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PC が推進する仕事の未来
考えられているよりも PC の刷新が重要である理由



序文序文
COVID-19の感染拡大は通常の働き方を一変させ、現在では組織の大半

が新たな遠隔勤務を実施しています。この前例のない状況で従業員をサ

ポートするには、適切なテクノロジーを採用することがきわめて重要で

す。ビジネス継続性の意思決定者の88%は、労働力の継続性確保の戦

略の重要な要素は、従業員にリモートアクセステクノロジーを支給して

インターネット接続のある場所から遠隔勤務ができるようにすることで

あると指摘しています。 リモートアクセスは、コラボレーションツー

ルだけでは完結しません。IT担当の意思決定者は通信およびコラボレー

ションテクノロジーのみならず、データアクセスおよびゼロトラストセ

キュリティなど、全範囲にわたって検討する必要があります。

問題は何でしょうか。これまでITリーダーにとって遠隔勤務の優先度は

本来設定されるべきものより低く、多くのリーダーが慌てて対処せざる

を得ない状況に陥りました。当社の調査によると、IT部署・部門の多く

は、先を見越して優れた従業員体験を生み出すことよりも、デバイスの

問題の対応にあまりに多くの時間を費やしていました。COVID-19によ

って、IT部署・部門が職場の柔軟性を可能にすることにもっと集中する

必要があるという事実が具体化されました。

確かに、COVID-19による危機によって遠隔勤務が普通のことになりま

した。けれども、クラウド対応の最新の管理技術、セキュリティ保護さ

れたハードウェアとファームウェア、および従業員が日常的に使用する

デバイス、アプリ、コンテンツにセキュリティ対策が本質的に組み込

まれているゼロトラストを採用していない場合、セキュリティ境界を越

えてデータを渡せるようにリモートの従業員をサポートすることは困

難です。

2019年10月、Intelは、PCの調達・管理の現在と今後の状況に関する評

価の実施をForrester Consultingに委託しました。当時、PC管理と遠隔

勤務への対応がIT意思決定者が最も懸念する最大のトピックになろうと

は誰も予測できませんでした。この調査はCOVID-19の危機前に実施さ

れましたが、ここで掘り下げられているテーマは今日のリモートワール

ドではこれまでになく重要になることがわかっています。調査の結果

が、IT部署・部門がCOVID-19の危機を乗り越えるための一助になるだ

けでなく、今後増加し続ける遠隔労働力に適切な対策を講じるのに役立

つことを願っています。
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エグゼクティブ・サマリー
今日の従業員は、プロフェッショナルとしての生活においての技術が、私生活
における場合と同じように動作すると期待しています。デバイスが高速かつ
便利で強力に動作すると期待しているのです。しかしながら、多くの企業は従
業員の期待に応えると同時にセキュアなデバイス環境を維持するという課題
にぶつかっています。 

IT部門は PC 環境全体でのセキュリティの維持に苦労しており、タイミングの
悪いセキュリティ更新や古い技術で従業員に対応させています。こういった
問題が持続しているとは言え、先端企業は従業員の体験、生産性、セキュリテ
ィを改善するために PC 調達や管理業務の最新化に重要性を理解し始めて
います。
2019 年 10 月、Intel は Forrester Consulting に現在および将来考えられる 
PC 調達および管理状態の評価を委託しました。 Forrester は 6 か国に渡る 
635 人の IT 意思決定者にオンライン調査を行ってこのトピックを調査しまし
た。この調査により、企業は PC 性能の向上と従業員支援の重要性を実感し
始めているものの、従業員体験（EX）や生産性を推進することがわかっている
戦術を運用可能にするのに苦労していることがわかりました。

主な調査結果
 › PC 性能の向上による生産性の向上は、ビジネスにとって2020年の最優先

事項。 企業は、最新の設備ですべての従業員を支援し、効果的な技術で
遠隔にいる従業員を支援することにおける価値を実感し始めています。
回答者の 87% は PC をビジネスの中心として捉えており、戦略の成功に
はセキュアで効果的な PC 環境の支援が欠かせないと認識しています。 

 › しかしながら、 IT チームは積極的に優れた従業員体験を生み出すことより
も、デバイス問題への対応にあまりに多くの時間を費やしていることがよく
ある。 先進技術で従業員に力を与えることのメリットは明確ですが、 IT チ
ームはそれでも刷新サイクルの管理とセキュア環境の維持に苦労してい
ます。一貫性がなく不便な PC 更新によって、否応なく従業員の毎日の仕
事を妨害され、従業員の生産性と体験に悪影響を与えます。 

 › 企業の大半は EX とセキュリティを改善するためにより多くを投資している。 
企業には、より短い刷新サイクル、最新の PC 管理とセキュリティなど、コン
ピューティングの未来像が見えています。しかしながら、そのような目標に
どうやって到達したらいいのかについてはまだはっきりしておらず、成長の
余地はまだ多くあります。情報技術意思決定者（IT意思決定者）の 85% は、
リーダーは PC 刷新、従業員体験、そして生産性との間のつながりを理解し
ているものの、組織がそれを運用可能にするための土台を築くのにまだ苦
労していると言及しました。

91% の IT 意思決定
者は PC 刷新がセキ
ュリティの重要な推
進力であることに気
付いている。

67% の企業およびミ
ッドマーケット企業
は、来年は今年よりも
多くを PC に投資する
計画を立てている。
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企業は PC の刷新と管理の最新化を通し
て生産性の向上を推進している
今日、会社が提供するテクノロジーから取り残されていると感じている従業
員はあまりにもたくさんいます。遠隔勤務の従業員数が増加し続け、従業員
の技術に対する期待がかつてないほど高まっている中、企業は予算と優先
順位を考え直しています。弊社の調査によって、以下のようなことがわかりま
した。 

 › 2020 年のトップビジネス目標は生産性向上の実現。 IT 意思決定者は、従
業員の生産性の向上や全体的により優れた体験の推進には技術が並外
れた役割を果たしていることを認識しています（図 1 参照）。ビジネスは、
今日直面している主な課題の 1 つが労働者の積極的な関与であることを
認識しています。事実、 Forrester のレポートによれば、世界的な従業員の
積極的な参加は追跡を開始してから過去17年間で改善していません。ア
メリカでは、「積極的に関与している、つまり参加し、熱心に取り組み、仕事
や職場に献身的な従業員はわずか 32%」です。1 焦点を PC の性能向上
に移すことで、ビジネスは従業員の生産性だけでなく、従業員の関与も向
上させることができることを認識し始めています。
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図 1：2020 年の最優先事項

「従業員に提供するテクノロジーについて考えた場合、今後 12 か月間の
最優先事項は何ですか。」

母集団：北米、ヨーロッパ・中東・アフリカ、日本の 635 人のIT意思決定者
出典：2019 年 10 月に Intel 社からの委託により Forrester Consulting が実施した調査

54% PC 性能を向上させて生産性を改善する

49% 脆弱性（マルウェアなど）の検出と修復を加速する

42% 従業員への PC プロビジョニング速度を向上させる

34% パッチによる生産性の中断を少なくする

47% 従業員のリモートサポート能力を向上させる

ビジネスの最優先事
項は性能、セキュリ
ティ、管理容易性、
安定性。

積極的に関与、つまり
参加し、熱心に取り組
み、仕事や職場に献身
的でいるのは従業員の
わずか 32%。1



図 2

「以下のテクノロジーのうち、投資しているものがあればそれはどれですか。」

母集団：北米、ヨーロッパ・中東・アフリカ、日本の 635 人の IT 意思決定者
出典： 2019 年 10 月に Intel 社からの委託により Forrester Consulting が実施した調査
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今後 12 か月以内に投資予定

 › PC調達や管理の最新化は、こういった目標を達成しようとしているIT部門
にとって主要予算項目となる。 従業員に対するPCプロビジョニングの速
度を向上させることは2020年の最優先事項であり、回答者の45%は、今後
12か月間に技術製品やサービスへのグループや部門の支出を平均して
7%増加させる予定であると報告しています。これは過去12か月と比較す
ると3%の上昇です。現在の投資の最大の割当はハードウェアレベルのセ
キュリティ技術やクラウドベースのPC管理に費やされますが、投資の増加
が最大なのはエンドユーザー体験分析ツールや人工知能／機械学習プラ
ットフォームです（図2参照）。

 › ITチームは大規模なPCグループを管理している。 平均してPCデバイスの
70%は雇用主が供給し、9,000台以上の個人のデバイスの管理と保守は
ビジネスに任せています。同時に、個人所有の機器の持ち込み（BYOD）
プログラムは人気があり、企業のほぼ2/3が従業員のBYODプログラムを
支援しています。しかしながら、BYODに関する国内市場毎の差は大きく
なっています。APACでは、BYODプログラムを支援している企業はわず
か53%です。

ビジネスは、生産性の推進がPC調達や管理に関するポリシーの更新を意
味することを理解していますが、BYODやPCプロビジョニングポリシーはな
かなか追いついていません。ビジネスはこういった分野のどちらもが遠隔
勤務の従業員を力づけ、生産性を推進するように調整する努力を重ねる必
要があります。
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トップ技術：
• ハードウェアレベル

のセキュリティ技術
• クラウドベースの PC

管理
• リスクベースのセキ

ュリティモニタリング
ツール

• ファームウェアレベ
ルのセキュリティ技
術



ITチームは今日の複雑な PC 状況でのセ
キュアな環境の維持に苦労している 
ビジネスは、更新された技術やハードウェアがより迅速で幸せな労働力の
実現につながることを理解しています。それでも、IT部門は遅れを取り戻し、
セキュアでないコンピューティング環境のギャップを埋めるという状況から
抜け出せません。特に、セキュリティ手段が従業員が日常的に使用するデバ
イス、アプリ、コンテンツに本質的に織り込まれる今日のゼロ信頼環境では、 
IT チームはセキュアで生産性のある環境を構築するという混乱状態にあり
ます。積極的な脆弱性の検出に時間を費やして新たなやり方で従業員に力
を与える代わりに、IT部門はデバイスの問題に対応し、最適化されていない 
PC 更新サイクルを反応しています。言い換えれば、セキュリティと従業員体
験との間にトレードオフが認識されていることがあまりにもよくあります。
 › PC 刷新の重要性を認識しているにもかかわらず、多くの企業は古い刷新

モデルから抜け出せない。 IT 意思決定者の 91% は、PC刷新が企業とエ
ンドポイントセキュリティの重要な推進力であると同意しました。しかし
ながら、企業の過半数（54%）は PC ハードウェアを 3 年以上ごとにしか
刷新しておらず、セキュリティの有効性を低下させています（図3参照）。同
時に、ほとんどのPCソフトウェアは毎週または毎月更新されます。こうい
った頻度にもかかわらず、IT意思決定者の 53% はどんなに努力しても今
後2年間に大規模なセキュリティ違反が発生することを恐れています。IT
部門が成功裏に従業員の PC を安全に維持できると強く同意したのはわ
ずか 40% です。これは、 IT チームが安全に管理するよう任された複雑な
環境や、同時に安全で生産性の高い PC 環境を維持することの難しさを
強調するものです。

 › IT チームは、デバイス問題に対処する場合に、事前に対応するよりも、問題
が起きてから対応していることを認めている。 IT 意思決定者がコンピュー
ティング環境において現在直面する一番の課題は、デバイス問題に対処
する場合に、事前に対応するのではなく、デバイス問題が発生してから対
応するのに時間を費やし過ぎていることです。ITチームはどのデバイスに
更新が必要なのかを把握したり、どこに脆弱性があるのかを正確に指摘
するのに苦労しているため、問題が発生しなければ対応できなくなって
います。そして、こういった脆弱性問題の解決を支援できる、最新のサービ
スとしてのOSというソリューションという機会を認識しているにもかかわ
らず、ほとんどのビジネスは一部のPCにしかそれを実装していません（図 
4 参照）。その理由の 1 つは、最新のサービスとしての OS の管理が新た
な管理課題となると企業が考えていることにあります。 

 › IT チームも従業員も PC 管理の現在の状況に不満を示している。一貫性が
なく不便な PC 更新は、否応なく従業員の生産性を妨害し、大半の従業
員が PC 性能に関して不満を口にする一因となっています。現在のコンピ
ューティング環境が従業員の生産性向上を可能にしていると考えている 
IT 意思決定者はわずか 36% であり、IT意思決定者の51%が従業員が PC 
性能に関して IT チームに不満を口にすることが多いと言及するのも当然
です。IT意思決定者は、すべてのエンドユーザーデバイスにおいて一貫し
た更新を確実にし、移動する従業員に適切なリモートサポートを提供し、
さまざまな OEM において PC 管理の一貫性を確保にすることに苦労し
ており、ITチームと従業員の両方にとって不満となっています。

IT意思決定者の 91%
は、 PC 刷新が企業と
エンドポイントセキュリ
ティの重要な推進力で
あると同意している。
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図 3：PC 刷新サイクルは低頻度

「平均して、PC ハードウェアはどの
程度頻繁に刷新されますか。」

母集団：北米、ヨーロッパ・中東・アフリカ、
日本の 635 人の IT 意思決定者
注：値を四捨五入しているため合計が 100%
にならないことがあります。
出典：2019 年 10 月にIntel社からの委託に
より Forrester Consulting が実施した調査

12% PC ハードウェアは毎年刷新して
いる。

24% PC ハードウェアは1年から2年ご
とに刷新している。

15% PC ハードウェアは 5 年以上ごと
に刷新している。

11% PC ハードウェアは要請があれば
刷新し、特に設定されたスケジュール
はない。

39% PC ハードウェアは 3 年から 4 年ご
とに刷新している。



PC 刷新投資を優先して生産性と従業員
の体験を向上する 
最先端のビジネスは、PC刷新と更新された PC 管理への投資が従業員の
満足度を向上させるだけでなく、セキュリティ脆弱性を低下させるための最
短経路であることに気付き始めました。 Forrester の調査では、高度に複雑
な知識労働に従事する人の上位 1% は平均的な従業員よりも 127% 生産性
が高く、下位1%にある人の 47 倍以上生産性が高いことが明らかになりまし
た。実績への鍵は、注意を自己規制し、目の前にある作業に集中していられ
る能力です。2 常に作業に集中していられる（そして PC 更新や問題に気を取
られたりしない）ことは、生産性という面で優れているだけでなく、全体的な
関与にとっても優れています。この認識が、より高性能でよりセキュアな PC 
を使ったクラウドベースのデバイス管理への投資により多くのビジネスを駆
り立てています。 

 › リーダーは常時、最新式PCの価値を理解している。 IT 意思決定者の 86%
は、 PC 刷新は従業員生産性の重要な推進力であると述べ、 87% は PC
刷新が従業員体験の重要な推進力であるということに同意しました。高
速でより優れた PC があれば、従業員はより効率的にまた効果的に仕事
ができます。リーダーもこれを非常に理解しており、IT意思決定者の 85% 
は更新された PC の価値をリーダーが受け入れていると示しました。

 › PC 管理には課題があるにもかかわらず、IT意思決定者は PC への投資の
増加を計画している。IT意思決定者の 87% は PC はビジネスの中心であ
ると述べ、 67% は2020年には 2019 年よりも PC により多く投資すると
認めています（図5参照）。コンピューティング戦略の改善手段として、ビジ
ネスはすでにクラウドベースのデバイス管理（56%）、よりセキュアなデバ
イス（55%）、高性能のチップ（48%）に投資しています。これによって、より
高速でよりセキュアで、かつより生産性の高い労働力が可能になります。
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図 4：常時更新され、最新の、サービスとしての OS は新たな機会と課題を提示する
「オペレーティングシステム（OS）に関する以下の記述にどの程度同意しますか。」

母集団：北米、ヨーロッパ・中東・アフリカ、日本の 635 人の IT 意思決定者
出典：2019 年 10 月に Intel 社からの委託により Forrester Consulting が実施した調査

常時更新され、最新の、サービスとしての OS は、我々に
とってより優れた従業員体験を与える機会を提供する。 38% 43%

25% 48%

常時更新され、最新の、サービスとしての OS の管理は
新たな管理課題となると感じる。

我々は一部の PC で、常時更新され、最新の、サービスと
しての OS に移行した。

強くそう思う そう思う

26% 41%

母集団：北米、ヨーロッパ・中東・アフ
リカ、日本の 635 人のIT意思決定者
出典：2019 年 10 月に Intel 社からの委
託により Forrester Consulting が実施し
た調査

図 5

強くそう思う
ある程度そう思う

87%
PC は我々のビジネスの
中心と捉えている。

67%
来年は今年よりも多くを
PC に投資する。



 › コンピューティングプロセスの更新は、IT専門家にとっても、IT専門家が助
ける従業員にとってもメリットとなる。コンピューティング戦略の向上に投
資しているビジネスは、特にIT従業員の体験を向上させています。 IT 意
思決定者の 54% は、コンピューティングプロセスの向上によって IT 専門
家がデバイスの些細な問題に費やす時間を少なくなり、エンドユーザー
のサポートにより多くの時間を費やせられるようになると指摘しました。
これはIT従業員の仕事の満足度の改善につながるだけでなく、エンドユ
ーザー従業員の毎日の体験も改善にもつながります（図 6 参照）。同様
に、 IT 意思決定者は従業員による IT の対応能力への信頼の上昇と、従
業員に対するダウンタイムの低下と共にコンピューティングプロセスの改
善を報告しました。
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母集団：コンピューティング戦略を向上させるために投資している北米、ヨーロッパ・
中東・アフリカ、日本の組織の 621 人の IT 意思決定者
出典：2019 年 10 月に Intel 社からの委託により Forrester Consulting が実施した調査

図 6：経験した技術的なメリットと従業員のメリットの上位3件

54% セキュリティの高いコン
ピューティング環境

54% IT 専門家がデバイスの管理に費
やす時間を減らし、ユーザーのサ
ポートに費やす時間を増やすことが
できる

42% サービスで遠隔勤務の従業員
をもっと完全にサポートできる

47% IT の対応能力に対するユーザー
の信頼の向上

46% 従業員のダウンタイムの低下

46% 移動性の強化

「従業員に提供するテクノロジーを
考えると、今後12か月間の最優先事
項は何ですか。」

「コンピューティングプロセスの更
新によって実感した従業員のメリッ
トは何ですか。」

上位メリットには、
よりセキュアな環境、
より優れたリモート
サポート、IT の対応
能力に対するユーザ
ーの信頼の向上が含
まれる



主な推奨事項
エンドユーザーコンピューティングの最新化に関する IT 意思決定者への 
Forrester の詳しい調査により、以下に示す複数の重要な推奨事項が導き出
されました。
従業員の体験に基づいてエンドユーザーコンピューティング計画を作成す
る。従業員の体験を分析の中心に据えると、採用を決定したあらゆる戦術や
ポリシーに関してより優れた決断ができるようになります。 EX が高いと顧
客は利益を享受し、企業自体はより多くの収入を得ます。 PC のようなテク
ノロジーやそれに関するポリシーは、 EX を推進するか、または妨害するた
め、これらは戦略の最前線にある必要があります。
伝統的な刷新サイクルを追放する。「X年ごとに PC を置換する」という過去
の手法は時代遅れです。 PC が具体的な雇用主グループのニーズに適合し
ないことはあまりによくあります。このポリシーを構成要素に分ける（たとえ
ば労働力をセグメント化するなど）のも、 1 つの方法です。その他の戦略に
は、会社所有の機械の選択肢を拡大する、従業員が選択肢の拡大を行える
頻度を増加させることがあります。最後に、所有者ではなくサービスとして
の PC の採用は、より迅速な刷新を推進できます。
最新の管理ツールを活用する。IT チームが過去の差別化されていないPC
管理作業から抜け出せなければ、従業員の体験を向上させることはできま
せん。クラウドベースの API、条件付きアクセス、デプロイメントの自動化と
いった近代的なツールキットを活用すると、技術リーダーは従業員のニー
ズにより速く、より安価に、より簡単に適応できます。 
従業員からの意見を求めて共同で体験を生み出す。どのように行うかは、何
を行うかと同じくらい重要です。従業員自体の見解やニーズを活用して戦略
を共同で作成すれば、従業員の体験が向上します。しかしながらそれは単な
る 1 つの一体型グループではありません。異なる役割を持つ従業員にはさ
まざまなニーズがあり、それぞれ場合に応じて考慮される必要があります。
セキュリティと体験の間で妥協をしない。ゼロ信頼に基づく新しいセキュリテ
ィモデルは、セキュリティが従業員が日々使用するデバイス、アプリ、コンテ
ンツに本質的に織り込まれているということを意味します。同時に、セキュ
リティにデータ処理を中心とするアプローチを活用すると、従業員がリモー
ト勤務でき、さまざまなところからデータにアクセスでき、仕事に自分のデ
バイスやアプリを選択できるというより優れた柔軟性が可能になります。セ
キュリティ戦略は、基本的により優れたテクノロジー体験を妨げるのではな
く、推進するものでなければなりません。 
PC プラットフォームのサポートについて総体的に考える。従業員の体験を向
上させるというニーズが高くなるにつれ、企業は当然、管理、セキュリティ、
性能、安定性に関するネイティブ PC プラットフォーム能力に投資しなけれ
ばならなくなります。その理由は、各分野に対するポイントソリューションは
複雑性を上昇させるだけであり、体験低下の一因となるからです。 PC 体験
を向上させるために投資を行うときは、必ず PC プラットフォームの機能を
総体的に評価するようにしましょう。
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付録A：調査方法 
本調査では、 Forrester は北米、ヨーロッパ・中東・アフリカ、日本の 635 人のIT意思決定者にオンライン調査を行っ
て PC への企業投資を調査しました。調査の参加者には、技術選択戦略に影響力を持つ意思決定者が含まれていま
した。本調査は 2019 年11月に終了しました。

付録 B：統計

付録 C：注釈
1 出典：“The Employee Experience Imperative,” Forrester Research, Inc., December 15, 2017
2 出典：“The Digital Employee Experience Drives Engagement And Productivity,” Forrester Research Inc.,  

April 14, 2017
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業界

技術や技術サービス
小売

金融サービスや保険
製造および原材料
輸送および物流
教育や非営利
電信サービス

医療
政府

エネルギー、公営事業

12%

9%

9%

8%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

4%電子工学

旅行および接客業
メディアやレジャー

コンシューマーサービス
CPGや製造業

ビジネスまたは専門サービス
広告やマーケティング

法律サービス
農業、食品や飲料

建設
化学や金属

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

4%

4%

母集団：北米、ヨーロッパ・中東・アフリカ、日本の635人のIT意思決定者
出典：2019年10月にIntel社からの委託によりForrester Consultingが実施した調査

国名

企業規模

20,000人以上
5,000～19,999人
1,000～4,999人

500～999人
100～499人

8%

14%

29%

26%

23%

北米：34%
（17%：アメリカ、

16%：カナダ）

ヨーロッパ・中東・
アフリカ：49%
（17%：イギリス、
16%：フランス、
16%：ドイツ）

アジア太平洋：
17%

（17%：日本）
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