
成功事例：
Avnet Inc 社 
顧客プロファイル：Fortune 500 企業である同社は、世界中の 70 以上の国

で、顧客向けに電子コンポーネント、コンピュータ製品、埋め込みテクノロジーを提供してい
る最大のディストリビュータの 1 つです。

課題：数千人の Avnet 従業員の一回限りのソフトウェア要請が、従業員やサポートスタッ

フの貴重な時間を消費していました。従業員はリクエストフォームに記入し、その後、リクエ

ストが処理、承認され、サポート担当者に割り当てられるまでに 2 日も待たなくてはなりませ

んでした。サポート担当者は、リモートでアプリケーションをインストール、準備し、CD を
送付し、一部のインストールでは要求者のオフィスを訪問して直接インストールしなければな

りませんでした。この非効率的な手作業によるプロセスが、生産性を妨げ、IT コストを増加さ

せていました。

解決策：Flexera Software の App Portal ( 以前の SCCM Expert Self Service) を使用して、

IT スタッフによるデスクトップアプリケーションのリクエスト、リクエストの承認、ユーザー

のデスクトップへのアプリケーションの配布プロセスを効率化、自動化が可能になりました。

煩雑なフォームでの作業に代わり、従業員はオンラインのアプリケーションストアで検索し、

必要なアプリケーションを選択できるようになりました。App Portal が、必要な承認を得るワ

ークフローを起動し、リクエストを Microsoft System Center Configurat ion Manager に転送し

てインストールします。

メリット：App Portal によって、IT 部門はアプリケーション配布の待ち時間を日単位

から分単位へ短縮できました。技術スタッフは、反復的なインストール作業に時間を費やす必

要がなくなり、戦略的なイニシアチブにより多くの時間を割くことができるようになりました。

App Portal により、IT はセルフサービスツールによる従業員の能力強化という企業使命を達成

することができました。

おそらく、現在使用しているコンピュータに 
Avnet, Inc からのコンポーネントが含まれてい

ます。Avnet は、電子コンポーネント、企業向

けコンピュータ製品、埋め込みサブシステム

の世界最大のディストリビュータの1つです。

同社の従業員数は、世界中で 12,000 名を超え

ます。

チームワークとイノベーションが、この業界

リーダー企業を成功に導く 2 つの重要なコア

バリューです。同社の文化は、協力の精神を

促進し、従業員全員が顧客のニーズを満たす

ために必要なリソースとサポートを得て共に

働くことを目指しています。経営陣も、従業

員がプロセスを改善する新しいアイデアや創

造的な方法を発見することを奨励しています。

IT スタッフは、こうしたコアバリューに真剣

に取り組んでいます。IT 部門は、従業員が効

率的かつ効果的に働くことを支援できるよう

に、コンピューティングのリソースやサポー

トを Avnet 従業員に提供しています。最近、IT 
部門は、デスクトップ・アプリケーションへ

のアクセス手順を単純化し、従業員が必要な

アプリケーションを入手する方法をより簡単

にし、IT 生産性を妨げる重荷となっていた手

作業での負担を排除するための大きな一歩を

踏み出しました。

IT 部門は、Flexera Software の App Portal を使

用して、オンラインのアプリケーションスト

アを開設しました。このストアでは、消費者

がオンラインで音楽、書籍、ゲーム、ソフト

ウェアを購入するのと同じ方法で、従業員は

アプリケーションを購入することができます。

その結果、コンピュータユーザーの生産性だ

けでなく、IT スタッフの生産性も大幅に向上

しました。

手動プロセスとの格闘 
過去には、Avnet 従業員は、フォームに記入し

て、IT 部門に提出することで、デスクトップ

アプリケーションをリクエストしていました。

それから、IT 部門がリクエストをサポート担

当者に割り当て、サポート担当者が準備して、

要求者のコンピュータにアプリケーションを

ロードしていました。通常はリモートでロー

ドしましたが、時には直接訪問してロードし

ていました。また、場合によって、サポート

担当者がインストール CD を準備して、要求

者へ送ることもありました。

この流れでは、承認から供給が行われるまで

のサイクルを、要求者が進めなければなりま

せんでした。一方で、ユーザーは、必要なア

プリケーションを得るまでに、数日待たなけ

ればなりませんでした。

IT 部門については、スタッフメンバーは単独

のリクエストの処理にはそれほど時間はかか

らないものの、大量のリクエストがあると個々

のインストールに大変な時間を要しました。

「貴重な時間の節約になっています。ソフトウェ

アインストールのためのデスクトップアクセスが

大幅に減り、CD  送付のために費やす時間が必要

なくなりました。このプロセスの業務効率化を図

ることで、チームは他の戦略的なソフトウェアイニ

シアチブに集中できるようになりました。」 

Mary McDonald 氏 
デスクトップサービススーパーバイザー 

Avnet Inc 社 

 「我々はより効率化して、ユーザーの満足度ベル

を向上させたかったのです」と、Avnet の IT マ
ネージャである Trevor Jones 氏は語っています。 

 「また、我々は、従業員の能力強化という戦略

の一環として、セルフサービスツールの使用を

増やしたかったのです。そこで、デスクトッ

プ・アプリケーションを注文するセルフサービ

スのソリューションが、両方の目的で役立つと

判断しました。」

適切なソリューションの発見 
IT チームは、デスクトップアプリケーション

配布の自動化について、複数の候補を評価し

ました。業界をリードするショッピングカー

トソリューションを調査したところ、チームは 
Flexera Software の App Portal が最も高い価値

を提供すると結論付けました。

 「App Portal には、競合にはない機能が多数あ

りました」と、Avnet のエンタープライズシス

テム管理者である Adrian Greteman 氏は振り

返ります。「それは、我々の判断における重要

な要因でした。ただし、Active Directory プロ

パティを使用する承認の実現も必要でした。結

局、App Portal が、Active Directory 統 合 を 組

み込み機能として提供できる唯一のソリュー

ションでした。」

>> 続く 



次のステップ：
詳細については、次のサイト
をご覧ください。http://www.
flexerasoftware.jp/products/app-
portal.asp または Flexera Software の
担当者までお問い合わせください。

Microsoft System Center Configurat ion Manager 
との緊密な統合も、決定における重要な要因で

した。Jones 氏によれば、App Portal の開発者は、

Configurat ion Manager コミュニティとうまく

連携できました。「業界のトップによる検討を

通じて、我々が受け取ったこの製品が業界のベ

ストプラクティスや方向性を反映していること

が分かりました」と、彼は語っています。

時間、費用の節約 
Avnet は、App Portal の導入が迅速かつ簡単で

あったため、同社はすぐにセルフサービス式ア

プリストアからのメリットを享受できたと報告

しています。Avnet の従業員は、オンラインカ

タログで検索し、必要なアプリケーションを選

択できます。オンラインでの注文は、簡単であ

り、従来の手動プロセスと比べて、大幅に時間

が節約できます。

リクエストが提出されると、たとえば Adobe 
Acrobat Reader のようにライセンスや承認を必

要としないアプリケーションは、すぐに従業員

のコンピュータにダウンロードできます。承認

が必要な製品では、該当者へ、メールメッセー

ジが自動的に送信されます。承認が集まると、

App Portal はインストールプロセスを起動しま

す。従業員は、リクエストサイクルの進捗をオ

ンラインでチェックすることができるため、リ

クエストのステータスに関するサポートへの電

話連絡が減りました。

Avnet の従業員は、アプリケーションの待ち

時間が短縮できたことを喜びました。「と

ても、ポジティブなフィードバックです。」 
Greteman 氏は語っています。「承認を必要と

しないソフトウェアの場合、以前はエンドユー

ザーは 1 日か 2 日待たなければなりませんで

したが、現在は数分で済みます。」 

技術スタッフにとってもメリットがあります。 

 「我々も貴重な時間を節約できます」と、Avnet 
のデスクトップサービススーパーバイザーであ

る Mary McDonald 氏は語っています。「ソフト

ウェアインストールのためのデスクトップアク

セスが大幅に減り、CD 送付のために費やす時

間が必要なくなりました。このプロセスの業務

効率化を図ることで、他の戦略的なソフトウェ 

アイニシアチブに集中できるようになりま 

した。」

戦略的価値の提供 
App Portal は Avnet がソフトウェア要求管理に

関するプロセスを改善するのに役立ちました。 

 「どのようなリクエストがあったかについて、

そのリクエストを誰が行ったか、誰が承認し

たかという詳細と共にレポートします」と、

Greteman 氏は言います。「かつては、これほ

どのレベルのレポートはできませんでした。」 

傑出した顧客サービス 
Avnet は App Portal が提供するサービスやサポー

トに満足しています。特に、顧客フィードバッ

クに対するきめ細かい配慮を気に入っています。 

 「開発者は常に、我々が作ったアイデアや機能

にオープンです」と、Greteman 氏は語ってい

ます。「そして、彼らの顧客サービスは傑出し

ています。我々が必要とするとき、彼らは就業

時間後でも支援してくれ、迅速にコールに応じ

てくれました。」

結論
App Portal によって、Avnet は IT 部門の負荷を

軽減しながら、デスクトップアプリケーション

への迅速なアクセスを従業員に提供できまし

た。確実なオンラインのアプリストアによって、

Avnet の IT 部門は以下を実現できました：

•  配布時間の短縮で、従業員の生産性を

向上 

•  誰がどのアプリケーションを注文でき

るか、どのような種類の承認が必要で

あるか、などを含め、アプリケーショ

ンの利用に関する強力な統制を維持

•  手動でのアプリケーションの準備およ

び配布の工数を、自動化プロセスに置き

換えることによるサポートコストの削減 

•  ソフトウェア要求プロセスやソフトウェ

アライセンスの活用に関する可視性の

改善で、意思決定能力を強化

•  セルフサービスツールによる、従業員

の能力強化という戦略への適合 

Flexera Software について 
Flexera Software は戦略アプリケーション利用

管理のリーダー的企業であり、継続的な準拠、

最適な利用、および最大の価値をアプリケー

ション開発者や顧客にもたらすソリューション

を提供しています。アプリケーションの使用を

戦略的に管理し、当社が提供するシステムレベ

ルのアプローチを通じてのみ実現可能な画期的

な成果を上げる包括的なソリューション（イン

ストールおよびライセンシング、資格およびコ

ンプライアンス管理から、およびエンタープラ

イズライセンス最適化まで）により、Flexera 
Software は、8 万を超えるお客様から信頼を得

ています。詳細については、次のサイトをご覧

ください：www.flexerasoftware.jp
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