氏　単に数人の社員がセキュアにリモートワークしたい。ファ
イル共有がしたい。やりたいことはシンプルなのに、サービスのほ
うはシンプルではない。中小企業にとってはあまりにオーバースペッ
クで高価なソリューションを紹介されてしまう。導入を検討して説
明を聞くと途方もない金額でドンビキしました！　なんていう話も
よく聞きます。ユーザーが解決したい問題と解決するための商品
サービスのミスマッチが多いのではないか。この状況はやっぱり何
か違うのではないか、「なんとかしなければ」という思いが強くなっ
てきました。

セキュアなリモートワーク環境が 
月額2万円から導入できる

――そのコストに関してですが、具体的にどのくらいを予定されて
いるのでしょうか？
浜田氏　まだ決定ではないのですが、仮想化ライセンス 5ユー
ザー・ファイル共有スペース 1TBで月額 2万円程度、3年だと
TCOとして 72万円くらいからを考えています。
石坂氏　RIO Cloudを構成するShadow Desktop、LAN DISK、



HYPERSTOREを活用した 2カ所のデータセンターでの冗長化
サービス、全てひっくるめてそのくらいです。

――かなり魅力的に感じますが、やはり長期の方が安いのでしょう
か。縛りなどはあるのでしょうか？
浜田氏　長期契約が必須な縛りや体系にするつもりはありません。
先ほど話に出ましたが子育てをされていて自宅で作業をするといっ
たシーンや、介護などで自宅にいる必要があるといったシーンが
あった場合、1年間だけ利用するようなワンショット的な利用もと
考えています。NAS調達等の初期投資も含めて考えると長期の方
が、より割安感が出てきます。
石坂氏　コスト面でさらに付け加えますと、これから 2020年に
Windows 7のサービスが終了します。そこで端末の総入れ替えが
起きることになります。その際、データの引越という作業が発生す
ることになるわけですが、Shadow Desktopで PCの仮想化がさ
れていればそのデータ移行コストはゼロで行けます。

――なるほど。これなら中小企業さんも導入しやすく、大いに魅力
的だと感じます。仮に同等の内容を従来型のシステムで実現すると
なると、どのくらいかかるのでしょう？
浜田氏　そもそも導入の考え方が変わってきますね。多くの場合、
まずサーバを購入しなければなりません。サーバ代とユーザー管理
機能で 100～ 200万、購入した機器を保管する電算室やハウジン
グサービスの利用なども検討が必要です。さらにVDI（デスクトッ
プ仮想化）のシステム構築で 200～ 300万、これらの費用がなく
なります。加えて、システムの維持・運用を誰がやるのかという人
の問題が生じます。その作業を IT業者にお任せするとなると、さ
らに高額な運用費が継続して必要になります。
石坂氏　RIK ちゅら海データガードで提供するPCの仮想化によ
る情報漏えい対策、ファイル共有、リモートアクセス、冗長化といっ
たようなことを、既存のソリューションで実現するにはトータルで
1000～ 2000万円という規模になってしまうこともありますね。

東京から1600km離れた沖縄に 
データを預ける利点

――RIO Cloudは 3社連携の事業ですが、この連携のきっかけを
教えてください。
石坂氏　もともと当社とアイ・オー・データ機器さんは、10年く
らい前にコラボレーションをした関係で交流がありまして、前から
何か協業できないかと考えていたのですが、具体的には 2017年の
秋ですね、働き方改革がうたわれる中で、言葉だけが先走って本質
が見失われているようなところがあるんじゃないか、なんとかしなけ
ればと思っていたところに、藤木さんを紹介されて、一気に話が進
みました。
藤木氏　石坂さんの考えには大いに共感するところがありましたの

ですぐに意気投合しました。プロトタイプのサービス案はわりとすぐ
できまして、2017年の末くらいにははっきりした形が見えていまし
た。あとは実際のクラウドサービスを提供してくれる事業者さんが見
つかれば……というところまでは順調に行きました。このRIO 
Cloudは、クラウディアンさんの「CLOUDIAN HYPERSTORE」
というシステムを利用して実現しているのですが、アール・アイさん
の Shadow Desktopも、当社の LAN DISKも、それぞれが
HYPERSTOREとの連携はできていたのでやりやすかったですね。
石坂氏　他社さんのNASも検討しなかったわけではないのです
が、クラウディアンさん協力のもと検証とテストを行い、アイ・オー・
データ機器さんはPCのアプリを無償で提供できるという点も大い
に魅力でした。

――最初のサービス事業者が沖縄のOCCさんになったのはどう
いう事情でしょうか？
石坂氏　OCCさんとは、ある会合を通じてご縁があったこともあ
りますが、本当の意味での働き方改革を、本当に必要としていると
ころに届けたいという私たちの考えに共感いただいたことがありま
す。また、沖縄というロケーションも魅力でした。東京からは
1600km離れていて、いわゆるBCP/DR（事業継続計画／災害
復旧）には最適な立地です。
浜田氏　沖縄は本土から遠いため、基幹業務のためDC利用とい
う点では「遠く感じる」という話を本土のお客さまより聞きます。し
かし、BCP/DRとなると逆にそれが強みになります。本土と同時
に災害を受ける心配はまずありません。近年発生した災害の際も、
ほとんど影響がありませんでした。そして、私たちのデータセンター
は、沖縄県が建築した『ティア 4相当』の公設民営型データセン
ターということもあり、震度 7まで耐えられる免震設計、海抜 41
ｍ、海岸線から 3.4km離れ、津波・水害の心配がないロケーショ
ンです。「サービスを提供するデータセンターに火災などがあったら
どうするの？」というお客さまの素朴な疑問に、自信を持って答え
られるよう、「RIK ちゅら海データガード」では、データセンター
2カ所でデータを保存する冗長化の仕組みを構築し、安心・安全
を提供しています。
石坂氏　東京をはじめ本土から離れていること自体が災害対策と
してまず大きなメリット。そして、データセンターの設備、冗長化
体制のクオリティーの高さ、OCCさんのサービスはこれを兼ね備
えている。これは強調しておきたいですね。

目指すところは「ご当地クラウド」
――OCCさん以外のクラウド事業者のサービスを提供する予定な
どは？
石坂氏　実は今の段階でもう1社。石川県にある株式会社石川コ
ンピュータ・センターさんからオファーをいただいておりまして、
サービス提供していただけることが決定しています。
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 ・ RIO Cloudに関するお問い合わせ先
www.riocloud.jp

 ・ 協業・サービス化を検討したい方
alliance@riocloud.jp

 ・ Shadow Desktopに関するお問い合わせ先
　株式会社アール・アイ   https://www.ri-ir.co.jp

 ・ LAN DISKに関するお問い合わせ先
　株式会社アイ・オー・データ機器 http://www.iodata.jp/product/nas/

 ・ HYPERSTOREに関するお問い合わせ先
　クラウディアン株式会社   https://cloudian.com/jp/

 ・ ちゅら海データガードに関するお問い合わせ先
　株式会社OCC    https://www.occ.co.jp

――事業者が違っても、サービス内容は同じものになるのでしょう
か？
藤木氏　RIO Cloudというプラットフォームは共通ですし「中小企
業さん向けに低コストで良質なクラウドサービスを」という基本コ
ンセプトは同じですが、具体的なサービス内容は事業者さんによっ
て異なります。例えば、「RIK ちゅら海データガード」さんの場合
は、標準でデータセンター 2カ所に保存する内容ですが、1カ所に
する代わりに少し料金を安く提供するですとか、事業者さんの個性
が反映されることになると思います。

――なるほど。ユーザーにとっては選択肢が増えるのは良いことで
すね。
石坂氏　実は、ゆくゆくは「ご当地クラウド」としてプロジェクトを
育てたいという構想があるんですよ。全国 47都道府県の事業所で
サービスを展開し、データをどこの事業者に預けるか選べる。

――47都道府県全部ですか？　かなり壮大ですね。
石坂氏　ふるさと納税のクラウド版というイメージです。企業は都
道府県（の事業者）を選んでデータを預けることができ、その対価
としてクラウドサービスを受ける。サービスを契約する企業が県内
はもとより県外から多くなればなるほど、事業者さんに雇用が生ま
れて、その地域の経済貢献につながる。普段首都圏で働いている
経営者さんも、何らかの形で出身地に恩返ししたい、貢献したいと
考えていらっしゃる方は多いと思うんです。微力ではありますが、私
たちがそのお手伝いができたらいいなと。

――それは面白いですね。ただ、全都道府県となると、データセン
ターに適さない立地の県もあるように思うのですが。
藤木氏　データセンターを持っていない企業でも、OCCさんなど
のRIO Cloudサービスをリブランドして提供するというような構
想も選択肢には入っています。

　RIO Cloudは、中小企業が低コストで、場所にとらわれないワー
クスタイルを実現するために日本の IT企業が協業した “オールジャ
パンのサービス ”であることも特徴の 1つだ。「日本企業のみで構
成されたプロジェクトならではの質の高いサービスを、中間マージ
ンを全部カットして、低コストで提供していきたい」（石坂氏）―
そんな思いで立ち上がったRIO Cloudは、働き方改革に本気で取
り組もうと考えている企業の強い支えになりそうだ。

RIO Cloudプロジェクトの中心メンバー。左から、氷見氏、藤木氏、浜田氏、石坂氏


