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概要 
エンド ユーザー コンピューティング業界は、その歴史の中で重要な転換期を迎えていま
す。最新のPC管理、モビリティー、ゼロ トラスト セキュリティ、および仮想化を合体させ
て、世界初のデジタル ワークスペース ソリューションを実現しています。「あらゆるアプリ、
あらゆるデバイス、あらゆる場所で」の世界が、いよいよここに実現します。企業は、この

新しいデジタル機能によって、生産性の向上、管理のシンプル化、コストの削減、セキ

ュリティの強化など、多大なメリットがもたらされることを理解しています。現在、IT意思
決定者の大半は、今後数年のうちにデジタル ワークスペースを使用してエンド ユーザ
ー コンピューティング環境を根本的に変革することを計画しています。  

しかし、そうした熱意の一方で、課題も残っています。企業が最新のセキュアなデジタル 

ワークスペースを採用し、投資価値を最大限に引き出すにはどうすればよいでしょうか。  

この技術概要では、デジタル ワークスペースの実装の5つのフェーズを紹介しながら、 

こうした疑問に答えていきます。  

› フェーズ 1：事前計画  

› フェーズ 2：モダン管理適性評価  

› フェーズ 3：インフラストラクチャとビジネスの統合評価  

› フェーズ 4：ロードマップの開発  

› フェーズ 5：実装とプロセスの自動化  
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技術概要フレームワークと方法論 

この技術概要では、Foresterによって実施された、デルの従業員支援ソリューションに
対する財務分析と思考リーダーシップの調査について説明します。2020年3月、デル
はForrester Consultingに対して、作業環境への投資によって得られる財務利益を
最大化するためのデジタル ワークスペース採用に関する実装ガイドをまとめるように依
頼しました。Forresterは、オーストラリア、インド、英国、米国において、現在のデジタ
ル ワークスペースの可能性、環境、技術能力について十分に理解している232名の
VPまたはディレクターレベルの回答者を対象としたオンライン調査を実施しました。この
調査によって判明した情報に基づき、Forresterは、Dell Technologiesユニファイド 

ワークスペースを実装することを検討している組織のための技術概要フレームワークを

構築しました。このフレームワークの目的は、投資の意思決定に影響を与えるメリット、

柔軟性、課題を特定し、Dell Technologiesユニファイド ワークスペースが組織にもた
らす財務的および技術的な影響を最終的に評価することです。 

 

  

開示情報 

読者は次の点に注意する必要があります。 

この調査はデルの委託により、Forrester Consultingが提供するものです。これは競合分
析として使用することを目的としたものではありません。 

Forresterは、特定の組織に関連する潜在的な実装パスを想定していません。Forrester
では、デルのユニファイド ワークスペースにおける実装の妥当性を判断するために、お客様自
身の適性を評価することを強くお勧めしています。 

デルはレポートを確認し、Forresterにフィードバックを提供しましたが、Forresterはこの調
査やその結果に対する編集権を保持しており、この調査に対する Forresterの所見に反す
る変更や、調査の趣旨を曖昧にする変更には応じていません。 
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フェーズ1：事前計画  
これは、デジタル ワークスペースへの移行の第一歩であり、財務面での影響を受けることになります。また、主要なデジタル ワークス
ペースの目標の特定、および組織内の主要な財務結果にどのように対応しているかについて、幅広い実装のスケジュールを構築す

る必要があります。このフェーズでは、次の作業を行います。  

› 主要なステークホルダーを集めます。デジタル ワークスペースへの移行は、お客様の IT組織における複数のグループ（クライア
ント、ネットワーキング、アプリケーション、ID、セキュリティなどの専門家を含む）に影響を与えます。デジタル ワークスペースがこれ
らすべての領域でどのように統合されているかをマッピングする必要があります。この最初の話し合いには、必ずビジネス リーダーに
参加してもらいましょう。特に、HR、CRM、ERPワークフローなど、自動化によるメリットが期待できるビジネス プロセスの担当者
の参加は必須です。  

› ステークホルダーを影響と結果にマッピングします。ビジネス リーダーとの話し合いにおいて、今後の会計年度における主な運用
上の優先事項と、それらの目標に対する実施内容の予想を確認します。テクノロジーの役割と、テクノロジーへの投資の理由を

理解することは、イニシアチブのタイミングと範囲に優先順位を付けるうえで役立ちます。  

› プロジェクトのスケジュールを作成します。モダン管理とデジタル ワークスペースを実装するための詳細なロードマップを作成する
前に、全体的なプロジェクト スケジュールを作成します。プロジェクト スケジュールの例を以下に示しました（図 1を参照）。  

› 従業員のニーズに関する調査を実施します。デジタル ワークスペースを成功に導くうえで欠かせない仕事は、従業員エクスペリ
エンス（EX）を高めるための調整作業です。中でも重要なのは、彼らが直面している主な課題と成功への障壁を理解すること
です。まず従業員にアンケートを行って、コンピューティングのニーズ、フラストレーション、欲求を理解することをお勧めします。これ

により、従業員の移行マッピングや設計の考え方など、より詳細な定性的分析によって、より良い結果が得られる可能性が高ま

り、従業員のニーズに合わせて変革を行うことが可能になります。 

› タイムラインに影響を与える可能性があるキー プロセスを特定します。承認、必要なサインオフ、および必要に応じた個人や
部門など、移行を開始する前に、説明しておきたい主要な変更プロセスがあります（図 2を参照）。 

› 変更管理と導入の計画を作成します。ほとんどの IT組織は現状、デジタル ワークスペースの最終的な採用に向けた変更管
理戦略を策定するために、人事リーダーと協力していません。しかし、それは正しくありません。特に重要となる従業員の生産性

ワークフローにおいて、デジタル ワークスペースの採用を促進する方法については、事前に積極的に計画する必要があります。よ
り高度な組織では、すでに計画されているプロセスを導入することになりますが、そうでない組織は、従業員優先のソリューション

の研究、設計、導入に費やす時間を増やす必要があります。 
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 フェーズ2：モダン管理適性評価 
図 1：デジタル ワークスペース導入のためのプロジェクト スケジュール 
 

 
 

図 2：デジタル ワークスペース導入に関する事前計画チェックリスト 
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デジタル ワークスペースの基盤となるクラウドベースの統合エンドポイント管理（UEM）は、デジタル ワークスペースの取り組みの一環
として理解し、実装する必要のある重要なテクノロジーです。しかし、ほとんどの組織では、従業員のPCにクラウドベースの管理を使用
しているわけではなく、多くの場合、クラウドの移行に着手するだけです。デルの調査によると、企業は以下の3種類に分類されます。  

› 従来のクライアント管理によって PCを管理しているお客様。デルの調査では、テクノロジーの意思決定者の 18%が、オンプレ
ミスの PC管理テクノロジーを使用して PCを管理していると回答しています。これらの組織は、従来のクライアント管理エージェ
ント、イメージング、グループ ポリシー オブジェクト（GPO）の実施などを引き続き活用しています。  

› クラウドから PC環境全体を管理しているお客様。デルの調査では、テクノロジーの意思決定者の 19%が、クラウドのみを使
用して PC環境を管理していると回答しています。これには、Citrix Endpoint Manager、Google Management Suite、
Microsoft Intune、VMware Workspace ONEなどのツールが含まれます。  

› オンプレミスとクラウド PCの管理を組み合わせて利用するお客様。ほとんどの組織（51%）はオンプレミスとクラウドベースの管
理の中間に位置します。つまり、基本的なアップデート、パスコードの設定、コンプライアンスなど、一部のワークロードにクラウドを使

用することを意味します。その他のユース ケースについては、スクリプト作成やイメージングなどの従来の手法に頼る必要があります。 

モダン管理準備状況を評価する  
クラウドベースのPC管理に移行するには、組織が多くのテクノロジーとプロセスを刷新する必要があります（図3を参照）。組織内
の成熟している領域と未熟な領域とを把握することで、デジタル ワークスペースの導入プロセスを開始するうえで組織がどのような
手順を踏むべきかを判断することができます。自分たちのクラウド管理の成熟度を評価するために、以下の質問にお答えください

（図4を参照）。  

› 最新のアプリケーションとレガシーの割合はどれくらいですか？クラウド管理への移行は、最新のアプリケーション環境と深い相
関関係があります。クラウド管理環境は、11台以上のWebベースのアプリケーションを使用している割合が 15%、11台以上
のサードパーティー製の Software as a Service（SaaS）アプリを使用している割合が 21%高く、Office 2016などの古い生
産性スイートに依存している割合が 10%低くなっています。  

› 標準的な管理手法はどのようなものですか？従来型とモバイル型の両方のエンドポイントについて、デバイス管理のあらゆる側
面を知ることはとても重要です。具体的には、関連する構成ポリシー、イメージング要件、ポリシーの制限、ベンダーとの関係、お

よびパッチ適用プロセスが挙げられます。クラウド管理環境では、PCハードウェアの調達、導入、継続的な管理などの主要プロ
セスを自動化するための潜在性が高まっています。  

› ユーザーIDはクラウドまたはオンプレミスで保存されていますか？モダン管理とデジタル ワークスペースのメリットの多くは、ID と
デバイスの管理を一元化できることにより発揮されます。クラウドのみの環境では、Azure Active Directoryを使用している割合
が 24%、Google Identityを使用している割合が 15%高く、オンプレミスの IDアクセス管理（IAM）ツールを使用している割
合は 5%低くなっています。オンプレミスの IAM環境でもデジタル ワークスペースの統合が可能ですが、プロセスの自動化によるダ
ウンストリームのメリットの多くは、クラウドベースの IAMなしに発揮することが困難です。 

› 現在、従業員のデバイスを管理するために使用するツールはいくつありますか？従来のエンドポイントとモバイルの両方のエンド
ポイントを 1つのコンソールから管理している組織はわずか 19%です。29%の組織が 2種類のコンソールを使用し、22%の組織
は 3種類のコンソールを使用しており、6種類以上を使用している組織も 14%あります。デジタル ワークスペースを提供するに
は、ほとんどの場合複数のエンドポイント管理プラットフォームを統合して、従業員に一貫した体験を提供する必要があります。  

› エンド ユーザー コンピューティング チームはどのように編成されていますか？クラウド管理環境では、モダン管理の採用を促進
する目的で、かなりの確率でデスクトップとモバイルの統合チームが用意されています。また、デジタル エクスペリエンス チームが
EX変革を推進している可能性もかなりあります。  
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› 従業員にとって最も重要なテクノロジーとビジネス プロセスは何ですか？モダン管理の大きなメリットは、主要なテクノロジーとビ
ジネス プロセスをシンプルにまたは自動化して、デジタル体験を改善したり、コストを削減したりできることです。モダン管理環境の
テクノロジー リーダーは、人事チームと緊密に連携し、従業員のワークフローをモダン管理によって再設計する割合が 12%高くな
っています。 

  

図 3：成功するモダン管理導入の特徴 
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図 4：モダン管理適性評価アンケート 
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フェーズ3：インフラストラクチャとビジネスの統合評価  
統合はデジタル ワークスペースの導入を成功させるための鍵となります。また、お客様の環境固有の特性は、デジタル ワークスペー
ス機能を採用するためのロードマップにも影響します。デジタル ワークスペースの移行の事前計画を開始する際に、6つの主要な統
合領域を評価する必要があります（図5を参照）。 

› IDとアクセスの管理。現時点でのユーザーIDの格納場所と方法の策定は、デジタル ワークスペースの導入時に発生する自動化
のレベルに影響を与える重要な統合ポイントです。例えば、オンプレミスの Active Directory と Azure Active Directoryをチェーン
化してつなぐと、すぐに使える自動化機能が制限され、デバイスを手動で構成したり、エンド ユーザー向けのドキュメントを提供したり
する必要性が生じます。ときには、サードパーティー製の IAMツールを使用することで、統合の複雑さが追加されます。  

› 事業部門（LOB）アプリ。重要な従業員向けのビジネス アプリケーションをデジタル ワークスペース内に統合することは非常に
重要です。デジタル ワークスペースでサポートを提供するために必要な、CRM、ERP、人事、およびエンタープライズ サービス マ
ネジメント（ESM）の各部門のアプリケーションを特定します。  

› セキュリティ。90%の組織では、従業員の PCで少なくとも 2つのセキュリティ エージェントが実行されており、通常は脅威の防
御と検出が行われています。モダン管理機能を導入する目的は、セキュリティを損なうことなく、セキュリティ エージェントの数を削
減することです。デジタル ワークスペース製品と現在導入しているエージェントとの間に重複がないことを確認します。例えば、サー
ドパーティー製のマルウェアおよびウイルス対策アプリは、多くの場合、OSが提供するテクノロジーと重複しています。  

› デスクトップおよびアプリケーションの仮想化。テクノロジーの意思決定者の 39%が、従業員が接しているアプリケーションの
51%～75%が現在仮想化されており、意思決定者の 38%が、現時点でデスクトップの 51%～75%が仮想化されていると回
答しています。仮想化戦略を導入している組織は、戦略を立てていない企業よりも、デジタル ワークスペースを迅速に採用する
傾向があります。理由アプリケーションの合理化とモダナイゼーションは、プロセス全体で最も時間のかかる手順の 1つです。仮想
化による快適なレベルと体験を理解することで、仮想化を使用して移行プロセスを効果的にスピードアップする方法を判断できる

ようになります。  

› パートナー。テクノロジーの意思決定者の 18%が、サービス デスクの契約の大半が外部委託パートナーと協力していると回答し
ています。お客様のデジタル ワークスペース製品をパートナーと統合できるようにするため、サービス デスク、デバイス管理、セキュ
リティに対し、どのパートナーを活用するかを綿密に計画します。場合によっては、パートナーはすでにお客様の提案するテクノロ 
ジーのサポートを受けられますが、その他のケースでは、社内で専門知識を提供するか、ベンダーを変更して統合を成功させる必

要があります。  

› ワークフォース。新しいテクノロジーを採用するための従業員ベースの準備は、デジタル ワークスペースの全体的なロードマップに
影響を与えます。従業員の職務、モビリティー、および地理的な場所についても同様です。最も広く使用されているアプリケー 
ションやデバイスにいつでもどこでもアクセスする必要がある技術的に精通したユーザーが多いほど、クラウド管理の導入が成功す

る確率が高まります。こうした状況が自分のユーザーベースと一致しない場合は、ロードマップにより多くの変更管理時間とリソー

スを組み込む必要があります。  
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図 5：インフラストラクチャとビジネスの統合評価 
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フェーズ4：ロードマップの開発  
デジタル ワークスペースを実装するために開発されるロードマップは、上記の2つの評価の結果に左右されます。この2つの領域のそ
れぞれに対してスコアリング メカニズムを作成しました。これにより、統合されたワークスペースを採用する際に、最も重要な点に集
中することができます。具体的な内容は次のとおりです。  

› 準備スコアはモダン管理準備レベルを表します。準備のレベルが低い組織では、モダン管理に移行し、デジタル ワークスペース
の統合のための基礎を築くために、追加の手順が必要となります。 

› 複雑さのスコアは固有の環境に関する考慮事項を示します。環境の異種性が高度な組織の場合、単独のプロバイダーと連
携して作業する場合とは、ロードマップが異なることになります。特定のアプリケーション、プロセス、リスク許容範囲、組織の特

性、および従業員の態度によって、ロードマップにさらに複雑なレイヤが追加されます。  

これらのスコアの組み合わせに基づいて、デジタル ワークスペースの変革を行う組織には以下の4つのタイプがあります 

（図6を参照）。  

› 準備レベルは高く、複雑さレベルは低い。このような組織は、高度なクラウド管理の準備ができており、環境の中の異種混在レ
ベルは低くなっています。こうした組織は、主に SaaSアプリケーションを活用し、ID、PC管理、およびモバイル管理全体で 1つ
の標準プロバイダーを規定値としています。例えば、Microsoft Azureまたは Google GCPで標準化された、クラウドに対応し
た高度な企業が挙げられます。こうした企業では、デジタル ワークスペースへのロードマップは短くなっていますが、エンド ユーザー 
エクスペリエンス分析を通じた価値の向上の実現に重点が置かれています。  

› 準備レベルは高く、複雑さレベルも高い。こうした組織は、異種混在のコンピューティング環境を現実的に管理できる状況にあり
ます。複雑な環境を抱えていますが、モダン管理を採用し、モダン管理準備が整っている企業よりも迅速にデジタル ワークスペー
スを実現するためのツールとプロセスを手にしています。例えば、ユーザーのクラウドへの移行をすでに完了していたり、Windows 
PCの共同管理を活用している可能性があります。また、ビジネスと ITの間には強固な連携があり、より迅速な体験の向上とプ
ロセスの自動化が可能になります。  

› 準備レベルは低く、複雑さレベルは高い。このような組織は、クラウドベースのデバイス管理の成熟度は低いものの、環境の中に
極めて高いレベルの異種性を抱えています。デバイス管理、アプリケーション エコシステム、サードパーティー製ツールの使用など、
あらゆる面で異質混在がデフォルトとなっています。従業員は、さまざまなインフラストラクチャ（Google、Microsoft、Oktaな
ど）の組み合わせとともにグローバルに分散しており、こうしたお客様の場合、デジタル ワークスペースを導入するために必要な統
合作業量が最も多く、ロードマップも長くなります。  

› 準備レベルは低く、複雑さレベルも低い「1サイズですべてに適合させる」考え方は、クラウドベースの PC管理の成熟度が低い
ものの、極めて画一的なコンピューティング環境を抱えている組織の特徴です。おそらく、こうした組織は、規制上の理由により、

こうした方法を採用しているのでしょう。例えば、こうした企業はユーザーIDをクラウドに持ち込むことができず、デバイスやアプリケ
ーションの種類も制限することを推奨しています。これは、ITの標準的な運用モデルであり、実装に関する困難な作業の大半は
変更管理を伴います。規制の範囲内での作業には、法務チームのさらなる支援も含まれます。  

これらのデジタル ワークプレースのロードマップは、ペルソナごとに若干異なります（図7-10参照）。これらの図は、ペルソナ タイプに
基づくロードマップの違いを示しています。 
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図 6：デジタル ワークスペースの変革途上にある 4つのタイプの組織 
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図 7：準備レベルが高く、複雑さレベルが高い環境のロードマップ（12か月） 
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図 8：準備レベルが高く、複雑さレベルが低い環境のロードマップ（6か月） 
 

 

図 9：モダン管理準備レベルが低く、複雑さレベルが高い環境のロードマップ（18か月） 
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図 10：モダン管理準備レベルが低く、複雑さレベルが低い環境のロードマップ（12か月） 
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フェーズ5：実装とプロセスの自動化  
ロードマップを作成すると、デジタル ワークスペースを実装するフェーズに移ります。このフェーズは基本的に次の3つの主要なパーツで
構成されます。  

› モダン管理移行。これには、デバイスの登録、ポリシーの設定、パッチ管理のモダナイゼーション、アプリケーションの合理化など、
PC管理インフラストラクチャのモダナイゼーションに関連するすべてのインフラストラクチャ要素が含まれます。  

› プロセスの自動化。モダン管理を取り入れるための準備措置を講じたら、プロセスの自動化を開始できます。これらのプロセスの
中には、導入や継続的な管理といった、技術的な PC管理プロセスがあります。その他は、従業員の入社手続きなどのビジネス 
プロセスになります。プロセスを自動化するために、モダン管理移行を完了する必要はない点に注意してください。  

› デジタル ワークスペースのデリバリーと最適化。従業員への影響が最も大きな部分は最後に残しておきましょう。管理のモダナ
イゼーションと一部のプロセスの自動化が完了したら、エンド ユーザー エクスペリエンス管理とアプリケーションごとの VPNを使用し
てデジタル ワークスペースの最適化を始めることができます。  

モダン管理を実装するためのステップ  

モダン管理を採用するには、次の4つのキー ステップがあります（図11を参照）。  

› 可視性の向上。これには、オンプレミス ドメインをクラウドベースの IDシステムに接続したり、モバイル デバイス管理（MDM）プ
ロファイルを使用してデバイスを登録したり、デバイスのコンプライアンスに関する条件付きアクセスを設定したりするなどの重要な

手順が含まれます。  

› ポリシーの統一。これには、レガシーGPOの、最新のWindows コンフィギュレーション サービス プロバイダー（CSP）への移行
と、クラウドベースの UEMポリシーを使用した、BitLocker、パスコードなどの一般的なポリシーの管理が含まれます。  

› パッチ適用のモダナイズ。この段階では、ITチームは新しいWindowsパッチを利用し、ピアツーピアの更新配布の活用を始めます。 

› アプリケーションの合理化。この時間のかかるフェーズでは、重複するアプリケーションのダンプ、レガシー アプリケーションの仮想
化、および一部のアプリケーションのリファクタリングを HTML5ブラウザー内で実行する必要があります。  
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実装全体で行われるプロセスの自動化 
モダン管理移行の最初の4つのフェーズを通じて、テクノロジーとビジネス プロセスの自動化を開始できるようになります。次のよう
な例があります。 

› MDMを使用してデバイスを登録すると、導入の自動化が可能になります。導入の自動化を開始するために、すべての従業
員アプリケーションを合理化するまで待つ必要はありません。イメージ、デバイス構成、プロファイル設定、および IDの詳細をハー
ドウェアの製造元に送信するだけで、デバイスの導入が自動化されます。  

› OEM（相手先商標製品メーカー）との契約に署名すると、調達サイクルを自動化することができます。PC as a Service
（PCaaS）などの新しい調達モデルでは、更新、注文の拡張、削除、デバイスのスワップアウトなど、調達プロセスの煩雑な手
順を自動化できます。  

› イメージを OEMに出荷すると、予測型インシデント ソリューションを活用することができます。イメージとデバイスのプロファイル
情報が OEMプロバイダーの手元にあれば、直ちにエンド ユーザー エクスペリエンス管理エージェントをインストールして、デバイス
とアプリケーションのパフォーマンス、ネットワークのレイテンシ、および失敗した認証など、エンド ユーザー エクスペリエンスの問題を
プロアクティブに検出して修復することができます。  

› アプリケーションの合理化が完了したら、セルフサービス アプリケーションのダウンロードを実装できます。アプリケーションの大
半を合理化したら、次の理由によって、アプリケーションのパッケージングと配布の自動化を開始できます。1）最新のアプリケーシ
ョンを使用し、2）従業員のペルソナを特定のアプリケーションのセットに簡単にリンクし、これをクラウド内のユーザーIDに基づきセ
ルフサービス方式で提供することができます。 

図 11：モダン管理準備レベルが低く、複雑さレベルが低い環境のロードマップ（12か月） 
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› パッチを刷新すると、ハードウェアとソフトウェアのアップデートを自動化できます。企業がWindows Server Update 
ServicesからWindows Updateに移行し、条件付きアクセスで配布リングを設定できるようになると、デバイスは最新のパッチ
を自動的に照会します。  

最後のデジタル ワークスペースのデリバリー  

最新のPC管理に移行した後、最終段階では、デジタル ワークスペース全体を網羅するモダン モデルを展開します。また、主要な
従業員向けテクノロジーのモダナイゼーションも実施されます。このステップは、現在の従業員の生産性に影響を与える可能性が最

も高いため、最後に実行します。具体的には、この段階において組織は以下を行います。  

› デジタル ワークスペースへアプリケーションをアップロードします。これは簡単な手順ですが、ポートフォリオ内のすべての合理化
されたアプリケーションを使用して、お客様の UEM コンソールおよび OEMプロバイダーにアプリケーションをアップロードする必要が

あります。また、仮想化されたアプリケーションをデジタル ワークスペースにリンクすることも含まれます。  

› 従業員のプロファイルとペルソナを作成します。この段階では、組織は、デジタル ワークスペースでどのような資格を取得する必
要があるかを従業員、グループ、および職務部門に説明する必要があります。具体的には、アプリケーションの種類、ワークフロ

ー、デバイスの柔軟性などが挙げられます。  

› 企業の PC以外にもデジタル ワークスペースを拡張します。モバイル デバイスやウェアラブルなど、あらゆる種類のデバイスでデ
ジタル ワークスペースを利用できるようにします。また、個人所有のデバイス（BYOD）でも利用できるようにするかどうかも検討
する必要があります。  

› アプリケーションごとの VPNをデバイス全体の VPNに置き換えます。モダン管理ツールは、エンタープライズ リソースへのアクセ
ス用にセキュリティ保護されていないデバイス全体の VPNを活用する代わりに、常時接続のアプリ ツー サーバー暗号化 VPN
（アプリごとの VPN）をしばしば利用します。これにより、認証の摩擦がスムーズになりますが、日常的なエンド ユーザーの生産
性は大幅に低下するため、この作業は最後に残しておきましょう。  

› ダッシュボードをセットアップして、従業員の導入レベルを確認します。分析は、デジタル ワークスペースへの移行の最後の重要
なステップです。これにより、アプリケーションの導入、生産性の向上、エンド ユーザー エクスペリエンスの低下などを把握しやすくな
ります。レポートには、従業員が利用しているすべてのデバイス、アプリケーション、ネットワークが含まれる必要があります。  
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付録A：手法 
この調査では、Forresterは、現在のデジタル ワークスペースの可能性、環境、および技術能力について十分に理解していると思
われる232人のVPおよび意思決定者を対象に、オンライン アンケートを実施しました。デルは、お客様のユニファイド ワークスペース
の採用を遅らせている理由が、本当に変更が複雑すぎて、時間がかかりすぎるためかどうかを調べるようにForrester Consulting

に依頼しました。手順の開始時点からの確実な理解と、適切なテクニカル サポートによりデジタル ワークスペースの複雑さを理解す
ることで、お客様は一般的に思われているよりも早くデジタル ワークスペースの変革を実現することができます。デルはその方法を追
求しています。参加者に実施したアンケートでは、現在のアプリケーションの状態、クラウドの状態、クラウドへの移行、従業員の環

境、管理ツール、サービス管理の状態、セキュリティの状態、プロセスの最適化レベルを尋ねています。この調査は、2020年1月に
始まり、2020年3月に完了しました。 
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