
Anywhere Workspace の 
導入に向けて
働き方の改善に向けた道筋

新型コロナウイルス感染症の拡大により、分散型の業務環境が選択可能
かつ長期的な戦略になり、コラボレーションやイノベーション、ビジ
ネス目標の達成に向けた新たな手段も生まれました。しかし、どこでも
簡単に働けるようにする取り組みには、さまざまな機会があるのと同時
に課題もあります。その取り組みがどのようなものになるのか、そして
短期間でこの取り組みの目標を達成するにはどうすればよいかについて、
これからご紹介していきます。
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働く場所はもはやビジネス バリュー
に結びつかない
• テレワークとオフィス勤務をさまざまなパターン

で組み合わせたハイブリッドのアプローチを採用
する企業が増えています。

• 企業の業績を向上させるうえで重要なのは、オフィ
スではなく人です。優秀な人材の確保、定着こそ
が最優先事項です。

求人への応募に対する人々のアプローチ
は大幅に変化
• 人材募集の「テレワーク可能」という項目は、 

魅力的な制度から必須の条件へと変わりました。

• ワークライフ バランスが非常に重視されており、 
肉体的健康と精神的健康の両方を企業がサポート 
してくれることを多くの人が期待しています。

ビジネスの成功において IT 部門が 
果たす役割の重要性が高まっている
• アプリケーションとサービスに一貫性のあるアク

セスを提供することに加え、IT 部門は企業ネット
ワークの外で働く従業員がもたらすセキュリティ上
の脅威にも対処する必要があります。

• デジタル体験によって働き方が改善されるなか、 
IT 部門はこれまでになかったやり方で職場環境
の構築に貢献しています。 

組織はテレワークのメリットを享受しており、以前の状態に
は戻れないと回答した IT 担当者、人事担当者、ビジネスの 
意思決定者の割合161%

場所を選ばない働き方とは 

 “ テレワークは私たちが思っていた以上の成功を
収めました。従業員は以前の働き方に戻ること
を望んでいません。人材を獲得するうえで、 
場所を選ばない働き方が大きな強みになって
います。”2

—  INTEL、CHIEF MARKETING OFFICER、SENIOR VICE 
PRESIDENT、KAREN WALKER 氏
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働き方の未来は明るい
決まった場所でしか仕事ができない働き方には、成長や規模の拡大を阻害
する多くの要因があります。今日では、場所の制約がないだけでなく、 
同時にセキュアで生産的に仕事ができる環境を提供することが可能です。

こうした働き方への移行の実現を助けるのが VMware Anywhere 
Workspace ソリューションです。
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場所を選ばない働き方がもたらす課題
IT 部門は、テレワークへの最初の移行から学んだことを活か
して未来に向けた基盤作りを行うなかで、これまでにない課
題に直面しています。 

変化する職場に関してテクノロジー リーダー 
が抱える最大の懸念とは3

生産性を下げる 
テクノロジーの障壁 68%

新しい従業員の 
オンボーディング67%

IT の脅威の性質の
変化/進化71%

変化する期待値/曖昧に 
なる仕事とプライベート
の境界線

70%

テレワーカーの 
セキュリティの確保 65%
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急速に増加するセキュリティ上の脅威
• どこまでが企業の領分なのかの境界が曖昧になったことに

乗じて、サイバー犯罪者たちはアプリケーションやデバイ
ス、クラウドをまたがって拡大する領域を攻撃対象として
います。

• ランサムウェアなどのサイバー攻撃の脅威の増大によっ
て、企業データの脆弱性に対する懸念が高まっています。 

アプリケーションとデバイスの分散によって
生まれる可視化の問題と無防備な状態
• 好きなアプリケーションやデバイスを使いたいという従業

員の要望と、データ損失の防止やコンプライアンス違反の
防止、セキュリティ リスクの抑制の間で IT 部門はうまく
バランスを取る必要があります。

• ハードウェアの不足により、多くの企業が BYOD プログ
ラムを急速に拡大せざるを得なかったため、このバランス
を取るのが難しくなっています。

自社のテクノロジー セキュリティ ポリシー
が必要以上に生産性を阻害していると回答
した意思決定者の割合364%
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テクノロジー体験に対する 
従業員の期待は高い
• ビジネス アプリケーションとデバイスがシームレスに動作

することを多くの従業員が期待しています。また、働いて
いる場所に関係なく、ミーティングやプレゼンテーション
で注目され、耳を傾けてもらいたいと考えています。

• 求職者は応募する企業を検討する際、テクノロジー ポリ 
シー、選択できるデバイスなどに注目しています。 

職場の未来を左右する IT の決定事項
• オンボーディング体験がスムーズでなかったり、アプリケー 

ションとプラットフォームへのアクセスに一貫性がなかった
りすると、テレワーカーは疎外感や取り残されている感覚
に捉われる可能性があります。 

• 従業員は、IT 部門のサポートを受けたり、ヘルプ デスクの
チケットを発行したりすることが難しいと感じた場合、 
自社に対するネガティブな印象を持つことがあります。

パンデミックが始まって以降、BYOD 戦略を
取り入れる企業の増加に伴い、エンドユーザ
ーのサポートに関連する故障/修理の問題が増
加した企業の割合3

55%
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使用するアプリケーションの数が急増
• 使用する SaaS アプリケーションの量は増加しており、 

ステークホルダーは IT 部門にソリューションを増やすよう
要求しています。その結果、アプリケーションのロール 
アウトが頻繁に行われるようになっています。

• IT 部門は、ビジネスクリティカルなアプリケーションへの
安全で信頼性の高いアクセスを確保することにより、業務
のスムーズ化と、ビジネス目標の達成に向け尽力する必要
があります。 

IT 部門のサイロ化とツールの乱立によって 
損なわれるスピード
• IT 部門は長年にわたってサイロ化していました。チームご

とに異なるツールを使っているため、さまざまなベンダー
やソリューションが混在し、それらをすべて個別に運用し
ていました。

• これが原因で、同じようなタスクにも異なるツールを使用
することになって作業効率が下がり、俊敏性が制限されて
います。

既存システム間のギャップを埋めてテレ
ワークをサポートするためにポイント 
ソリューションを購入した企業の割合325%
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場所を選ばない働き方の理想形とは

本社を中心とする考え方から分散した業務環境に移行した 
ことで、どのようなメリットがもたらされましたか1？

多くの従業員がテレワーク
を始めたことで、組織内の
より多くの場所でイノベー
ションが起きるようになっ
たと回答

73%
チームの多くのメン
バーが経営陣に自分
の考えを述べやすく
なったと感じている
と回答

69%
男性と女性の間で
ミーティングにお
ける発言の機会の
差がなくなったと
回答

71%

分散した業務環境やチームを支援するための 
新たな可能性を追求
これまでの働き方が突然不可能になったことで、新しいことや
長年の問題への解決策を試しやすくなり、これまではハイリス
クとみなされていた方法で変革を起こせるようになりました。
パンデミックの拡大によって図らずも「いつも通りのやり方で」
という風潮に煩わされることがなくなった今、企業全体で優れ
たイノベーションを実現できるようになっています。
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セキュリティをエッジにまで拡張
• あらゆる場所のアプリケーションとデバイスのセキュリ

ティを確保することで、企業の柔軟性と拡張性が飛躍的
に向上します。

• セキュリティ インフラストラクチャにゼロトラスト  
アプローチを取り入れると、新たな脅威に対するセキュ
リティが強化されます。



従業員の真の声に応えるワークスペース
• デジタル体験の質がオフィスへ出勤して働くのと同等か 

それ以上になっている今、人々は場所を選ばす働くように
なっています。

• また、仕事に必要なアプリケーションとデータに安全かつ
安心してアクセスできる環境があることで、生産性を落と
すことなくスムーズに仕事を進めることができます。 

従業員のモチベーションと自信が高まる
• 一貫性のある質の高いエクスペリエンスを提供するテクノ

ロジーでは、どこにいても従業員がスムーズにコラボレー
ションでき、従業員の業務への関与が増えます。

• セルフサービス オプションがあれば、サポート チケットを
発行することなく従業員自身が問題を簡単に解決できます。
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IT 部門がこれまで以上にビジネスの中心に
• 新たな可能性を追求する考え方により、IT 部門はマルチクラウド  

ソリューションなどの最先端のソリューションを受け入れられる 
ようになります。

• 乱立状態のベンダーとソリューションの数が減ることで、シンプル
さと透明性が実現されます。

• 自動化により、IT 担当者がビジネスにおいてより戦略的なリーダー
シップを発揮できる環境が構築されます。

IT 部門はこれまで以上に容易に将来の障害に対応可能  
• 自然災害や世界規模の緊急事態などの問題に今後直面しても、分散した

業務環境を持つ組織ならより高い回復力を発揮することができます。

• ネットワークの健全性、アプリケーションの配布状況、エンドポイント
が把握しやすくなることで、IT 部門は問題を予見し、あらかじめ準備し
ておくことができます。 

IT 部門のリーダーと IT 担当者との関係
は、パンデミック前は「良好」が 33% 
でしたが、現在は「良好」が 53% に 
なりました3。

33% から 53% に向上
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VMware Anywhere Workspace で未来に 
向けて大きく前進 
VMware は、より広範で効果的なセキュリティの提供、コストと 
オーバーヘッドの削減、モチベーションの高い従業員の育成を 
可能にする、業界をリードするソリューションを提供しています。

VMware をご利用いただければ、統合エンドポイント管理、デスク
トップとアプリケーションの仮想化、Secure Access Service 
Edge（SASE）、エンドポイント セキュリティの各テクノロジー 
に欠かせない要素をすべて備えた統合プラットフォームを、1 社の
ベンダーから手に入れることができます。
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分散化されたエッジの保護
• マイクロセグメンテーションとリアルタイムの継続的な認証/認可

で攻撃対象領域を縮小します。 

• 信頼性が高く、実用的ですぐに利用できる脅威インテリジェンス
でデバイスとアプリケーションを包括的に把握できます。 

• エッジツーエッジのゼロトラスト セキュリティと条件に基づいた
アクセス コントロールにより、アプリケーションへのアクセスを
管理できます。

目標
• リモート エンドポイントの保護

• ポリシーに基づくアクセスの実現

• アプリケーション アクセスのモダナイゼーション

• Web アプリケーションへのセキュアなアクセスの実現

• ログオン時の自動ウイルス スキャン/デバイス コンプライアンス 
チェックの強制実行
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シームレスで質の高いエクスペリエンスで 
従業員を第一に考えた環境を実現
• オンボーディングがよりスピーディかつ容易になることで、

妥協のないパフォーマンスとアップタイムが実現します。

• iOS と Android に加え、Windows 10、macOS、 
ChromeOS、Linux など、すべての主要なモバイルおよび 
デスクトップ プラットフォームで一貫性のあるエクスペリ
エンスが実現します。

• あらゆるデバイス（BYOD を含む）を使用し、あらゆる 
場所で働くユーザーにセキュアな仮想デスクトップを提供 
します。

目標
• 従業員のオンボーディングの自動化

• セルフサービスとリモート サポートの実現

• 個人所有デバイス/BYOD イニシアティブのサポート

• テレワーカーのアプリケーションのパフォーマンスを確保
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インテリジェントな自動化で IT ワークフロー
を効率化
• 統合された自動化プラットフォームで、タスクではなく 

成果中心の管理を実現します。

• 複雑なワークフローをドラッグ アンド ドロップで柔軟かつ
スピーディに作成し展開できます。

• ゼロタッチ IT でよりスピーディかつ安全にエンドポイント
をプロビジョニングし展開できます。 

• クラウドネイティブでドメインに囚われないポリシー管理
により、すべてのデバイスを可視化して管理できます。

目標
• マルチクラウドのサポート

• SaaS アプリケーション ライフサイクルの管理

• 専用デバイスの管理の実現

• パッチのコンプライアンスと管理の自動化

• Windows と Mac のデスクトップ管理のモダナイゼーション

• iOS と Android のモバイル管理のモダナイゼーション



これからの目標
大半の組織はすでに場所を選ばない働き方の実現に向けた取り組みを
開始しています。短期的なソリューション/戦略から長期的なビジョン
へと移行するなかで、目標を達成するために社外に協力を求めること
が必要になってきます。

目標の達成に向けて役立つヒント：
1. プロジェクトを統括し、説明責任を果たして取り組みを推進する

ためにリーダーシップを発揮してくれる人物を特定する

2. 成果に対して利害を持つ主要なステークホルダーを巻き込んで 
賛同を得る 

3. ともに現状を評価し、未来のあり方を考える。次の各領域で対処
すべき課題、機会、優先事項について検討します。 

 – 業務（アプリケーションやデバイス、インフラストラクチャ、
ポリシーなど）

 – 人（従業員のライフサイクルや文化など）

 – リスク（BYOD、アプリケーションへのリモート アクセ
ス、SaaS アプリケーションのポリシー、ゼロトラスト）

 – 場所（分散された環境とオンプレミスの両方）

4. 目標と KPI を定義し、反復アプローチをとりながら進捗に合わ
せて規模を拡大。進捗は段階に分けて定義できます。この取り 
組みは継続的に行うものであり、終わることはありません。

5. 迅速かつ頻繁にコミュニケーションを取り合う。イニシアティブ
の価値とメリットを共有し、フィードバックを取り込みながら 
継続的な改善に力を入れていきます。
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取り組みの開始
未来は一夜にして築けるわけではありません。入念に練られた段階的
なアプローチをとることで、場所を選ばない働き方のための基盤を 
構築することができます。VMware Anywhere Workspace ソリュー 
ションは、信頼の構築、従業員のモチベーション向上、サイロの解消、
個別ツールの削減などで大きな威力を発揮します。

エッジにセキュリティを提供するとともに高い柔軟性を実現するイン
フラストラクチャとソリューションを活用することで、将来のあらゆ
る課題にも自信を持って対処することができます。

Anywhere Workspace の詳細を確認する

1. VMware および Vanson Bourne、『テレワークの新時代：分散された環境で働く従業員に関するトレンド』
2. カレン・ウォーカー（Karen Walker）、「Leading Change：  Anywhere Workspace による信頼の構築」（基調講演）、VMware Anywhere 

Workspace のオンライン イベント、2021 年 5 月 5 ～ 6 日。
3. Forrester Consulting、『2020 年の振り返りからの気づきと提言：新しい働き方への対応に求められる IT の取り組み』、2021 年 2 月
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