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、タブレット端末

スマホって
便利なの？

ポイント
感のあるスマートフォン。

考えているという人も多いだろう。

管理に、メール活用にと利用する一方で、

どの先端情報携帯端末を業務に導入し、

ようとする企業も急増している。

に、セキュリティ面や運用面の課題も多々ある。

リットをきちんと理解しつつ、

ルール作りを考えていく必要がある。

企画協力／日本マネジメント総合研究所 理事長 戸村智憲さん

スマートフォンの特性を知って
業務に有効活用するには

まずは、スマートフォン・タブレット端末とは何か、

企業の利用動向を押さえつつ、企業として

どんな利用の仕方ができるのかを探っていこう。

リカで「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）
」

を発売。タッチパネルを採用した斬新な

っかけとなった。主に法人向けに販売さ

ｙ（ブラックベリー）
」を開発したのがき

社が、一九九七年に「Ｂｌａｃｋ Ｂｅｒｒ

と。カナダのリサーチ・イン・モーション

され始めたのは一九九〇年代後半のこ

そもそも、このスマートフォンが注目

することができるモバイル端末をいう。

リ）により、さまざまな拡張機能を利用

たＯＳやアプリケーション（以下、アプ

ウザ機能に加えて、搭載され

メール、インターネットブラ

マートフォンとは、音声電話、

備したタブレット型端末「ｉＰａｄ」を

用でき、電子書籍リーダー機能を標準装

マートフォンの多くの機能を共通して使

二〇一〇年には大型タッチパネルで、ス

ｎｅ４と矢継ぎ早に新機種を投入。また

Ｓ、二〇一〇年には第四世代のｉＰｈｏ

九年には第三世代のｉＰｈｏｎｅ３Ｇ

れると熱狂的に受け入れられた。二〇〇

トバンクをキャリアとして販売が開始さ

ら国内にも対応。二〇〇八年七月、ソフ

が、第二世代となるｉＰｈｏｎｅ３Ｇか

から日本で発売されることはなかった

初代、ｉＰｈｏｎｅは通信方式の違い

苛烈なシェア争いが
普及を後押し

れたＢｌａｃｋ Ｂｅｒｒｙは欧米のビジネ

発表。スマートフォン市場におけるアッ

アイデアで一大ブームとなる。

スパーソンを中心に支持されていった。

とが知られており、大統領就任にあたっ

ｋ Ｂｅｒｒｙのヘビーユーザーであるこ

ープンソースＯＳ「Ａｎｄｏｒｏｉｄ
（ア

のプラットフォームとしてモバイル用オ

これに対し、グーグル社は携帯端末用

プル社の地位を確立した。

て情報セキュリティ上の問題からホワイ

ンドロイド）
」を開発。二〇〇九年以降、

アメリカではオバマ大統領がＢｌａｃ

トハウスへの個人端末持ち込みが問題視

ソフトバンクに後塵を拝した日本のキャ

リア各社がＡｎｄｏｒｏｉｄ携帯や、タ

されるといった話題も提供している。
そして二〇〇七年、アップル社がアメ
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たが、最近ではワンセグやおサイフケー

がスマートフォン普及の壁ともなってい

ガラケーの使い勝手になじんでいること

と揶揄されることもあった。そのような

ばしば“ガラパゴスケータイ（ガラケー）
”

日本では携帯が独自に高機能化し、し

末に関する消費者意向調査でも、八二％

ｓｅａｒｃｈ社が実施したタブレット端

リカの調査会社ＣｈａｎｇｅＷａｖｅ Ｒｅ

が圧倒的なシェアを誇り（図 ②）
、アメ

タブレット端末ではいまだｉＰａｄ

端末がｉＰｈｏｎｅを上回った（図 ①）
。

ル社は一六二〇万台で、Ａｎｄｏｒｏｉｄ

期比六一五％増の三三三〇万台。アップ

タイといったガラケーの機能がＡｎｄｏ

の人がｉＰａｄを挙げている。

ブレット端末を次々と販売。

ｒｏｉｄ端末に取り込まれスマートフォ

世界市場ではどうかというと、今年の

く投入してアップル社の牙城を切り崩そ

はいない。新しいタブレット端末を数多

もちろんＡｎｄｏｒｏｉｄ勢も黙って

一月にアメリカの調査会社 Ｃａｎａｌｙｓ

うと必死だ。

ンがより身近になっている。

が発表したデータによると、二〇一〇年
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このような熾烈なシェアの奪い合いを

（前年同期比）
（％）

一〇月～一二月期出荷台数ベースでグー

成長率

（％）

背景にスマートフォン、タブレット端末

シェア

の普及は一気に加速している。

スマートフォンが
新たなスタンダードに

して今や、スマートフォンは

スタンダードになりつつある。

これについては株式会社ＭＭ

総研が発表した市場予測が興味深い。

各年度末におけるスマートフォン出

荷比率とスマートフォン契約台数を予想

したもので、二〇一二年度には出荷台数

ベース 、
二〇一五年度にはスマートフォン

契約台数ベースでスマートフォンが過半

数を占めると予想されているのだ
（図 ③）
。

すでに、この夏、各キャリアが投入す

る新機種のほぼ半数はスマートフォンに
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出荷台数
ＯＳベンダー

（単位：百万台）

グル社のＡｎｄｏｒｏｉｄは実に前年同

図① 2010年10月～12月期プラットフォーム別
世界スマートフォンシェア
（出所：米 Canalys 社）

スマートフォン、

企業活用 の

カギは
情報
リテラシー

ここ数年で一気に普及した

携帯電話の買い替えを機に移行を

個々のビジネスパーソンがスケジュール
スマートフォンやタブレット端末な

効率化や生産性向上に役立て

しかし、これら端末は便利なツールであると同時
総務としてはメリット、デメ

上手な企業活用の仕方やそれに伴う

企業活用 の ポイント
、 タブレット端末

なる見通しであり、先の予想はさらに早
ダー端末として採用するなど。

このような状況にあって、スマートフ
る株式会社ベスト電器が役員

家電量販店をチェーン展開す

（出所：米 IDC 社）

を目的にスマートフォンおよ

ＰＣＷｅｂとケータイＷｅｂ、そして

ン、タブレット端末を導入するプロセス

「業務での使用を目的にスマートフォ
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業務効率改善の例としては、

ォンを業務に導入する、あるいはそれを
会議をペーパーレス化。二〇一

iPad

2015 （年度）

2014

まる可能性もある。

検討する企業が急増していることは当然
〇年の六月から取締役会と常

作成、配布していた紙の資料に

といっていいだろう。個人所有のスマー

法人向けにスマートフォン事業を展
代え、ｉＰａｄで閲覧するスタ

務会でｉＰａｄを導入してい

開する株式会社ジェナの代表取締役社
イルにした。紙の資料準備にか

トフォンを持ち込み、業務に使用するケ

長、手塚康夫さんによれば、特に証券・
けていた手間とコストが削減

73 ％

2013

る。これまで、出席者全員分を

金融、通信メディアといった業界を中心
できた上、出席者にも特に違和

17 ％

2012

ースも多々あるようだ。

にスマートフォンやタブレット端末の導
感なく受け入れられたという。
ｉＰａｄは担当部署が一括管

入が進んでいるという。
「スマートフォンのニーズは大きく分け

理し、会議開催前に各ｉＰａｄ

また、ＡＩＧエジソン生命保険会社で

「ＰＣＷｅｂからケータイＷｅｂへの移

（Samsung）

と手塚さんは説明する。

サービス提供は、既存サービスの新たな

は、商品パンフレットや会社案内を電子

行は、一方を追求すれば他方が犠牲にな
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したのが図 ④である。これを見れば企業

）機
Personal Information Manager

いのはＰＣ向け、携帯電話向けのＷｅｂ

（
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とだという。

サービスをスマートフォン対応にするこ
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図③ スマートフォンの市場規模予測

に社内報や教育資料を公開して業務改善

図② 2010年10月～12月期
タブレット端末世界出荷台数

（出所：株式会社ＭＭ総研［東京・港］
）
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能から入るのが一般的です。その後、情

として、ローカルワイプ機能を必ずオン

「たとえば端末紛失時の情報漏洩対策

（資料提供：株式会社ジェナ）

「いろいろなことができるからこそ、

何をどこまでやりたいのか、どの機能や

アプリを導入するのか、セキュリティ対

策まで含め十分に検討することが必要で

す。スマートフォンにしろ、タブレット

・グループウェア
・コンテンツ配信

・メール
・カレンダー
・アドレス帳

端末にしろ、登場してそれほど時間は経

ＣＲＭ（顧客管理）

っていません。使い方を考える余地はま

・ＳＦＡ（営業支援）

だまだある」

・業務システム連携
・社内アプリ連携
・ワークフロー連携

ＰＩＭ連携

スマートフォン・タブレット端末の使

情報共有／
営業支援

い方次第で、企業の将来は大きく変わっ

社内システム
連携

てくるかもしれない。

図⑤ 企業におけるスマートフォン／
タブレット端末の導入プロセス

報共有や営業支援のツールとして使用す

（資料提供：株式会社ジェナ）

にするなどの使用規定を作っておくべき

○

るようになる。さらに先進企業では、さ

×

です」

○

進化

スマートフォン、

まざまな社内システムと連携させたソリ

トレード
オフ

ローカルワイプとは、複数回のパスワ

○

ューション化を実現する、といったよう

○

ード誤入力で端末が工場出荷時の状態に

△

のバックアップ、アプリの配布・管理など

マーケティング
効果
ＢtoＣ

を遠隔操作で可能にすることができる。

○

ＭＤＭ管理は一例だが、ＰＣ並みの機

×

能を有するスマートフォンは、専用のア

○

プリ開発も容易であり、最適にカスタマ

進化

表現の自由度

マーケティング
効果
ＢtoＢ

イズして使えることが魅力だ。

トレード
オフ

手塚康夫さん

にスマートフォンの活用は深化していき

○

初期化される機能。これを使用すれば第

×

情報
リテラシー

ます」
（図 ⑤）

○

三者に端末の中の情報をのぞかれる恐れ

機能の豊富さ

株式会社ジェナ
代表取締役社長

まずはＰＩＭをきっかけとして導入

○

はない。また、厳格に端末の管理をする

△

し、利用者からフィードバックを受けな

×

な ら モ バ イ ル デ バ イ ス 管 理（ Ｍ Ｄ Ｍ：

操作の簡単さ

がら、さらに個々の企業に合わせ機能を

進化

）ソリュ
Mobile Device Management
ーションを導入したい。これによって端

トレード
オフ

○

拡張していくのがいいだろう。そして、

○

×

もちろん導入にあたってはしっかりした

持ち運びやすさ

スマートフォン
アプリ

末のロックや初期化、データ・コンテンツ

ＰＣ ＷＥＢ 携帯ＷＥＢ

セキュリティを確保することが大切。

図④ なぜ WEBではなく
アプリなのか
（ＰＣ／モバイル）

カギは

〈 失敗しない端末選びのポイント〉
端末の導入を検討する際、キャリア以外に、どんなポイントで選択したらよいのか。以下に主な選択肢を整理した。

POINT ❶

POINT ❷

POINT ❸

〈ＯＳ〉

〈 端末 〉

〈 通信環境 〉

ｉＯＳ or Ａｎｄｒｏ
ｉ
ｄ
ＯＳレベルのセキュリティが比較的しっかりしてい
るのはｉＯＳ（アプリを正規ダウンロードする場合）
。
Android は脆弱なため、
モバイルデバイス管理（MDM）
ソリューションやウイルス対策ソフトなどと合わせて検
討したい。どう選択するかにより運営管理に差が出る。
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スマートフォン or タブレット端末

Wi-Fi（無線LAN）or ３Ｇ通信

主に屋内で使うのか、屋外が多いのか。プレゼン中
心に活用したいのか、各人のメールやスケジュール
管理に活用したもらい業務効率アップをねらうの
か、あるいは両方とも導入するのかなどの面から総
合的に判断したい。

3G通信は全国の広いエリアで接続できるのが特徴
だが、速度面は課題あり。Wi-Fi（無線LAN）は 3G
よりも、速いスピードでインターネットが使える
が、利用エリアが限られているところがネックだ。

企業活用 の ポイント
、 タブレット端末

スマートフォンの運用上の課題

情報セキュリティについて考える

PCと比べて携帯性が圧倒的に優れ、携帯電話を機能面ではるかに上回るスマートフォン。

しかし、その利便性を生かすためには、セキュリティ確保が難しいという側面もある。
スマートフォンを安全に運用ためにはどうすればいいのだろうか？

マートフォンを業務に採用す

所有のものがなし崩し的に業務に使われ

及したのに対し、スマートフォンは個人

モバイルＰＣが企業主導で職場に普

トフォンを個人的に業務で使っている。

ているさまざまな課題とその対策をでき

リティ対策にも正解は出せない。今見え

普及し始めたばかりで、まだそのセキュ

ではないということ。スマートフォンは

と銘打たれています。その意味は、完全

にしました。このガイドラインは“β版”

るにあたって、情報セキュリ

る形だ。いわば個人が勝手に使っている

る限り集めたという性格のものでしかあ

多くのビジネスパーソンが私物のスマー

ティの確保が求められるのは

わけで、あとからそれにルールを作ろう

りません」

個人所有のスマートフォンが

当然のこと。従来の携帯電話とは異なる

としている。言葉は悪いが泥縄の状況な

社ＬＡＣのシニアコンサルタント、加藤

ループにリーダーとして参加した株式会

このガイドライン策定ワーキンググ

確保することは難しい。とはいえ、モバ

と同レベルのセキュリティを

ってもスマートフォンでＰＣ

もそも、端末の機能面からい

もっとも重要になってくるのは情報リテ

性を損なってしまうという現状。そこで、

ートフォンに期待していた機動力や利便

ルールでしばり過ぎてはスマ

ルが未確定で、また、あまり

ところが、スマートフ

基本的なルールだ。

務に使わないというのが

業が支給し、私用で持っているものは業

違っていることに留意しよう。ＰＣは企

と、スマートフォンではずいぶん事情が

モバイルＰＣ を 企 業 が採 用 したとき

支給を前提とするのか、個人所有の業務

な議論がありました。そもそも、企業の

「ガイドライン策定の際にもさまざま

うジレンマも抱えている。

ィレベルを下げるわけにもいかないとい

業では、スマートフォンだけセキュリテ

ム（ＩＳＭＳ）の認証を取得している企

や情報セキュリティマネジメントシステ

また、これまでにプライバシーマーク

に負う部分は多い。

来ても開かないというような個人の判断

ウイルス感染が疑われる怪しいメールが

ていないのが実態だ。問題を防ぐには、

が多岐にわたっていて、対策が追い付い

でもそうだが、セキュリティ上の脆弱性

これはスマートフォンに限らずＰＣ

のだ、と考えて自制するようでなくては」

識していないからルールになっていない

ような人は困ります。会社側が問題を意

加藤智巳さん
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業務に使われている現状

脅威を想定し、実効的なセキュリティマ

のである。

情報リテラシーの向上

求められるのは

ネジメントの構築していく必要がある。

まだ揺籃期にある

そのようなニーズに答える形で、ＮＰ
Ｏ日本ネットワークセキュリティ協会で

スマートフォンのセキュリティ

ようらん

はガイドライン「スマートフォンの安全

智巳さんは、スマートフォンのセキュリ

イルＰＣのように社外への持ち出し禁止

ラシーの向上だと加藤さんはいう。

キュリティ確保のためのルー

ティマネジメントの難しさを、こう指摘

といった規定を作ってしまっては、スマ

「
“やってはいけない、と規定に書いて

な利活用のすすめ（β版）
」を策定した。

する。

ートフォンの携帯性（モビリティ）を発

いないから、やっても 問題ない”と考える

「まず、個人所有のものが業務に使わ

揮できない。

れているという現状がネックになってい

ォンは、企業として採用

利用を前提とするのかでさえ迷ってい

ます」

している場合でも同様だ

た。結局、現状を鑑みて個人所有を前提

また、ツイッターでのつぶやきが業務

が、実情として、すでに

株式会社ラック
シニアコンサルタント
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スマートフォン、

単ではない。さらには、問題のあるツィ

セキュリティマネジメントを確立してい

このことは、今後、スマートフォンの

は、ルールの形骸化が起きる可能性が高

な管理が難しいスマートフォンにあって

の機密にかかわるかどうかの見極めも簡

ートによって“炎上”した場合に、発言

い。

啓蒙によって問題が起きないようにして

くときにきちんと考えるべき点だと、加

「規定が形骸化しては意味がありませ

いくしかないのではないかと加藤さんは

者のみならず勤め先にまで非難が及ぶこ

て、完全にセキュリティを確保するとし

ん。厳し過ぎるルールは誰も守らない。

いう。結局は、個人の情報リテラシーが

藤さんは強調する。

たらツイッター禁止とでもするしかない

また現場の実情を反映していないルール

とはままある。このような問題まで含め

が、現実には不可能だろう。

最後の砦となってくるのだ。

「まずリスクを知ることがリテラシー

にも意味がない」

ルールの形骸化は珍しいことではな

そして、もしツイッターを禁止すると

いうような厳格過ぎる規定を作ったとし

向上の第一歩。総務部門は、情報システ

アプリの利用に関するセキュリティ項目

を作ることになる。

個人所有のスマートフォンの業務利用を申請するため
の手続を定めているか

い。しばしば日本企業は認証好きといわ

6

ても、社員はそれに従うだろうか。隠れ

個人所有のスマートフォンの利用可否に関する方針を
定めているか

ム部門としっかり連携を取りながら、ど

5

れる。ＩＳＭＳやＩＳＯなど、さまざま

スマートフォンを紛失した場合の対応を定めているか
（紛失時の連絡先、連絡方法、紛失した端末の処理等）

てやる者が必ず出るだろう。セキュリテ

4

こにどういうリスクがあるのかを知り、

導入候補のスマートフォン（機器）は、組織内のルー
ルに定められたセキュリティレベルを満たしているか

な認証の取得を企業は目指すが、得てし

3

ィマネジメントとはリスクを顕在化して

スマートフォンを組織内に導入することにより生じる
影響の分析を実施しているか（リスク分析、事業影響
度分析等）

スマートフォンの安全な運用にあたっ

2

情報
リテラシー

チェック

実情に合っていないということさえあ

1

スマートフォンを組織内に導入する目的、用途、利用
局面、導入効果（定性的効果・定量的効果）等が明確
化されているか

逐次、社内に情報発信していくべきです」

対 策

No

て取得すること自体が目的になってしま

ついても確認しておこう。

対策をしていくことだが、誰もが守れな

策をするべきだ。合わせて、スマートフォン本体のセキュリティ機能に

うことも少なくない。実は内容が自社の

スマートフォン導入時のセキュリティ対策項目
導入時には目的、用途、利用局面をできる限り明確化し、セキュリティ対

いようなルールは問題を潜在化させてし

●

「スマートフォンの安全な利活用のすすめ」
より一部抜粋

まう。むしろ、セキュリティ上の大問題

スマートフォンの利用における
セキュリティ状況をチェック！

カギは

スマートフォンは携帯電話と違いアプリをダウンロードして利用する。

業務で利用するスマートフォンに導入すべきでないア
プリケーションを特定しているか（ブラウザから利用
するＷＥＢアプリケーションも含む）

2

業務で利用するスマートフォンに導入すべきでないア
プリケーションが組織内で利用されていないことを確
認する手段を準備しているか
＜確認手段の例＞
・スマートフォン専用セグメントに対するスキャン
・組織内で利用されているスマートフォンに導入され
ているアプリケーションの確認

3

業務で利用するスマートフォンに導入すべきでないア
プリケーションが組織内で利用されていないことを確
認しているか

スマートフォンの可用性を
維持・向上させるために考慮すべき事項
スマートフォンの携帯性の高さは、紛失リスクの高さの裏返しでもある。
その他盗難、故障なども含め、不測の事態が起きた場合の対応方法をあら
かじめ準備しておきたい。

対 策

No

59

1

スマートフォンが故障した場合に備えて、代用品を用
意しているか（あるいは、すぐに調達できるよう代用
品の選定を実施しているか）

2

故障時のメーカーによる補償範囲、補償方法、補償時
期および内容について確認しているか

3

スマートフォン上に保存するデータのバックアップを
定期的に実施しているか

4

不測事態発生時に迅速に回復するための手順を用意し
ているか

2011.7

チェック

NPO 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）
事業内容：ネットワークセキュリティに関する啓発、教育、調査研究
および情報提供に関する事業を行う非営利団体。ネットワークセキュ
リティシステムに携わるベンダーが多数参加している。
所在地：〒 105-0003 東京都港区西新橋 1-22-12 JC ビル 3F
TEL：03-3519-6440
FAX：03-3519-6441
URL：http://www.jnsa.org/
●「スマートフォンの安全な利活用のすすめ
―スマートフォン利用ガイドライン（β版）
」
http://www.jnsa.org/result/2010/smap_guideline_Beta.pdf

る。特に個人で携帯し、企業による厳格

1

チェック

最低限のルールを決めて、
あとは教育・

対 策

No

て総務部門の果たすべき責任は大きい。

当然、アプリが安全かどうかも確認しておかなければならない。

