統合型職場管理システム
(IWMS) の真の価値

センサーがいたるところで活⽤されている今⽇、あらゆるものがつ
ながり、物理的インフラストラクチャーとデジタル・インフラスト
ラクチャーの境界線があいまいになっています。特に施設管理で
は、建物と職場環境で⼤量のデータが⽣成され、使⽤されていま
す。このことは組織が、情報の収集・分析ができるようになるとと
もに、⾃社施設の運⽤効果をよりよく理解できる、かつてないほど
に⼤きな機会をもたらしています。また、これらのデータ洞察によ
り、変更に対する組織の即応性が⾼まり、不動産関連の意思決定に
より投資収益率が向上するため、競争上の優位性も得られます。
この新たなデータの時代の利点を最⼤限に⽣かすには、不動産パ
フォーマンスのあらゆる側⾯に対応し強化するテクノロジー・ソ
リューションが必要です。このソリューションでは、不動産および
リースの管理、投資計画の管理、スペースの使⽤効率、運⽤/保守、
およびワークプレース・エクスペリエンスへの対応が求められま
す。統合型職場管理システム (IWMS) は、これらの各分野に対応
する最適なシステムであるとともに、さらなる価値を付加しま
す。

不動産管理
不動産は、組織にとって最⼤の経費の 1 つです。そのため、不動産
のポートフォリオをきめ細やかに最適化することで最⼤の恩恵を受
けるのは、CFO や財務役員です。リース会計ルールへのスムーズな
移⾏を含め、施設の取得から処分に⾄るまで、不動産管理の⽬的は
⾯積あたりの価値を最⼤化することです。
IWMSは、次の3つの重要な分野で不動産ライフサイクル管理を改善し、
企業に新たな機会を提供します。
1. トランザクション管理: 組織による施設取得や統廃合のための意思決
定を⽀援します。現在のパフォーマンスに関するリアルタイムの可
視性とシナリオ・モデル化により、経営幹部は⾃信をもってデー
タに基づいた意思決定を⾏い、適切にリソースを配置できるよう
になります。

IWMS のメリット
統合型職場管理システムにより、運⽤効率をさらに⾼めるこ
とができます。また、組織にとってより魅⼒的な職場環境が
実現できるようになります。

不動産ポートフォリオを管理

運⽤コストを削減

– トランザクション管理

– サービス・ライフサイクルの
管理

– リース管理
– リース会計
投資計画の質を最⼤化

– 予防保全
– 状態保全

– プロジェクト・ポートフォリオ
管理

魅⼒的な職場環境を実現

– プロジェクト計画

– ワークプレース・サービス

– プロジェクト・スケジュール
管理

– ユーザー・エクスペリエンス

– スペース管理

スペースの使⽤効率を向上
– 戦略的スペース計画
– 移動の管理
– スペース予約管理
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2. リース管理: リースの更新を合理化し、過払いを回避します。契
約条件に応じたトラッキングや⽇付通知、請求書の検証などを⾃
動化し、コストを削減し効率を向上します。
3. リース会計: 財務上の数値やデータ変更・承認など、経営幹部に
よる⼤量の監査作業を⽀援します。バランスシートが資産と負債
の両者を正確に反映していることを保証し、コンプライアンス要
件を満たす財務報告の作成を実現します。

投資計画の管理

プロジェクトとプログラムの管理が不⼗分であると、最適な結果を
もたらすことができません。IWMS は、投資、施設、環境の計画の
質を⾼められます。統合された分析と⾃動化されたプロセスによ
り、プロジェクトのスケジュールを加速することもできます。全体
的に、IWMS は 3 つの重要な分野において組織の投資計画管理の能
⼒を向上することができます。
1. プロジェクト・ポートフォリオ管理: IWMS は、組織のすべての
プロジェクト結果を分析することで、複数の資⾦要請をビジネス
要件に照らし合わせ、優先順位を決定します。
2. プロジェクト計画: IWMS は、投資シナリオ分析を通じてプロジェク
ト計画と実⾏管理を⽀援します。マネージャーがプロジェクトの計画
と進捗を⽐較し、より多くの情報に基づいた意思決定を⾏えるよう、
プロジェクト分析を提供します。

スペースの使⽤効率
スペースの 3 分の 1 近くが未使⽤の状態にあるとも⾔われる変化の激し
い今⽇のワークプレースにおいては1、組織は適切な規模、移転、合併、
買収などを通じて⼊居者の期待に応え続けなければなりません。
IWMS は、プロセスの集中化と統合により、地理的に分散した従業員
の作業効率を改善し、スペースの使⽤効率を向上します。組織の重要
分野におけるワークプレースの構成を促進します。
1. 戦略的スペース計画: IWMS は、組織のビジネス要件と⽬的に適合
した稼働状況を把握、評価を⽀援します。
2. 移動の管理: IWMS は、⾃動化されたセルフサービスのモバイ
ル・プロセスを⽤いて、作業を動的にルーティングし、要員、リ
ソース、および資産の場所をトラッキングします。移動後は、収
集されたスペース使⽤量に応じて内部部⾨およびサード・パー
ティーへの請求も⾃動化します。
3. スペース予約管理: 共有のワーク・スペースや資産など、限られた
リソースを管理する場合、これらのリソースを最⼤限に活⽤する
ためのシステムが必要になります。IWMS は、このような動的な
プロセスに対応し、利⽤可能時間を最適化し、選択をガイドし、
競合を排除する予約システムを提供します。

3. プロジェクト・スケジュール管理: IWMS は、継続的に時間、コ
スト、スコープの観点でバランスを取るための、⾼度なプロジェク
ト実⾏およびコントロールするための機能を提供します。

IoT を使⽤してワンランク上の
IWMS を実現
センサー、データ、および洞察を使⽤して、
⼀層優れた施設管理を実現します。

感知:
占有率、活動、通⾏量、およ
びセンチメントなど、施設全
体のデータを収集します。
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分析:
スペースの使⽤状況についてよ
りよく理解し、統合・拡⼤の機
会をより正確に突き⽌めます。

⾏動:
組織のニーズに合うようにフ
ロアを再設計し、会議室など
の使⽤状況をリアルタイムで
更新し、サービス・リクエス
トに素早く対応します。
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上の図: ⼗分に活⽤されていないスペース
下の図: 最適化されているスペース

施設の運⽤保守
施設の総所有コストの 70% が運⽤保守にかかわるものです2。施設
の適切な管理は、効率向上と運⽤コスト削減、⾼品質の⼊居者体験
を同時達成するのに不可⽋です。そのために重要なのが、以下の分
野です。
1. サービス・ライフサイクルの管理: IWMS により、問題を的確に
把握して SLA (合意サービス⽔準) や保証条項と連携させること
で重複作業を削減し、遅延減と⼤幅な節約を実現できます。サー
ビス要求から対応⼿配までのサービス管理プロセスを⾃動化する
ことにより、サービス提供者のパフォーマンスを向上させます。
2. 予防保全: 予防保全は、効率性向上の切り札です。IWMS によ
り、定期的な保守スケジュールが維持され、SLA と保証条項
に則った作業指⽰書が⾃動的に発⾏されます。これにより、故
障や計画外の作業停⽌によるコストを最⼩限に抑えられます。
3. 状態保全: 先を⾒越した対策により、潜在的な問題を発⽣前に特
定し、それに応じて保守を計画することで、さらなる価値を実現
できます。IWMS の施設アセスメント機能が、建物および資産の
問題点をトラッキングし評価します。これが、資産のライフサイ
クル延⻑の機会を特定するのに役⽴ちます。

ワークプレース・
エクスペリエンス
従業員のエンゲージメントが⾼い企業では、低い企業と⽐べて⽣産性
が 21% ⾼く、⽋勤率が 37% 低くなっています。また、従業員のエ
ンゲージメントの低い企業と⽐較すると、離職率は最⼤で 59% 低く
なっています3。このエンゲージメント率は、組織の収益に⼤きな影響
を与えています。IWMS は、次の 3 つの重要な側⾯で優れたワーク
プレース・エクスペリエンスに必要なツールと洞察を提供します。
1. スペース管理: データ・センターから⾷堂に⾄るまでのあらゆる
施設に関する全社的なビューは、スペースを最適化し、適切なサ
イズのスペースを提供するのに⽋かせません。このデータをビジ
ネス⽬標に重ね合わせることで、どのタイミングでどのスペースに
対してどのような戦略的な判断を⾏うべきかを特定し、意思決定を⽀
援します。
2. ワークプレース・サービス: 職場環境の進化に伴い、提供するサー
ビスとオフィス・アメニティーも進化させる必要があります。今
⽇の従業員は、⾃宅と変わらないレベルの便利なテクノロジーを職場
にも求めています。IWMS は、タッチスクリーンや⾳声などで直
感的に使⽤できる技術を従業員に提供し、⼀般的な作業を簡素化
します。これには、ケータリング⼿配や会議室などのスケジュー
リング、保守要求や報告、室温設定などが含まれます。
3. ユーザー・エクスペリエンス: よりよいユーザー・エクスペリエ
ンスを提供することが、ワークプレース・エクスペリエンスをよ
りよくします。IWMS は、従業員にとって最も重要な作業を特定
し、エクスペリエンスをカスタマイズ可能なアプリ、レスポンシ
ブ・デザイン、カレンダー統合などで改善します。
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IoT と AI は、接続された今⽇の施設の全側⾯に
わたって効率性を⾼め、魅⼒的なワークプレース・
エクスペリエンスを促進します
⽔
スマート・
メーター、
使⽤量/⽔流量の
センサー

24x7 体制の
監視
状態監視、
駐⾞場の利⽤
効率

⽕
機能チェック、
検知器の点検

スペース
スペース、利⽤
状況の情報の
効率使⽤

エネルギー
スマート・
メーター、
需要応答

アクセス/
セキュリティー
⼊館証、
監視カメラ、統合、
施設周囲のドア、
フロア、利⽤状況

エレベーター
メンテナンス
実施

照明
モーション
検出

空調
換気、
可変⾵量、
⼤気質

⼊居者
ワークプレース・
エクスペリエンスの向上

機会に基づいた成⻑
「つながる施設」は、これまでにないレベルの運⽤効率と最適化を
実現します。また、こういった「スマートなビル」は、具体的で⽬
に⾒える価値を⽣み出しています。先⾒の明のあるリーダーたち
は、早くも⼤規模な投資に乗り出し、この可能性をフル活⽤してい
ます。スマートなビルの年間投資額は、2020 年までに 300 億ドル
4
に及ぶ⾒込みです。
IWMS を IoT、分析、⼈⼯知能 (AI) と合わせて活⽤することで、
ほぼ無限の機会を今⽇の建物管理のプロフェッショナルにもたら
し、接続された施設全体での優れた効率性と、より魅⼒的なワーク
プレース・エクスペリエンスを実現します。
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IBM TRIRIGA は、今⽇のビル運営企業向けの不動産・施設管理ソ
リューションです。IWMS は、リース管理、投資計画、スペースの
使⽤効率、および施設保全のあらゆる機能モデルを統合し、優れた
運⽤効率と魅⼒的なワークプレース・エクスペリエンスを実現する
ための単⼀のテクノロジー・プラットフォームです。
詳細情報
IBM TRIRIGA について詳しくは、
Web を参照してください。
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