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Building the Next-Generation Workplace  
Factors contributing to workplace transformation: 
• Evolving workforce demographics

• Changing nature of work

• Demand for flexibility

• Technology disruption

• Growing customer expectations

Outcomes of workplace transformation:
• Improve employee engagement and productivity

• Attract and retain top talent

• Provide greater organizational flexibility and agility

• Enrich the customer experience

• Create a culture of innovation

• Optimize real-estate expenses

Workplace transformation is continuing to pick 
up steam—and for good reasons. Businesses are 
seeking to increase business agility and strengthen 
team collaboration to gain a competitive advantage 
and improve business outcomes. At the same time, 
they are looking to reduce costs by optimizing real 
estate and facilities investments. While technology is 
leading to greater workforce mobility and flexibility, 
many organizations are trying to figure out how to 
take advantage of these trends to fundamentally 
improve the way people work, whether they are in 
the office or working remotely. 

In this eBook, you’ll learn how collaboration devices 
support the next-generation workplace by enabling 
teams to work together seamlessly in any space—
together with the analytics needed to continually 
optimize the workplace. 
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次世代のワークプレイスを構築
ワークプレイス変革は加速の一途をたどっていますが、
これには当然の理由があります。多くの企業はビジネス
の俊敏性を高め、チームの連携を強化して、競争力と
業績を高めたいと考えているからです。同時に不動産投
資や設備投資を最適化してコストを削減したいとも考え
ています。テクノロジーの進化に伴い、従業員のモビリ
ティと柔軟性は拡大しています。この時流のために多く
の企業が、オフィス勤務とテレワークの両方で働き方を
抜本的に改善する方法を模索しています。

この eBook では、チームメンバーがどこにいてもシーム
レスに連携できる次世代ワークプレイスを、コラボレー
ションデバイスにより実現できる仕組みについてご説明
します。職場を継続的に最適化するために実施すべき
分析についても解説します。

ワークプレイス変革を促す要因：
• 従業員層の変化 
• 変化する働き方 
• 柔軟性に対する需要 
• テクノロジーの革新 
• 顧客の期待の高まり 

ワークプレイス変革がもたらす効果：
• 従業員のエンゲージメントと生産性の向上
• 優秀な人材の維持・獲得
• 組織の柔軟性と俊敏性の向上
• カスタマーエクスペリエンスの向上
• イノベーション文化の確立
• 不動産コストの最適化

25% 2 倍収益の
向上率

顧客満足度とイノベー
ション

出典：MIT

従業員エクスペリエンスが充実している企業

https://cisr.mit.edu/blog/documents/2017/06/15/2017_0601_employeeexperience_derysebastian.pdf/
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ワークプレイス変革を推進する複数のトレンド

俊敏性
94% の企業が、成功には俊敏性とコラボレーションが必須であると回答しました。しかし一方で、すでに俊敏性が高
いと考えている企業はわずか 6% です。1

従来のオフィス設計は、プロセス中心の業務に向けて最適化されていました。しかし今やプロセス中心の業務は大半が
自動化されています。それらのアウトソーシングや合理化も大幅に進んでいます。新しいアプローチでは俊敏性が重視
され、アクティビティが中心になります。このため、イノベーションと問題解決を優先するアプローチに移行しつつあり
ます。移行を成功させるには、コラボレーションに重点を置く業務環境が必要です。

新しい働き方をサポートするために、設備を再設計し、従業員の選択肢を広げる動きが広がっています。集中、コラボレー
ション、情報収集、交流といった業務上のアクティビティに、空間をより良く適合させることがその狙いです。従業員に
は職場内外で常時接続できるコラボレーションツールを提供し、いつでも必要に応じて移動するよう促します。

従業員層の変化
2025 年までにミレニアル世代が全従業員の 3/4 を占めるようになります。
70% のミレニアル世代は快適なワークプレイスを他の何よりも重視しています。2

従業員の年齢層が変わり、新しい世代が新しい価値観を職場にもたらしています。企業が優秀な人材を維持・獲得す
るための方法にも影響が現れています。調査によると、働き方の柔軟性とワークライフバランスを重視する従業員が増
えています。

つまり、効果的なコラボレーションを促す職場設計が必要です。そして何より、ベテラン従業員が若手と情報を共有で
きる配慮は欠かせません。

1 Deloitte 発行『The organization of the future: Arriving now』（未来の組織：実現は間近）
2 CBRE 発行『What Millennials Really Want in the Workplace』（職場でミレニアル世代が本当に望んでいること）

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/organization-of-the-future.html
https://www.cbre.com/configuration/global%20shared/content/articles/agile-real-estate/what-millennials-really-want-in-the-workplace
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ワークプレイス変革を推進する複数のトレンド

モビリティの強化
世界の労働人口の 70% は、週 1 日以上をテレワークで働いています。4

90% の組織は、2020 年までに従業員へのモビリティ提供を予定しています。5

テクノロジーの進歩によって人々 の働くスタイルと場所は大きく様変わりしました。どこからでもコラボレーションがで
きるようになり、従業員のモビリティが高まっているため、物理的な職場の必要性は低下しています。

ワークプレイス変革を成功させるためには、今日の業務形態をよく理解する必要があります。ワークプレイスを再設計
するのですから、個々の業務も再設計が必要です。職場の内外両方におけるモビリティは、今後すべての業務で不可
欠となります。コラボレーション テクノロジーは、すべてのワークスタイル（オフィス、リモート、モバイル）をサポー
トし、中断のないシームレスなワークフローを実現できる必要があります。

施設の活用度と不動産コスト
オフィススペースのうち 30 ～ 40% は利用率が低く、どの曜日にも活用されていません。6

モバイルワーカーの比率が高まるにつれて、活用度が低くコストのかかる不動産が気になり始める企業は少なくありま
せん。

ワークプレイス変革プロジェクトは、不動産の用途や必要性を再評価して最適化する絶好の機会です。再評価によっ
て得られた資金は変革に充てることもできます。

4  IWG 発行『The End of the Traditional 9-5? IWG New Study Finds 70 Per Cent of Us Skip the Office to Work Elsewhere』
（伝統的な定時就業の終焉か。IWG の最近の調査結果によると、労働者の 70% はオフィスに出勤せず、別の場所で働いている）
5 Frost & Sullivan 著『Connectivity and convergence』（接続性とコンバージェンス）
6 『Occupancy Planning Annual Report 2017, JLL』（JLL 入居計画年次レポート 2017 年版）

https://www.prnewswire.com/news-releases/the-end-of-the-traditional-9-5-iwg-new-study-finds-70-per-cent-of-us-skip-the-office-to-work-elsewhere-684048561.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/the-end-of-the-traditional-9-5-iwg-new-study-finds-70-per-cent-of-us-skip-the-office-to-work-elsewhere-684048561.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/frost--sullivan-connectivity-and-convergence-at-gil-2014-new-zealand---market-potential-of-usd731-billion-in-connected-living-by-2020-268047591.html
https://www.jll.co.uk/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/emea/uk/jll-occupancy-planning-benchmarking-report-2017.pdf
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コラボレーションデバイスがワークプレイスの
変革に役立つ理由
次世代のワークプレイスの基盤：コラボレーション 
テクノロジー
ワークプレイス変革は「一度やれば自動的に成功が続く」
戦略ではありません。今日の従業員に適したオフィスを再
設計するには、入念な戦略と計画が必須です。スペースご
とに望ましいアクティビティと成果を検討する必要がありま
す。各スペースの主な用途が集中、交流、情報収集、コラ
ボレーションのいずれであるかを把握しましょう。部屋の規
模、設備、テクノロジー、設計などの要素を評価し、各スペー
スの目標に沿っているか確認する必要もあります。

あらゆるスペースについて、従業員の生産性と満足度を最
適化する原動力として考える視点が大切です。スムーズな
コラボレーションプロセスを確立する秘訣は、デスクでも、
ハドルルームでも、会議室でも、一貫したエクスペリエンス
を提供することです。

まずは次のような必須機能のチェックリストを確認するとこ
ろから、スペース評価に取りかかりましょう。

•  この部屋でのコラボレーションに適切な人数は？
• ビデオ会議の設備を備えているか？
• 従業員は電話会議に参加できるか？
• ホワイトボードはあるか？
• 誰でもこの部屋を予約できるか？

次に、従業員が各スペースをどのように利用するかを検討し
ます。

• スペースでのコラボレーションニーズ全体を、コラボレー
ションデバイスが満たせるか？

• スペースのなかでスムーズに共有、作業、コラボレーション、
共同作業できるか？

• コラボレーションデバイスは、すでに利用している生産性
向上ツールとシームレスに連携できるか？

• デスクから役員会議室までのあらゆるスペースを、均質の
エクスペリエンスで利用できるか？

• 問題が発生した場合、自分で簡単に特定・修正できるか？

今すぐにワークスペース改革を始めましょう。以下を
クリックして各セクションにジャンプできます。

ワークプレイスの設計

あらゆる場所でシームレスなエクスペリエンスを提供

AI が実現するコグニティブ エクスペリエンス

高度な分析とシンプルな管理
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パーソナルデスク（オフィス内またはリモート）
業務とコラボレーションに最もよく使う場所
多くの従業員は、デスクで大半の時間を過ごします。しかしコラボレーションや業務を遂行するには、複数のデバイスと
アプリケーションが必要です。在宅勤務かオフィス勤務かを問わず、業務のワークフローにシームレスに統合されたコラ
ボレーションツールにアクセスできる必要があります。どのような場所や方法でも均質なエクスペリエンスを提供するこ
とは重要です。シームレスなエクスペリエンスを徹底すれば、生産性の低下する摩擦ポイントを排除できます。

必要なものがすべて集約された理想的なソリュー
ションは、以下のような機能や特徴を備えています。
• 生産性とコラボレーションを促進するように設計され
た高品質なハードウェア

• 素早く、簡単にアクセスできる通話・ビデオ会議ソフ
トウェア

• 既存の生産性ツールとシームレスに統合できるコラボ
レーション ソフトウェア

• デスクから参加できるデジタルホワイトボード、ブレイ
ンストーミング、スクラムミーティング

• 摩擦を取り除き、参加者に関する情報を提供する高
度な AI 機能

• 騒がしい環境でも音声を明瞭に保つノイズ検出・抑制
機能

• 電話機、Web カメラ、スピーカー、モニター、ドッキ
ングステーションなど、デスク上に散らばった機器を
すべて 1 台に集約したデバイス

人数

課題：騒がしい環境、品質・性能が不十分なコラボレー
ション機器

アクティビティ：集中、コラボレーション

Cisco Webex Desk シリーズ マップに戻る

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience-dx600-series/index.html
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ジャンプスペース・フォーカスルーム
集中やコラボレーションが必要なとき、予約なしで利用できる静かなスペース
ジャンプスペースとフォーカスルームは、1 ～ 2 人で利用するための小さめの部屋です。オープンオフィスの普及とともにフ
ロアプランのなかに組み込まれるようになっています。プライベートな環境でチームメンバーと何かに集中したり、会議に
参加したりできるのが特長です。実際には、小さな会議室や電話ブース、キャビンなどが使われます。これまでは高度なコミュ
ニケーションあるいはコラボレーションツールは設置されることがありませんでしたが、従業員の要求は変化しています。
オープンオフィスが普及してきた結果、リモートの同僚と会議に参加し、つながりを持てるスペースへの需要が増えている
からです。この需要増は会議スペースの導入を推進する要因の 1 つです。ジャンプスペースとフォーカスルームは、重要な
会議や業務への集中で静かな環境が必要になったときに一時的に利用できます。

フォーカスルームとジャンプスペースに理想的なコラ
ボレーション ソリューションは、以下のような機能
や特徴を備えています。
•  従業員かゲストかを問わず利用できる共有デバイス
•  外付けモニター（プライマリモニター）として、ノート
パソコンの画面を拡張できる機能

•  生産性とコラボレーションを促進する高品質なハード
ウェア

Cisco Webex Desk Pro

•  素早く、簡単にアクセスできる電話システムやビデオ会
議ソフトウェア

•  ホワイトボードに書いたりブレインストーミングを可能
にする共同作業ツール

•  摩擦を取り除き、参加者に関する情報を提供する高度
な AI 機能

•  部屋の予約や空き状況の確認をサポートするデジタル
アシスタントとカレンダー管理システム

•  最適化に必要な分析と利用状況に関するインサイト

マップに戻る

人数

課題：コラボレーションに必要な環境が十分に整備さ
れていない

アクティビティ：集中、コラボレーション、共同作成

https://blogs.cisco.com/collaboration/why-huddle-spaces-are-gaining-ground-in-the-workplace
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-desk-pro/index.html
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ハドルルーム
組織内外のコラボレータとのアドホック会議に適したローカルエリア
ハドルスペースは、少人数の会議に適した小さい部屋またはオープンスペースです。気楽な雰囲気で話し合いながら業務を
推進できるスペースへの需要が年々高まるにつれて、ハドルルームの人気も高まっています。組織の規模にかかわらず、少
人数グループ向けのコラボレーション専用スペースは必要です。そうした専用スペースには、チームメンバーがアイデアを
共有し、効果的にコラボレーションを進めるためのテクノロジーを導入する必要があります。

ハドルルームに理想的なソリューションは、以下の
ような機能や特徴を備えています。
• 高品質なビデオ会議機能
•  コンテンツをローカルまたは仮想会議内の画面で共有
する機能 

•  共同作成機能（アイディエーション用途が念頭にある
場合）

• 最適化に必要な分析と利用状況に関するインサイト

「 Webex のような高機能製品の評価は大変な作業にな
るだろうと考えていましたが、エンドユーザの視点で設
計されたワークフローは使いやすく自然で、不安がなく
なりました」

-  Wainhouse Research 社（Cisco Webex Room Kit Mini 
に関するコメント）

Cisco Webex Huddle
Space ソリューション

ハドルルームでは進行中のアクティビティに応じて、
さまざまなコラボレーションデバイスを使用します。
ハドルルームを計画する場合は、次の点を考慮して
ください。
•  ハドルルームでリモートの同僚、パートナー、または代
理店とコラボレーションを進める必要はあるか？

•  ハドルルームに必要な機能はビデオ会議機能のみか？
共同作成機能やデジタルホワイトボードは必要か？

•  チームが普段から開くアドホック会議の頻度に見合っ
たハドルルームを確保しているか？

• すぐに会議を開始・参加できるか？
•  デバイスをオープンスペースに設置する場合、ノイズ検
出・抑制機能は付いているか？

マップに戻る

人数

課題：ローカルコラボレーションには適しているが、
ハドルルームのニーズを満たす高品質なコラボレー
ションデバイスは不足している

アクティビティ：小規模チームでのコラボレーション
と共同作業

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/huddle-space/index.html
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アイディエーションルーム
次 と々アイデアが生まれ、プロジェクトが着実に進み、すり合わせができる部屋
アイディエーションルームは中小規模の会議室です。チームメンバーが集まってアイデアを共有し、目標に向かって着実に前
進できます。通常は室内にホワイトボード、マーカー、付箋が用意されています。ただしこれらのツールだけでは、会議後
のコンテンツ共有やリモートからの会議参加は困難です。

思いついたときに会議ができるアイディエーション
ルームに理想的なコラボレーション ソリューション
は、以下のような機能や特徴を備えています。
•  複数人が同時に作業できるコラボレーション機能 
• 書きやすいホワイトボード専用スタイラスペン 
•  どこからでもホワイトボードにアクセスして、最後に書き
込まれた内容をすぐに確認できる機能 

• 高品質なビデオ会議機能 
•  ノートパソコンやモバイルデバイスと簡単にペアリングで
きる、ワイヤレスのコンテンツ共有 

• コンテンツをローカル・仮想会議で共有する機能 
•  複数デバイスに対応した、誰でも参加できる接続機能 

Cisco Webex Board シリーズ

•  複数のサイズから想定人数に合わせて選べるアイディ
エーションボード画面 

•  Office 365、Trello、Salesforce などのサードパーティ 
アプリケーションとの統合 

•  摩擦を取り除き、参加者に関する情報を提供する高度
な AI 

• 最適化に必要な分析と利用状況に関するインサイト 
•  従業員の意識、エンゲージメント、生産性の向上を促
すデジタルサイネージ 

「Cisco Webex Board は、ユーザが入室するとスリープ
モードが解除されます。アプリの連携も優秀なので、す
ぐにプレゼンテーションやアイデアを共有したり、新し
いアイデアについて話し合ったりできます」

- Eline Hamelijnck 氏（Tribes 社マーケティングマネージャ）

マップに戻る

ワークプレイス変革

インタラクティブマップ

パーソナルデスク

ジャンプスペース

ハドルルーム

アイディエーションルーム

会議室

役員会議室

シームレスなエクスペリエ
ンスの提供

AI が実現するコグニティ
ブ エクスペリエンス

分析とシンプルな管理

まとめ 人数

課題：対面コラボとリモートコラボの両方に最適な
ツールが不足している

アクティビティ：ブレインストーミング、計画作業、
毎朝の状況確認ミーティング

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-board/index.html
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会議室
チームが仕事を進めるために集まる部屋
会議室には問題が多いことをベテラン従業員はよく知っています。一般的な会議室には、会議用電話機、プロジェクタ、
ホワイトボード、旧式のビデオ会議デバイスなどが用意されていますが、いずれかが正常に機能しなくなると会議が滞っ
てしまうからです。最新のコラボレーションデバイスを導入すれば、これらのスペースで利用されている機器の大部分が
不要になります。デバイスが 1 台に集約されるため、複数のシステムを監視する必要がなくなります。問題も一元的に把
握して解決できます。現代の会議室は、従業員が快適に過ごせる場所です。オフィスで最もストレスを感じる部屋だとの
イメージはもう過去のものです。

会議室に理想的なソリューションは、以下のような
機能や特徴を備えています。
• 高品質なビデオ会議機能 
•  コンテンツをローカルまたは仮想会議内の画面で共有
する機能 

•  オプションの共同作成機能（アイディエーション用途が
念頭にある場合） 

•  電話機、ホワイトボード、プロジェクタなど、室内に散
らばった機器の大部分を 1 台に集約したデバイス 

Cisco Webex Room シリーズ

Cisco Webex Board シリーズ

•  素早く、簡単にアクセスできる通話・ビデオ会議ソフ
トウェア 

•  音声を明瞭に保つノイズ検出・抑制機能 
•  摩擦を取り除き、参加者に関する情報を提供する高
度な AI 

•  部屋の予約と会議タスクの管理をサポートするデジタ
ルアシスタント 

• 最適化に必要な分析と利用状況に関するインサイト 

マップに戻る

ワークプレイス変革

インタラクティブマップ

パーソナルデスク

ジャンプスペース

ハドルルーム

アイディエーションルーム

会議室

役員会議室

シームレスなエクスペリエ
ンスの提供

AI が実現するコグニティ
ブ エクスペリエンス

分析とシンプルな管理

まとめ 人数

課題：コラボレーションツールの混在によりシステムが
複雑で、障害点が多く存在する

アクティビティ：中・大規模チームや組織内外のコラボ
レータによるコラボレーション、ブレインストーミング

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-room-series/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-board/index.html
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役員会議室
エグゼクティブによる意思決定が行われる部屋
役員会議室では、エグゼクティブとパートナーが物理的に離れていても、直接対面しているように感じられるエクスペ
リエンスが求められます。役員会議室向けのコラボレーションデバイスには、カスタマイズ可能なハイエンドの設計と、
直感的で強力な機能が必要となります。そこはまさに経営チームと企業全体についての検討が重ねられる場所だから
です。

役員会議室に理想的なソリューションは、以下のような機能や特徴を備えています。
• 最高レベルのビデオエクスペリエンス 
• 聞き取りやすく明瞭な音声と高解像度のディスプレイ 
• 直接対面と同じように話せる指向性サウンド 
• ビデオ解像度を下げずにコンテンツを共有できる機能 
• 顔・名前を認識する AI 
• 会議の開始、メモの作成、議事録の作成をサポートするデジタルアシスタント 
• カスタマイズ可能なハイエンドの外観・質感 

Cisco Webex Room Panorama マップに戻る

人数

課題：高度に戦略的で重要な話し合いをするスペース
には、世界中の部屋をつなぐソリューションが必要

アクティビティ：組織内外のコラボレーションとブリー
フィング

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-room-series/index.html
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どこでも均質でオープンなエクスペリエンス
業務の遂行やコラボレーションには複数のアプリケーショ
ン、デバイス、場所が必要です。仕事はオンライン、オフ
ラインのあらゆる場所で発生するため、ホームオフィスや
デスクから、果ては役員会議室に至るまでシームレスなエ
クスペリエンスが求められています。

メッセージのやり取り、会議、通話、コンテンツ共有、多
様なスペース間のコラボレーションなど、必要な機能をす
べて備え、直感的に利用できるコラボレーション エクスペ
リエンスを全従業員に提供する。これこそ、ワークプレイ
ス変革の基礎だと言えます。そのためには、主なコラボレー
ション機能を完備し、日常業務に欠かせない生産性ツー
ルと連動するプラットフォームが必要です。業務が中断さ
れず、一日中生産性を維持できる信頼性も必須です。特
定の機能だけを提供するコラボレーション製品を複数利
用するのでは、これらの問題を解決できません。

エクスペリエンスが一貫していると、コラボレーション
プロセスの摩擦を解消できます。高品質で信頼性の高い
ソリューション、使い慣れた UI、覚える必要すらないほ
ど使いやすい機能を業務のたびに従業員に提供すれば、
ワークプレイス変革の目標達成に大きく近づきます。

包括的なコラボレーション ソリューションには、
以下の機能や特徴が必要です。
•  アイデアの共有や整理、スクラムミーティングの実施、
ローカルおよびリモートの参加者とのブレインストーミ
ング機能をすべて集約したデバイス

•  Office 365、Google ドキュメント、Trello などの使い
慣れたビジネスアプリケーションの UI から使い慣れた
ツールやワークフローを利用でき、中断なく業務を継
続できる機能

•  リモートの参加者と画面を共有し、地理的な境界を取
り除くシームレスなエクスペリエンス

•  組織全体で従業員の意識、エンゲージメント、生産性
の向上を促す、統合されたデジタルサイネージ
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AI が実現する次世代のコグニティブ エクスペリエンス
ここ何年間も人工知能（AI）は業界の最先端の話題でし
た。そして今、コグニティブ ワークプレイス エクスペリ
エンスが、SF の領域を出ようとしています。人工知能は
今日のワークプレイス エクスペリエンスを大きく変えてい
ます。

• コラボレーションプロセスの摩擦の解消
• コラボレーション エクスペリエンスの拡充
• 従業員の積極利用とエンゲージメントの促進
• 組織のワークプレイス資産の最適化

コグニティブワークプレイスは、今日の会議にまつ
わる以下のような問題の多くを解決できます。
•  会議をしたいのに利用できる会議室を見つけられない
•  複数の会議室を予約して、使わない部屋をキャンセル
しない

•  非効率的な会議室の利用（10 人部屋を 2 人で使用す
るなど）

•  空いている部屋を見つけたもののネットワーク接続が
なかったり、スクリーンが使えなかったりする

今日のコラボレーションスペースでは全体にわたって、この
ような問題をより幅広く捉えたソリューションが必要です。
ワークプレイス エクスペリエンスでは、最適化と公平さが
大切です。オフィスに来た従業員が最適な作業スペースを
簡単に見つけられ、スペースをパーソナライズでき、同僚と
いつでも会議できる必要があります。周囲の同僚、チーム、
社内の状況をすぐに確認できることも大切です。

従来  
（プロセス重視）

アジャイル 
（アクティビティベース）

コグニティブ 
（エクスペリエンス中心）

時間

影
響
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AI が主導する次世代のコグニティブ エクスペリエンス
ワークスペースの分析機能を備えたコラボレーションデバ
イスが増えつつあります。たとえば顔検出テクノロジーで
は室内の人数をカウントできます。顔検出を使用すると、
リモート参加なしで会議室を使用しているケースについて
データを収集できます。スペースを予約だけして使わない
ケース（ゴースト会議）についても特定できます。ゴースト
会議は深刻な問題で、全会議予約の 40% を占めると言
われています。結果としてリソースが無駄になり、従業員
の不満が募ります。

「 シスコのポートフォリオ全体から、コラボレーションを
促す AI テクノロジーへの積極的な取り組みが感じられ
ます」

- TalkingPointz 社

コネクテッドワークスペースは今後、コラボレーションを
強化するコグニティブ エクスペリエンスの重要な要素とな
ります。オフィス内のすべてのスペースにコグニティブ コラ
ボレーション デバイスを完備すれば、利用を促し、自動
的に会議室の空きを確認できます。音声コマンドによる予
約さえも可能です。部屋が予約済みでも、空いている他の
部屋が提示されます。予約だけされた、実際には使用さ
れていない会議室も確認できます。今日のコラボレーショ
ンに携わるモバイルワーカーは、このような俊敏性を切望
しています。すでに販売されているデバイスでも、これら
の機能が間もなく提供されます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html
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高度な分析とシンプルな管理によりワークプレイス
を変革
高度な分析
すべてのスペースの最適化に向けて分析データを収集す
ることは、ワークプレイス変革の最優先事項です。過密
なスペースや活用度の低いスペースを抱えると、資金の浪
費や従業員のサポート不足、ひいてはビジネス上のコス
トとして跳ね返ってくることになります。顔検出や人数カ
ウントなどの AI・機械学習テクノロジーと高度な分析を
利用すれば、データを基に、会議スペースの適切な数を
判断できます。

シンプルな管理
展開、管理、トラブルシューティングは、コラボレーショ
ンスペースのサポートにおける最大の課題です。IT 部門は
迅速にデバイスを展開・管理し、デバイスの動作不良を検
出し、問題発生時には迅速に解決する必要があります。
リモートデバイスも一元的に管理し、現地に行かなくても
トラブルシューティングができる方法が求められています。

高度な分析とシンプルなデバイス管理を導入すれば、
以下を実現できます。

•  デバイスの導入場所をすべて可視化
• すべてのデバイスをプッシュにより一括更新
• 特定機能の有効化・無効化
•  従業員の要望に合わせて簡単にスケーリング可能
•  ユーザから指摘される前に問題を早期発見
•  部屋の利用状況を把握してワークプレイスを最適化

ワークプレイス変革

インタラクティブマップ

パーソナルデスク

ジャンプスペース

ハドルルーム

アイディエーションルーム

会議室

役員会議室

シームレスなエクスペリエ
ンスの提供

AI が実現するコグニティ
ブ エクスペリエンス

分析とシンプルな管理

まとめ
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まとめ
ワークプレイス変革を実現するには、ビジネスのあり方を
根本から見直して、物理的空間とテクノロジー エクスペリ
エンスを上手に融合する必要があります。目標とする成果
に合わせてスペースを設計し、ユーザが毎日使用するアプ
リケーションと簡単に連携できるコラボレーションデバイ
スを設置します。フォーカスルームに設置された個人用デ
スクトップ型ビデオユニット、予約制会議室のビデオエン
ドポイント、オープン コラボレーション エリアのアイディ
エーションボードはいずれも、別のスペースに簡単に移動
して使えることが重要です。

私たちは新しい時代に突入しています。コラボレーション 
エクスペリエンスに投資して、ワークプレイス（デスクトッ
プから会議室、さらにその先）の継続的な最適化に必要
なインサイトを得ることによって、従業員と組織に多大な
利益がもたらされます。

コラボレーションデバイスがあらゆるスペースでワー
クプレイス変革に役立つ理由については、こちらを
ご覧ください。

projectworkplace.cisco.com

Cisco Connected Workplace
ワークプレイス変革はシスコの最優先事項です。シスコが取
り組んできた課題や、従業員の満足度と生産性を高めつつ 
750 万平方フィートのオフィススペースを削減した方法につい
ては、ケーススタディをご覧ください。

エグゼクティブサマリー
課題
• 老朽化したワークプレイス
• 優秀な人材の獲得
• グローバルな不動産コストの削減

ソリューション：Cisco Connected Workplace
•  幅広いワークスタイルをサポートする多様なスペースを構築
•  多様なコラボレーション エンドポイントとアプリケーション
を提供

•  職務内容に即したテレワークポリシーの裁量権をマネージャ
に付与

•  ワイヤレス接続でスペースの占有パターンを検知して、スペー
スプランニングを継続的に改善

結果
•  従業員のエンゲージメントが 19% 向上
•  生産性が 14% 向上（年間 8 億 1,100 万ドル相当）
•  人材獲得の優位性：充実したワークプレイスが入社の決
め手の 1 つになったと回答したシスコの新入社員の割合は 
66%

•  離職率低減の優位性：ワークライフバランスに満足している
と回答した従業員の割合は 73%

• 年間 5 万 9,000 トンの CO2 削減
•  従業員が 7% 増加したにもかかわらず、全世界での不動産
コストが 26% 減少

Connected Workplace のケーススタディ [英語 ]

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/cisco-on-cisco/connected-workplaces.pdf
http://projectworkplace.cisco.com

	Button 117: 
	Button 118: 
	Button 81: 
	Button 82: 
	Button 83: 
	Button 78: 
	页面5: 

	Button 80: 
	页面5: 

	Button 79: 
	页面5: 

	Button 84: 
	Button 85: 
	Button 86: 
	Button 87: 
	Button 88: 
	Button 89: 
	Button 90: 
	Button 91: 
	Button 92: 
	Button 93: 
	Button 94: 
	Button 95: 
	Button 96: 
	Button 97: 
	Button 98: 
	Button 99: 
	Button 100: 
	Button 101: 
	Button 102: 
	Button 103: 
	Button 104: 
	Button 105: 
	Button 106: 
	Button 107: 
	Button 108: 
	Button 109: 
	Button 110: 
	Button 111: 
	Button 112: 
	Button 113: 
	Button 114: 
	Button 115: 
	Button 116: 
	Button 119: 
	Button 120: 


