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成功を導く Flexible Workplace
生産性向上、イノベーションの加速、コスト削減を実現した
先進的なお客様のベスト・プラクティス
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Flexible Workplace の現状

IBM® は、日本、オーストラリア、中国、インド、英国、米国を拠点とす
るさまざまな業種の大企業を対象として、675 名の CIO および IT
マネージャーにアンケート調査を実施しました。この調査の目的は、
Flexible Workplace における取り組み状況を把握し、成功を収めた
お客様が、他のお客様と何が異なっているのかを理解することでした。
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はじめに
さまざまな端末が相互接続された世界では、社員がいつでもどこでも、
どの端末からでも仕事ができることが求められています。しかし、こうし
た新しいアクセス手段が増えるにつれて、IT セキュリティーの対象
範囲も拡大していきます。Flexible Workplace では、アクセス手段
が多様化することで生産性は確実に向上しますが、
セキュリティー上
の懸念も高まります。この両者のバランスを取るには、どういった方
法があるでしょうか。また、限られた予算内での運用は、どのように
進めるべきでしょうか。必要なのは、アクセスしやすく、さらに管理
しやすい新しいワークプレースです。

Flexible Workplace

今日のワークプレースは、仮想化された環境で、相互接続、コラボレー
ション、ユーザー選択の自由度がその特長となっています。社員の機動
力を高め、いつでもどこでも仕事を可能にすることで、結果的に企業価
値の向上につなげることができます。
この新しいワークプレースは、テクノロジーや業界における仕事のやり
方の変化の結果、生まれてきたものです。今日、社員は多くの場合、何
らかのテクノロジーを使ってコミュニケーションし、情報を共有・検索
し、業務を遂行しています。このような社員は、各自がプライベートで
利用しているテクノロジー・ツールをビジネスの場でも活用できるよ
うになることを求めており、ワークプレースを担当する IT 部門の担当
者にとって、大きな課題となっています。

圧倒的多数の回答から IBM が得たのは、Flexible Workplace が新
たなトレンドになっているという回答でした。Flexible Workplace を
他の IT 投資と比較すると、CIO および IT マネージャーの 74% が、
今後 12 カ月間で前者の優先順位をさらに高めていくとしています。
回答者の大多数は、Flexible Workplace の主要項目全てに対して、
今後 1～2 年以内に大幅な投資が行われると予測しています。
また、回答者の過半数は、Flexible Workplace により生産性が向
上し、
セキュリティーも強化されると予想しています。回答者の約半数が
コストが削減され、売り上げ増大も可能としています (図 1 参照)。
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一方、いくつかの大きな課題もあります。
その主なものは、
セキュリティー
とコストです。セキュリティーは、最重要課題であると考えられてい
ます (次ページの図 2 を参照)。ただし、興味深いことに、セキュリ
ティーは最重要課題であると同時に、最も効果がある分野である
とも考えられています。これは矛盾ではなく、Flexible Workplace
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の本質でもあります。アクセス手段が増えてさまざまな端末からアク
セス可能になるため、
セキュリティー上の課題が生じますが、仮想化
などのツールやテクノロジーを活用することで、ワークプレースのセ
キュリティーを導入前よりも強化できるからです。

図 1: CIO や IT マネージャーは、Flexible Workplace で、生産性、セキュリティー、財務面での大きな効果を期待しています。
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図 2: 「各領域で、最も大きな課題となっているのは？」という設問に対して、CIO や IT マネージャーはセキュリティーを挙げ、2 番目の課題のコストを大きく引き離しています。

先進的なお客様のベスト・プラクティス
Flexible Workplace がもたらす成果は魅力的なものですが、多くの
CIO や IT マネージャーが、企業やお客様にとって効果的で効率
的な最善の方法を模索しています。彼らは、他のお客様が Flexible
Workplace をどのような方法で展開し、管理しているのかという情

●●

●●

報を求めています。
調査データのクラスター分析を通じて、Flexible Workplace を採用
したお客様には、4 つのタイプがあることが判りました (次ページの
図 3 を参照)。
●●

先進的なお客様 (9%) からは、生産性向上とコスト削減に関し、
平均で 20% を超える達成率が報告されています。これらのお客
様は、ワークプレースやモバイル戦略を定めている割合が高く、サ
ポートするリモート社員の割合と端末の数は最も多くなっています。

●●

早期導入型のお客様 (19%) は、生産性とコスト削減に関して平
均 10% の改善を達成しています。デスクトップ仮想化とともに、
サービスデスク用に Software as a Service (SaaS) を利用してい
ることが特長です。
大多数のお客様 (63%) からは、生産性向上とコスト削減に関し、平均
6% の達成率が報告されています。ただし、Flexible Workplace
に対するお客様のアプローチは限定的で、リスクを回避したもの
となっています。
後追い型のお客様 (6%) は、比較的小規模で限定された範囲で、
生産性向上とコスト削減の達成率は、平均 1% 未満の回答となっ
ています。
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Flexible Workplace を導入したお客様のタイプ

効率向上とコスト削減

高い

低い 後追い型のお客様
遅い

早期導入型のお客様

先進的なお客様
• ワークプレースの整備を優先課題
として重視
• ワークプレースとモバイルに関する
社内戦略を策定
• サポート対象となる端末数は最多
• リモート・ワーカーの割合が高い
• アウトソーシングの利用率が高い

大多数のお客様
Flexible Workplace を導入するタイミング

早い

図 3: 先進的なお客様は、ワークプレースやモバイル戦略を立案している割合が非常に高く、効果も最も高いものとなっています。

先進的なお客様を理解するには、以下の 3 つのフォーカス・エリアに
おいて、どのようなアプローチがとられているかを検討することが重
要です。
●●

●●

●●

生産性の向上

Flexible Workplace におけるセキュリティー
コスト効率の向上

生産性の向上
モバイル導入

モバイルは、Flexible Workplace の原動力となるもので、エンドユー
ザーが最も必要としている特性です。アプリケーションや情報といっ
たユーザーをサポートするツールは、ユーザーが仕事をするときにい
つでも利用できる必要があります。先進的なお客様の大多数は、これ
を好機と捉え、明確なモバイル戦略を定めています。また、主な施策
についても、他のお客様よりもスピーディーに導入しています
(図 4 を参照)。
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ソーシャル・ビジネスを通じたコラボレーションの向上

先進的なお客様は、コラボレーションを通じたビジネス拡大に精力
的に取り組んでいます (図 5 を参照)。ソーシャル・ビジネスを活用
して、お客様内部のほか、顧客、ベンダー、およびパートナーとお客
様間の双方向コミュニケーションと情報共有を進めています。また、
社員が業務外で使用している各種ツールを使えるようにすることで、
生産性に好影響を及ぼすことも理解しています。ソーシャル・コラボ
レーションの採用が進むにつれて、先進的なお客様では e-メールな
どの従来型コミュニケーション・ツールへの依存度が低下します。

74%
58%
69%
42%
65%
32%
59%
40%

図 4: 先進的なお客様は、モバイルの戦略を立案している割合が非常に高く、複数端
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末のサポートや BYOD (Bring Your Own Device) など、他のお客様より進んだ段階
にあります。

先進的なお客様は、新たに登場したモバイル端末、オペレーティング・
システム、プラットフォーム、アプリケーションも比較的早い段階で利用
を始めています。また、個人所有の端末を持ち込んで利用する (BYOD)
傾向が強まっていることを認識しており、利用を制限するのではなく、
幅広い端末とオペレーティング・システムをサポートする方向に進ん
でいます。モバイル・アプリケーション・プラットフォームに投資し、ア
プリケーション・ストアを構築して、バックオフィスではなくコア・ビジ
ネス・プロセスで利用されるコラボレーションおよびコンテンツ・アプ
リケーションの利用を促進しています。
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図 5: 先進的なお客様は、コラボレーションやソーシャル・ビジネスがもたらす即応
性と双方向性を活用しています。
社員の生産性向上のサポート

生産性を高い水準に維持するには、コラボレーションを支援するテク
ノロジーが着実かつ透過的に、シームレスに使える必要があります。
テクノロジーが不安定な場合、CIO やIT マネージャーは、迅速かつ
費用対効果の高い方法で対応しなければなりません。多くの先進的
なお客様は、サービスとサポートの問題を解決するために、
すでに
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仮想デスクトップ・ソリューションに移行しています (図 6 を参照)。
また、クラウドを基盤とした仮想化の利用方法について検討を進め
ているお客様は、その数を上回っています。
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グやクラウド・ソーシングなどのセルフサービス・サポートの手法を
採用している割合が高いため、社員は、技術的な事項について社内ま
たは社外の専門技術者に問い合わせて IT の問題を解決できます。

Flexible Workplace におけるセキュリティー

ワークプレースにおける直近の主要課題として回答者が挙げたのは、
セキュリティーです。先進的なお客様がすでに経験し、他のお客様
でも実感されつつあるのは、Flexible Workplace は以前のワークプ
レースよりも低コストでセキュリティーを実装できるという点です。
先進的なお客様の大多数は、システム、データ、および端末を暗号
化して保護する手法をすでに導入しています (図 7 を参照)。

図 6: 先進的なお客様は、デスクトップの仮想化、クラウド・デリバリー・モデルの検
討、グループ・ソーシングやクラウド・ソーシングの徹底活用を進めることで、エンド
ユーザー・サポートのコストを削減しています。

さらに、サービスデスクのプロセスを集約し、Flexible Workplace で
利用可能な自動化ツールを通じてデスクトップ 1 台あたりのサポー
ト・コストを削減しています。先進的なお客様は、グループ・ソーシン

主要検討項目: 社員の生産性向上

1. 全社レベルでモバイル戦略を策定しているか
2. 社員サポートを簡素化するために、デスクトップ仮想化やセルフ
サービス・ツールを採用しているか

3. ビジネス拡大のために、コラボレーションやソーシャル・メディア
のツールをどのように活用しているか

図 7: 先進的なお客様は、さまざまな手法によってFlexible Workplace のセキュリ
ティーを強化しています。最も多く利用されているのは、システムとデータの高度な
暗号化、生体認証によるモバイル端末の保護です。

アクセス・ポイントが新たに増えると、
セキュリティー保護の範囲もそ
の都度拡大します。そして、
モバイルの普及によって、アクセス・ポイン
トの数は大幅に増加しています。先進的なお客様は、個人所有の端
末が持ち込まれる (BYOD) 傾向を規制するのではなく、BYOD を
セキュリティー・ポリシーとセキュリティー手順で規定し、社員が各
種端末から社内データやアプリケーションにアクセスできるように
しています。モバイル・セキュリティーは、厳格なパスワード・ガイド
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ラインの作成と適用から、サポート対象端末に関する包括的なポリ
シーの確立、生体認証による端末の保護に至るまで、あらゆる面が
対象となります。
仮想化を導入することで、データとアプリケーションをさらに多くの
面から統制可能になります。データとアプリケーションは、いずれも
データセンターの外部で運用されることがなく、デスクトップ PC、
ノート PC、シンクライアント、タブレット、またはスマートフォンか
ら必要に応じてアクセスされるためです。セキュリティー対策につい
ては、自動セキュリティー・アップデートを通じて、必要に応じていつ
でも包括的に一括適用できるため、セキュリティーやコンプライアン
スに関するコストが削減されます。

コスト効率の向上
生産性向上とコスト削減に関して 20% 以上の達成率が報告されてい
る先進的なお客様では、アウトソーシングの普及が進んでいます。
先進的なお客様は、何らかの IT 機能をアウトソーシングしている
割合が他のお客様よりも高く、IT 環境全体におけるアウトソーシン
グの割合は 3 倍となっています (図 8 を参照)。アウトソーシングを実
施しているお客様は、幅広いモバイル機器、コラボレーション、およ
びエンドユーザー・サポート業務導入の割合も高くなっています。

Flexible Workplace がもたらす他の機能も有用なものとなって
います。シングル・サインオンを利用することで、ユーザーはデータや
アプリケーションに必要なときにすぐにアクセスできます。ユーザー
認証の自動化は、不正アクセスからのデータ保護に役立ちます。ま
た、迅速かつ安全に、コラボレーションのためのワークプレースをユー
ザー主導で展開できます。

主要検討項目: Flexible Workplace のセキュリティー

1. お客様のモバイル・セキュリティー戦略が包括的に十分であると、
確信を持って言えるか

2. さまざまな端末上で社内データのセキュリティーを維持するため

に、高度な暗号化や革新的なセキュリティー技術を活用しているか

3. 生体認証など、モバイル端末用の最新セキュリティーを活用しているか

図 8: 先進的なお客様では、IT 機能全体におけるアウトソーシングの割合が他の回

答者と比較して 3 倍、モバイル環境やサービスデスクにおけるアウトソーシングの割
合はほぼ 2 倍となっています。
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また、幅広いリソースと特定のスキル (仮想化、クラウド展開、セキュ
リティー対策など) が利用可能かという点を CIO や IT マネージャー
が懸念事項としている場合、アウトソーシングを効果的な解決策とし
ても利用できます。先進的なお客様は、アウトソーシングを通じて、
利用可能なツールに関するサードパーティーの専門技術と知識をメ
リットとして活かせます。その結果、業務上重要な他の施策に社内の
IT 要員を集中させて、削減分のリソースの社内再投資が可能にな
ります。

主要検討項目: コスト効率の向上

1. コストを削減し新たなスキルを活用するために、どのような戦略を
定めているか

2. モバイル管理、コラボレーション・ツール、仮想化、セキュリティー、
サポートに関し、自社の IT 部門はどのようなスキルを持っているか
3. 自社の生産性目標を達成する上で、サードパーティーのプロバイダー
をどのような形で活用できるか

図 9: 先進的なお客様が、Flexible Workplace で得た主な成功要因は、どのお客様
でも適用できるものです。

先進的なお客様になるために
CIO と IT マネージャーにとって、お客様の生産性向上とコスト削
減と同時に、ワークプレースの柔軟性を向上するためにはどのような
方法があるでしょうか。ここで、先進的なお客様の戦略を取り入れるこ
とがヒントになります (図 9 を参照)。

先進的なお客様は、
モバイル、コラボレーション、および社員のサポー
トに関する主な機能を早い段階で積極的に採用しており、戦略に基
づいてアウトソーシングを利用しています。また、ビジネス上の目標と目
的に沿って、包括的なワークプレース戦略の策定を進めています。
戦略の重要性

他のお客様が柔軟なワークプレースの機能を部分的に導入しつつ
ある一方、先進的なお客様が重点的に取り組んでいるのは、コア・ビ
ジネス戦略に沿って、Flexible Workplace に関する戦略を定め、実
行することです。先進的なお客様は、広い視野で総合的な投資を進
めています。
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詳細情報
導入事例: Flexible Workplace 戦略を立案した先進的な米国の銀行
米国の銀行ではオフィスと自宅の両方で、顧客からの電話問い合わ
せに対応する社員数が増加しており、モバイル・ワーカーへのサポート
体制を向上するための手段を探していました。また、金融業界におけ
るセキュリティー、プライバシー、コンプライアンスに対する厳しい要
件にも対応するため、中央集約型の管理体制を設けており、この維持
も優先課題となっていました。

Flexible Workplace を通じて、生産性、イノベーション、およびコ

検討を適切に進めるにあたり、まずワークプレース環境の現状を把握
した上で、ワークプレースの柔軟性を高める余地がないかどうかを見
極める必要がありました。高度なメソドロジーとツールを利用して分析
を進め、ユーザー作業を一定期間にわたり調査したところ、2,600 種類
ものアプリケーションが非効率なサーバー基盤で提供されていること
が判明しました。このうち利用頻度の高いアプリケーションは、わず
か 2/3 程度でした。

および事業の運営に関する新たな方法論をお客様にご紹介してい
ます。また、客観的な根拠に基づく調査から得られた、変革を実
現するための実際的なガイドと事例をビジネス・リーダーの皆様
にご案内しています。詳細については、ibm.com/innovation/jp/
smarterplanet/movsp.shtml をご覧ください。

アプリケーションの仮想化と IT 基盤の 60% 合理化を実施した結果、
パフォーマンスが大幅に向上し、コストと運用保守のワークロードも
削減されました。また、Windows 7 への移行をワークプレース全体
の戦略に組み込むことで、個別に進めた場合に比べ、時間、作業、費
用が削減でき、リスクも回避できました。
その上、多様なモバイル機器のサポートも実現し、アプリケーション
仮想化による強固なセキュリティー保護手段を活用して、コンプライ
アンス対応の費用も削減できました。
この銀行が先進的なお客様となった要因は、包括的で戦略的なアプ
ローチに沿って Flexible Workplace の導入を進めたことです。社員
の生産性向上、セキュリティーの強化、業務と運用保守のコスト効率
向上の 3 つの重点エリアに関し、目覚しい成果が得られたと報告して
います。

スト面で得られるメリットと、お客様でこうしたメリットを実現す
る方法の詳細については、ibm.com/services/jp/ja/it-services/
jp-sc-igs-end-user-services.html をご覧ください。

IBM Center for Applied Insights について

IBM Center for Applied Insights は、各種の考察、業務の遂行、

Notes

© Copyright IBM Japan, Ltd. 2012
日本アイ・ビー・エム株式会社
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町 19-21

Produced in Japan
May 2012
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多
くの国で登録された International Business
Machines Corporation の商標です。 他の製
品名およびサービス名等は、
それぞれ IBM また
は各社の商標である場合があります。 現時点で
の IBM の商標リストについては、ibm.com/legal/
copytrade.shtml をご覧ください。

本資料は発行初日時点でのみ有効であり、IBM
により予告なしに変更される場合があります。す
べてのサービスが他の国においても提供される
とは限りません。
本資料の情報は「現状のまま」で提供され、明示
的にも黙示的にも、商品性の保証、特定目的への
適合性の明示的保証、違反行為がないことを含
むいかなる保証を行うものでもありません。IBM
製品は、その提供に関する契約条件に従って保
証されています。

Please Recycle

CIW03083-JPJA-00

