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変化を続ける「ワークスタイル」
の概念 

今日では、業務を遂行する場所が、ある1つの物理的な場
所を意味することは滅多にありません。いまや、仮想の
ツールが豊富に揃ったセキュアなデジタルのワークスペー
スが、作業スペースや備品のクローゼットなどから構成さ
れた物理的なオフィスに取って代わろうとしています。 
このような職場環境の大きな変化が現実のものとなった背
景には、モビリティやクラウド、仮想化、サイバーセキュ
リティといったテクノロジーがこれまでにない規模で浸透
した事実があります。 
デジタルワークスペースは、あらゆる業界において、組織
の競争優位性を左右する強力な差別化要因となりつつあり
ます。そのため組織は、プロセスとサービスデリバリーの
手法において、新たなレベルの俊敏性を求めており、そし
て同時に、柔軟性のある職場環境を必要としているのです。 
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デジタル化が必要な理由 

仮想ワークスペースのモデルでは、ユーザーは、必要とす
るあらゆるデータ、通信などのリソースにわずか数回のク
リックでアクセスできます。これにより、外出先などあら
ゆる場所で業務を行うことができます。 

 
現在では、ほとんどの仕事において、少なくとも一定の時
間は外出先で業務が行われています。オフィス以外の場所
でも、少なくともオフィスにいるときと同じように効率的
に業務をこなすことが戦略上重要になっており、これが可
能になれば、以下のようなことが実現します。 

 
• 従業員の生産性の強化 
• 従業員の満足度、ロイヤリティ、定着率の向上 
• 収益の拡大 
• サービスデリバリーの品質と顧客満足度の向上 
• 教育現場における学習環境の質の向上 
• 医療現場における看護の質ならびに患者の救命率の向上 

 
これらにより、組織はその優位性を高めることができます。 
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クリエイティブな問題解決 69% 

イノベーション 68% 

エンゲージメント 67% 

時間の管理 67% 

カスタマーサービス 66% 

ストレスレベルの管理 65% 

仕事の質 64% 

業務に収集して取り組む能力 64% 

コラボレーション 63% 
デジタルワークスペース戦略によるプラスの効果が認められたカテゴ
リとして各項目を挙げた回答者の割合 

デジタル化は必須 

競争上の理由あるいは個人的な理由から、人々の働き方
に変化が見られます。ほとんどの人が、9時から5時と
いった決まった時間に働くのではなく、自身にとって最
適な時間帯と場所で、必要に応じて仕事をこなしていま
す。そしてこれを可能にしているのが、仮想ワークス
ペースなのです。このようなワークスタイルは、仕事の
スケジューリングに柔軟性をもたらし、最適なライフ
ワークバランスを実現する一方、企業の側にもメリット
があります。 
 
そして、実際のところ、仮想ワークスペースはすでに従
業員のワークスタイルに大きな影響を及ぼしつつあり、
組織に価値をもたらしています。Oxford Economics1の
調査によれば、デジタルワークスペース戦略により広範
な領域で従業員のパフォーマンスにプラスの効果が表れ
ていると企業は回答しており、効果のあった具体的なカ
テゴリとして、問題解決（69%）、カスタマーサービス
（66%）、ストレス管理（65%）、コラボレーション
（63%）が挙げられています。 

過去3年間においてモバイルテクノロジーや仮想ワークス
ペースへの投資を増額していると、半数を超える回答者が回
答しています。Oxford Economicsは、今後3年間でこの数字
が70%まで増加すると予想しています。 

Oxford Economicsによる、モバイル 
革命についての将来予測調査 
従業員は、デジタルワークスペース戦略により以下のカテゴ
リにおいてパフォーマンスの向上があったと考えています。 
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時と場所を選ばずセキュア
にアプリやデータを利用 
スマートフォンやタブレット、ノートPCなどの利用を通じて、私たちの
ほとんどがすでにデジタルライフを経験し、それがどういうものである
のか理解しています。デジタルライフにおいては、何か対応すべき事柄
が発生したときに、それをその場で解決できますが、これこそ、デジタ
ルならではの魅力です。そして、仕事の場でも同じことが可能になれば、
生産性が強化され、仕事をするうえでの満足度も高まります。以下に具
体的な例を示します。 
 
医療現場 
看護師の多くは、患者の傍で長い時間を過ごします。しかし、患者に寄
り添っていても今では、医師への相談や、薬の投与、カルテの更新など
ができるようになっています。そして、看護師が患者の傍で過ごす時間
が増えれば。質の高い看護が可能になり、患者の死亡リスクを減らすこ
とができます。同様に医師は、患者のデータにリモートでセキュアにア
クセスすることが可能であり、自宅にいて呼び出しを受けた場合にも、
その場でカルテやレントゲン写真などの情報を参照できるようになって
います。この結果、医師は貴重な時間を無駄にすることなく、緊急の措
置が必要な患者の対応に当たれます。 
 
金融サービス 
金融アドバイザーや金融トレーダーは顧客に代わって金融取引きなどを
代行しますが、ここでは遅滞なく処理を行わねばなりません。ここでデ
ジタル化により、人や情報とリアルタイムで迅速につながることができ
るようになれば、質の高いタイムリーな意思決定が可能になり、パ
フォーマンスの向上と適切な資産管理を実現できます。 
 
教育現場 
デジタルラーニングの活用を通じて、教師は授業の内容を充実させるこ
とができます。これを受け、教師が生徒とやり取りし会話をする時間が
増える一方、問題ベースの学習やプロジェクトベースラーニングも多く
取り入れられようになり、これらにより、教育の質が向上します。 

さまざまな業種の職
場において、コアと
なる業務を行ううえ
で、ホストされてい
るアプリやデータを
場所を選ばす利用で
きることが求められ
ています。 
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上記の事実が収益にどのような意味を持つのかを考えて
みましょう。 
 
アプリやデータをリアルタイムで利用できるようになれ
ば、信頼性の高いデータを入手することが可能になりま
す。また、社内ユーザーや顧客の満足度も高まり、サー
ビスの品質向上や収益の拡大も実現できます。 

McKinsey & Companyのレポートによれば、デジタルテクノ
ロジーを戦略的に導入し、それが成熟段階に達している企
業の場合、そうでない同業他社と比べ、平均して約5倍の収
益の成長率を達成しています。 
 
一方、現在、このような成熟段階に達している組織の割合
は全体の約50%しかないと、モバイル関連の調査会社であ
るCCS Insightは見積もっています2。 
 
*出典：Mckinsey and Company、2015年 

デジタル化を戦略
にフル活用して
いる組織 

デジタル化を導入
して間もない組織 

デジタルテクノロジーの導入の成熟度 
（あらゆる業種の組織が対象） 

50% 
すでに成熟段
階に達している 
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セキュアなデジタルワーク
スペースを構成する要素 

• コミュニケーションおよび従業員のエンゲージメント 
• コラボレーション 
• 情報の検索と共有 
• ビジネスアプリケーションへのアクセス 
• 時や場所を問わず高い生産性を維持できる能力 

• エンドユーザーコンピューティング 
• モビリティ管理 
• ネットワーク（ワイヤレスネット
ワークを含む） 

• アプリケーション 
• エンドポイント 
• データ 
• ホスティング 
• ネットワーク 

質の高い従業員のエクスペリエンス IT部門の機能と事業部門の機能 セキュリティとアクセス 
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アプリ、デスクトップ、データ、エンドポイントの管理を統合すれば、
IT部門の管理業務全体を簡素化できます。また、管理を一元化するア
プローチを採用すれば、エンドユーザーにとってセキュアなリモート
アクセス環境を実現できます。データセンター、クラウド、エンドポ
イントデバイスのいずれにデータがあるときでも、データのセキュリ
ティが確保されます。 
 
そして、これらすべてにおいて、モビリティと統合エンドポイント管
理（UEM）が大きな役割を果たします。これらは、従来はばらばら
で管理が難しかった多面的な要素から構成されます。また、一方では、
モバイルデバイス、従来のデスクトップやラップトップ、IoT機器の
管理を統合する統合エンドポイント管理（UEM）の一部として、エ
ンタープライズモビリティ管理の果たす役割がより一層大きくなって
います。そしてUEMは、仮想デスクトップ、アプリケーションおよ
びネットワークのセキュリティを含むワークスペースの集合とともに、
デジタルワークスペースの基盤アーキテクチャを構成します。 

統合を通じた管理の簡素化と 
セキュリティの強化 
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2つの大きな課題 
セキュアなデジタルワークスペースを導入すれば場所を問わずに業務
を行うことのできる環境が整いますが、このワークスペースを構築す
るにあたって問題が全くないわけではありません。 
 
1. シームレスなエクスペリエンスの実現：プラベートの場合と等しい
高品質で一貫性のあるエクスペリエンスを職場でも実現する必要が
あります。アプリストアを通じてアプリを利用できるといったよう
に、職場で使うツールが、プライベートでユーザーが使うデバイス
と同じ使い勝手のものであるとしたら、ユーザーは進んでそのデジ
タルツールを利用するようになり、業務の生産性が高まります。 
 

2. セキュリティの確保：業務データはどれもみな、クラウド、モバイ
ルデバイス、ネットワークのどこにあってもそのセキュリティが確
保されねばなりません。一方、ユーザーエクスペリエンスもセキュ
リティもともに重要であり、これら両方を満足できるものにするに
は、つねに両者のバランスを取らねばなりません。 

 
モバイル関連の調査会社であるCCS Insightによれば、将来に向けた
業務環境の刷新において必要な組織変更についての課題や、旧来のテ
クノロジーの課題が、多くの企業で、その活動を麻痺させているとい
います。しかし、セキュアなデジタルワークスペースの導入を通じて、
このような課題はしだいに解決されるようになっています。 
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脅威を手なずける 
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アプリやデスクトップを仮想化すれば、セキュリティに関する課
題のほとんどに対処することができます。アプリ、デスクトップ、
データはデータセンターやクラウドに集約されるので、機密性の
高い情報が物理デバイス上に置かれることはありません。ユー
ザーは自身のデバイス上でデータを閲覧したり操作したりできま
すが、実際には、別の場所にセキュアに保存されているデータで
作業をすることになります。 
 
アプリを仮想化すれば、データセンターやクラウドで一元的にア
プリの保存や配布の処理を行って、リスクを管理できます。 
このアーキテクチャでは、実際にはデータの転送を行わないため、
その性質上、高いセキュリティを確保できます。つまり、デバイ
スを紛失したりデバイスが盗難にあったりしても、デバイス上に
はデータが存在しないので、第三者にデータが漏洩することはな
いというわけです。データのセキュリティは保たれ、企業は侵害
のリスクを免れます。 
 
一部には、モバイル環境においてネイティブのアプリの利用が必
要になるケースがありますが、このような場合には、EMMやセ
キュアネットワークゲートウェイ、ファイル同期/共有をはじめ
とする適切なセキュリティソリューションを準備する必要があり
ます。これを怠ると、デバイスやコンシューマクラウドストレー
ジ、ソーシャルネットワーク、管理対象外アプリ上などにある機
密性の高いデータが攻撃を受けるおそれがあります。 
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事例ご紹介 

スイスの保険会社の事例 

保険業界のような旧来から存在する業界の企業では、ミレニアル
世代の人材やテクノロジーに精通した人材の確保に苦労すること
があります。 
 
保険や年金保険を扱う、スイス、バーゼルの企業、Baloise Group
では、このような状況に対応するため、フレキシブルなワーキン
グスタイルを導入しました。シトリックスのソリューションによ
り、Baloise Groupの7,500人の従業員は、個人所有のモバイルデバ
イスを使ってどこにいても仕事ができるようになり、顧客に関す
る情報を利用しても、そのセキュリティは完全に確保されます。
また、Baloise GroupのITチームは、これまで30日かかっていた
アップデートの展開作業を一晩で完了できるようになりました。
Baloise GroupのCTO、Markus Marksteiner氏は次のように述べて
います。「ポケットのなかに、いつでも仕事のできる環境を持ち
歩くことができるようになったのです。セッションをシャットダ
ウンしてオフィスを出た後でも、たとえば電車の中で、前の続き
からすぐに仕事を再開できます。これは未来型のワークスタイル
であり、まさにあるべきワークスタイルの姿なのです」 
 
顧客事例を見る > 
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メジャーリーグの球団の事例 

最新鋭の設備を有する本拠地球場の建設を完了しようとして
いたマイアミ・マーリンズは、500人を超える球団職員が球団
のスタープレイヤーのような俊敏性を発揮できるよう、先進
のITインフラストラクチャも整備する必要があると認識して
いました。 
 
いまや球団の職員はシトリックスのソリューションによって、
いつでも、そして、球団の中にいても外にいてもどこでも仕
事をこなすことができるようになりました。そして、以下の
ようなことが可能になっています。 
 
• スカウトは機密性の高い情報をセキュアな方法で安全に球
団へと送信できます。 
 

• モバイルセールスチームは、3Dのスタジアムモデルを使っ
てチケットの販売ができるようになりました。このモデル
では、チケットの購入者が自分で席を選べるようになって
います。申し込みにすぐに応じることができるようになっ
たので、チケットの販売が大きく伸び、顧客満足度も格段
に向上しています。 
 

• 繁忙期でも営業リソースを簡単に増やすことが可能になり、
営業要員やコールセンターの要員をすぐに増員できるので、
顧客サポートが向上しました。 

 
顧客事例を見る > 
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銀行業界における 
シトリックスのデジタル
ワークスペースの事例 
シトリックスの提供するセキュアな統合デジタルワークスペースを
活用すれば、カスタマーサービスの品質向上を実現できます。また、
契約社員やモバイルワーカーをセキュアに環境に取り込むことや、
競争の優位性を高めることが可能です。ユーザーがデバイスを問わ
ずにセキュアにアプリやデスクトップを利用できるようにするため
に欠かせないテクノロジーがいくつもありますが、シトリックスの
デジタルワークスペースは、これらのテクノロジーをすべて提供で
きる、単一のベンダーによる唯一のソリューションです。 
 

   

このソリューンでは、手段や場所、時を選ばすに仕事
のできる環境を実現し、以下のことを可能にします。 
 
どこからでも利用可能：クラウドベースのオプション
により、どこからでもシステムにアクセスできます。 
 
データを常に保護：アクセスするデータや利用する
データがどこにあっても、常にデータが保護されます。 
 
シームレスなユーザーエクスペリエンス：デバイスの
種類、ロケーション、ネットワークの状態にかかわら
ず、均一なユーザーエクスペリエンスを実現します。
スマートフォン、タブレット、PC、Macのどれを使っ
ていても、ユーザーは使い慣れた共通のインターフェ
イスで、アプリケーション、デスクトップ、データに
容易かつセキュアにアクセスできます。 
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シトリックスは、これからもワークスタイルを変革していきます。新
たな創造やイノベーションの可能性を拓き、生産性を高めて、これま
でにないまったく新しいワークスタイル環境を実現します。医療や金
融サービス、製造の現場など、多様な業種において、人々はリアルタ
イムのインテリジェンスが利用できるようになり、さまざまな方法で
ネットワークにつながるようになっています。これにより、これまで
より俊敏かつスマートな働き方が実現し、組織もエンドユーザーも、
より大きな成果を享受できるようになっています。 

1 Oxford Economics、『Building the Digital Workplace:What comes next in the mobile revolution』、2017年   

2 CCS Insight 

3 Mckinsey and Company、2015年 

詳細は、www.citrix.co.jp/workspaceをご覧ください。 
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