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モダン デジタル ワークスペース
戦略：場所を問わず仕事や学習
ができることが重要な理由
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仕事や学習が物理的に行われる場所によって
ユーザー エクスペリエンスが変ることはもう
ありません。デジタル体験とデジタル機能に
対する要求の後押しを受け、私たちは明らか
に「どこからでも何でもできる」時代に突入
しており、その結果、境界のないイノベーシ
ョンと柔軟なコラボレーションを実現する無
限の可能性が生れています。

従来のオフィス環境が進化し続ける中、組織
のリーダーは、未来の働き方や、デジタル ワ
ークプレース全体における俊敏性、データ、
イノベーション、生産性を最大限に引き出す
方法を再考する絶好のチャンスを手にしてい
ます。

最近の出来事がこの変化を加速させました
が、CIO（最高情報責任者）がより高い価値
を組織が実現するように努める中、未来は常
に、流動的で柔軟性の高いデジタル ワークプ
レースを実現する方向に向かってきたのでし
た。デル・テクノロジーズのデジタル トラン
スフォーメーション インデックス（DTI）（ビ
ジネス変革の動向についての世界的な調査）
によると、回答者の89%が、世界的な混乱に
より、俊敏性と拡張性により優れたIT環境が必
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• デジタル ワークプレースが経営幹部の優先事項である理由

• デジタル ワークプレースの提供に必要なもの

•デジタル ワークプレース成功のための主な戦略

• 未来の働き方へようこそ

要になったと回答し、一方、79%は、混乱の
結果として、現在ビジネス モデルを再構築中
だと回答しています。1過去1年間でリモート  
ユーザーが2.8倍に増加していることからも、
デジタル ワークプレースが、これらの新しい
ビジネス モデルを推進する上でさらに大きな
役割を果たすことは間違いありません。2

現在ではリモートやハイブリッド（チーム ン
バーがリモートとオンサイトで切り替えなが
ら作業を行う）が標準となり、CIOはテクノ
ロジーへのアプローチを再考し、ハイブリッ
ド カルチャーを受け入れ、魅力的でシーム
レスなユーザー エクスペリエンスを実現する
新たなチャンスを手にしています。将来に向
け、CIOは、自身の意思決定が従業員の満足度
に影響することも意識しています。48%が、
この不安定な時代にIT戦略を適用しようとする
中、従業員が燃え尽き症候群になるリスクを
心配しています。1

新たな常態、すなわち、どこからでも何でも
できる未来が到来しました。この新しいハイ
ブリッドの世界で、組織の成功を推進するた
めに、経営幹部が考慮すべき主要な戦略につ
いてご説明します。
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最近の経験から、組織のリーダーとユーザーの両方が実
感したことは、Officeでなければできない仕事はほとん 
どない（またはまったくない）ということです。それだ
けでなく、企業の適応性を超えてデジタル ワークプレー
スを実現するメリットもあります。先進的な組織では、
従業員の生産性が21%向上しています。これは、リモー
ト作業のサポートに苦戦している組織よりも62%高い 
数値です。3さらに、これらの組織のIT部門は、デジタル 
ワークプレース環境の管理に費やす時間を28%削減し 
ました。これは、レガシーのオンプレミス テクノロジー
の管理に依然として苦戦している組織に比べて、47% 
高い削減率です。3

デジタル ワークプレースを成功させるための鍵は、柔軟
性、安全性、応答性を備えたテクノロジーを適切に組 
み合わせることです。ユーザーが従来の作業環境や学習 
環境の場合と同様に場所を問わず作業やコラボレー 
ションを行うためには、効率的なツールが必要です。ユー
ザーは組織のデータにアクセスする必要があり、すべての
タスクを実行するためには、ハイ パフォーマンスで 
インテリジェントであると同時に安全なデバイスを必要と
します。業界の先進企業のCIOは、組織やユーザーの 
ニーズの変化に応じてITリソースを簡単に適応させること
ができるオンデマンドのアズ ア サービス体験を活用して
対応しています。

前進するための推進力を維持するためには、CIOがやるべ
きことは、IT部門が世界の反対側にいるユーザーにも、
すぐ近くのオフィスにいるユーザーにも等しく対応でき
るよう、組織のテクノロジー戦略を場所に依存しないも
のにすることです。また、すべてを一貫して優れたコス
ト効率で管理する必要もあります。

新たな常態：どこからでも作業できる未来を受け入れる

また、デル・テクノロジーズのDTI調査では、デジタ
ル リーダーはビジネス運営を国境のない世界へと変
革することに重点を置いており、場所を問わずどこか
らでも生産性を実現することの重要性が強調されてい
ます。デジタル リーダーとしての分類基準を満たす
のは、組織のわずか6%です。

デジタル リーダーが従業員にデジタルの作業/学習体
験を提供することにより、組織は世界中のあらゆる場
所から人材を引き付け、活用できるようになります。
この柔軟性とスケーラビリティによって、運営上の耐
久性が強化されるだけでなく、新しいチャンスを掴む
ために必要な俊敏性が組織にもたらされ、組織は継続
的な価値を実現して混乱を克服することができます。

デジタル ワークプレースが 
経営幹部の優先事項である理由

63% 
がより広範な在宅勤務/テレワー
ク機能を展開していると報告 
しています。1

61% 
が、今日のビジネス環境の新た 
なニーズに対応するために、 
サービス モデルと利用モデルを
変革しています。1
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多くの組織は、10年ほど前からデジタル ワークプレースの採用を劇的に加速させてきましたが、現在では、長期的に
テクノロジー戦略を最適化するチャンスを手にしています。

先見の明のあるCIOは、持続可能でコスト効率に優れたデジタル ファースト戦略で成功を収めるため、テクノロジー
と文化の変化を厳密に評価しています。そのようなCIOは、組織のデジタル成熟度を向上させ、成熟度が低い組織 
と比較して多くのメリットを享受することができます。

デジタル ワークプレース戦略を作成する際、CIOは次の4つの主要事項を考慮する必要があります。

1.優れた作業/学習体験を提供する： 

従業員が仕事に使用する主要ツールとして、PCは常
に従業員の体験において重要な役割を果たしてきまし
た。しかし、人々がソファやキッチンのテーブルから
作業や学習を行なうようになった現在では、PCは組織
やチーム メンバーとのやり取りのゲートウェイとして
最もよく使用されています。ハイ パフォーマンスでセ
キュア、かつインテリジェントなPC体験を提供するこ
とは、かつてないほど重要になっています。

先進的な組織は、成熟度が低い企業
と比較して、従業員のテクノロジー
体験が彼ら自身が困難な状況を克服
する上で役立ったと回答する確率が
2倍となっており、その結果、ユー
ザー満足度スコアが6.4倍高くなって
います。3

2.シームレスなコラボレーションの実現： 

従業員が会議室に集まることができないからといっ
て、必ずしも従業員が1人で仕事をしているとは限りま
せん。生産性向上ツールの共有、クラウド アプリケー
ション、ライブ ビデオ会議など、使用するツールにか
かわらず、CIOはチーム メンバーがシームレスに生産
性を維持し、場所を問わず協力できるようにする必要
があります。

先進的な組織では、ユーザーの生
産性が過去12か月月間に大幅に向上
しており、21%の向上を見せていま
す。2

新たな常態：どこからでも作業できる未来を受け入れる

デジタル ワークプレースの提供に必要なもの

3.コストの管理： 

デジタル ワークプレースにより、従業員の作業/学習の
場所と方法の柔軟性が広がっています。CIOは柔軟な従
量制課金ソリューションと、アズ ア サービスの利用/デ
リバリー モデルを採用することで、新しいテクノロジー
を採用する際の障壁を取り除かねばなりません。

先進的な組織では、IT部門で環境の管
理にかける時間を28%削減していま
す。これは、成熟度が低い組織よりも
47%高い削減率です。これにより、IT
部門の効率が向上し、27%のコスト削
減が実現されています。3

4.安全な環境の構築： 

サイバー セキュリティは、組織のすべてのデバイスが1
つの物理的な場所にまとめられている場合でさえ、容易
ではありません。変化しやすい保護されていないホーム 
ネットワークからクラウド ホスト型データに接続され
たPCでは、リスクや脅威にさらされることが急激に増
加します。CIOとリーダーは、従業員と教育関係者がそ
れぞれの役割に必要なすべてのツールとリソースに安全
にアクセスできるようにしなければなりません。また、
仕事や学習をする場所にかかわらず、同じ安全性と効率
に優れた体験を得られるようにする必要があります。

先進的な組織では、デバイスの侵害に
関連する重要なイベントが平均で18%
減少しています。2
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デジタル ワークプレース成功のための主な戦略
組織が根本的な変化を遂げた今日においては、あらゆる物事に対応できるデジタル ワークプレースを構築する必要が
あります。次のようなソリューションがあります。

パーソナライズされたユーザー エクスペリエンス： 

従業員は、どこからでも最高の仕事を行えるように、モダンで、インテリジェント、
かつ安全で高パフォーマンスのPCにアクセスできる必要があります。 

インテリジェントなコラボレーション： 

デバイスに埋め込まれた人工知能により、ユーザーの作業方法を学習してそれに適 
応し、生産性を向上させることができます。

テクノロジー利用の柔軟なオプション： 

柔軟性に優れたアズ ア サービス提供モデルとPCライフサイクル管理により、テク 
ノロジー利用とビジネス戦略の足並みを揃えることができます。これにより、デバ 
イスの導入、セキュリティ、管理、サポートの自動化とシンプル化を実現し、従業 
員のダウンタイムを削減してIT部門の生産性を向上させることができます。

安全なデジタル環境： 

ハードウェアに組み込まれたセキュリティ機能でエンドポイントと組織を保護しな 
がら、データ保護のためのコンプライアンスを確保して継続性を実現し、データ ロ 
スを最小限に抑えるためのオプションを提供します。

拡張性のあるハイブリッド クラウド戦略： 

クラウドの整合性と柔軟性を最大化するため、組織内のすべてのテクノロジーにつ 
いて、IT部門の可視化と監視機能を向上させます。

アズ ア サービス戦略： 

組織のテクノロジー利用状況を総合的に把握し、オンプレミス インフラストラク 
チャの柔軟なアズ ア サービス モデルが、時間の経過と共に変化するニーズに合わ 
せて簡単に変更できる柔軟性、俊敏性、将来の拡張性を提供できる場所を特定します。

最新のネットワーキング エクスペリエンス： 

SD-WANが帯域幅の制限を心配せずにネットワークをデジタルで管理、拡張できる 
機能を提供します。これにより、アプリケーションのパフォーマンスと可用性を確 
保でき、ユーザー エクスペリエンスを向上できます。

新たな常態：どこからでも作業できる未来を受け入れる



未来の働き方へようこそ
仕事というものが、人々が通勤する場所ではなく、人々が作業することになった現在、クラス最高の
デジタル ワークプレース環境を実現することが成功のために不可欠です。今日の先見の明を持つCIO
は、「どこからでも何でもできる」仕事文化の驚異的な価値を認識しています。真のデジタル ワーク
プレースを通じてのみ、組織は課題を克服しながら邁進し続け、より大きなチャンスと成功を勝ち取
ることができます。

お客様の組織がどのような状況にあったとしても、デル・テクノロジーズはお客様を支援するために前
進を続けます。さまざまな場所に分散した人材、アプリケーション、データのサポートに伴う複雑さを
取り除くお手伝いをいたします。デル・テクノロジーズは、お客様の信頼できるテクノロジー パー 
トナーとして、セキュアで機敏なインフラストラクチャによって促進される、あらゆるものに対応 
できるデジタル ワークプレースをお客様が実現するお手伝いをいたします。

出典：

1デル・テクノロジーズ デジタル トランスフォーメーション インデックス（2020年10月）。18か国4,300人のビジネス リーダーを対象にVanson Bourneが実施した調査に
基づく。https://www.delltechnologies.com/dtindex.

2デル・テクノロジーズ、インテル、VMwareによって委託された、2021年4月のESG調査『デジタル ワークプレースの推進による改善の実現』に基づく。 
2000人のIT導入決定者を対象とした、グローバルなダブルブラインド オンライン調査に基づく結果です。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文： 
https://www.delltechnologies.com/resources/ja-jp/asset/analyst-reports/solutions/organizations-accelerating-their-digital-workplace-experience-achieve-improvements.pdf.

3デル・テクノロジーズ、インテル、VMwareが委託したESGの調査、『テクノロジーによってビジネス成果を加速化するための3つの重要なイニシアティブ：ハイブリ
ッド ワークの実現、データ主体のイノベーション、柔軟なITの提供』（2021年3月）に基づきます。2000人のIT導入決定者を対象とした、グローバルなダブルブライ
ンド オンライン調査に基づく結果です。実際の結果は異なる場合があります。 レポート全文：https://www.delltechnologies.com/resources/ja-jp/asset/analyst-reports/
solutions/three-critical-initiatives-to-accelerate-your-business-results-with-technology.pdf
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デル・テクノロジーズが、デジタル ワークプレースの強化をどのように支援するか
を説明します。

ビジネスの俊敏性の促進と、それが今日
のデジタル環境にとって重要な理由。

組織内のデジタル ワークプレースを機能
させるためのポイント。
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