
デジタル ワークプレースの 
ロードマップ：戦略と成功の
ためのリーダー向けガイド

インテル® イノベーティ
ブな機能を内蔵



デジタルの世界は急速に変化しており、その
将来は、どんな場所でも成功を収められるよ
うチームと運営に機器を準備するリーダーの
手腕にかかっています。リモートやハイブリ
ッドな作業環境は日常的に当たり前となって
おり、現在では、2人に1人以上の従業員はリ 
モートで働いています。1

デジタル ワークプレースの進化は、すべての
組織にとって最優先事項となる必要があり、
調査によると、リモート ユーザーの数は過去
12か月で約3倍になっています。2この調査によ
ると、迅速に対応して、この常態を大規模に
取り入れた企業は、耐障害性だけでなく、従
業員の満足度やエンゲージメントの向上にお

いても成功を収めています。2

先見の明のあるCIOは、その体験がオフィス内
だろうと、リモートだろうと、ハイブリッド環
境だろうと、チームがどこからでもシームレス
に能力を発揮するための方法を再考すること
で、組織が次世代の働き方に備えるためのアク
ションを起こしています。

ここではこうした準備の支援の一貫として、未
来志向のデジタル ワークプレース戦略の遂行の
ために必要な、6つのコア テクノロジーを紹介
します。
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どこからでも作業/学習ができるデジタル ワークプレー
スの構築は欠かせません。シームレスな生産性を実現す
るには、パーソナライズされたユーザー エクスペリエン
スとインテリジェントなコラボレーションを提供する必
要があります。

効果的なデジタル ワークプレース戦略は、最も安全で
効率性と応答性に優れたテクノロジーを使用して、すべ
てのユーザーのワークスタイルのニーズに対応できる
柔軟性を備えているものです。最新のデバイス、周辺機
器、ソフトウェアを組み合わせることで、ユーザーの操
作性を高め、適切なツールとリソースを適切なタイミン
グで提供し、非効率なシステムのフラストレーションを
排除します。 

パーソナライズされたユーザー エクスペリエンスを提
供することは、従業員満足度の高い、優れた組織文化を
構築するうえで最も効果的な方法の1つです。 

高度なデバイス環境を採用した先進
的な組織では、生産性が21%向上し
ています。これは、デバイス環境の
成熟度が低い組織の生産性を62%上
回り、6.4倍高いユーザー満足度スコ
アを獲得しています。3

PC、ソフトウェア、インフラストラクチャを、IT部門
がアズ ア サービスとして管理できるようにすること
で、CIOは、従業員が自分の役割に適したテクノロジー
を使用して、PCではなく業務そのものに専念できる環
境を与えることができます。

デジタル ワークプレースのロードマップ：戦略と成功のためのリーダー向けガイド

1.ユーザー向けのパーソ
ナライズされたデジタル 
ワークスペース

2.ユーザーとデバイス間
のインテリジェントな
コラボレーション
従業員は、オフィスから離れて働いていても、同僚や組
織のデータとの緊密な連絡を維持しています。リモート
作業へと移行した結果は次の通りです。

自動化ソフトウェアや人工知能（AI）
搭載ソフトウェアなどの機能により、
従業員はそれぞれのニーズに合わせて
学習し順応していく、インテリジェン
トなデジタル ワークプレースを活用で
きるようになります。 

例えば、Dell Optimizerは、AIベースの組み込み型の最適化ソ
フトウェアで、従業員の仕事のやり方について学習して適
応します。バックグラウンド ノイズを自動的に削減して、
会議アプリケーションの帯域幅を優先し、一番よく使用し
ているアプリケーションのパフォーマンスを管理すること
で、従業員が、手作業による調整をせずに、自分の作業に
最大限集中できるようにします。

62% 
の回答者が、共同作業が増えた
か、または同程度で推移している
と回答しています。4

76% 
 が、オフィス間のリソース共有
が増加したと回答しています。4
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3.テクノロジー利用の柔軟なオプション
組織を成功へと導くためには、IT環境全体のシンプルさ、選択肢、制御権を最大化することが重要です。
ビジネスやユーザーのニーズの変化に対応して、新しいテクノロジーや機能を入手、利用、支払いでき
るよう、簡単かつコスト効率がよいことが求められます。柔軟性に優れたテクノロジーの使用とアズ ア 
サービス提供モデルは、IT部門が必要な時に必要な場所で、システムを中断させることなくリソースを拡
張できる、実績のある手段です。

一例として、PC as a Service（PCaaS）について考えてみましょう。PCaaSアプローチを採用すること
で、お客様のITチームは、ハードウェア、導入、サポート、アセット リカバリ、新しいデバイスへの移
行など、エンドツーエンドのPCサービスのアウトソーシングが可能になります。

Dell PCaaSは、ライフ サイクルを通じてデバイス1台あたり5.26 
時間のITサポート作業を削減、ヘルプ デスクのチケットを20～ 
35%削減、IT部門がPCテクニカル サポートではなく、より戦 
略的なイニシアチブに自分たちの時間を振り分けることができる
ようにしてきた実績があります。5、6

さらに、PCaaSでは、お客様のチームは、シンプルで予測可能な毎月決まったコストでPCライフサイク
ルを管理できるため、コストを抑制し、他のデジタル イニシアチブのための設備投資に振り分けること
ができます。

アズ ア サービス戦略の強化を通じた柔軟なテクノロジーの使用は、リーダーとその組織に、ビジネスと
マクロ環境のニーズの変化に合わせた、新しいレベルの柔軟性と拡張性を与えてくれます。

デジタル ワークプレースのロードマップ：戦略と成功のためのリーダー向けガイド



5

4.組み込み型セキュリティに
よる安全なデジタル ワークプ
レース環境
調査によると、さまざまな組織がデータのプライバシーとセキュリ
ティに関する懸案事項を変革に対する最大の障壁として挙げる一方
で、サイバーセキュリティ防御の強化を最優先のプログラムである
としています。1

デジタル ワークプレースへの移行により、セキュリティはさらに重
要性を増しています。すべての従業員が同じ屋根の下にいることを 
前提とする、場所に基づいたサイバーセキュリティアプローチとは 
異なり、デジタル ワークプレースでは、従業員がどこにいようと保
護する必要があります。同時に、柔軟性と俊敏性を必要とする組織
は、ワークロードやユーザーのニーズの変化に合わせてセキュリティ
を拡張できるようにする必要があります。したがって、セキュリティ
を従業員が信頼しているハードウェアとソリューションに組み込む必
要があり、個別にアプローチするのではなく、組織全体のテクノロジ
ー戦略全体にわたって総合的に検討する必要があります。

組み込み型のセキュリティアプローチでは、ハードウェアの最も深
いレベルにセキュリティが組み込まれているので、デバイスとイン
フラストラクチャの導入と管理を、安全に行なえます。このアプ 
ローチは、アプリケーションやクラウド全体のユーザー、ID、デバイ
ス、資産、データを考慮に入れ、リスクの特定や、デジタル ワーク
プレース全体の脅威防止を後押しします。

また、すべてのデバイスを保護するだけではなく、オンプレミスの 
データ センターとクラウド環境をユーザーとアプリケーションの 
オンデマンドのニーズに合わせて、安全に拡張できなくてはなりませ
ん。 

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 

デル・テクノロジーズは、デバイス、サーバー、ストレージ、HCI、
データ保護アプライアンスのポートフォリオ全体で組み込み型のセ
キュリティを提供しているので、保存、管理、または使用されてい
るあらゆる場所でデータを保護できます。
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5.スケーラブルなハイ
ブリッド クラウド戦略
従来のオンプレミス システムに取って代わろうとして
いるのが、変化するニーズと優先順位に合わせて簡単
に拡張できる、コネクテッドなマルチクラウド アプ 
ローチです。 

80%以上の組織が、現在は複数の
クラウドを使用していますが、3つ
以上のプロバイダーからクラウド 
インフラストラクチャを利用して
いるクラウド ユーザーの割合は、
今後3年間で2倍になると予測され
ています。7さらに、調査対象の組
織のほぼ89%が、今後12か月でプ
ライベート クラウド インフラスト
ラクチャを導入する計画を立てて
います。8

ただし、すべてのクラウドがすべてのワークロードに
適しているわけではありません。組織とアプリケー 
ションの要件に基づいて、適切なワークロードに対し
て適切なクラウドを適切なタイミングで使用する柔軟
性、可視性、制御が不可欠です。効果的なマルチクラ
ウド アプローチによって、組織は柔軟な利用モデルと
アズ ア サービス モデルを活用できます。ユーザーは
どこからでも、自分の役割を果たすために必要として
いるパフォーマンスと成果が得られます。

例えば、デル・テクノロジーズが提供するAPEXハイブ
リッド クラウドは、プライベート、パブリック、エッ
ジのクラウド全体で、無停止で一貫性のあるエクスペ
リエンスをもたらします。ユーザーは、適切なスケー
ラビリティ、スループット、容量、パフォーマンスを
備え、ユーザー固有のユースケースに最適な環境にア
クセスできます。

6.最新のネットワーキ
ング エクスペリエンス
作業場所間の移動が容易になるため、接続の正しいあ 
り方はこれまでとは異なる可能性があります。急速に 
変化する世界で生き残るために、デジタル ワークプ 
レースにはユーザーとアプリケーションの大量のデータ  
ニーズに対応できるデジタル ネットワークが必要です。

組織はハイブリッド ワークスペースを採用しているた
め、企業ネットワーク内にデータが置かれることはな
くなりました。 

平均的な組織は現在、13.53ペタバ 
イトのデータを管理しており、デー
タ量は2016年から831%も増加し 
ています。9 

従来のネットワークを使用していたのでは、組織は、
このような短時間で大規模な拡張は不可能です。今日
のCIOが、オフィス内、リモートオフィス、外出先の作
業環境においてもシームレスな生産性を実現するため
には、複数のタッチポイントすべてのデータ量と、そ
れがどのようにキャプチャまたは使用されているかを
把握することが不可欠です。

容量と帯域幅の確保が最大の懸案事項になるで、SD-
WANは、制限、パフォーマンス、または可用性を心配
することなく、ネットワークの管理と拡張をデジタル
化する機能を提供します。VMwareを搭載したDell EMC 
SD-WANソリューションは、シンプルなターンキーソ 
リューションで、企業ネットワークに負荷をかけるこ
となく、ハイパフォーマンスで信頼性の高いクラウド 
サービス、プライベート データセンター、ソフトウェ
ア アズ ア サービス（Software-as-a-Service）ベースの
エンタープライズ アプリケーションへのアクセスを実
現できます。また、アプリケーションのパフォーマンス
を確保し、可視性を向上させ、WANコストを最大 
75%削減することも分かっています。10
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新しいハイブリッド ワークプレース： 
無限のビジネスチャンス
デジタル ワークプレースの構築は、柔軟な作業を可能にしたり、より広範な人材を獲得したりするため
のオプションの戦略ではありません。今日では、組織の新しい現実が要求する必須の戦略です。リーダー
は、デジタルの世界で俊敏性と適応をさらに向上させるITの優先事項を受け入れながら、どこからでも 
シームレスに業務を遂行できるようにチームを支援する必要があります。

ユーザー、アプリケーション、データの分散が進んでいると、そのサポートの複雑さは、解決が困難で
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 パートナーであり、デジタル ワークプ 
レースへのビジョンを加速し、最高の体験を提供します。

私たちはこの10年、デル社内のグローバル チームに対しリモート作業機能を拡張してきました。そのた
め、技術的にも文化的にも、こうしたイニシアチブを成功させるために何が必要かを深く理解していま
す。私たちは、お客様の障害を取り払い、お客様が変革への高速かつ柔軟な道を切り拓くのを支援するた
めに前進を続けます。

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が委託したESGの調査、『デジタル ワークプレースの推進による改善の実現』（2021年4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/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

4VMwareとDellが委託した直近の調査、『新たなテレワークの時代：分散型労働環境における傾向』（2020年12月）に基づきます。結果は、Vanson Bourneにより2020年6月から7月にかけて実施さ
れた、5,700人のIT、HR、ビジネスの意思決定者を対象としたグローバルな調査に基づいています。実際の結果は異なる場合があります。https://www.delltechnologies.com/resources/ja-jp/asset/
analyst-reports/solutions/the-new-remote-work-era-trends-in-the-distributed-workforce.pdf.

5デル・テクノロジーズとインテルが委託したフォレスターコンサルティングレポート、『Dell の PC As A Service によるTotal Economic Impact™』（2020年11月）に基づきます。 
https://www.delltechnologies.com/resources/ja-jp/asset/analyst-reports/solutions/forrester-the-total-economic-impact-of-dells-pc-as-a-service.pdf。

6デルの委託によるフォレスター総合経済効果™調査、『デル・テクノロジーズのユニファイド ワークスペース ソリューションから得られる利益によるハードウェア/ITコストの相殺』（2020年11
月）に基づきます。https://www.delltechnologies.com/resources/ja-jp/asset/analyst-reports/solutions/forrester-gains-from-dells-unified-workspace-solution-offset-hardware-and-it-costs.pdf。

7デル・テクノロジーズ、インテル、VMwareの委託によるESG Researchの考察論文、『クラウド管理とワークロード配置の関係を理解する 』（2020年月）。パブリック クラウド  
インフラストラクチャとオンプレミスのデータ センター環境を利用する11か国の組織における、IT導入決定者1,257人へのアンケートに基づく結果です。実際の結果は異なる場合があります。 
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/solutions/cloud/dell-technologies-cloud.htm#overlay=/collaterals/unauth/analyst-reports/solutions/relationship-between-cloud-and-workloads.pdf.

 8デル・テクノロジーズ、インテル、VMwareの委託によるIDCホワイトペーパー、『ハイブリッドクラウドにおけるワークロードの最適配置』（2020年7月）に基づきます。実際の結果は異なる場
合があります。https://www.dellemc.com/resources/ja-jp/asset/analyst-reports/solutions/idc-optimizing-workload-placement-in-your-hybrid-cloud.pdf.

2Vanson Bourne、グローバルデータ保護インデックスの2020スナップショット（2020年3月）。データ保護戦略、クラウド環境におけるデータ保護へのアプローチ、およびディスラプション
が発生した場合における企業の関連準備状況について、世界15か国で1,000人のIT意思決定者に対して実施した委託調査。https://www.delltechnologies.com/ja-jp/data-protection/gdpi/index.
htm#gdpi_2020.

1075%のコスト削減は、月額1,800ドルのプライベートMPLSを月額200ドル未満のSD-WANデュアル ブロードバンド構成コストに変えた場合のVMware社内の計算に基づきます。実際のコスト削
減は、特定の構成とブロードバンド速度によって異なります。https://www.delltechnologies.com/ja-jp/networking/sd-wan-solution/index.htm#pdf-overlay=/ja-jp/collaterals/unauth/brochures/
products/networking/dell-emc-networking-solution-brief-sd-wan-solution-by-vmware-full-overview.pdf.
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その他のリソース：

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ご覧ください。
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