
概 要
インテル IT部門は長年にわたり、多数のソーシャル・コラボレーション・ツールを社内に提
供してきましたが、これらのツールには、ソーシャル・コラボレーションが実際のビジネスの
現場で効果を発揮するために必要な統合とセキュリティーが欠如していました。私たちは、
コアとなるビジネスツール /プロセスを容易に統合できるプラットフォームが必要であること
に気づきました。また、より高いセキュリティー分類レベルにあるコンテンツをサポートして、
そのコンテンツに対するコラボレーションを簡単に行えるようにする機能も必要でした。こう
したインテルの目標達成を支援するには、社員の自発的なソーシャル・コラボレーションへ
の参加を促進する機能を備えたプラットフォームが必要でした。

2013年に、インテル IT部門は、プロフェッショナル・ネットワーキング /ソーシャル機能と、
ビジネス中心のコラボレーションのためのコンテンツ共同作成機能を組み合わせた新しい
ソーシャル・コラボレーション・プラットフォームを立ち上げました。この新しいプラットフォー
ムは、ユーザー体験の向上、強化されたセキュリティー・レベルへの対応、コアとなるビジネ
スプロセスとの統合、従業員の関与の促進を実現します。

従業員による導入を促進するために、利用用途を作成し、次の 4つの領域でのユーザー
体験の向上に重点を置きました。

•  統合：プラットフォームをビジネスシステム（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント、
電子メール、コンテンツ作成に使用されているシステムなど）と統合しました。従業員は、
日頃使い慣れているツールやプロセスを使って、コンテンツを見つけ、利用し、貢献でき
ます。

•  セキュリティー：セキュリティー分類レベルを各コミュニティーに割り当てると同時に、転送
時や保管時のデータを暗号化することにより、共同アクティビティーに適用できるセキュリ
ティー・レベル（「社外秘」以外に「部外秘」や「極秘」を追加）を増やしました。

•  関与：従業員が、自分の投稿へのコメントだけでなく、その投稿を閲覧、お気に入りに登
録、ブックマーク、および共有した従業員の人数も確認できるようにしました。特定のアク
ティビティーに参加した場合や、「ミッション」を完了した場合に、ポイントやバッジを報酬
として与えるゲーミフィケーション機能も採用しました。

•  モビリティー：多種多様なモバイルデバイスからコンテンツの検索や提供を簡単に行える
ようにしました。

新しいソーシャル・コラボレーション・
プラットフォームは、これまで以上にビ
ジネスに配慮した方法でクラウドソー
シングと知識共有の原則を具現化する
ことによって、従業員の生産性向上を
可能にしました。

IT@Intel

ビジネス目標に合った 
ソーシャル・コラボレーションの実現

IT@Intelホワイトペーパー
インテル IT部門
2014年 8月

Vinod Balakrishna 
インテル IT部門 
ソーシャル・ストラテジスト

Sara Browning 
インテル IT部門 
サービスオーナー

John Gordon 
インテル IT部門 
プロジェクト・マネージャー

Scott Trevor 
インテル IT部門 
エンタープライズ・アーキテクト



試験導入テストでは、従業員はこの新しいプラットフォームを気に入り、プラットフォームを
使用する機会がますます増えていることが示されました。作業コミュニティーや関心ベース
のコミュニティーでは、従業員はこのプラットフォームを使用して、地域、製品フォーカス、自
分の職務、関心のある事柄についての情報を見つけ、共有することで、新たな価値を獲得
していることが報告されています。

この新しいソーシャル・コラボレーション・プラットフォームは、これまで以上にビジネスに配
慮した方法でクラウドソーシングと知識共有の原則を具現化することによって、従業員が生
産性を向上したり、迅速に解決策を導き出すことを可能にしました。

背 景
インテル IT部門は長年にわたり、より効果的な方法でビジネスを支援することを目的とし
て、さまざまなソーシャル・コラボレーション・ツールを社内に提供してきました。しかし、これ
らのツールは多くのビジネスグループが必要とするセキュリティー・レベルをサポートしてお
らず、他のビジネスツールやビジネスプロセスとも統合されていませんでした。

その結果、多くの従業員は、仕事に関する会話を行うためというよりも、ビジネス以外の話
題について話し合うためにソーシャル・コラボレーション・ツールを使用していました。従業
員は、自分の投稿を閲覧した従業員の人数や、情報がどのように使用されたのかが分から
ず、自分の投稿内容の価値を判定することができませんでした。これらのソーシャル・コラボ
レーション・ツールが、モバイルデバイスでは使い難く、あまり役立たないことも少なくありま
せんでした。また、通知機能を制御するレベルが細かく分かれていなかったため、不要な情
報が送られてくることもありました。こうしたノイズが煩わしいために、従業員は通知機能を
オフするようになり、重要な会話に加わる機会はさらに失われました。

インテル IT部門は、インテルのソーシャル・プラットフォームを更新してビジネスにより適し
たツールにする上で、次のような目標を確認しました。

•  高レベルのセキュリティー：部外秘のプロジェクトや極秘プロジェクトに取り組むチーム
が、プロジェクトの開始時点から配布に至るまで、コラボレーション・プラットフォームを使
用できる必要がありました。

•  ビジネスプロセスとの緊密な統合：ビジネスプロセスの中でソーシャル・コラボレーション
を利用するには、より直感的に使えて、事業部門の戦略や目標に沿ったツールが必要で
した。

•  適切なコンテンツフィルター：アクティビティーのストリームからノイズを排除し、関連性の
高い情報だけを提供するには、異なる話題に対するストリームの設定、コンテンツの更新
だけの取得、最も重要なアクティビティーに関する電子メール通知の受信など、通知機能
のより細かい制御が必要でした。
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•  魅力的なユーザー体験：ユーザーにより多くの投稿を促すには、コンテンツを閲覧 /ブッ
クマーク/リンク/共有している従業員を特定し、フィードバックを送る機能が必要でした。

•  モバイル体験の向上：ソーシャル・コラボレーション・プラットフォームを最大限に活用する
には、モバイル体験はあらゆるデバイスからのアクセスをサポートする必要がありました。

•  経営幹部の関与：インテル IT部門は、ソーシャル・コラボレーション・プラットフォーム上
では従業員が話し合いたい話題に焦点を絞ることで、経営幹部と従業員の対話を促進し
たいと考えていました。

ソリューション
2013年、インテル IT部門は、プロフェッショナル・ネットワーキング /ディスカッション機能
と、ビジネス中心のコラボレーションのためのコンテンツ共同作成機能とを組み合わせた新
しいソーシャル・コラボレーション・プラットフォームを立ち上げました。

カスタム化されたアクティビティーのストリームにより、従業員は重要ではないコンテンツを
フィルターで除外し、必要な情報のみに注目できるようになります。ソーシャル・コラボレー
ション・プラットフォームをコアとなるビジネスツールと統合することによって、従来どおりの
確立されたプロセスで作業しながら、情報の検索や更新も行うことができる、単独の拠点
を従業員に提供しました。従業員の関心を惹きつけるため、ユーザー体験を向上し、ゲーミ
フィケーション機能を追加し、さらにモバイル機能も拡張しました。

エンタープライズ・ツール /プロセスとの統合
インテル IT部門は、新しいソーシャル・コラボレーション・プラットフォームをコアとなるビ
ジネスシステム（オフィス・アプリケーション、カスタマー・リレーションシップ・マネジメント
（CRM）システム、電子メールなど）と統合することによって、従業員が日頃使い慣れた
ツールやプロセスから目的のコンテンツを検索し、利用し、提供できるようにしました。ソー
シャル・コラボレーションによってメリットを得られるだろう各組織内のコミュニティーとその
セキュリティー・ニーズも特定しました。さらに、会社の経営幹部との質疑応答を通じたコ
ミュニケーションにもこのコラボレーション・プラットフォームを積極的に活用することで、プ
ラットフォームの価値を実例として示しました。

関与 統合

セキュリティー モビリティー

従業員による
導入の増加
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コミュニティーのタイプ

現在、販売 /マーケティング組織では、ソーシャル・コラボレーション・プラットフォームを使用し、グループのタイプと
ターゲットを基準としてコラボレーション・コミュニティーを区別しています。これらのコミュニティーは、ソーシャル・
コラボレーションを使用して、組織全体で価値の高い双方向コミュニケーションを促進することで、ビジネス目標の
達成に貢献しています。

•  タイプ 1- 顧客 /商談コミュニティー：これらの共同コミュニティーは、CRMシステムでの顧客名と商談名、階層、
権限に基づいて自動的に生成されます。

•  タイプ 2 - 作業コミュニティー：これらは、特定の問題に取り組むために結成された公式グループの場合もあれ
ば、ディスカッションや共同での意思決定を行う必要がある非公式グループの場合もあります。これらのコミュニ
ティーは、必要性に基づいて自律的に形成されます。

•  タイプ 3 - 関心ベースのコミュニティー：これらのグループでは、地域、市場セグメント、テクノロジー、製品、同僚
の職務など、共通の関心事を共有します。各グループは、世界中の関心分野の現状を把握することによってメリッ
トが得られます。

インテル IT部門は、関連情報を各コミュニティーに提供するために、ソーシャル・コラボレーション・プラットフォーム
を、CRMシステムに存在する既存のビジネス情報およびワークフローと統合しました。タイプ 1のコミュニティー（図
1を参照）では、CRMシステム内のコンテンツを使用し、更新しますが、通常、タイプ 2とタイプ 3のコミュニティー
はこれを行いません。設計の統合により、使用するオフィス向けツールやコンテンツの場所に関係なく、従業員は単
一のプラットフォームを使用できるようになります。

インテル IT部門は、CRMシステムと同様に、コンテンツ・リポジトリーやその他のビジネスツールとソーシャル・コラ
ボレーション・プラットフォームの統合を可能にするWebサービスの開発を続けています。私たちは、ソーシャル・コ
ラボレーション・プラットフォームをCircuit News（世界中の従業員に向けたインテルのオンライン・デイリー・ニュー
スレター）と統合しました。コメント、お気に入り、共有などのソーシャル機能によって、全社 /ローカルニュースが
強化されています。この新しい機能により、従業員は人事部の従業員コミュニケーション組織からのメッセージに関
与できるようになります。

図 1. 新しいソーシャル・コラボレーション・プラットフォームのために作成された販売 /マーケティング組織のコラボレーション・コミュニティーは、価値の
高い効果的なコミュニケーションを促進しています。

顧客 /商談コミュニティー
販売固有のアクティビティーに重点を置いた

販売スタッフのグループ。これらのコミュニティーは、
カスタマー・リレーションシップ・マネジメント（CRM）機能

によって管理されており、コミュニティーには
製品チームの設計パートナーも含まれます。

作業コミュニティー
ディスカッション、意思決定、またはコラボレーションを必要とする
特定の問題に取り組むために自律的に形成されるグループ。

このコミュニティー・タイプは、他の 2つのタイプとつながりを持ち、
効果的な双方向コミュニケーションを行います。

関心ベースのコミュニティー
世界中で共通の関心事を共有するために

自律的に形成されるグループ。
これらのコミュニティーは大規模になる場合があり、
高レベルのガバナンスとコミュニケーション管理を

必要とします。
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セキュリティー

ソーシャル・コラボレーション・プラットフォームでは、高レベルのコンテンツ・セキュリティー、
機密性の保証、一貫した可用性をサポートする必要がありました。セキュリティーを強化す
るために、転送中および保管時のデータ暗号化機能がすべてのコンテンツに追加されま
した。また、インテルの管理外のデバイスから高度に分類されたコンテンツを除外するため
に、コミュニティーのセキュリティー分類レベルを示す機能やゲートウェイ制御も取り入れ
ました。

機密性の問題に一部対応するために、従業員が、セキュリティー・レベル（「部外秘」や「極
秘」など）を示すビジュアルテーマをグループに対して指定できるようにしました。情報セキュ
リティー・チームは、機密コンテンツを共有する手段として電子メールをサポートしていま
せんが、ソーシャル・コラボレーション・プラットフォームを使用することで、コンテンツが配信
され、保存方法を気にすることなくコンテンツを簡単に共有できます。

パフォーマンス

インテル IT部門は、ソーシャル・コラボレーション・プラットフォームの使いやすさと信頼性
が許容範囲内に収まっていることを確認するために、パフォーマンス・テストを実施しました
（ページの読み込み時間、同時ユーザーの最大負荷、ネットワーク帯域幅、プロフィールの
読み込み（100,000ユーザーのディレクトリー全体を使用）、パフォーマンスのフィードバッ
クなど）。

経営幹部の関与

従業員に対して組織の目標や戦略を浸透させるには、対話と明白な情報更新が有効です。
「Take It to the Top」という IT部門が運営する質問 -投票 -回答フォーラム（図 2を
参照）により、世界中のインテルの従業員と上級管理職との間の新たなオンライン交流が
可能になりました。この月 1回のフォーラムでは、従業員が経営幹部に対して、ビジネス戦
略から好きな色まで何でも質問できます。また、従業員は同僚の質問にコメントしたり、投
票することもできます。1時間のライブセッションでは、選ばれた経営幹部が、参加者から最
も多くの投票数を獲得した質問に対して丁寧に回答します。

図 2. 月 1回の「Take It to the Top」セッションでは、参加者が最も答えてほしいと思っている、従業員からの質問に
経営幹部が答えます。

Hudnellは、「1時間に非常に多くの 
従業員と接し、多数の興味深い 
適切な質問に答えることができるのは 
素晴らしいことです」と述べました。

–インテル従業員コミュニケーション部門副社長 
Rosalind Hudnell

?

Take It to the Topフォーラムへようこそ。
このフォーラムの仕組み

質問
経営陣に尋ねたいことは
何ですか？　他の従業員が
「質問に投票」できるように、
24時間前までに質問を
投稿してください。

投票
あなたや同僚の
投票によって、
最も人気のある
質問が決まります。

回答
世界中で最も支持が
多かった質問への
回答を確認して、
その回答について
同僚と話し合って
ください。
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このタイプのソーシャル・インタラクションは、一対一の対話を一対多の対話へと変え、さら
に、一方向のコラボレーションを双方向のコラボレーションへと変えつつあります。ソーシャ
ル・コラボレーションを通じて、従業員が興味を持っている問題に対するリーダーたちの反
応を共有することで、ビジネス目標への取り組みや目標に合わせた調整に向けてさらに一
歩前進することが可能になります。インテル IT部門は、現在運営されている「Take It to 
the Top」フォーラムを使用して、他のリーダーと従業員とのさまざまな交流に、この質問 -
投票 -回答プラットフォームを応用する予定です。

従業員の関与
従業員が積極的に参加してくれるかどうかは、ソーシャル・コラボレーションにとっての最大
の課題の 1つと言えます。前述のように、既存の一部のツールは、ビジネスにはあまり適し
ていないと言われていました。こうした従業員の認識を変えるには、彼らの仕事のやり方を
十分に理解し、導入しようという気を起こさせる方法を考え出す必要があります。

利用用途

インテル IT部門は、コラボレーションに関連する重要なビジネス目標をユーザーセグメント
ごとにマッピングするため、複数の社内調査を実施して、情報を収集しました。例えば、経験
豊富な上級販売マネージャーは、課題とビジネスチャンス、特に、Micro-Moment（移動
中にモバイルデバイスから情報を更新できる短い時間）を活用する必要性を十分に理解して
いることが分かりました。そこで、そうしたグループの目標達成を支援して、ビジネスにプラス
効果をもたらす可能性を基にターゲットを早期に特定する利用用途を作成しました。

CRMシステムとコラボレーション・プラットフォームの統合に携わった販売組織のユーザー
事例を作成したときと同様に、特定のタイプの作業に関連し、幅広い適用が可能なその他
のユーザー事例も作成しました。

•  プロジェクト・コラボレーション：この利用用途には小規模なプロジェクトが含まれます。
従業員は、予定表の管理、アクション要求やタスクの追跡、コンテンツの共同作成、プロ
ジェクト関連のディスカッションの実施、マイルストーンの追跡、プロジェクトのステータス
の表示などを行うことができます。

•  チーム・コラボレーション：この利用用途では、スタッフによるコンテンツの共有、議事録、
チーム・ディスカッション、告知など、プロジェクトとは関係のないことで直接のチームメン
バーを結び付けます。多くの場合、これらのアクティビティーは、プロジェクトよりも長い期
間存在します。

•  関心のコミュニティー：関心のコミュニティー（プラクティスのコミュニティーとも呼ばれ
ます）は、チーム間、地域間、プロジェクト間でのビジネストピックに関する情報の共有を
促進することを目的としています。これらのコミュニティーでは、可能性のあるプロジェク
ト、業界ニュース、アイデア、ヒントを共有することに重点を置いています。関心のコミュニ
ティーは、ユーザーが自発的に見つけて、気軽に参加するためのものです。

•  組織のコミュニケーション：コラボレーション・プラットフォームは、経営陣からのトップダ
ウンのコミュニケーションと、部署、事業部門、および社内の従業員からのボトムアップの
コミュニケーションの両方を提供します。コラボレーション・プラットフォームは、全世界に
分散する従業員の交流を支援します。

ビデオによる 
コミュニケーションの強化
地理的に分散した企業では、ビデオが
持つ即時性という特長を利用して、アイ
デアや指示を伝達することで、コミュニ
ケーションが向上します。こうしたコラボ
レーションの取り組みを可能にするため
に、インテル IT部門は、ソーシャル・コ
ラボレーション・プラットフォームに統合
された、ビデオの作成 /共有 /表示用
の堅牢なプラットフォームを構築し、テス
トしました。このプラットフォームは、次
のような機能を備えています。

•  Webカメラを使用した新しいビデオ
の作成

•  既存のビデオのアップロード

•  トレーニングのためのデスクトップ操
作の記録

•  口頭での指示の簡単な録画

•  ビデオへのコメントの追加

•  個人用プレイリストの作成

•  各種コラボレーション・ツールによるビ
デオの促進

さらに、従業員はセキュリティー管理機
能を備えた独自のチャネルを作成して、
コンテンツを共有または制限することも
できます。この機能に関するフィードバッ
クは肯定的でした。

6  of  10

www.intel.co.jp/itatintel

IT@Intel White Paper : ビジネス目標に合ったソーシャル・コラボレーションの実現

http://www.intel.co.jp/itatintel
http://www.intel.co.jp/


導 入

インテル IT部門が参加者を増加させるために講じた方法の 1つは、投稿に対する即時フィードバックを従業員に
提供したことです。新しいコラボレーション・プラットフォームでは、コンテンツを投稿した従業員は、投稿を閲覧した
従業員が何人いるか、どの従業員が投稿をお気に入り登録またはブックマークしたか、投稿はタグ付けまたは共有
されているか、どのようなコメントが付けられているかを確認することが可能です。

もう1つの方法として、ゲーミフィケーション（ゲームの機能）を使用して、従業員が自身の参加レベルに応じてポイン
トやバッジを獲得できるようにしました。ゲーミフィケーションにより、従業員は各自のコンテンツや対話の有用性に
ついてオンラインでの評判を築くことができます。評価ポイントは、次のようなアクティビティーに対して与えられます。

•  近況の投稿または他の従業員の投稿への返答

•  他の従業員に役立つ形でのディスカッションの質問への回答または貢献

•  新しいドキュメントまたはブログ投稿の作成

•  プロジェクトの作業の完了

•  コミュニティーの他の従業員が投稿内容をお気に入りに登録、共有、またはブックマークした場合

個々のチームや部門が事前に定めた基準ミッションを完了した場合にもポイントが与えられます。図 3は、従業員
がポイントを獲得する主な機会を示しています。

図 3. ゲーミフィケーションのバッジの例。従業員は、新しいソーシャル・コラボレーション・プラットフォームでのさまざまなアクティビティーによって、
ポイントやバッジを獲得できます。

55% 25%

プロフィール

ポイント

ゲーミフィケーションのバッジの例

最近の達成者

達成！

+25 ポイント+25 ポイント+25 ポイント+50
アバターを選択してプロフィールに
情報を追加し、近況を投稿して
自身を紹介してください。

交 流

最近の達成者

達成！

交流すればするほど、
高い評価が得られます。

優れたアイデア

あなたのアイデアが多くの票と
コメントを獲得しました。

メガブロガー

定期的なブログ更新がビュー数、
コメント数、お気に入り数の
アップにつながります。
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モバイル機能の追加
モバイル機能は、ビジネス向けソーシャル・コラボレーションにとって不可欠なコンポーネン
トです。従業員はMicro-Momentを活用し、コンピューターから離れている間も、モバイ
ルデバイスを使用してコンテンツを検索または更新できなければなりません。インテル IT部
門は、まずは販売組織でモバイルWeb機能を試験導入した後、プラットフォームの立ち上
げ時にこの機能をすべてのユーザーに提供しました。販売スタッフは移動が多く、PCに長
時間接続していることができないため、モバイル・コラボレーション・ツールによるメリットを
最も受けられる代表的な従業員です。

これまで販売スタッフは、その日に訪問した顧客に関する情報をずっと保持しておき、自宅
やホテルの部屋に帰ってからそれらを更新しなければなりませんでした。そのため、更新が
タイムリーではなく、詳細情報が失われることもありました。現在では、顧客と今後の活動
についての話をした場合など、販売スタッフはモバイルデバイスから顧客コミュニティーを更
新し、コミュニティーの他のメンバーに正確な情報を即座に伝えることができます。

結 果
インテル IT部門は、ソーシャル・コラボレーション・プラットフォームに対する従業員の満足
度と導入状況を確認するために、多数のパイロット・プロジェクトを実施しました。導入は着
実に進んでおり、特に地域を越えた価値の獲得が報告されています。特に関心のコミュニ
ティーは、地域、製品フォーカス、職務、その他の分野に直接関連する情報を必要としてい
る従業員の間で成功を収めています。

関心のコミュニティーは、クラウドソーシング、知識の共有、解決策の迅速な導出の原則を
具現化しました。

販売グループはソーシャル・コラボレーション・プラットフォームを最初に使用したグループ
であり、次に示す分野での生産性向上が報告されています。

•  電子メールと複数のソースの顧客ドキュメントの、一元化されたコミュニティー・ベースの
場所への統合

•  関心がある、または特定分野の既知の最適手法の共有

•  生産性の高い会議の実施と一部の会議の廃止

•  製品やテクノロジーに関する情報検索の迅速化と理解の促進

•  地理的に分散した場所にいるチームメンバーについて知ることによるビジネス上での関
係の円滑化

•  予測と収益目標に基づくチームの再結成

モバイル・アプリケーションも、セットアップの容易さ、使い勝手、全体的な価値が大幅に向
上しました。調査では、モバイル・アプリケーションのインストール・プロセスについて、参加
者の 91%が「普通」、「簡単」、または「非常に簡単」と答えました。アプリケーションのパ
フォーマンスについては、88%が「満足している」、「優れている」、または「非常に優れて
いる」と答え、90%が「今後使用する」と答えました。

ソーシャル・
コラボレーション・
プラットフォーム
従業員は新たな方法で
モバイルデバイスを使用して
ビジネス目標を達成することが
可能になります。

90%
の従業員がモバイル・アプリケーションを
また使用すると答えました。
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インテル IT部門のベスト・プラクティスの詳細については、 
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。

IT@Intel

IT@Intelは ITプロフェッショナル、マネージャー、 
エグゼクティブが、インテル IT部門のスタッフ
や数多くの業界 ITリーダーを通じ、今日の困
難な IT課題に対して成果を発揮してきたツー
ル、手法、戦略、ベスト・プラクティスについて詳
しく知るための情報源です。詳細については、
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参
照してください。あるいはインテルまでお問い合
わせください。

関連情報

関連トピックの情報については、http://www.
intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。
•   「Transforming Sales with Social 

Collaboration」（英語）
•   「Evolving Social Computing and 

Collaboration in the Enterprise」（英語）
•   「Enterprise Video 

Hosting:Introducing the Intel® Video 
Portal」（英語）

•   「Jamming on Collaboration」（英語）

まとめ
これまでのソーシャル・コラボレーション・ツールは、コアとなるビジネスツールとの統合が不
十分であり、セキュリティー・レベルにも限界があったため、ビジネス業務にこれらのツール
を使うことを避ける従業員も少なくありませんでした。その結果、コラボレーションの機会も
失われていました。

インテル IT部門は、ユーザー体験の向上、強化されたセキュリティー・レベルへの対応、コ
ア・ビジネス・プロセスとの統合、安全なモバイルデバイスへの機能拡張を実現し、従業員
のコラボレーションを促進する機能が含まれた新しいソーシャル・コラボレーション・プラット
フォームを設計しました。

従業員の仕事の内容を理解した結果、次のような積極的な利用を促進する機能によって、
ソーシャル・コラボレーションの促進に力を注ぎました。

•  統合：コア・ビジネス・システムとの統合により、日頃慣れ親しんだ環境でコンテンツを見
つけ、利用し、貢献するためのツールを提供することで、従業員は従来どおりの確立され
たプロセスで作業することが可能になりました。従業員は使い慣れた環境を維持したまま
で、ソーシャル・コラボレーション・プラットフォームに接続できるようになりました。

•  セキュリティー：エンタープライズ・クラスのセキュリティー管理機能の追加により、「部外
秘」のプロジェクトや「極秘」プロジェクトに取り組む従業員は、ソーシャル・コラボレー
ション・プラットフォームを信頼して、ビジネスニーズや ITのセキュリティー・ポリシーに対
応できるようになりました。

•  関与：従業員は、自分の投稿を閲覧した人数やお気に入りに登録した人数、投稿へのコ
メント、投稿がブックマークまたは共有されたかどうかを確認できるようになりました。ま
た、特定のアクティビティーに対して評価ポイントやバッジを与えるゲーミフィケーション機
能を組み込んだことで、コミュニティーによってコンテンツが評価された従業員にポイント
が与えられるようになりました。

•  モビリティー：各種モバイルデバイスを使用して、あらゆる場所からコンテンツの検索や提
供を簡単に行えるようにしました。

販売グループやその他のビジネスグループの実稼動環境への導入では、従業員の満足度
が高く、導入率が着実に増加していることが示されました。プラットフォームを使用するコ
ミュニティーでは、生産性の向上や会議頻度の減少、地域、製品フォーカス、職務、その他
の分野に直接関連する情報の検索の増加など、新たな価値の獲得が報告されています。
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