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従業員の体験を向上させ、 
かつ分散した作業要員を 
サポートするためにモニター
はどのような役割を果たすの
でしょうか？
オフィス勤務かテレワークかに関わらず、 
適切なモニターを提供して従業員に自信と 
権限、インスピレーションを与えることで、 
ビジネスの成果を向上させられます
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エグゼクティブサマリー
絶えず変化する現代の世界において、リモートワークが増えるにつ
れ、優れた従業員体験（EX）の定義も広がってきています。1

 しかし
Forrester社の調査によると、優れた従業員体験の根本的な特徴は常に同
じであり、それは従業員に自信と権限、そしてインスピレーションを与
えることです。ビジネスの成果を高めるうえでEXが重要であるという
意識が企業の間で高まりつつあります。顧客体験（CX）を左右する従
業員によって企業のCXの良し悪しが決まるということが企業に認識さ
れつつあるのです。
2019年10月、デル・テクノロジーズ社は、職場環境のデスクトップや会
議室のモニターが従業員体験を向上させるにあたって果たす役割につい
ての調査をForrester Consulting社に委託しました。2

 Forrester社は、次
のグループを対象に3つのアンケートと10件のインタビューを実施し、
このテーマについて調査しました： 

 › モニター／エンドユーザーデバイスの購入および／または職場設計に
関わる430名の事業意志決定者およびインフルエンサー。

 › コンピューターおよび／またはノートPCとモニターを使用して日常
業務を行う800名のナレッジワーカー。

 › 従業員の生産性、職場環境、業務スタイル、福利、企業の社会的責任
についての知識を有する150名の職場環境専門家（例：組織心理学専
門医、行動専門家、オフィスプランナー、人的要因の専門家、企業の
社会的責任マネジャーなど）。

 › モニター／エンドユーザーデバイスの購入および／または職場設計に
関わる10名の事業意志決定者およびインフルエンサー。

この調査を実施する中で、従来のオフィススペースであれ自宅であれ、
従業員体験の質は職場環境の質と根本的に結びついていることが分か
りました。実際、職場改善のイニシアチブを実行している企業は、高
いEXとビジネスの成果を報告しており、結果的にコスト削減および／
または増収につながっています。当社は、より詳細なレベルでテクノロ
ジーとモニターの果たす役割を解析し、具体的にモニターのどの機能が
どのように従業員の体験を向上させるのかを解明しました。

「 企業は新しい人材をサポー
トし、生産性を高め、従業
員を快適な気分にさせる
ワークスペースの設計に注
目しています」

  職場インテリアデザイン企
業、コンサルタント、Karen 
Giunta氏
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主な調査結果
 › CXを改善することが、依然として企業の主眼です。CXがビジネスの
成果に与える直接的な影響についての企業の意識は高まり続けていま
す。実際、調査対象企業の56%が過去2年間において、企業内でのCX
の優先度が著しく高まったと述べています。さらにこの調査では、
顧客に最適な体験を提供できるよう、従業員をより良くサポートした
り、従業員のスキルや能力を養成したりするなど、さまざまな形で取
り組みが行われていることも分かりました。

 › 従業員が優れたCXを提供できるようにすることの優先順位は高まっ
ており、結果的にビジネスの成果が上がっています。調査対象者の
64%が、優れた顧客体験を向上させるためにEXが重要であるというこ
とを認識しており、企業はEXの改善を目的としたイニシアチブに投
資しています。これにより、ビジネスにプラスの結果がもたらされる
ことが調査でわかっています。例えば、過去12か月間に従業員の生産
性ソリューションに投資した調査対象企業は、コスト削減またはその
他の収益面において、他の企業よりも平均で14%増のビジネス上の恩
恵を受けています。

 › モニターは、最適な職場環境を作る上で重要な役割を果たしていま
す。業務慣行やテクノロジーのニーズが進化するにつれて、従業員体
験の向上を促進するために企業もそれに適応していく必要がありま
す。72%の調査対象の職場環境専門家が、優れた従業員体験を実現す
るためには、適切なテクノロジーとハードウェアを備えた最適な職場
環境を構築することが必要不可欠であると回答しています。つまり、
調査対象の従業員の81%がモニターは職場環境において重要な役割を
果たすと述べているとおり、オフィススペースであれ自宅であれ、モ
ニターは高いEXを実現する主要因であると言えるでしょう。

 › 従業員に生産性が高まった、コラボレーションが容易になった、企業
への忠誠心が高まったと感じてもらうために、モニターは重要な存
在なのです。モニターは、従業員の生産性、コラボレーション、企業
への忠誠心に直接的に影響を与えており、これら3つはすべて従業員
エンゲージメントと良いEXに貢献する主要因です。例えば、調査対
象の従業員の79%が、ウルトラワイドスクリーンにより業務が迅速か
つスマートに実行できるようになり、生産性が高まっていると回答し
ています。さらに、当社の調査では回答者の61%が、モニターの設計
上の特色が新しいアイデアを受け入れる意識や自社の価値観への強い
共感を育くむのに役立つと回答しています。
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優れたEXは優れたCXと長期的なビジネス 
成長のために重要 
デジタル時代の革命的破壊により市場参入のハードルが解消され、ハイ
パーアダプションにより会社への忠誠心が低下し、ハイスピードで入れ
替わる従業員により人材の維持が難しい時代となっています。様々な大
きな要因により、企業の活動や顧客との日常的なコミュニケーション方
法が変化しつつあります。2020年、企業とその顧客体験チームはかつ
てない困難に直面しています。世界で猛威を振るう前例のない不確実性
により、世界中の顧客と従業員のエンゲージメントモデルはさらに変化
し、企業は優先事項と運営モデルの再検討を余儀なくされています。こ
れは、企業の56%が過去2年間において、企業内でのCXの優先度が著し
く高まったと述べていることからも分かります。
絶えず変化するこの市場では、最高体験責任者 (CXO) が企業のその他
の部門と連携して企業の回復を加速させなければなりません。短期的な
収益の損失を受け入れながらも顧客を満足させ、ビジネスを成長させる
体験を引き続き提供していく必要があります。そのためには、この不安
定な時代において顧客を引きつけて安心感を与える、ブランドへの親近
感を強めるとともに関連性の高いメッセージを発信していかなければな
りません。

持続可能なビジネス成長の鍵となる従業員体験
デジタル破壊が進み、企業同士の差が縮まってくるにつれて、優先順
位を決めることは簡単な作業ではなくなります。革新、パートナーシッ
プの他、どれもすべて長期的なビジネス成長をサポートする可能性を秘
めていますが、企業がしばしば忘れがちなのが競争での最大の強みとな
り得るのは従業員であるということです。実際、世界で大いに成功して
いる一部の企業は、自社の成功の秘密として従業員を挙げています。人
材調達が重要な要素であることは間違いありません。企業が人材の争奪
戦を行い、人材にまつわるギグエコノミーが拡大するにつれて、もう一
つの大切な疑問に直面します。企業が人材を獲得した後、それをどのよ
うに維持し、その才能を最大限に開花させるべきでしょうか？
危機的状況が続いてリモートワークが増加する中でこの問いが依然とし
て残っていますが、答えは常に同じです。つまり、良好なEXを生み出
すことに投資することによってビジネスを継続してCXを改善し、最終
的に業績を向上させられるのです。EXの現状を明らかするにあたり、
当社の調査では：
 › EXの向上が最優先事項となっていることが判明しました。EXとCX、
ビジネスの成長の関連性を見い出す企業が多くなるにつれて、ビジネ
ス上の優先事項としてEXの重要性が増し続けています。今年の調査で
は、従業員の55%が過去2年間に企業の優先事項としてEXの重要性が
著しく増していると回答しています（図1参照）。実際に、2018年の
委託調査では、ビジネス上の優先事項としてEXの改善を挙げたのは回
答者の47%のみでした。3

 今年度の調査では、調査対象の雇用主の64%
が優れたCXの実現にはEXが重要であると回答しています。2019年の
調査で同じように回答したのは、調査対象の雇用主の58%でした。
（図1参照）。4

 これは特に米国および英国に見られる傾向で、調査対
象の雇用主の74%がEXと優れたCXの関連性を認識していることを示
しています。

いかなる社会状況に
あっても、従業員を
通じて成長を促進し
ます。
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 › EXを改善することにより、継続的な事業推進につながります。調査
によると、エンゲージメントの高い社員は自発的に努力する可能性が
高く、結果的により強く一貫性のある顧客体験の実現と業績の向上
につながっています。この動機づけに加えて、EXの改善には長期的
なメリットもあります。事実として、MITによる調査では、従業員経
験が上位1/4の企業が、従業員経験が下位1/4の組織よりも25%高い利
益を得ています。5今年のForrester社による委託調査では、職場にお
ける様々なイニシアチブにより改善を推進できることがわかっていま
す。例えば、調査対象の雇用主の67%が、従業員が使用する旧式のテ
クノロジーやハードウェア（例：コンピュータやモニターなど）を 
交換すると顧客体験も改善されたことを記録しています。（図2 
参照）。

 › 職場環境を新しい社会的活動状況に適応させることは、優れたEXの
実現にあたって欠かせません。今年度の調査対象の職場環境専門家
の72%が、優れた職場環境が従業員体験の向上に極めて重要であると
考えています。調査対象の雇用主の61%が従業員の健康の向上、スト
レスレベルの減少を報告していることからもこれらの利点は明らか
で、55%がオフィススペースの改装（例：新しいオフィス内の配置、
内部設計、共有スペースなど）に投資することによって、従業員の
エンゲージメントと満足度が向上していると回答しています（図2参
照）。バーチャル／リモート環境での業務の著しい増加により、企業
はホームオフィスという新しい作業環境への対応に迫られています。
企業はこの新しい業務慣習に対して、様々な方法で適応しようとして
います。例えばコロラド州は、新しくリモート従業員をサポートする
ため、1,800台の非常用ノートPCに投資しました。6ただし、今後はこ
の概念が一般化して、労働者がさらにフレキシブルな業務体制を求め
続けるにつれて、より多くの企業がリモート／ネットワーク業務を受
け入れ始めると予想されます。

4  |   従業員の体験を向上させ、かつ分散した作業要員をサポートするためにモニターはどの
ような役割を果たすのでしょうか

図1

対象︓モニターやエンドユーザーデバイスの購入、職場環境の設計に従事する430名の事業意思決定
者とインフルエンサー
ソース︓デル・テクノロジーズのためにForrester Consultingが2020年3月に実施した委託調査

「次の内容にどの程度同意しますか︖」
（選択した結果を表示）

やる気のない従業員は収益性を低下させます。 43% 22%

従業員体験は、優れた顧客体験を提供するために極
めて重要です。

優れた顧客体験や収益
性を高めるうえで従業員
が果たす役割と優れた従
業員体験（EX）がもた
らすメリットを認識する
企業はますます増えてい
ます。

43% 21%

従業員体験は当社の収益に影響します。 38% 21%

自分の働く会社は従業員体験を改善する必要
があります。

32% 28%

従業員体験は、過去2年間で組織の優先事項として
重要性が増しました。

35% 20%

同意する 強く同意する



図2

対象：モニターやエンドユーザーデバイスの購入、職場環境の設計に従事する430名の事業意思決定者とインフルエンサー
ソース：デル・テクノロジーズのためにForrester Consultingが2020年3月に実施した委託調査

「これらの職場改善のイニシアチブから会社が得られた利点はどれですか？」
（様々な取り組みとその利点）

従来のテクノロジーとハードウェアの交換

従業員の生産性向上のための技術とハードウェアへの
投資

従業員のコラボレーションのための技術とハードウェア
への投資

オフィススペースの改装

コラボレートしやすいスペースの導入または拡張

リモートワーカーおとモバイルワーカーの増加

67% 顧客体験の向上
53% 従業員エンゲージメント／満足度の向上

53% 従業員の生産性が向上
49% 従業員エンゲージメント／満足度の向上

55% 顧客体験の向上
49% 収益の増大

61% 従業員の幸福度の向上とストレスレベルの低減
55% 従業員エンゲージメント／満足度の向上

職場改善の取り組み 上位の利点

64% コストの削減・維持
57% 知識共有とコラボレーションの改善

63% 従業員エンゲージメント／満足度の向上
62% 会社の価値観に対する共感

いかに、自信、権限、インスピレーションを与え、従業員に良好な
EXを推進させるのか
企業が良好な業績を実現するためには、障壁や課題を特定して取り除
き、EXを向上させる必要があります。Forrester社の従業員経験指数
は、エンゲージメントが高く才気のある従業員を育成することで、各従
業員から自発的な努力を引き出せることを示しています。従業員は企業
の市場獲得、顧客サービス、より効果的な顧客維持に貢献しながら、幅
広い分野でビジネスの実績を向上させることができます。
Forrester社がEX指数分析に含めた75の要因のうち、18の要因が従業員
エンゲージメントの重要な判断材料として浮かび上がっています。これ
らは、EXに影響を与え、従業員のエンゲージメントに最も大きく貢献
する組織的要因と技術的要因です。エンパワーメント、イネーブルメン
ト、インスピレーションの3つの大まかなカテゴリーに分類されます。7

 › エンパワーメント：自由裁量の範囲内で何が最も重要かを把握し、そ
の実行をサポートすること。エンパワーメントは、従業員の自発的な
取り組み、創造性、仕事での満足度を高める心理的条件を総合したも
ので、従業員エンゲージメントの判断において重要な要素です。リー
ダーは、従業員が生産性を高めて評価されるとともに、主体性を発揮
できる環境を作ることで、従業員エンパワーメントの有力な推進者と
なります。

 › イネーブルメント：重要な業務を遂行するためのテクノロジーとリ
ソースを持っていること。ナレッジワーカー層の中では、イネーブル
メントは特に従業員のエンゲージメントを予測する上で特に重要で
す。ワークフローと業務を常に妨げる細々した障害ほど、従業員体
験を損なうものはありません。適切なテクノロジーと業務遂行に必要
となる重要な情報へのアクセスは、従業員エンゲージメントの維持に
不可欠です。
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 › インスピレーション：企業のコアとなる使命と価値観について、発言
権と確信を持つこと。エンゲージメントの高い社員は、企業に愛着を
持っています。企業のコアとなる使命と価値観に共感している、すな
わち、会社に先見性と革新性があり、かつ倫理的に運営されていると
思うことは、従業員エンゲージメントの有力な判断材料です。具体的
には、これらの要素が、企業目標に向け、自分に対してより大きな投
資をしようという従業員の意欲につながることがわかっています。

この新しい職場環境における生産性、
コラボレーション、企業に対する忠誠
心の重要性
今日の職場環境では、従業員の期待は絶えず変化しています。2020年
に導入された実験的なバーチャル環境の一部は、バーチャルオフィスや
バーチャル業務がますます一般化するにつれて、近いうちに標準となる
でしょう。実際、リモートワークはすでに標準となっており、調査対象
企業の94%が今後12-24ヶ月以内に対面会議に代わってリモートのバー
チャル会議を増やす計画を立てています。代表となるケースはオースト
ラリアの通信企業で、コールセンターの従業員は今後恒久的に自宅勤務
になると発表しています。8

 現在、従業員は業務のさらなる柔軟性を期
待しており、企業は適切なテクノロジーを駆使して多様な勤務体制をサ
ポートする必要に迫られています。9

従業員がホームオフィスに慣れるにつれ、一部の企業は従業員がこれま
でと同様にできる限り生産性を維持できるように、オフィスのセット
アップを再現できるよう尽力しています。例えば、アメリカのある投
資会社は最近、45,000名の従業員にリモート勤務を要請しましたが、
必要な従業員には自宅にもう1台のモニターを届ける選択肢を設けまし
た。10別の例として、アメリカの某保険会社では、様々な物理的状況に
対応した5つの勤務体制プログラムを用意しました。そのうち1つは完全
なリモート勤務です。11

生産性、コラボレーション、企業への忠誠心がいかにEXおよびビジネ
ス成果に貢献するか
EX向上に貢献しているのは何か、それがどのように職場環境に関連し
ているかを理解することは、新しい社会状況での仕事に企業が適応する
うえで非常に重要です。職場環境を検討する際は、リモート業務の増
加を考慮し、自宅も含めたオフィスの概念を拡大することが重要です。
さらに、従業員に提供するテクノロジーからリモート勤務に対応した方
針やガイドラインまで、職場環境を構成する様々な内容について企業が
理解を深めることも非常に重要です。実際、調査対象の職場環境専門
家の72%が、優れた従業員体験の実現には適切なテクノロジーとハード
ウェアを備えた最適な職場環境を用意することが重要であると回答して
います。
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広範な組織を物理的に
体現した職場環境は、
企業における従業員体
験を反映するものであ
ると同時に、その基盤
としての役割も果たし
ます。



昨年実施された委託調査では、モニターに対するユーザーの考えを調
べました。特定のモニター機能が、従業員の生産性に対する考え方、
関心度、健全性に影響することが明らかになりました。12今年の調査で
は、バーチャルワークフォースの概念も含めて全体的な従業員体験にも
質問を広げました。これによって、職場環境の改善に努力してきた企業
は、結果的に従業員体験も改善していたことが分かりました。これによ
り当社は優れたEXの誘因である従業員の生産性に焦点を当てることがで
き、コラボレーションと企業への忠誠心にも調査を拡大することができ
たのです。より具体的には、企業が従業員にエンパワーメント、イネー
ブルメント、インスピレーションを与えるためには、従業員の生産性を
高め、コラボレーションを可能にし、企業の価値観への共感を高めて
インスピレーションを与えることを重点とする必要があることが分かり
ました：
 › 従業員がどこで働こうとも、テクノロジーで生産性を上げ、自信を
持たせます。オフィス環境であれ自宅勤務であれ、技術的ソリュー
ションとハードウェアは職場環境にとって極めて重要で、従業員の生
産性向上に不可欠です。実際、調査対象の職場環境専門家の71%が、
職場環境において従業員が利用できるテクノロジーが非常に重要だと
述べています。過去12か月間に従業員の生産性ソリューションに投資
した企業は、そうしなかった企業と比較して、コスト削減またはその
他の収益面において平均14%の利益を得ているという結果になってい
ます（図3参照）。さらに、11の職場改善イニシアチブのうち、ワイド
スクリーン／デュアルモニター、モバイルデバイスといった従業員の
生産性向上ソリューションへの投資は、従業員の生産性向上と最も大
きく関連していました。調査対象者の53%が、投資と従業員の生産性
向上との間に直接的な関連性があると報告しています（図2参照）。

 › 従業員が簡単にコラボレートし、情報にアクセスし共有できるように
します。昨今の危機的状況により、従業員がどこで仕事をしていても
コラボレーションができるテクノロジーの重要性が高まってきていま
す。オフィス環境の観点から、当社の調査ではコラボレーションおよ
びホットデスキングを実現するためのスペースの導入または拡張は、
コスト削減と従業員の知識共有に深く関連していることが分かってい
ます。実際、過去12ヶ月間にコラボレーションスペース（ビデオ会議
室、イノベーションラボ、トレーニング室など）を導入または拡張し
た雇用主の64%が、年間コスト（主に不動産コスト）を削減あるいは
現状のまま抑えられたと回答しており、さらに57%は従業員のコラボ
レーションも向上したと回答しています。その他に実施されたイニシ
アチブに関わらず、コラボレーションスペースに投資した企業は、投
資しなかった企業と比較して平均で35%のコスト削減または増益を達
成しています（図3参照）。これら2つの職場改善イニシアチブの実施
後、イニシアチブに投資しなかった企業と比較すると、雇用主は従業
員のエンゲージメントが高まったと報告しています。

「優れた職場環境は、従業員
に業務をコントロールしてい
る実感を与え、権限や自信を
もたらします。」

  Maria Lund Jensen氏、医療技
術会社、職場サービスマネー
ジャー
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「職場のデザインをビジネスの意思決定として見てみると、これは大き
なROIを得るチャンスです。正しい決断を下せば、職場を従業員がただ
働く場所から企業目標をサポートする強力なビジネスツールに変貌させ
られるのです。」

  職場のインテリアデザイン企業、コンサルタント、Karen Giunta氏



 › 企業価値に共感できるような職場環境を構築することで、従業員に
インスピレーションを与えましょう。優れた従業員体験を生み出すた
めには、企業が職場環境を企業ブランドの延長として見ることが重要
です。調査対象の従業員の55%が、EXの質に影響を与えるのは、職
場や従業員に提供されるテクノロジーに反映された企業の価値観であ
ると述べています。実際、調査対象の職場環境専門家の62%が、職場
のデザインの選択が従業員の雇用主に対する意識改善につながると同
意しています。デザイン以外にも、調査対象の職場環境専門家の66%
が、従業員が業務のプライバシーをどの程度保てるかで企業に対する
信頼が高まり、職場でより自信を持って業務を遂行できるようになる
と回答しています。さらに、持続可能性／環境に優しい業務方針／慣
行に対して尽力する企業の60%において、従業員のブランドに対する
忠誠心が高まっています。実際、調査対象の雇用主の66%がこれを実
践し、今後12か月間にわたって職場環境を改善する投資の増加を計画
しています。米国ではこの数字は雇用主の80%にも上り、さらに顕著
です。当社の調査では、作業環境がホームオフィスにまで拡大するに
つれ、リモートワーカーおよびモバイルワーカープログラムの増加
により、従業員の企業への忠誠心が高まったことが分かりました。
実際、正式なリモートワークプログラムと適切なサポートテクノロ
ジーを活用した場合、リモート業務の導入や増加は従業員の企業に対
する忠誠心の高まりにおいて大きな役割を果たしています。調査対象
の雇用主の62%が直接的な相関関係を報告し、これはテストした全て
のイニシアチブの中でも最高でした（図2参照）。またリモートワーク
の増加により、調査対象の雇用主の63%が、従業員エンゲージメント
が高まったと回答しており、回答者の57%が人材獲得が改善されたと
回答しています（図2参照）。これにより、これらの企業にコスト削減
や増益といったメリットがもたらされました。調査対象の企業は、リ
モートワークを全体的な職場改善イニシアチブに導入した際、導入し
なかった企業よりも平均で50%のコスト削減または増益を報告してい
ます（図3参照）。
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図3

対象：モニターやエンドユーザーデバイスの購入、職場環境の設計に従事する430名の事業意思決定者とインフルエンサー
ソース：デル・テクノロジーズのためにForrester Consultingが2020年3月に実施した委託調査

3つの主要な職場改善のイニシアチブがより多くの利点を生み出しています

従業員の生産性向上のための技術とハードウェアへの投資

コラボレートしやすいスペースの導入または拡張

リモートワーカーとモバイルワーカーの増加

+14%

+35%

+50%

コスト削減または追加収益の面で、イニシアチブに投
資した企業としなかった企業のその他の利点の比較
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従業員の生産性、コラボレーション、
企業に対する忠誠心の向上における 
モニターの役割
当社の調査は、急速に変化する業務の性質への対応に企業が苦労してい
ることを示しており、ビジネスを確実に回復させるために現在のテクノ
ロジー上の優先事項を再考することを強いられています。実際、より優
れた職場環境を作り上げる際に、急速に変化するペース（50%）と予算
不足（53%）が雇用主が直面する上位2つの課題として報告されてい 
ます。
ForresterのEX指数は、従業員エンゲージメントの主要な成功因子とし
て、従業員に提供されるテクノロジーがあげられることをはっきりと示
しています。「テクノロジーの利用と満足度は、従業員エンゲージメン
トにおいて重要な役割を果たします。インフォメーションワーカーワー
カーにとってのテクノロジーは、生産性を高めるための主要なリソース
です。このテクノロジーを活かせれば良い結果が生まれるのですが、失
敗するか、あるいは低迷しただけでもエンゲージメントが弱まり、結果
的にエンゲージメントの障害となることがあります。具体的には、調査
でエンゲージメントにおいて上位20%に入った従業員はテクノロジー環
境にほぼ満足しており、下位50%はテクノロジーに不満を抱いていると
回答しています。」13

モニターの特定の機能は、従業員の生産性、コラボレーション、企業へ
の忠誠心に影響します  

テクノロジーソリューションとハードウェアでは、ナレッジワーカーの
日常業務においてモニターは重要な成功因子であり、調査対象の従業員
の81%が、モニターは職場環境において主要な役割を果たすと述べてい
ます（図4参照）。
しかし、モニターを購入するときには、調査対象組織（45%）のほぼ
半数が1つのサイズですべてをまかなう方式を取っており、現在のモニ
ターセットアップに完全に満足している従業員は28%しかいませんでし
た。より具体的には、昨年の委託調査では、特定のモニター機能（人間
工学に基づくエルゴノミクス、画面の前面体験、接続性を含む）のすべ
てが従業員体験に影響を与えていることが分かりました。具体的には、
昨年の調査では不十分な作業姿勢が従業員の健康を害するだけでなく、
自社をどう思っているかにも悪影響を与えたことが分かっています。ま
た、スクリーンに向かった時の体験とモニターの接続性の両方が、従業
員の生産性に影響を与えることも分かりました。
従業員体験においてモニターが果たす役割をさらに理解するため、今年
度の分析ではモニターの機能と、生産性が向上し、コラボレーションが
容易になり、企業に対する忠誠心が高まったと従業員が感じられるかど
うかの関連性を特定しました。これらの新しい要素に基づいて、ウルト
ラワイドスクリーン、色域、会議室画面、デザイン、持続可能性、プラ
イバシーというモニターの6つの主要機能についての分析を主眼としま
した。この分析結果は、次のセクションで見ていきます。

「 職場環境で従業員に提供さ
れるテクノロジーは非常に
重要です。多くの従業員は
グローバルチームとコラボ
レートすることが多く、
プロジェクトについて協
力しあい、コミュニケー
ションをとる必要があるか
らです。」

  バイオテクノロジー＆医療
会社、人的要因エンジニア

「 ワークスペースに対する従
業員の考え方は、大抵の場
合、視覚によるところが大
きいのです。従業員が長時
間モニターに向かって作
業をすることを考えても、
モニターは間違いなく職場
の中でも最も重要な機器の
一つと言えるでしょう。」

  マイケル・コリンズ氏、 
人間工学コンサルタント、
基準ボディ



図5

対象：コンピューターおよび／またはノートPCとモ
ニターを使用して日常業務を行う800名のナレッ
ジワーカー
ソース：デル・テクノロジーズのためにForrester 
Consultingが2020年3月に実施した委託調査 

「生産性を向上させるために、次のモニタ
ーの機能はどの程度重要ですか？」

設計機能 41% 36%

ウルトラワイドスクリーン 38% 37%

より広い色域 41% 33%

プライバシー機能 40% 31%

持続可能性の
特色

33% 33%

非常に重要
決定的に重要

ウルトラワイドスクリーンと幅広い色
域で生産性を向上させる
昨年の調査では、モニターサイズと解像度、色の精度、青色発光レベルの
すべてが、従業員の生産性向上を図るうえで考慮すべき重要な機能でし
た。今年の調査では、従業員の日常業務で生産性を向上させ、結果的に従
業員体験に影響を与える要因として、ウルトラワイドスクリーンと色域が
より幅広いモニターの果たす役割に注目しました。当社の分析は、
 › ウルトラワイドスクリーンが従業員の生産性を向上させることを示
しています。調査対象の従業員の79%が、ウルトラワイドモニターに
よって業務をよりスマートかつ迅速に実行できるようになり、生産性
向上につながると回答しています。このことは、調査対象の職場環
境専門家の76%が、ウルトラワイドスクリーンが生産性にプラスの影
響を与えると回答していることからも確認できます。実際、調査対象
の従業員の66%が、作業時のアプリケーションとウィンドウ間の切替
回数を低減する必要性を訴えています。さらに、75%がウルトラワイ
ドモニターがマルチタスクに役立ち、他の有益な作業に集中できるよ
うになるだろうと回答しています。回答者の64%がモニター購入にお
いてはスクリーンサイズが最重要事項であると回答しており、74%が
ウルトラワイドスクリーンは従業員の日常業務で重要な特徴であると
回答しています。企業はこのニーズへの対応を図っています。

 › 同様に、幅広い色域も従業員の業務をより効果的に実行するのに役立
ちます。調査対象の従業員の75%が、日々の業務を遂行するのに正確
なカラーの再現が必要だと回答しています。調査対象の従業員の71%
がより広範な色域によって生産性が向上すると回答しており、65%が
広範な色域を持つモニターの自然な色を使用することで、デザインや
クリエイティブコンテンツ（ウェブサイト、広告など）の利用に役立
つと回答しています。

図4

対象︓コンピューターおよび／またはノートPCとモニターを使用して日常業務を行う800名のナレッジワーカー
ソース︓デル・テクノロジーズのためにForrester Consultingが2020年3月に実施した委託調査

「次の記述にどの程度同意しているかお答えください。」
（「同意する」または「強く同意する」を選択した回答者ごと）

モニターは、世界中、特にドイツ、中国、フランスで、職場環境において重要な役割を
果たしています。

モニターは、職
場環境において
重要な役割を果
たしています

75%

米国

77%

英国

82%

スカンジナビア

86%

フランス

87%

中国

82%

日本

66%

オーストラリア・
ニュージーランド

89%

ドイツ
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 › 不十分なスクリーンサイズと色域は、従業員の生産性に悪影響を与え
ます。モニターのスクリーンサイズに完全に満足していると回答し
た従業員は23%にすぎません。スクリーンサイズが不十分であればマ
ルチタスクを効率的に行うことができず、日常業務に悪影響がありま
す。従業員の生産性は不十分なモニター色域にも悩まされており、
ナレッジワーカーで完全に満足していると回答したのはわずか20%
です。例えば、従業員の80%が色域がより広くなればプレゼンテー
ションの準備や読み取りが容易になると述べており、69%が製品や
コンポーネントの設計に、69%がマーケティング関連文書のデザイン
改善に役立つと回答しています。これは、企業にとっては、従業員が
最良の状態で業務をこなすために必要な適切なテクノロジーを提供す
ることで生産性を向上させられるまたとない機会です。
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「 ワイドスクリーンはより人間工学に沿った作り、働く人にとって効率
的です。曲面ディスプレイはユーザーの視点をスクリーンに集中さ
せ、オフィス環境で気が散りにくくするため、重要なアイテムです。
これは、今日のオープンスペースの作業環境に当てはまります。」

     プロフェッショナルサービス企業の職場サービスマネージャー、 
Livia Czaholi氏

強化された会議室ソリューションとの
コラボレーションを、迅速かつスマート 
に実現
リモートワークの拡大により、企業がビジネスを継続するうえでコラボ
レーションの重要性が改めて強調されることになりました。しかし、一
部の従業員がリモートで働く一方で、オフィススペースに復帰したり、
ハイブリッドのワーキングスタイルを選択したりする従業員もいます。
他のロケーションや地域に分散したチームメンバーやパートナーとコラ
ボレートすることは、今後ビジネスの新しい常識となるでしょう。この
セクションでは、従業員のコラボレーションを可能にし、最終的に従業
員体験の向上を計るための共有スペースと会議室画面の役割を見ていき
ます：
 › 会議室画面は、コラボレーションや情報へのアクセスや共有を容易
にするためのキーとなるツールです。雇用主のほぼ半分（45%）が、
コラボレーションに最適なミーティングルームを設計することは困
難であると感じており、大多数の会議室（62%）にはスクリーンが設
置されているにも関わらず、インタラクティブな機能を備えているの
はそのわずか半分だと報告されています。さらに、調査対象の従業員
の88%が、現在の会議室の構成に完全に満足していないという事実に
ついては、もはや驚くべきことではありません。また、調査対象の職
場環境専門家の61%が、従業員のコラボレーション、情報へのアクセ
ス・共有を簡単に行うためには、従来の会議室のプロジェクターや画
面では不十分であると述べています。しかし、調査対象の企業の33%
が、今後12～24ヶ月以内に補完的な周辺機器を備えた大規模でインタ
ラクティブなタッチディスプレイにアップグレードすることを検討し
ていると回答しており、進歩が期待されています。

 「 会議室の画面に高度な機能
（例：タッチスクリーンな
ど）を統合することで、優
れたコラボレーションとビ
ジュアル化が実現します。
これらは会議を成功させ
る鍵となる必須のコンポー
ネントです。リモートワー
クやバーチャルチームがも
はや標準となったグロー
バルなバーチャルワーク
フォースでは、これらの
ニーズがますます高まって
います。」

  Divya Narayan氏、人間工学
コンサルタント、医療 
ネットワーク



 › 会議室画面のさまざまな機能により、従業員のコラボレーションが
向上します。調査対象の従業員は、会議室で効果的にコラボレー
ションを行うのにもっとも役立つ機能としてオーディオビジュア
ル機能（例：カメラ、マイク、スピーカーなど）を選択しています
（74%）（図6参照）。また、雇用主の71%がこれが購入決定における
最大の検討事項だと回答しています。同様に、企業は会議中に従業員
が共有スクリーンで積極的にコミュニケーションを図り、コラボレー
トできるようタッチスクリーン機能を検討すべきでしょう。調査対象
の職場環境専門家の60%が、会議室画面を使用する際にはタッチスク
リーン機能が従業員のコラボレーションを向上させると回答していま
す。会議室画面には、コネクターやケーブルを探す時間のロスを避け
るためにも無線接続機能を搭載する必要があります。調査対象の従業
員の50%が、会議室画面を使用する際にこれが最も厄介な問題だった
と述べています。職場環境専門家の66%が、企業が会議室へのアクセ
ス機能にさらに投資することを推奨しています。

 › 会議室が最適な状態にないと、従業員のコラボレーションを妨げるこ
とになります。不便な使用体験によって従業員の不満は募り、完全に
集中して会議に参加することはできなくなります。実際、従業員の
71%が会議室画面が最適な状態ではないために、同僚やパートナーと
コラボレートする能力が妨げられていると述べています。同様に、半
数の従業員が会議中にスクリーンを共有する場合に、積極的なコミュ
ニケーションやコラボレーションが困難であると回答しています。不
十分なコラボレーション機能では不満が生じ、時間が失われます。

図6

対象：コンピューターおよび／またはノートPCとモニターを使用して日常業務を行
う800名のナレッジワーカー
ソース：デル・テクノロジーズのためにForrester Consultingが2020年3月に実施した
委託調査 

「同僚、パートナー、およびクライアントとのコラボレーションで、次の会議室モニターの
機能はどの程度重要ですか？」
（上位5つの回答を表示）

マルチメディア機能 48% 26%

設計機能 37% 30%

画面サイズ 34% 30%

ワイヤレス接続機能 32% 31%

アクセシビリティ機能 30% 30%

非常に重要 決定的に重要

何よりも、会議室の
マルチメディア機能は、
コラボレーションを可能
にするうえで非常に重要
です。
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「 ホワイトボードとタッチス
クリーン機能は、会議室画
面では非常に便利です。
ユーザーは本題から「脱
線」してよりクリエイティ
ブな意見を交換したり、
より効果的にコラボレー
ションができるので、結果
的に生産性の向上につなが
ります。」

  Mark Edwards氏、エンジ
ニアリング＆管理コンサル
ティング、人的要因コンサ
ルタント



デザイン、プライバシー、持続可能性
の機能を最大限活用して、従業員との
絆を深めましょう。
調査によると、試行された11の職場改善イニシアチブのうち、リモート
ワークをサポートすることによって従業員の企業に対する忠誠心に最も大
きな影響を与えられることが分かっています。その他の要因としては、環
境を保護するための従業員の取り組みをサポートする、個々のプライバ
シーを尊重する、新しいアイデアを受け入れる手助けをする、などが信
頼を構築し、従業員との絆を強化する要因として挙がっています。
 › 雇用主がデザイン機能を熟慮することにより、職場全体の質を高め、
従業員の企業に対する忠誠心を高められます。モニターのデザイン
は、従業員の企業ブランドと価値観に対する忠誠心に最も強く影響し
ます（70%の相関性有り）。多くの企業ではこれが優先事項となって
います。モニターを購入する場合、雇用主（73%）が考慮する最も主
要な機能はモニターのデザインで、画面サイズ（64%）を含む他のど
の機能よりも重要だと回答されています。より具体的には、ポート
への簡単なアクセス（71%）、極細ベゼル（67%）、薄型の軽量デザ
イン（63%）を備えたモニターを雇用主は検討しています。これは職
場のモニター（59%）にプロフェッショナルでモダンな外観を強く求
める従業員たちから多く共感を得られることでしょう。61%の従業員
が、モニター設計機能が職場全体を強化し、新しいアイデアの受け入
れや企業の価値観に対する共感を高めるのに役立つと回答しています
（図7参照）。
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図7

対象︓コンピューターおよび／またはノートPCとモニターを使用して日常業務を行う800名のナレッジ
ワーカー
ソース︓デル・テクノロジーズのためにForrester Consultingが2020年3月に実施した委託調査

「企業の価値観に対する共感に影響しているモニターの機能は次のうちどれですか︖」

環境保護とフットプリント最小化に関す
る自分の価値観を反映する持続可能

性の機能
29% 24%

職場での自分の仕事のプライバシー
保護に役立つプライバシー機能

39% 30%

設計の特色は職場全体を強化し、新し
いアイデアを受け入れることを可能にする

44% 17%

強く影響している 決定的に影響している

特に、プライバシー機
能が従業員の企業に対
する共感度に与える影
響は見過ごせません。

「 モニターのベゼルは、従業員
が自分のモニターの大きさを
実感するのに役立ちます。薄
型のベゼルモニターはアップ
グレード感たっぷりですが、
それだけでなく使用するデス
クトップスペースも少なくて
済むため、さらなる操作性や
柔軟性をもたらします。」

  マイケル・コリンズ氏、 
人間工学コンサルタント、
基準ボディ

「 モニターを購入する場合、企業
は予算範囲内で可能な限りエコ
フレンドリーな製品を見つける
よう努めるべきです。」

  Divya Narayan氏、人間工学
コンサルタント、医療 
ネットワーク



 › モニターの持続可能性の特色は、その会社の価値観を反映していま
す。企業の社会的影響は、新しい人材を惹きつける能力にも直接影響
しています。特にミレニアル世代は「収益よりも企業目標が大切」を
モットーに、企業の価値観を基準に就職先を決める傾向にあります。
14

 当社の調査によると、この考え方には従業員が日常業務を遂行する
ために利用できるテクノロジーも含まれています。持続可能性の特色
（例：消費電力、環境に優しい資材、環境認証など）は、企業ブラン
ドと価値観に対する従業員の忠誠心に深く関係しています（67%）。
しかし、モニターの持続可能性の特色が会社の価値観を反映している
ことを認識している雇用主はわずか56%で、職場環境をデザインする
際に環境へ配慮することが重要な要件だと考える雇用主はわずか58%
にとどまっています。考えられる説明としては、ほとんどのITチーム
（46%）が企業の社会的責任（CSR）と持続可能性にまつわる企業プ
ログラムにおいて、大きな役割を果たしていないことです。これに
より、従業員の持続可能性に対する感じ方と企業が実行しているこ
との間にギャップが生じてしまっています。実際、調査対象の従業
員の46%が、企業のコアとなる使命や価値観に対して共感を感じてい
ないと回答しており、むしろより持続可能で環境に優しい業務を行う
方法について積極的に模索しています（65%）。職場環境専門家も職
場での持続可能性の実践の重要性に注目しており、そのうち64%はモ
ニターの持続可能性の特色がますます重要になってきていると述べて
います。企業は、モニターも含めたハードウェア購入の際には持続可
能な構成部品を検討する必要があります。従業員の58%は、雇用主が
環境に優しい持続可能な製品を使用していると知ることでより働きが
いを感じられると回答しており、これを実践することは従業員との
絆を強化することにつながります。具体的には、企業はモニター購入
の際には従業員の65%が持続可能性で最重要の特色として挙げている
カーボンフットプリントに注意を払い、その詳細を従業員に伝える必
要があります。

 › モニターのプライバシー機能を軽視すると、従業員の企業に対する信
頼が失われます。リモート勤務あるいはオープンスペースで勤務する
従業員のプライバシーに関するニーズに、雇用主は現在十分に対応す
ることができていません。調査対象の従業員の半数は、身近にビジュ
アルハッキングの被害者がいると回答しています。15また55%が、画
面に表示されている情報が危険にさらされていることを懸念していま
す。モニターを購入する際にプライバシー機能が非常に重要であると
考えている雇用主はわずか57%のみで、その結果、モニターのプライ
バシー機能に完全に満足している従業員は、わずか16%という結果に
なっています。

14  

「プライバシー機能により、従業員はより快適で安心感を持って働くこ
とができます。」

  Amgad Labib氏、オフィス家具メーカー、職場設計戦略家
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各国の状況早わかり：主なインサイト

米国 • 調査において、ビジネスの成果向上における従業員体験の重要性について、最高レベルの認識度を示したのが
米国です。74%の企業が優れた顧客体験を推進することが重要だと考えており、80%が今後12か月間に職場環境
を改善するための投資を増加させる計画です。その結果、生産性が向上した（74%）、コラボレーションができるよ
うになった（74%）と感じる従業員の数が最も多い国でもあります。

• ただし、これをテクノロジー購入の際の意思決定に組み込む必要があります。企業の88%は、生産性を向上させ
るテクノロジーを従業員に提供していると考えていますが、66%はモニターを購入するときに1つのサイズですべてに対
応するアプローチを採用しています。米国企業は、従業員のグループ別に適切なタイプのモニターと機能を特定して
提供し、従業員体験を向上させる必要があります。

中国 • 中国企業の50%のみが、EXが優れた顧客体験を推進する上で重要であると考えています。 その結果、従業員
の45%が企業が生産性を向上させ、作業を実施するために必要なテクノロジーを提供していないと述べています
（中国人従業員の69%がモニターの色域に不満を抱いており、50%はモニターの画面サイズに不満があります）。

• 中国の企業は、従業員のニーズを意思決定プロセスの中心に置いてモニターを購入する方法を再考することに
より、従業員体験を最適化して、ビジネスの成果を促進する必要があります。

英国 • 設計の特色は、モニターに投資するときに英国企業が最優先として考慮するモニターの特色であり（84%）、72%

が人材を引き付け、保持するのに役立つと回答しています。しかしながら、英国の従業員のうち50%のみが企業のコ
アとなる使命と価値観に共感できると感じており、58%が現在のモニターの設計の特色（企業への忠誠心と最も関
連の深い特色）について満足しています。

• 加えて、オフィスで働く従業員にデュアルモニターのセットアップを提供している企業はわずか28%であり（日本以外で
調査されたすべての地域の中で最低）、ウルトラワイドモニターを提供しているのはわずか26%です。英国企業は、
従業員の企業に対する忠誠心を高めるために、購買決定基準を技術的機能以外にも拡大して、従業員に提供
するテクノロジーが従業員に与える感情面の影響も考慮すべきです。

フランス • フランス企業の90%が高い成熟度レベルを示し、優れた従業員体験と顧客体験を実現するうえで、従業員に提
供するテクノロジーが重要であると考えています。この意識のレベルが購買決定につながっています。モニターを購入
するときに企業が考慮するモニターの特色のうち持続可能性を最上位に挙げているのはこの地域だけ（74%）で
す。当社の調査により、持続可能性に関する実践を企業が考慮することによって、従業員が会社に対して感じる共
感が大きく改善されていることが実証されました。調査対象のフランス人回答者の55%が、企業のコアとなる使命と価
値観に共感できると感じており、これは調査対象地域全体で最高の数字です。

• ただし、フランスの企業は購買プロセスにおいてその他のモニターの特色を無視すべきではありません。例えば、モニ
ターの画面サイズに現時点で完全に満足していると回答したのは従業員の27%にすぎません。

スカンジナビア • これは、ほとんどの従業員が生産性を高めて、仕事を遂行できると感じている地域です（73%）。また多くの従業員
は、自社が革新的で先見性があると考えています（71%）。ただし、この地域の雇用主は、従業員体験における
プライバシーの役割についての認識を高める必要があります。46%が、モニターが備えるプライバシー機能が従業
員の日常業務には重要ではないと考えています。

• モニターによるより効率的なコラボレーションは、スカンジナビアの従業員が期待する主な利点です（80%）。こ
れはマルチタスクを上位の利点として順位付けする他の地域とは異なります。
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オーストラリア・
ニュージーランド

• 従業員の生産性に最適なテクノロジーと接続性を提供することが、職場環境を設計する際にオーストラリアの企業
にとって最重要の要件です（80%）。ただし、ハードウェアとデバイスへの投資において従業員の声を考慮してい
るのは46%にすぎず、これは調査対象地域全体で最も低い数字です。 これが、従業員の81%が現在のモニターセ
ットアップに完全に満足していない結果につながり、71%が生産性の向上を実現するためにマルチタスクを実現できる
モニターを期待しています。

• オーストラリアの企業は、従業員の生産性を適切に重視していますが、購入の決定においてその実現方法を学ぶ
必要があります。例えば、より広い色域またはウルトラワイドスクリーンを持つモニターから利点を得られる従業員グル
ープを特定することで、タスクをより効果的に多く実行することができます。

ドイツ • ドイツ企業は、従業員のコラボレーションと持続可能な作業環境の構築に深く配慮しています。実際、ドイツ企業の
80%がコラボレーションの促進が重要な考慮事項であるとし、70%は職場環境を設計する際に重要な要件として環
境への影響を考慮しています。

• モニターの場合、ドイツ人の従業員の89%が正確な色の再現を必要としていると回答しており、調査対象地域全体
で最も高い数字です。ただし、ドイツ企業の36%は依然として、モニターの購買決定において正確な色の再現を
考慮していません。 従業員の生産性と従業員体験を改善するため、ドイツ企業は、モニターの特色全体を考慮
し、そのアプローチを特定の従業員ニーズに対応するモニターを選択するように調整する必要があります。

日本 • 他のイニシアチブと比較して予算が不足し、優先事項とされていないことが、より良い職場環境を作るうえでの日本
企業の重要な課題です（84%）。この結果により、現在のモニターセットアップに最も不満を持つ（83%）のが
日本人従業員であり、日本人回答者のほぼ半数が、生産性を向上できず業務を遂行できないと感じています
（48%）。

• 従業員に提供されるテクノロジーやツールを再評価することにより、日本企業が従業員体験を改善し、従業員に
権限と自信、インスピレーションを与える投資を優先事項とすることが急務です。
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• 中規模企業は、従業員体験が収益に与える影響を大企業よりも理解しています（64%）。しかし、優れた従業
員体験を提供する点では遅れており、67%がそれを改善する必要があると認識しています。

• 特に中規模企業は適切なテクノロジーとツールを使用して、従業員に自信と権限を与えることに苦労しています。
従業員の60％が利用可能なコラボレーション向けのテクノロジーとツールに不満を抱いており、39%は生産性ツール
に不満を抱いています。さらに、テクノロジーとツールに対する従業員の満足度を測定しているのはわずか19%である
ため、全体が把握できていません。

• 具体的には、モニターの場合、中規模企業は従業員のモニターのアップグレード頻度が最も低くなっています（44%

が3～5年毎に1回アップグレードすると報告）。

• これらの企業は、モニターの購買プロセスでは設計（71%）、スクリーンサイズ（64%）、持続可能性機能（64%）
が決定の際に考慮する主要なモニターの特色であると回答しています。

• 他の40%では、従業員が、職場が企業の価値観を正確に反映していると感じられない、また自社に先進性があり
革新的であると思っておらず（45%）、企業への忠誠心の阻害要因となっています。

• 今後12か月間に目を向けると、当社の調査では、中規模企業による職場環境改善の取り組みへの投資と従業員
体験の向上を妨げるものが他にもあることが分かっています。特に、予算（75%）がその例です。ただし、回答者の
64%が来年、従業員体験を改善するための投資を増加させる計画であると回答していることから、この分野での進
展もあると見られます。そのため、どのようにオフィスでの働き方からホームオフィスでの働き方に拡張されたかを調べ、
達成したい成果とそれらの関連指標を明確に定義し、従業員が設計と意思決定のプロセスに関与できるよう、包括
的な見方をする必要があります。

• 調査対象の営利事業主の65%は、良い顧客体験を促進するうえで良い従業員体験が重要であることを認識して
います。それにもかかわらず、予算は、より良い従業員体験につながる職場改善の取り組みに対する妨げのままとな
っています（67%）。

• 従業員体験における投資に正しい優先順位を付けないことは、従業員の生産性とコラボレーション能力に悪影響を
与えます。実際、営利事業主の従業員は、利用可能な生産性向上のためのテクノロジーとツール（32%）やコラボ
レーション向けのテクノロジーとツール（30%）に不満を抱いています。例えば、テクノロジーアップグレードの実施頻
度では、調査対象の営利事業主の中では3～5年に1回従業員のモニターをアップグレードする事業主が最も多く
（33%）、より頻繁にアップグレードする事業主（22%が2年毎と報告）もありました。

• モニターを購入する場合は、主に設計（72%）、スクリーンサイズ（66%）、持続可能性の機能（63%）を重視
しています。

• 当社はまた、営利事業主は今後も従業員体験の向上に主眼を移してゆくと予想しています。回答した事業主の
67%が、今後12か月間で職場環境を改善するための投資の増加を計画しています。

• 営利事業主は、これらの投資のビジネスケースを作成するために、従業員体験の質を監視する指標とKPIの定義か
ら始める必要があります（現在、技術およびツールに対する従業員の満足度を測定しているのは24％のみです）。
また、従業員からインサイトを集め、問題点を特定する必要があります。たとえば、画面ディスプレイが小さいため、ウィ
ンドウ間の切り替え時に発生する生産性のロスの時間を定量化することは、特定のテクノロジーへの投資をサポート
するのに役立ちます。

中規模企業

営利事業主
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大企業 • 大規模企業は、リモートワーカーとモバイルワーカーをサポートするための投資を強化しており（42%）、これは従
業員の企業への忠誠心との関係が最も強い取り組みです。

• これらの企業はまた、調査対象の従業員に対して適切なツールを与えることにほとんど苦労しておらず、調査対象従
業員の77%が利用できる生産性向上のためのテクノロジーとツールに満足しており、また77%が利用できるコラボレー
ション向けのテクノロジーやツールに満足しています（中規模企業ではそれぞれ61%、40%）。

• 実際、調査対象企業の46%が従業員のテクノロジー／ツール満足度を追跡し、従業員の声に基づいて計画と調整
を行っています。他の85%は、最適でないモニターは特に従業員体験を阻害すると述べ、76%は、モニターの設計が
職場環境全体において重要な役割を果たすと考えています。これに一致するように、企業の21%が最新のテクノロ
ジーを対応できるように、従業員のモニターをできる限り頻繁にアップグレードしています。

• 大企業はモニターのカラーカバレッジを小規模企業とは別の視点で見ており、83%がこの機能をモニターの購入時に
重要な機能としています（中規模企業は43%、営利事業主は50%だけです）。これらの企業によって考慮される
他の上位の特色は、設計（74%）と画面サイズ（62%）です。

• 大企業は、今後12～24ヶ月間にわたってホットデスキング（57%）の採用と拡大に投資することを計画しており、さ
らなる投資が、従業員の生産性（50%）とコラボレーション（48%）を高めるテクノロジーやハードウェアを含む
様々な取り組みで見られます。

• 企業はまた、生産性とコラボレーションを簡単にできるよう、従業員に適切なツールの提供を継続しながら、従業員が
利用できるテクノロジーを活用して、企業への忠誠心を高める必要があります。というのも、従業員の3分の1が自社が
革新的でなく、先見性もないと思っているからです。



主な推奨事項
優れた顧客体験を提供するために従業員に何が出来るのかは、企業のテ
クノロジーインフラストラクチャによって決まります。企業が従業員
の職場環境にイノベーションをもたらすにつれ、自宅であれオフィスで
あれ、ITとビジネスリーダーは適切なテクノロジー投資を行ってEXを
正しく形作る必要があります。日常業務で従業員に自信、権限、イン
スピレーションを与えるためには、よく考慮されたモニター戦略が必
要不可欠です。EXの要因やメリット、職場環境が果たす役割について
Forrester社が雇用主、従業員、職場環境専門家に対して徹底的に調査を
行った結果、いくつかの重要な推奨事項が得られました。
バーチャル従業員に永続的に対応できるようにしましょう。多くの企業
が強制的なリモートワークや出張禁止など、前例のない事態に直面して
います。従業員には自宅勤務や社外での柔軟な勤務オプションが与えら
れ、かつて「普通」だと見なされていた勤務体制に戻る見込みは非常に
少ないと言えます。飛行機を使った出張や対面式のミーティングの必要
性自体にも疑問が生じてきています。レガシーテクノロジー環境での不
便さを最初に体験したビジネスエグゼクティブたちは、ITによってイン
フラストラクチャを早急に近代化することを要求するでしょう。これに
は、従業員のホームオフィスをオフィス内デスクの延長として扱い、両
者間で可能な限り同じ環境を作ることが含まれます。
職場のニーズと新たに生じる従業員の行動パターンを特定します。多く
の企業は、業務がどのように行われているか知っていると考えています
が、現実は、いつもさらに複雑です。CXの原則を使用して、従業員の
理解を向上させます。普段の職場環境で従業員との面談と観察を行い、
仕事の好みや重要な業務をどのように完了させているかなど、インサイ
トを得てみましょう。必要とするテクノロジー要件や期待を特定するた
めに、モニターサイズや解像度、マルチメディア機能、デザインの特色
などの分野で従業員の現在の使用パターンをまず評価してみます。
優れたEXを実現するため、適切なツールを提供することに焦点を当て
ましょう。デジタル破壊は、従業員が生産性とインターネット接続、
エンゲージメントを維持できるようサポートするためのテクノロジーの
重要性を増大させたに過ぎません。この調査では、オフィス環境であれ
ホームオフィスであれ、強力なEXを提供するためには、モニターが主
要な成功要因であることが判明しています。企業がレガシーモニターの
不足を経験した場合、早急なモニターの交換と職場の近代化をまず要求
しましょう。
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優先すべきモニターの機能をまず決定します。多くの企業では、モニ
ターを購入する際に万能サイズのアプローチを採用しています。しか
し、これはEXの点からいうと悪影響です。モニターテクノロジーの進
化に伴って従業員の期待もますます高まってきているなか、モニター
機能が従業員の継続的な生産性、コラボレーション、企業への忠誠心を
いかに確実に維持できるかという点を評価します。ウルトラワイドスク
リーン、色域、会議室画面、設計、持続可能性、プライバシーなどの
機能がいかに従業員の生産性、コラボレーション、企業への忠誠心に影
響を与えるのかを明確にします。
モニターの購入によって優先事項がどのように解決されるのか、説明を
求めましょう。これにより、ITおよびビジネスリーダーは、実際に従業
員の理解を得た上で製品を選択することができます。各購入決定は、次
の3つの要因をもとに評価します。1）重要なEX要因をいくつ解決できる
のか、2）どのくらい明確にパフォーマンス改善を実証できるのか、3）
コストがどの程度なのか。
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対象：モニターやエンドユーザーデバイスの購入、職場環境の設計に従事する430名の事業意思決定者とインフルエンサー
ソース：デル・テクノロジーズのためにForrester Consultingが2020年3月に実施した委託調査

地域

回答者の職位

会社売上（年間米ドル）

雇用主：

35%大企業（5000万ドル以上）

35%営利事業主（100万ドル～4900万ドル）

31%中規模企業（5万ドル～99万9000ドル）

回答者の業界

7%広告および／またはマーケティング

9%
ビジネスサービスまたは

プロフェッショナルサービス
7%消費者製品／小売

7%消費者サービス

7%教育および／または非営利

7%
エネルギー、ユーティリティ、

廃棄物管理
7%エンジニアリング

9%金融サービスおよび／または保険

7%政府

7%医療

7%法務サービス

9%製造

9%技術および/または技術サービス

米国
英国
スカンジナビア
フランス
中国/香港
日本
オーストラリア・
ニュージーランド
ドイツ
カナダ

11.6%

11.6%

11.6%

11.6%

11.6%

11.6%

11.6%

11.6%

7.0%

ディレクター
（マネー
ジャーと
高レベルの
貢献者の
チームを
管理）

42%

マネージャー
（機能的
専門家の
チームを
管理）

27%

Cレベルのエグ
ゼクティブ
（CEO、CMO

など）

13%

バイス
プレジデント
（1つもしくは
複数の

大規模部門の
担当者）

17%

付録A：方法論 
この調査では、Forrester社は次のグループを対象にアンケートを実施しました：430名のビジネス意志決定者
およびモニター／エンドユーザーデバイス購入および／または職場デザインに関与したインフルエンサー、
800名のコンピューターおよび／またはノートPC、モニターを使用するナレッジワーカー、従業員の生産性、
職場環境、従業員の勤務スタイルおよび健康について知識を有する150人の専門家を対象としています。さら
に、Forrester社は、モニター／エンドユーザーデバイスの購入および／または職場設計に関わった10名の事業
意志決定者およびインフルエンサーと面談を実施しました。本調査は、職場環境でのモニターと会議室画面の
役割および従業員体験を評価するため、様々な業界および国々から選ばれた回答者を対象に行われました。参
加者への質問には、EXに対する考えや職場環境、特定のモニター／会議室画面の機能に関する質問が含まれ
ています。本研究は2019年11月に開始し、2020年5月に完了しました。

付録B：企業統計および人口統計
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付録C：補足資料 

FORRESTER RESEARCHに関連した資料
「Introducing Forresterʼs Employee Experience Index」、Forrester Research Inc.、2019年6月21日

対象：コンピューターおよび／またはノートPCとモニターを使用して日常業務を行う800名のナレッジワーカー
ソース：デル・テクノロジーズのためにForrester Consultingが2020年3月に実施した委託調査

地域会社売上（年間米ドル）

従業員：

35%大企業（5000万ドル以上）

33%
営利事業主（100万ドル～

4900万ドル）
32%

中規模企業（5万ドル～
99万9000ドル）

回答者年齢

4%55歳以上

25%45歳～54歳

28%35歳～44歳

34%25歳～34歳

9%19～24歳

回答者モニターのセットアップ

42%
デスクトップコンピュータと

モニターを使用して日常業務を実施する

58%
ノートパソコンとモニターを使用し

て日常業務を実施する

米国
英国
スカンジナビア
フランス
中国/香港
日本
オーストラリア・
ニュージーランド
ドイツ

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

対象：従業員の生産性、職場環境、従業員の作業スタイル、福祉について知識のある150名の専門家
ソース：デル・テクノロジーズのためにForrester Consultingが2020年3月に実施した委託調査

GEOGRAPHIES

職場環境の専門家：

回答者プロフィール

90%

職場の専門家（組織内心理医、行動専門家、人間工学
専門家、オフィスプランナー、ヒューマンファクター
エンジニア、職場デザインコンサルタントなど）

10%企業の社会的責任専門家

米国
英国
スカンジナビア
フランス

13.3%

13.3%

16.7%

10.0%

中国/香港
日本
オーストラリア・
ニュージーランド
ドイツ

10.0%

10.0%

13.3%

10.0%
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付録D：注記
1 企業の環境、社風、ツール、サポート構造がどの程度優れているかについての従業員の認識は、仕事の満足度
とエンゲージメントに関与しており、目標を達成しさらにそれ以上の成果を成し遂げる原動力となります。

2 本調査の目的では、職場環境を「空間的レイアウトと周辺機能から構成される有形の職場環境」と定義して
います。ソース：Gabriel, Justin & Asawo, Soye。2017年。「Physical workplace environment and employee 
engagement: A theoretical exploration by Madu, N. G., Asawo, S. P. and Gabriel, J.M.O.」、International Journal 
of Arts and Humanity. 1. 867-884 (https://www.researchgate.net/publication/321361940_Physical_workplace_
environment_and_employee_engagement_A_theoretical_exploration_by_Madu_N_G_Asawo_S_P_and_
Gabriel_JMO)。

3 ソース：「Elevate Employee Productivity By Choosing The Right Display Monitors」、デル・テクノロジーズ
のためにForrester Consultingが実施した委託調査、2018年4月。

4 ソース：「Exploring The Role Of Monitors In Improving Employee Experience」、デル・テクノロジーズのた
めにForrester Consultingが実施した委託調査、2019年7月。

5 ソース：Kristine Dery、Ina M. Sebastian、「Building Business Value With Employee Experience」、MIT Center 
For Information Systems Research、2017年6月15日、 (https://www.avanade.com/-/media/asset/think-research.
pdf)。

6 ソース：「The Realities Of Remote Work: An Update From Forresterʼs Pandemic EX Survey」、Forrester  
（https://www.forrester.com/fn/34Sa4Ora6oztwMe136Eewv）。

7 
Forrester社の従業員体験指数は、エンゲージメントの高い熱心な従業員のプロフィールと、そこから遡って
その従業員の熱意を促進する要因、損なう要因を特定していきます。これは企業の行動研究からインスピ
レーションを得ており、30年以上にわたり査読された科学的な探求によって裏付けられています。また、
従業員のエンゲージメント、バーンアウト、モチベーション、創造性、生産性と技術の指標を特定し、顧客
体験など従業員とビジネスの成果にどのように関係しているかを特定するForrester社独自の研究からもヒン
トを得ています。この分析は、7カ国13,800人のインフォメーションワーカーワーカーを対象に実施した詳
細な調査に基づいています。また、ベンダーや専門家とも協力して当社のアプローチを検証しています。
本調査の結果は、EXに影響を与える最大の要因とそれが顧客体験などのビジネス成果にどのように関連す
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