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コグニティブ時代の
モバイル・ワークプレースの変革

─ユーザー・エクスペリエンスを最大化するIT インフラの実現
IoT（Internet of Things）や IBM Watson（以下、Watson）に代表されるコグ

ニティブ・システムがビジネスを変革する時代を迎えているが、ユーザーのワーク
プレースもそれに応じて特定の端末に縛られない自由度の高い環境が求められ
る。社員の満足度を高め、新しいシステムやデバイスを活用して業務効率を向上
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するためにワークプレースをどう変革すべきか、IBM のソリューションの紹介など
を交えて解説する。

ワークプレースを取り巻く変化
IBM が経営層に対して定期的に行っている調査「IBM Global C-Suite Study」の
2015 年版において、今後 3 ～ 5 年の間でビジネスに大きな影響を与えると思われる項目
についてCxOに回答を求めたところ、1 位の「Industry convergence（業界の統合・
融合）」に次いで2位に位置付けられたのが「The “anywhere” workplace」であった。
このことから、経営層は今後のワークプレース環境の在り方についても高い興味を示
していることが分かる。
ワークプレース環境に変化が求められる要因としては、ユーザー（社員）側の変化と
システム側の変化の両面に分けられる。まず、ユーザー側の変化として挙げられるのは
世代の変化である。2000 年代に成人や社会人となったミレニアル世代は、インターネット
や携帯電話が当たり前に存在する環境で育ち、他者とのコミュニケーションもITを前提
としている。生活とIT が不可分の、いわゆるデジタル・ネイティブ世代が求めるワーク
プレースの在り方は従来とは異なってきている。
また、ユーザー側の変化として、もうひとつのキーワードとなるのはコンシューマライゼー
ションで、一般消費者向けの製品が、その後に企業向けとして波及するという現象が
当たり前になっている。プライベートでスマートフォンやタブレットを日常的に利用し、それら
から利用可能な便利なIT サービスに取り囲まれている社員が、会社の業務用 IT 環境を
目の前にした時、そこには大きなギャップがある。このギャップを解消する方向に向かわ
ないと、今後社員の満足度や生産性が低下する懸念が出てくる。
一方、システム側でも大きな変化が起こっている（図 1）。従来のようにオンプレミス
一辺倒ではなく、クラウドの利用も増えている。サービスも多様化し、現行システムにソー
シャル、アナリティクスなどのさまざまな機能が入ってきているケースも珍しくない。また、
Watsonのように、音声認識、画像認識、自然言語処理などの機能を持つコグニティブ・
システムでは、従来のシステムとは異なったインプット、アウトプットが求められ、これに
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図 1. システム側の変化
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対応するためにユーザーのワークプレース側にも変化が求められる。また、

会社側があらゆる最新のデバイスを提供し続けるのは困難だとしても、提供

今後 IoTと呼ばれるものの中で一般消費者向けに利便性の高い製品や

形態を工夫することでユーザーの選択肢を広げることは可能である。ユー

サービスが登場し、それらが企業でも使われることもあるかもしれない。そう

ザー自身が自分の業務に必要なものを選ぶことができているという実感が

なれば、位置情報のデータやセンサー・データなどの入力が必要になるような

生まれるが、これはユーザー中心のワークプレース環境の肝でもあるのだ。

場面も想定され、それに合わせてユーザー側の IT 環境も従来とは異なる
環境が求められるようになる。
このようなユーザー側とシステム側の変化に応じて、ワークプレース環境に
も変革が求められているが、何をどう変えるべきか、その際どのような課題
があるか、そしてその課題をどう解決するかについて解説する。

モダンな管理機能やツール
デバイスの種類を増やすと、多様なデバイスに対応した管理基盤が必要と
なり、業務用途に必要なセキュリティーなども確保しなければならない。
さらに、多様な端末をユーザーが使いこなして生産性を上げるために、

今求められる新たなワークプレース環境とは

利便性向上のためのツール類も提供する必要がある。こうした業務活用
を促進する仕組みを整備するのが 2 つ目の重要な点である。そのために

まず最初にワークプレース環境の変革において重要なことは、基本的な

IBM では Windows PC からモバイルまで幅広く対応するソリューションを

考え方を「ユーザー中心」に変えていくことである。システムありきで、それに

提供しているが、特に最近着目されているMacを業務用途で使うための

合わせた端末をユーザーに一律に使ってもらうという従来の考え方を逆転

IBM Managed Mobility Services for Macと、モバイル・デバイス管理

させて、まずユーザーのビジネスや業務に合わせた端末環境を用意し、

のための IBM MobileFirst Managed Mobility Servicesというソリュー

それに必要な端末管理の仕組みなどを整え、システム側を変えていくのだ。

ションについて詳しく解説する。

ユーザーとそのビジネスを中心に据え、端末に縛られない自由度の高い
環境を実現することが求められる
（図 2）
。

■ IBM Managed Mobility Services for Mac

そして新しいワークプレース環境は、
「最新のデバイス」
「モダンな管理機能・

IBM Managed Mobility Services for Mac は、Macを業務利用する

ツール」「優れたユーザー・サポート」の 3 要素が協調してユーザーに提供

ための環境を包括的に提供する（図 3）。MacをIBM から購入すること

されることで実現する。以下、この 3 要素について詳しく解説する。

ができ、開封後にネットワークにつなぐと自動的に端末がセットアップされる

従来のIT環境

“1つですべてに合わせる - One Size Fits All”

ユーザー中心のワークプレース環境
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（DEP：Apple Device Enrollment Program）。これによってユーザー
や管理者の作業は大幅に軽減され、端末展開や設定を容易に行うことが
できる。アプリケーションはMac 用の社内向け専用アプリストアからユーザーが
必要なものを選び、インストールすることが可能だ。またモバイルとの連携を
想定したファイル共有機能により、Mac で作成したドキュメントをiPhone で
閲覧できるようにするなど、用途に応じたデバイスの使い分けの仕組みを
提供する。また、バックアップ、ユーザー・ヘルプ用のポータルサイト、カスタ
マー・ケアや端末保守など、業務で Macを使うための包括的なサービスを
提供する。

• 端末中心のサポート
• ユーザーはデバイスに縛られる

・ユーザーとビジネスが中心
• 端末に縛られない自由度の高い環境

図 2. ユーザー中心のワークプレース環境の実現
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最新のデバイス
Windows PCのみならず、Apple Mac、iPhone、iPadなど、市場に出回って
いるさまざまな魅力的なデバイスからユーザーが業務や利用形態に合った
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クラウド型の
バックアップ
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BYOD（Bring Your Own Devices）
：私物のデバイスを会社の業務で利用
することを許可する。
CYOD（Choose Your Own Devices）
：会社が提供する多種のデバイス
の中からユーザーが選択する。
COPE（Corporate Owned, Personally Enabled）
：会社が業務用に提供
するデバイスをルール内で部分的に私用することも許可する。

図 3. 包括的な業務用 Mac 利用サービスを提供する
IBM Managed Mobility Services for Mac

■ IBM MobileFirst Managed Mobility Services

■ IBM Mobile Virtualization Services

IBM MobileFirst Managed Mobility Services は、モバイル・デバイス

企業での Mac やモバイル端末の利用は増え始めているが、それらを使い

を業務利用するために、MDM（Mobile Device Management：デバイス

たくても業務システム側が Windows 専用なので使えないというケースも

制御）、MAM（Mobile Application Management：アプリ管理）
、社内

少なくない。そこで IBM は Windows 専用の業務システムや業務アプリ

インフラ連携基盤といった管理基盤を提供する。

向けに IBM Mobile Virtualization Services（図 4）を提供している。
これはシンクライアントの技術を使って、データセンター側（オンプレミスまたは

MDM：カメラや画面キャプチャー、iCloud の利用禁止、紛失時のリモート・

IBM SoftLayerなどのクラウド）からWindowsのデスクトップ画面やアプリ

ワイプなど、さまざまなデバイス制御機能を提供。

画面だけを転送することで、マルチデバイスを利用する障壁を取り除く

MAM：社内向け専用アプリストアにユーザーがアクセスして自分に必要な

仕組みだ。画面情報のみを転送するのでセキュアにアプリケーションを使える

アプリを選んでインストールすることが可能。

という特長もある。

社内インフラ連携基盤：社内インフラと情報連携するためのゲートウェイ

外回り用に営業社員に支給した iPad に Windows のデスクトップ画面を

機能を提供。

配信して、その上で既存のWindows 用業務アプリケーションを使えるように
する環境を提供したという事例もある。セキュリティー・レベルが高い iPad

IBM 社内ではこれらのソリューションを適用しながら、多様なデバイスを

端末で豊富なiOSアプリを使いながら、Windowsアプリケーションも使える

管理する仕組みを整えている。IBM では社内配布 PC であるWindows

環境を実現した。

とMac から社員が選択可能であると同時に、社員が所有するPC の使用

この画面転送の仕組みは iPadに限らず、例えば Mac OS X の環境で

も許可するBYODも取り入れている。Mac のデバイス管理については、

WindowsのInternet Explorerを使うなど、さまざまな端末に適用できる。

社内配布のMacでもBYODの自分のMacでも管理できる仕組みになって

例えば特定のバージョンの Internet Explorerに限定された Webアプリ

いる。また、Macを自動的にセットアップする仕組みが導入されており、

ケーションや Office のマクロなどを、Mac OS X や Windows 10などの

社内のアプリストアから必要なものを選んでインストールすることが可能に

新しい環境からも使えるようにすることができる。またインターネット接続の

なっているほか、PC や iPhone、iPadとの連携が可能なクラウド・メール、
ファ

セキュリティーを向上するために、端末から直接インターネットに接続させる

イル共有などのアプリも用意されている。モバイル・デバイスも同様で、会社

のではなく、Webブラウザーの画面転送を使って利用している事例もある。

配布の iPhone、iPad に加えて BYODも採用されている。MDM でデバ

マルチデバイスに対応するアプリケーションを用意していくのが理想では

イス管理され、MAM で社内のアプリストアも提供される環境ができており、

あるが、IBM Mobile Virtualization Servicesを併用することで柔軟な

社員はさまざまな端末を使い分けて活用することができる。

対応が可能となる。

IBMといえば Windows PCを活用しているイメージが強いと思われている
が、実はMacの活用も進んでいる。Mac@IBMというグローバルでのMac
展開プログラムにより、Macの導入をグローバルで推進しており、注目すべき

Windows
デスクトップ画面

オンプレミス

導入効果が出ている。現在、Mac OSとiOS 端末の総数はすでに140,000
台にも上るが、これらのサポート依頼に対してヘルプデスクがその場で
問題解決した1 次問題解決率は98.7％である。サポートに寄せられた問題
のほとんどがその場で解決できており、サポートを含めたTCO 評価として
Windows PCと比較して1台当たり約270ドルのコスト軽減効果が出ている。
社員がヘルプデスクに問い合わせる割合も、Windows PC が 40％である
のに対して、Mac では 5％とかなり少ない結果になっている。またヘルプデス
クのユーザー満足度は、Windows PC が 53% に対して、Mac は 85％と
高いユーザー満足度を得ている。さらに、Macのサポート要員 1 人当たりの
サポート対象社員数は約 4,200 人であり、Mac は全体的に管理が容易で
手離れがよく、管理者の負荷が軽減できる端末であることが分かってきた。
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図 4. IBM Mobile Virtualization Services

優れたユーザー・サポート

どういう内容のサポート・リクエストが多いか、どのくらいサポート要員のワーク

新しいワークプレース環境を実現するための 3 つ目の重要な要素はユー

トラッキングや評価、コスト分析などを行うことで、ユーザー・サポートを

ロードが掛かり、優先順位は正しかったのかなどについて解析し、結果の

ザー・サポートである。その優れたユーザー・サポートを実現するため、

改善するための対策を講じている。

IBM は IBM Mobile Client Care Servicesを提供している（図 5）。

また IBM ではユーザー・サポートをさらに発展させるためにWatsonを

これは、従来のように電話やオンサイトのサポートだけではなく、さまざまな

活用したチャットによるコグニティブなIT サポートの提供を一部の地域で

方法を駆使してサポートを提供するオムニチャネルの IT サポートである。

開始している。WatsonにIT サポートのナレッジを学習させ、ユーザーは

以下のようなサポート機能や分析機能を備えることでより満足度の高い

Watsonに対して今の状態や問題の内容を自然言語で問い合わせると、

ユーザー・サポートを実現している。

Watson は最適な回答候補の分析とランク付けなどを処理した上でユー

① 24 時間 365日、セルフサービスでの問題解決が可能なサポート・ポータル

の力を活用すれば、ユーザーは24 時間 365日いつでもサポートを受けられる

ザーに回答を提示するという仕組みである。Watson のようなコグニティブ
を整備。

ようになり、ヘルプデスクのコール数を減らすことも可能だ。このようにユー

② 電話やチャットなどでユーザーをサポートするヘルプデスク・エージェント。

ザー・サポートも発展していけば、システムやデバイスの利用価値もさらに

③ ユーザーが端末を持ち込んだ上で相談できるクライアント・センターの

向上することであろう。

設置。
④ 今後の改善につなげるため、サポートの記録、サポート結果のナレッジ
などのサポート状況に関する分析基盤の提供。

コグニティブを活用したワークプレース環境
デバイス中心の従来のワークプレースからユーザー中心のワークプレース

1

に変えることで、ユーザー満足度、社員の機動力、業務への活用度を高め

2

ることができる。そして次の世代にあるのは、ユーザー・エクスペリエンスを
セルフサービスと
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最大化するためのコグニティブを活用したワークプレース環境である。
前述の Watson によるヘルプデスクのようにコグニティブを活用すれば、
従来の業務の在り方そのものが変わり、ITとユーザーの関係性が大きく
変わる。Watson は業務システムでの応用が注目されているが、それに
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図 5. IBM Mobile Client Care Services

新しいワークプレース環境の実現に積極的に取り組むことが重要だ。
IBMはMacやモバイルを業務利用するためのソリューション、
および次世代の
コグニティブ・ソリューションにより、お客様のワークプレース変革を強力に
支援していく。

IBM 社内でもこの仕組みを導入し、セルフサービス・サポートなどを日々
活用している。また社員同士の情報交換フォーラムも立ち上げられており、

IBMモビリティー・サービスに関する詳細情報は

詳しい社員に質問する、あるいは便利な使い方を共有するといった活用が

下記の Web サイトでご覧ください。

推進されている。このように社員の力、社員の知識を活用する仕組みで

http://www.ibm.com/services/jp/ja/it-services/enterprise-mobility/

自己解決を促すことは、ヘルプデスクへのコール数を減らすという成果にも
つながるのだ。
海外の事例では、社員を顧客にみたててユーザー持ち込み型のサポート・
センターとしてクライアント・センターを開設しているケースがある。利用場所
が一定でないモバイル・デバイスは、持ち込み型のサポート提供が有効で
ある。またユーザー・サポートとアナリティクスを組み合わせた事例もある。
〒103-8510
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