
従業員体験の改善における 
モニターの役割についての
検証
モニターとその機能がビジネスの成長につ
ながる従業員体験をどのように実現するか
を分析
はじめに
絶えず激しい競争にさらされる今日の市場環境では、組織は常に
自らを差別化し、自らの能力と顧客サービスが他社より優れて
いることを示さなければなりません。そのために、顧客満足度
（CX）は、ビジネスリーダーやテクノロジーリーダーが対処す
べき重要事項になっています。なぜなら、顧客満足度はビジネス
の成長に直接影響するからです。顧客体験やサービス能力を強化
する外部ソリューションに投資するのも効果的ですが、組織内に
も目を向けて、顧客と直接接する従業員のために適切な体験を構
築することも同じくらい重要です。テクノロジーは、組織内外で
CXの改善を図る際に重要な役割を果たします。
とはいえ、CXの改善は、従業員の生産性を高める内部推進要因 
（イネーブラー）であるだけでなく、従業員体験（EX）全体の改
善というさらに大きな範囲まで影響を及ぼします。組織にポジテ
ィブなEXを定着させることで、従業員の意欲が高まり、顧客に好
印象を与える体験を提供できるようになります。1顧客体験を改善
するには、従業員体験も同様に改善を図る必要があります。
2019年、Forrester Consultingは、Dell社からの委託を受け、モ
ニターへの投資がEXの改善に果たす役割を具体的に把握するた
めに、この相関関係を詳しく調査しました。Forresterは3回に分
けて、合計450人の回答者を対象にオンライン調査を実施しまし
た。3回の調査では、それぞれ従業員（仕事でモニターを主に使
用する知識労働者）、雇用主（ITの購入判断に関わるビジネスリ
ーダーとテクノロジーリーダー）、医療従事者/オフィスプラン
ナーを対象としました。3つのグループに分けて調査を行ったこ
とで、各グループに固有のインサイト（知見）が得られていま
す。従業員を対象とした調査では、エンドユーザーの視点で、 
モニターが日常業務にもたらすメリットを理解できました。同様
に、雇用主を対象とした調査では、生産性と効率を高める要素と
してのモニターの有効性が明らかになり、これらの視点を医療従
事者/オフィスプランナーの立場からさらに検証しました。さら
に、モニターがユーザーの健康とwell-being（心身の幸福度・ 
満足度）にも影響を与えたかどうかについても分析しました。

1  |  従業員体験の改善におけるモニターの役割の検証

Forrester Consulting 
ソートリーダーシップスポットライト 
（委託元：Dell）
2019年7月

1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page

モニターは業員の
生産性を高めるの
に最も有効な要素

1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page

58%の従業員が、EXを改善することで、
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なると考えている
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調査では、米国、英国、中国の回答者にそれぞれ共通の傾向があ
りました。雇用主と従業員の回答者の内訳は、中小企業（年間
収益5万～100万米ドル）、一般企業（年間収益100万～5,000万
米ドル）、大企業（年間収益5,000万米ドル以上）となっていま
す。調査結果から、具体的なモニター機能が、従業員の生産性を
高め、well-being（心身の幸福度・満足度）を改善し、会社 
が従業員のニーズに応えているという感覚をもたらし、EXの改善
に貢献していることが分かりました。モニターは、職場で最も重
要なコンポーネントであり、特に人間工学に配慮した機能によっ
て従業員体験を改善しています。さらに、モニターの接続性やフ
ロントオブスクリーン（画面をユーザー正面に適切に配置する）
体験も、EXの改善につながるさまざまな要素に貢献しています。

主な調査結果
 › 企業はEXがCXにもたらす影響をまだ完全には把握していない。

調査に回答した従業員全体のうち、EXを強化することで 
顧客への対応能力が改善されると答えたのは58%であり、ポ
ジティブなEXがCXの改善に高い影響をもたらす、または重要
な影響をもたらすと考えている雇用主も47%に留まります。
しかし、従業員体験の優先順位を見ると、明確なズレがありま
す。EX自体とそれがCXの改善にもたらす影響について認知度
を高めるには、やるべきことがまだ多くあります。

 › 職場の機能がEXの改善に役立つ。今回の調査から、職場に関
する要素、特に人間工学が、職場でどのように仕事をし、 
どのように感じるかというEXに影響することが分かりました。 
従業員の75%は、適切な職場で仕事をすることが健康と 
well-being（心身の幸福度・満足度）に貢献すると答え、 
61%は生産性が向上すると答えています。職場で仕事を効果的
に進めるためには、96%の従業員がモニターの調整機能が最も
重要な機能だと答えています。

 › 特定のモニター機能がEXを大幅に改善する。優れた従業員体
験を提供するには、組織は人間工学を改良するだけでなく、モ
ニター機能にも注目し、従業員の使い勝手に配慮する必要があ
ります。88%の従業員は、高解像度などの要素が生産性の向上
につながると考えており、66%の医療従事者も、そうした要素
が職場に重要な影響をもたらすと考えています。さらに、73%
の従業員は、接続機能（USB-C）が生産性にポジティブな影響
をもたらすと考えています。
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96%の従業員が、モニターは職場で最も重
要な機能だと考えている。



CXに関する議論をEXに拡大 
組織的は、顧客が成功の鍵を握っていることを理解しています。したが
って、CXの改善はビジネスの成長に直接影響を与えるきわめて重要な
課題です。CXを総合的に改善するために、EXとCXとのリンクがかつて
ないほど重要になっています。従業員の意欲が高いと、より顧客満足度
の高いサービスを提供できるようになります。2013年のDell社の調査で
は、意欲の高い従業員が意欲の低い従業員の2倍のネットプロモーター
スコア（NPS）を発揮することが分かっています。2組織でCXイニシア
ティブを担当するシニアエグゼクティブは、EXがビジネスにもたらす価 
値を認識するにつれ、EXの改善にも大きな役割を果たしています。EX
に投資している企業は、収益と顧客満足度の向上をもたらす差別化要因
としてEXを捉えています。3雇用主、従業員、および医療従事者/オフィ
ス環境の構築などをする専門家たちに調査した結果、次のことが分かり
ました。

 › 従業員は、EXが改善されることで、より優れたサービスを提供でき
るようになると考えている。従業員全体の58%は、EXを強化するこ
とで、より優れた顧客サービスを提供できるようになると考えていま
す。調査に参加した3分の2以上の中小企業および一般企業の従業員と
半数以上の大企業の従業員は、ポジティブなEXがカスタマーサービ
ス能力の向上に貢献すると答えています（図1を参照）。この傾向は
中国や米国でさらに顕著で、従業員全体の64%はEXを強化すること
でCXが向上すると答えています。

 › EXがCXにもたらす影響について、雇用主の理解度はそれほど高くな
い。ポジティブなEXがCXの改善に高い影響をもたらす、または 
重要な影響をもたらすと考えている雇用主は47%です。しかし、こ 
の理解度は市場によって大きく異なります。調査によると、ポジティ 
ブなEXが優れたCXにつながると考えている雇用主は、米国の60%に 
対し、中国は34%、英国は48%となっています。

 › 組織のEXに対する認識は、従業員のパフォーマンスや定着率の副産
物程度に留まっている。82%の雇用主はEXが従業員の生産性向上 
につながると答えていますが、意欲の高い従業員が意欲の高い顧客を
生み出すという大きな認識には至っていません。

 › ビジネスの全体的な優先事項において、EXをCXと同じくらい重要な
要素として認識させるには、まだ時間がかかる。テクノロジー 
リーダーとビジネスリーダーを対象とした調査では、71%の雇用主
が、CXの改善をビジネスにおける優先事項のトップ3に挙げていま
す。その一方で、EXの改善をトップ3に挙げている雇用主は35%に過
ぎません。EXが顧客体験にもたらすポジティブな影響こそ究極の優
先事項だと組織が認識することで、全体的な優先事項としてEXを構
築できるようになります。 

この調査では、従業員体験に深く切り込み、組織が顧客体験の改善にお
いて見過ごしていたEXの重要性に注目すべき理由を明らかにします。
それを踏まえて、EXの具体的な要素に影響を与えるモニターの役割に
ついて検証します。その結果、生産性の向上だけでなく、EXの改善効
果によって、モニターが最終的にはCXにポジティブな影響をもたらす
という考え方を詳しく考察します。
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「ポジティブなEXにより、顧客に優れたサ
ービスを提供する能力が改善されることに
同意した従業員の割合」

回答者：中国、英国、米国の150人の
専門職
注：中小企業5万～100万米ドル、
一般企業：100万～5,000万米ドル、
大企業：5,000万米ドル超
出典：Dell社の委託を受けてForrester 
Consultingが2019年6月に実施した調査

69%：中小企業

68%：一般企業

48%：大企業

58%：平均
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EXに影響する要素 
組織は、職場の環境を改善し、従業員にポジティブな意欲を浸透させる
多くの要素を通じて、ポジティブな従業員体験を実現しています。こう
したEXの要素では、従業員が目的を意識し、最善の方法で仕事を遂行
できるように、従業員に権限を譲渡し、能力を開発し意欲を引き出すこ
とが中心になります。 

 › EX要素は、従業員の生産性やwell-being（心身の幸福度・満足度）、
従業員を尊重しているかどうかという点を強く感じさせる。最も関連性の高
いEX要素とは、企業のミッションに沿った目的に合わせて従業員の
意欲を引き出し、仕事をスムーズに遂行できるように権限を与え、
従業員のニーズに応じて最適なツールを用意して仕事の遂行能力を
高めることです。これらの要素を実現するために、従業員には、 
より生産的に活動するための環境と、自分のニーズが反映されたと
感じることができるツールが必要です。テクノロジー、特に従業員
の職場のハードウェアは、この感覚を実現するために重要な役割を
果たします。ユーザーデバイスの具体的な機能や機能性は、快適性、
生産性、全体的な職場環境の改善に貢献するからです。しかし、テ
クノロジーハードウェアがEXの改善に果たす役割を完全に理解する
には、そうしたハードウェアがパフォーマンスと生産性にどのよう
に影響するか把握するだけでなく、従業員のwell-being（心身の幸福
度・満足度）を意識し、会社が従業員を重視していると感じさせる方
法を明らかにする必要があります。この調査では、以下のEX要素に注
目します。
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「今後12ヵ月にわたって貴社のビジネスで最優先課題となるイニシアティブは 
次のうちどれですか？」

回答者：中国、英国、米国の150人の専門職 
注：一部の回答のみ表示。上位3つのビジネスの優先課題を選択した雇用主をパーセンテージ
で表示
出典：Dell社の委託を受けてForrester Consultingが2019年6月に実施した調査

71% 顧客体験の向上

59% 製品/サービスの改善

56% 収益の増加

35% 従業員体験の向上

28% コンプライアンスと規制の遵守

26% 従業員の生産性の向上

25% コストの削減

図2

組織は、ビジネスの優先
課題におけるEXとCXの
相関関係をまだ把握して
いません。
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従業員体験の指標

エンパワー：進歩、仕事の自主性、
認識、ケア。

インスパイア：組織のコアミッションに貢献
しているという実感。

イネーブル：重要な仕事を確実に遂行す
るためのテクノロジーとリソース。



 › 生産性を改善することで、従業員の意欲を引き出し、権限を与える
ことができる。生産性の向上を達成するために、組織は従業員を育
成して自主性を与えることで従業員の権限を強化し、短時間でより
質の高い作業タスクを遂行できるように能力を高めます。その結
果、パフォーマンスが改善されるだけでなく、組織のコアミッショ
ンに貢献しているという意欲と信念が高まります。

 › 従業員のwell-being（心身の幸福度・満足度）を確保することで、仕事の
パフォーマンスを高めて維持できる。仕事ののパフォーマンスを改善する
には、従業員の作業の迅速化と質の向上を図るだけでなく、快適かつ
効率的な職場環境を与える必要があります。そのために、組織は従
業員の健康とwell-being（心身の幸福度・満足度）に徹底的に取り組
み、従業員を本来やるべき事に集中させ、企業における長期的な持続
性を促進しなければなりません。特に米国を始めとする先進国の規制
団体は、企業が健全な職場の最低基準を満たすように義務付けていま
す。こうした規制は、対象市場でのwell-being（心身の幸福度・満足
度）への取り組みにも影響しています。 

 › 従業員が何を求めているかを考慮し実行することが、従業員のsense of 
care（会社からの期待に対するやる気）を産み出す。仕事をスムーズに
遂行するためのツールや、健康とwell-being（心身の幸福度・満足
度）に影響する職場環境の改善など、従業員が職場で直面する問題
に耳を傾けて対処することで、従業員に自分のニーズと目的が考慮
されていると感じさせることができ、会社での自分の役割が重要だ
と信じさせることができます。雇用主が従業員のニーズを認め、 
そのニーズを満たすために行動することで、従業員は自分の直接の
職務や作業タスクに留まらず、会社が自分を尊重してくれていると
いう前向きな意識を産み出します。その結果、会社に対するポジテ
ィブな感覚を長期にわたって持ち続けてくれます。 

従業員の職場に必要なツールとハードウェアを用意して適切な職場環境
を構築することで、生産性が向上し、従業員のwell-being（心身の幸福
度・満足度）とsense of care（会社からの期待に対するやる気）を産み
出します。そのため、適切な職場環境の構築は、EXの改善において重要
な役割を果たしています（図3参照）。
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「英国などでは、人間工学の
考え方がより浸透しており、
規制も整備されています。オ
フィスでの職場評価の実施は
必要不可欠です。そうするこ
とで、適切な人間工学に対す
る関心を高めて投資を引き出
すことができます」

   英国での医療サービス経験
を持つシンガポールの整骨医
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EXに影響する要素

従業員体験

well-being（心身の幸福度・
満足度）の改善

会社のケア感覚の浸透

生産性の向上

回答者：中国、英国、米国の450人の専門職 
出典：Dell社の委託を受けてForrester Consultingが2019年6月に実施した調査
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優れたEXの構築に
おいてモニターが
貢献する主な要素



EXの改善におけるモニターの役割 
従業員の生産性、well-being（心身の幸福度・満足度）とsense of care 
（会社からの期待に対するやる気）を改善し、最終的にEXを高める方
法を検討する場合、調査に参加した雇用主と従業員は、適切な職場を設
計することが重要な役割を果たすという考えで一致しています。そのた
めに、組織は従業員固有のニーズに適した職場要素を提供する必要があ
ります。モニターは、特に人間工学、モニター画面のカラー、解像度、
発光量、必要な接続性といった具体的な機能により、理想的な職場作
りに大きな役割を果たします。こうした具体的な機能は、従業員の生産
性、well-being（心身の幸福度・満足度）とsense of care（会社からの
期待に対するやる気）に影響を与えます。

モニターの人間工学
 › 人間工学は、生産性とwell-being（心身の幸福度・満足度）を改善す

ることでEXを高める。人間工学とは、ユーザーや従業員が固有のニー
ズに適した環境を作り上げられるように、さまざまな職場要素の高
さ、角度、スペースの調整機能を用意することです。雇用主の5人中
4人は、人間工学に配慮したハードウェアに投資することが、ポジテ
ィブなEXの実現に高い影響をもたらす、または重要な影響をもたら
すと考えています。外部の専門家はこの結果をさらに検証していま
す。80%のオフィスプランナーも、人間工学に配慮した職場はポジテ
ィブな職場に高い影響をもたらす、または重要な影響をもたらすと答
えています。実際、雇用主は、人間工学と生産性の間の密接な関係を
認めており、84%は人間工学に配慮した職場が従業員の生産性を改善
すると答え、61%の従業員もこの考えに同意しています。また、従業
員の75%は、人間工学に配慮した職場がwell-being（心身の幸福度・
満足度）を改善し、会社での体験をポジティブなものにすると答えて
います。

 › モニターは適切な職場を構築するための最も重要な要素である。従業
員の97%は、人間工学に配慮した職場を構築するための最も重要な機
能として、カスタマイズされた椅子や高さ調整可能なデスクといった
要素ではなく、モニターの調整機構を選んでいます。従業員は、生産
性という視点からもこの機能の重要性を訴えています。92%は、人間
工学的に最適化されたモニターが生産性の向上に非常に重要、または
きわめて重要と答えています（図4参照）。一方、医療従事者は、健
康とwell-being（心身の幸福度・満足度）の観点からこの意見を支持
しています。93%の医療従事者は、回転機能や傾き機能、高さ調整が
可能な画面は、従業員に正しい姿勢と快適性をもたらすため、人間工
学に優れた職場の構築に欠かせない要素だと答えています。これは、
椅子、デスク、その他の職場要素に合わせてモニターの高さを上下に
調整できるという人間工学的なカスマイズ機能が主な理由です。さら
に、回転機能や傾き機能、高さ調整機能により、職場で長時間同じ姿
勢で作業をする従業員は、自分の姿勢に適した角度や状態にモニター
を設定できます。

 › 人間工学に配慮しないと、従業員の健康に害を及ぼすだけでなく、 
会社に対するイメージ的にもマイナスになる。医療従事者もこの意 
見を支持しています。61%のオフィス勤務の患者は、人間工学に乏し
い職場が原因で「慢性的な腰痛」を患っています。人間工学に配慮し
た職場への不投資によるマイナス効果は、従業員体験に対するイメー
ジの悪化にもつながります。例えば、従業員の74%は、人間工学に配
慮していない職場に対して「会社は自分のことを気にかけていないと
いう印象」を持つことに同意しています。

「モニターは仕事道具の1つ
ですが、ユーザーに対して
不適切に配置されることが多
く、その結果、首痛や腰痛、
視覚問題の原因となります。
モニターを長時間見る仕事の
場合...人間工学的に優れたモ
ニター配置が何よりも重要
です」

   コーネル大学、 
Alan Hedge教授

「人間工学では、適切な距
離、適切な椅子、適切なモニ
ターの高さなど、すべてのバ
ランスを取る必要がありま
す。調整可能なモニターがあ
れば、ユーザーは自分に適し
た職場を構築できます」

   英国での医療サービス経験
を持つシンガポールの整骨医

6  |  従業員体験の改善におけるモニターの役割の検証

「患者は、一時的な視界のぼ
やけや目の不快感、断続的な
充血など、ドライアイの症状
を訴えています。こうした症
状は、長時間コンピュータ画
面を使用することで発生して
いるか、悪化しています」

   シンガポールの有力病院の
眼科医 



1/2ページ

「次のハードウェアとデバイスの要素は生産性の向上にどのくらい重要ですか？」

回答者：中国、英国、米国の150人の専門職 
注：一部の回答のみ表示。上記の機能を「きわめて重要」または「非常に重要」と考える従業員をパーセンテージで表示 
出典：Dell社の委託を受けてForrester Consultingが2019年6月に実施した調査

図4

92% 人間工学的により最適化されたモニター

88% より優れた臨場感/大型画面/高い解像度を備えたモニター

87% デスクトップPC/ノートブックPCでの高速パフォーマンスと使い勝手の良さ

82% マルチタスクを可能する複数ウィンドウの操作

81% 目の快適性を高めるブルーライト発光量の削減

74% コラボレーションを促進する高解像度ウェブカメラ

73% 周辺機器の接続時間の短縮

61% デスクの混乱を解消するケーブル管理

モニターのパネル品質について
 › モニターのパネル品質は、生産性に影響する。モニターの大きさと解
像度、カラー精度、モニターが発するブルーライト発光量の削減は、
生産性の影響を考慮するうえで重要な機能です。この点を把握してい
る67%の雇用主は、組織でのモニター投資を検討する際に、カラー範
囲の拡大、精度、カラー補正に高い優先度を与えています。従業員の
88%は、高い解像度と高い再現力（没入感）を備えたモニターによっ
て生産性が高まると答えており、81%は、ブルーライトを削減するこ
とで生産性がさらに向上すると答えています。コントラストと解像度
が高いモニターのメリットについてエグゼクティブを対象に実施した
2018年の調査では、この傾向がさらに顕著になっています。この調査
の回答者の大部分は、解像度の高いモニターによって目の疲労が軽減
されると答えており（91%）、鮮明な表示によって仕事に必要な画像
を細部まで確認できると答えています（79%）。4

 › 医療従事者は、well-being（心身の幸福度・満足度）におけるモニ 
ターのパネル品質の重要性を認識している。医療従事者の68%は、 
カラーと解像度をカスタマイズできる目に優しいモニターを提供す
ることが、特に従業員にとってポジティブなwell-being（心身の幸福
度・満足度）を確立するうえで、職場全体に高い影響をもたらす、 
または重要な影響をもたらすと答えています。さらに、従業員の66%
は、モニターから発光するブルーライトを削減して目の快適性を高め
ることも同様に支持しています。雇用主は、ブルーライトを削減する
ことで、well-being（心身の幸福度・満足度）が改善されると答えて
います（67%）。特に、英国などの市場（70%）、世界中の一般企業
（72%）、大企業（78%）は、これらの機能性とその効果をより切実
に把握しているようです（図5参照）。

「職場を少なくとも年1回評価
することで、職場と仕事道具
を継続的に最適化することが
でき、従業員の健康と生産性
を最大限まで高めることがで
きます」

   コーネル大学、 
Alan Hedge教授
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1/2ページ

「次の要素は、職場における従業員の健康とwell-being（心身の幸福度・満足度）
にどのくらいポジティブな影響をもたらしますか？」

回答者：中国、英国、米国の150人の専門職 
注：一部の回答のみ表示。「高い影響をもたらす」または「重要な影響をもたらす」と回答した雇用主をパーセンテージで表示
出典：Dell社の委託を受けてForrester Consultingが2019年6月に実施した調査

図5

85% 従業員のワークステーションの大画面化

81% 人間工学に配慮したワークステーション

67% ブルーライト発光量の削減

65% ノートブックPC/周辺機器とのシームレスな接続性

56% 基幹業務にとって最重要ではない単純作業の自動化

55% 従業員のワークステーションのモニター数の増加

 › 複数の一般的な健康問題が、最適ではないモニターのパネル品質に起
因している。医療従事者の53%は、モニターの使用が原因で発生して
いる眼精疲労や目のぼやけも患者の間で大きな問題になっていると考
えています。頭痛（69%）と目のかゆみ/ドライアイ（51%）も、職
場での適切なデバイスの不備から派生する一般的な症状です。

モニターの接続性 

 › モニターの接続性は生産性の改善に貢献するため、モニター投資にお
ける重要な検討事項となる。調査に参加した従業員の73%は、接続性
の優れたモニター（USB-Cポートなど）は周辺機器の接続に要する時
間を短縮し、生産性の向上に貢献すると答えています。 

 › 接続性の機能はモニター投資における重要な検討事項となる。雇用主
の65%は、モニター投資を判断する際の重要な検討事項として、周辺
機器へのシームレスな接続（USB-Cポートなど）とケーブル管理また
は配線の少なさ（51%）を挙げています。

 › 混乱した接続を削減することで、従業員の生産性が高まる。雇用主の
69%は、スペース効率を向上し、雑然とした状態を解消することによ
る生産性向上が、EXの改善において優先度が高い、または重要だと
考えています。この傾向は、特に米国（68%）、世界中の一般企業
（80%）、大企業（82%）で顕著であり、混乱の削減が検討すべき
重要な問題になっています。職場においてモニターは重要な役割を果
たすため、モニターの接続機能は、生産性とEXに関するこのイニシ
アティブで考慮すべき重要な検討事項になります。
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 › 接続機能の欠如は従業員の作業の生産性に影響する。従業
員の40%は、デスクの周囲に雑然と配線されたケーブルが
仕事の妨げとなり、生産性の低下につながると答えていま
す。同様に、ほぼ半数は、現在のモニター設定では会議室
を移動する際にシームレスに抜き差しできないと答えてい
ます。これは接続機能の現状に制約があることを示し、職
場に非生産的な時間を生んでいます。Princetonの調査によ
ると、非常に雑然とした状態の認知作用が脳内に混乱を招
き、情報に集中して処理することを妨げ、生産性に影響を
与えます。5 

国別スナップショット：主な調査結果

1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page

回答者：中国、英国、米国の150人の専門職 
出典：Dell社の委託を受けてForrester Consultingが2019年6月に実施した調査

50% 米国

40% 英国

16% 中国

米国 英国 中国

• 米国の組織では、部門間でEXの重要
性がうまく統合されています。この市場の
IT部門の64%は、従業員体験と
well-being（心身の幸福度・満足度）
を重要な優先事項と考えています。

• 米国の組織は、EXを構築する機能に
慎重に投資すべきです。96%の従業員
は、ポジティブなEXによって仕事を効果
的に遂行する能力が高まると考
えています。

• 英国の組織の66%は、年度ごとの優先
事項を検討する際に、ITチームが従業
員のwell-being（心身の幸福度・
満足度）を考慮すべきと考えています。

• EXは、従業員のロイヤルティを高める重
要な要素です。英国の従業員の88%
はEXを改善することで生産性が高
まると考えていますが、68%は会社
に対するロイヤルティも向上すると
答えています。

• ハードウェアへの投資とEXとの関係を考
慮した場合、英国の組織にとって重要
なのは、従業員ニーズに耳を傾け、
従業員のニーズに適した機能に投資す
ることです。

• モニターの場合、英国の従業員はEXを
高める要素として、人間工学（98%）
と解像度（96%）を特に重視
しています。

• well-being（心身の幸福度・満足度）
とEXをIT部門の優先事項と考えている
中国企業は、わずか46%です。

• 中国において基準に満たない職場では、
EXとwell-being（心身の幸福度・満
足度）の改善を進める必要があります。
オフィススペースが最先端だと考えている
中国の従業員は16%に過ぎません。

• この市場の64%の従業員が求
めているように、人間工学に配慮
した適切なハードウェアと機器に投資す
ることは、従業員の仕事における生産性
を高めるだけでなく、中国でポジティブな
EXと職場のイメージを構築するためにも
重要です。

• 医療従事者の視点では、81%が
従業員の職場の快適性を重視
しないとオフィス勤務の専門職の
健康とwell-being（心身の幸福度・
満足度）に影響すると答えています。

• モニター投資における重要な検討事項と
して、72%がモニターを提供するベンダー
との長期的なパートナーシップを挙げてい
ますが、モニターの人間工学を始めとする
モニターの具体的な機能（80%）
と周辺機器とのシームレスな接続性
（74%）も同様に重視されています。

図6：職場の現状は中国より米国と英国が先進的 - 職場が最先端だと考えている
従業員の割合： 



主な推奨事項
組織が従業員体験を改善するためには、従業員の生産性とwell-being 
（心身の幸福度・満足度）を改善し、従業員のニーズを会社がケアして 
いるという感覚を与えるように職場の各要素を検討する必要があります。
従業員の職場、特にスペース全体の人間工学を検討することは、 
EXの改善における重要な要素になっており、モニターは組織が注目す
べき最も重要な側面に挙げられています。モニターの人間工学ととも
に、接続機能とモニターのパネル品質は、従業員の生産性とwell-being 
（心身の幸福度・満足度）の改善に大きなウェイトを占めており、 
モニターへの投資を判断するマネージャーが検討すべき主要機能になっ
ています。 

Forresterが実施した従業員体験の改善におけるモニターの役割に関する
雇用主、従業員、医療従事者、オフィスプランナーを対象とした詳細な
調査では、複数の重要な推奨事項が得られました。

EXとモニター 
CXを全方位から把握し、EXがもたらす影響を理解する。従業員体験を
長期にわたって持続し、有効に機能させるには、組織は従業員との包括
的なつながりを構築する必要があります。従業員を理解することが重要
です。仕事を確実な遂行におけるニーズだけでなく、well-being（心身
の幸福度・満足度）や会社に対するイメージに影響するニーズも把握し
ましょう。ITリーダーおよびビジネスリーダーが従業員のためのテクノ
ロジーやハードウェア投資について判断する場合、その投資が従業員の
生産性やwell-being（心身の幸福度・満足度）、従業員のニーズが重視
されているという感覚の実現にどのように影響するか考慮することが、
より良いEXの構築に大きな役割を果たします。 

モニター機能はEXに影響をもたらす重要な検討事項である。今回の調
査では、モニターが主要要素を通じてEXの改善に影響をもたらすこと
が分かりました。そのため、企業がモニターへの投資を選択する場合、
雇用主は、モニターの調整機構、画面のカラーと解像度、周辺機器の接
続に関する利便性など、具体的な機能を検討すべきです。 

国ごとの違い 

米国や英国などの先進国は、従業員のwell-being（心身の幸福度・満足
度）や生産性の改善に取り組んでいる。さらに、EXおよび生産性の改
善と会社への忠誠心の間で、それぞれの従業員が示す密接な関係性は、
組織のこうした取り組みをさらに促進する理由になります。従業員のニ
ーズを反映したモニターに投資することは、企業がポジティブな従業員
体験を改善して持続するために重要です。 

中国の組織は、職場全体を改善し、EXに実際に影響を与える機能を重
視する必要がある。職場における人間工学の現状に関するこの市場の従
業員の見解を見ると、企業は人間工学に配慮したハードウェアにさらに
投資する必要があるようです。意識を変えて、EX全体にまず優先的に
対処することで、結果的に最終目的のCXおよび生産性を改善できるよ
うになります。この過程では、生産性だけでなく、well-being（心身の
幸福度・満足度）と従業員が持つ会社のイメージについてより真剣に考
慮します。そうすることで、より効果的かつ持続可能なスタンスで最終
顧客に対するサービスを構築できます。 
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セグメントの注目点 

中小企業では、EXを重視する価値についてさらに認識を深める必要が
ある。これらの中小企業は、ポジティブなEXが優れたカスタマーサー
ビスを提供する能力に与える影響を、わずかではありますが大企業以上
に認識しています。しかし、EXのレベルが低いことを踏まえると、こ
のような規模の小さい企業の従業員は、会社のイメージと従業員のニー
ズを会社が重視しているという感覚にもより敏感になります。適切なツ
ール、環境、体験の提供を重視することで、従業員がより生産的に仕事
を進められるようになります。つまり、こうした中小企業では、従業員
の会社へのイメージを改善し、会社へのロイヤルティを高める必要があ
ります。中小企業は、モニターへの投資にあたり、人間工学だけでなく
接続性やモニターのパネル品質といった点を考慮することで、より効果
的なEX改善アプローチを構築できます。 

大企業は、ポジティブなEXを実現するロードマップでさらに大きな成
果を達成できる。一般企業と大企業は、優れたwell-being（心身の幸福
度・満足度）と生産性を達成するためにモニター機能を考慮する必要性
を、わずかではありますが中小企業以上に認識していますが、こうした
大企業の従業員体験にはまだ大いに改善の余地があります。大企業には
より規模が大きく複雑な対処が求められますが、従業員のニーズに耳を
傾けて、彼らが望むようにハードウェアを強化するといった個人的な要
素も忘れるべきではありません。
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付録A：調査方法 
この調査でForresterは、4人の医療従事者にインタビューし、米国、英国、中国の150人の従業員、150人の雇
用主、150人の医療従事者/オフィスプランナーを対象にオンラインアンケートを実施しました。従業員と雇
用主の回答者の内訳は、中小企業（年間収益5万～100万米ドル）、一般企業（年間収益100万～5,000万米ド
ル）、大企業（年間収益5,000万米ドル以上）となっています。 

付録B：回答者の属性/データ
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1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page

回答者：中国、英国、米国の450人の専門職 雇用主、従業員、医療従事者/オフィスプランナーという3つの異なる
セグメントの150人の専門職 
出典：Dell社の委託を受けてForrester Consultingが2019年6月に実施した調査

調査対象 調査対象

対象国 年間収益（単位：米ドル）

雇用主
セグメン
トごとに
150人

従業員

医療従事者/
オフィスプランナー

英国

米国

中国

• 中小企業 – 5万～100万米ドル

• 一般企業 – 100万～5,000万米ドル

• 大企業 – 5,000万米ドル超

• 雇用主：ITの購入判断に携わるビジネスリーダー
およびテクノロジーリーダー

• 従業員：仕事でモニターを主に使用する知識労働
者。週30時間以上の勤務

• 専門職：医療従事者/オフィスプランナー

付録C：巻末注
1 出典：『Why EX? Why Now?』（2018年11月27日）、Forrester Research, Inc.
2  出典：『Sharpen Customer Experience Focus With Employee Engagement』（2013年8月26日）、 
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