
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エクスペリエンス監視のイントロダクション 

このレポートは、エクスペリエンス監視の概要を説明し、基本的な原理の説明や適用方法の例を紹介

しています。また、エクスペリエンス監視の普及を検証するオリジナルの調査とデータが含まれてお

り、IT リーダーがアジャイルまたは分散型のワークフォースにおけるセキュリティとエンドユーザー

監視の向上につながるベストプラクティスを構築するのに役立ちます。  
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エクスペリエンス監視のイントロダクション 

エクスペリエンス監視の核心は、従業員が仕事で使用するデバイス、接続するネットワーク、使用しているアプリケー

ションやサービスからパフォーマンスやアクティビティのデータを収集し、IT 部門がユーザーの視点からエクスペリ

エンスをリアルタイムに理解できるようにするプロセスです 

今日、ほとんどの組織は、各デバイスが組

織ネットワーク内にある場合や、オンプレ

ミスのアプリケーションを使用している

場合に限り、デバイスの使用状況を豊富に

把握することができます。しかし、これら

の組織の中で、リモートまたは分散した従

業員に対して同じレベルの可視性を確保

しているところはほとんどありません。遠

隔地で働く従業員が増え、パブリッククラ

ウド、SaaS、インターネットアプリケーシ

ョンに依存するケースが増えている中で、

問題が発生した場合の確認、管理、トラブ

ルシューティングは難しくなっています。

組織は基盤となるインフラを「所有」して

いないとしても、ユーザーエクスペリエン

スには責任があります。 

 

2020 年 9 月、NetMotion は米国と英国で 2 つの調査を実施しましたが、その目的は、IT チームとサポートするリモ

ートワーカーとの間のギャップを理解することでした。ある調査では、IT プロフェッショナル、マネージャー、ディレ

クター、最高責任者レベルのエグゼクティブから回答を得て、別の調査では、同様の質問を、現在リモートワークをし

ているオフィスワーカーの視点から行いました。これらの調査は同時に実施され、それぞれ 500 件の回答が得られま

した。その結果、興味深いことがわかりました。 

  

調査: リモートワーク中、IT チームからのサポートを

受けることができましたか？ 

トラブルがあり、解決されていない 

トラブルがあったが、報告しなかった 

トラブルがあったが、解決された 

技術的なトラブルはなかった 



 

驚くべきことに、リモートワーカーの3分の2が問題に遭遇したことがあるにもかかわらず、実際にITチームに報告した

従業員は約半数に過ぎません。これは、分散型勤務における大きな問題であり、リモートワーカーのエクスペリエンス

を可視化することの難しさを示しています。 

「テクノロジーは、従業員エクスペリエンス (EX) やエンゲージメントに

大きな役割を果たしますが、テクノロジーエクスペリエンスを可視化でき

なければ、改善することはできません」 

Forrester社 Now Tech: End-User Experience Management, Q3 2020 

Andrew Hewitt氏 Stephanie Balaouras氏 Rich Lane氏 Tyler Brown氏 Diane Lynch氏 2020年8月 

可視性の欠如は問題です。IT部門は、リモートワーカーに影響を与える要因を理解できなければ、サポートすることは

できません。このことは、IT リーダーが推定する分散型ワークフォースエクスペリエンスの質と、実際に働く従業員

のエクスペリエンスとの間に大きなギャップがあることの説明にもなります。NetMotionの調査では、両方の回答者に、

ツールやテクノロジーの観点からリモートワークの経験を評価してもらいました。IT部門の回答者は、従業員の評価と

比較して、リモートワークの質を21％も高く評価していました。 

このギャップは、問題の一部を表していますが、すべてではありません。この調査によると、現在、エクスペリエンス

監視ソリューションを使用している企業は全体の3分の1に過ぎず、Gartner社は採用率をさらに低く見積もっています。 

  

調査: 従業員エクスペリエンスを 10 点満点で評価すると何点ですか？ 

IT 部門 エンドユーザー 



カテゴリーを定義 

エクスペリエンス監視の用語には難しいものがあります。

Gartner社ではDEM (デジタル・エクスペリエンス・モニタ

リング)、Forrester社ではEUEM (エンドユーザー・エクスペ

リエンス・マネジメント) と呼ばれ、APM (アプリケーショ

ン性能監視) やNPMD (ネットワーク性能監視) および

NPMD (ネットワーク性能診断) といった従来のアプローチ

を進化させたものです。 

Gartner 社は、Federico De Silva 氏、Charley Rich 氏、Josh 

Chessman 氏による「Digital Experience Monitoring」を

2019 年に初めて発表し、それに続いて 2020 年 8 月にはよ

り網羅的な概要を発表しました。この資料では、現在使用さ

れている DEM ソリューションの中核となる 3 つのタイプ 

(リアルユーザー監視、エンドポイント監視、シンセティック

トランザクション監視) について概説しています。 

リアルユーザー監視 (RUM) 

Web サイトやモバイルアプリなどのアプリケーション

の観点からユーザーエクスペリエンスを評価 

エンドポイント監視 (EP) 

エンドユーザーデバイスを可視化 

シンセティックトランザクション監視 (STM) 

最初に確立された DEM の形態。SaaS などのサービス

のパフォーマンスとアップタイムに焦点をあてる 

調査: 従業員エクスペリエンスを向上させるためのツールを採用していますか？ 

はい、さまざまなツールを 

使っています 

はい、専用のツールを 

使っています 

いいえ、エクスペリエンス監視は 

行っていません 

主な調査結果 

 全体の約半数の組織が、さまざまなツールを組み合わせてリモートワークエクスペリエンスを監視している 

 リモートワークエクスペリエンスをまったく監視していないのは 6 社中 1 社のみ 

 3 社に 1 社は、専用の監視ソリューションを積極的に利用している 
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DEM は、デバイス、アプリケーション、ネットワークのパフォーマンスに関連する多数の指標を、IT チームが積極的

に監視し、トラブルシューティングする機能を提供します。具体的には、デバイスの使用状況、モバイルデータの使用

状況、アプリケーションおよび web サイトの使用状況、データの送信先 (例：どこにデータが送られたかなど)、生産

性および導入率、ネットワークのパフォーマンスおよび診断、Wi-Fi セキュリティ情報、アプリケーションのパフォー

マンス、デバイスのパフォーマンス、web の使用状況 (Web サイトの評価およびリスク要因を含む)、データ消費量な

どが挙げられます。 

  

DEM (デジタルエクスペリエンス監視) コンポーネント 

リアルユーザー監視 エンドポイント監視 シンセティックトランザクション監視 

DEM 

エクスペリ

エンス 

スコア 

業務成果 



エクスペリエンス監視導入を促進したのは？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エクスペリエンス監視の導入を促進していた紛れもない要因のひとつは、2020年に見られたリモートワークへの大き

なシフトです。年初に世界中で出張制限や外出禁止命令が発令されたことで、現代史上初めて、従業員は主に組織ネッ

トワークの安全な境界線の外にある自宅で仕事をするようになりました。その結果、APMやNPMDなどの、従来の監視

ツールでは、リモートデバイス上で発生した問題の判断やトラブルシューティングが困難になりました。 

対照的に、エクスペリエンス監視ツールは、通常、デバイス上のエージェントを使用して、CPU、メモリ、ディスク、

バッテリーの状態、ネットワークメトリクス、アプリケーション性能など、さまざまな情報を収集します。これらのデ

ータポイントをエンドポイントから直接活用することで、潜在的な安定性やパフォーマンスの問題をリアルタイムに評

価することが可能となり、トラブルシューティングのプロセスを迅速化することができます。これにより、IT チーム

は、どの問題を自動化するかを判断するのに必要な可視性を得ることができ、その他の問題の解決までの平均時間 

(MTTR) を大幅に短縮することができます。 

  
調査: 2020 年のできごとは組織がエクスペリエンス監視技術に投資する意思に影響を与えましたか？ 

投資しやすくなった 

投資しにくくなった 

変化はない 

わからない 



 

従来のツールは、エクスペリエンスを監視するのに適してはいませんでしたが、リモートワークのエクスペリエンスは

悪くなっているのでしょうか？2020 年の NetMotion の調査によると、そのような結果が出ています。約半数の従業員

が、IT やテクノロジーの観点から、リモートワークはオフィスで働くよりも悪いと考えています。これは、分散して働

く従業員の優先順位が下がっていることが原因の一つですが、この考えは急速に変化しています。また、サイバーセキ

ュリティの問題も明らかに影響しています。VPN や多要素認証などの威圧的なテクノロジーは、しばしば生産性を阻害

し、従業員に不満を抱かせます。リスク管理と良好なユーザーエクスペリエンスの維持のバランスをとることがオフィ

スでの生活で重要であるならば、それはリモートワークにおいても絶対に重要です。 

「エンドポイントベースの DEM (デジタルエクスペリエンス監視) ソフト

ウェアツールを導入することで、アプリケーションがパフォーマンスの 

可視性を確保し、ユーザーがどこで仕事しているかに関わらず、ユーザー

エクスペリエンスを詳細に把握することができます。 

Use DEM to Understand and Enhance Your Employees’ Work-From-Home Experiences  

Gartner 2020年 

  

調査: IT、ツール、技術の観点から、リモートワークと

オフィスワークを比べるとどうですか？ 

オフィスがよい 

家がよい 

どちらも同じ 

調査: VPN や認証ソフトウェアなど、セキュリティ製品

の影響はどうですか？ 

仕事しやすくなる 

仕事しづらくなる 

特にインパクトはない 



ケーススタディ: Allina Health 

Allina Health社は、11の病院、4つの外来診療所、97の

クリニックを運営しています。在宅介護、ホスピス部門

では、遠隔地のEMR (電子医療記録) ソフトウェアを導

入し、患者の病歴の確認、ケアプランの更新、その他の重

要な患者の状態情報の記録を行っています。 

看護師が現場でタブレットを操作できると、患者にとっ

てはより豊かで便利なエクスペリエンスとなり、医療ス

タッフにとっては仕事に対する柔軟性が高まります。し

かし、看護師は様々な技術的な問題に遭遇しており、臨

床業務の生産性が低下していました。エクスペリエンス

監視ソリューションを導入した結果、IT チームは最も頻

発している問題として、接続性が頻繁に失われ、重要な

アプリケーションが警告なしにログアウトし、失ったデ

ータの再入力を余儀なくされることを確認しました。ま

た、セッションの中断によりデータが破損し、IT 部門が

中央データベースからファイルを抽出する必要があり、

その修復に半日を要することもありました。看護師は、

オフィスでデータを同期するためにシフト終了まで待っ

たり、自宅に戻ってから同期したりすることが多く、勤

務時間が長くなっていました。不満を抱いて会社を辞め

てしまう看護師もいました。  

問題が特定されると、それらの改善に取り組むことがで

きました。リモートアクセスソフトウェアのアップグレ

ード、ネットワークポリシーの変更、新しいトレーニン

グプログラムの導入などにより、大きな変化がありまし

た。ホームケアやホスピスの看護師は患者の自宅などで

安定して安全に EMR にアクセスできるようになりまし

た。看護師は十分な時間を確保することができるように

なり、変更が実施された最初の 6 カ月間で、それまでの

1 日の平均患者訪問数 5 人が、8〜9 人に増えました。1

日あたりの患者数が 3 人増加したのです。DEM は、スタ

ッフの離職率が下げただけでなく、在宅ケアユニットの

スタッフ数を倍増させる重要な要因になったと Allina 

Health 社は考えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ITチームは、接続に関する問い合わせが事実上なくなったことに満足して

います。看護師はモバイル技術への不満がなくなり、1日あたり以前より3人

も多い患者を診ることができるようになりました」 

システムエンジニア Clyde Daisley氏 

Allina Healthcare社 



エクスペリエンス監視の利点 

ITリーダーは、ネットワークのパフォーマンスやアプリケーションのアップタイム、ユーザーの行動やオンラインの脅威

を完全に可視化することを期待しています。しかし、モバイル、リモート、分散型の職場への移行が進むにつれ、従業員

は無数の未知のネットワークから、Wi-Fi や携帯電話のあらゆる接続を

介して、多種多様な SaaS やインターネット・リソースにアクセスする

ようになっており、その結果、従来の APM ツールでは対応できなかった

高いリスクと複雑なトラブルシューティングが発生しています。

多くの企業にとって、永続的なリモートワークは、IT チ

ームがサポートできない多くの不規則な問題を表面化

させています。NetMotion の 2020 年 9 月の調査によ

ると、4 分の 3 (75％) の組織で、ロックダウンの開始

後、以前と比較してサポートの問い合わせが増加して

います。4 分の 1 以上の企業が、この変化を重要なも

のだと述べていますが、ほとんどの企業では、利用可能

なリソースが同等に増加したという事実はありません。

このような場合、リモートワークエクスペリエンスを 

監視して改善することができる体験監視ツールが最も価値のあるものとな

ります。IT チームは、豊富な診断機能を使用して問題をよりよく理解し、解

決するために、よりインテリジェントにチケットに対応することができます。

さらに重要なことに、従業員がヘルプデスクに連絡する前に問題を解消し、 

プロアクティブに従業員のエクスペリエンスを向上させることができます。

 

 

 

 

 

エクスペリエンス監視には、サポートチームの効果を測定できるだけでなく、多くの

メリットがあります。 

⚫ リモートワーカーの生産性の向上。ネットワークの切断、ハードウェアの老朽化、

アプリケーションの誤設定などが解消されます。  

⚫ 修復のスピードの迅速化。DEMによりIT部門の担当者は、問題の根本原因の分

析と診断が可能になり、より効果的に問題解決を行えます。 

⚫ デジタルトランスフォーメーションプロジェクトへの関与の向上。 エクスペリ

エンス監視により、新しいプログラム、アプリケーション、プロセスの採用が測

定され、促進されます。それにより、潜在的な障害や変革推進の賛同者が特定さ

れます。

  

調査: ロックダウンの影響で、組織の IT サポートチームの負担はどうなりましたか？ 

非常に減った やや減った 変化はない やや増えた 非常に増えた 



ビジネス価値を創る 

このような状況を改善するための最良の方法のひとつは、明確な目的を持って始めることです。エクスペリエンス監視

ツールはデータ収集に優れていますが、組織が適切なインサイトを導き出し、リスクや問題を解決 (または少なくとも

最小化) するためのアクションを起こさなければ、データ自体にはほとんど意味がありません。 

この点で、IT リーダーはいつも苦労します。ユーザーエクスペリエンスなどの「ソフト」な指標を定量化することに慣

れていないため、エクスペリエンスの質や従業員のエンゲージメントに関する具体的な KPI を設定することが有効で

す。たとえば、デバイスの使用状況に関する情報は非常に貴重であり、特に、従業員がネットワーク切断に遭遇した回

数や、従業員が作業している時間帯、どのアプリケーションが最も帯域を消費しているかなどの指標が含まれていれば

なおさらです。 

たとえば、NetMotion の調査では、ネットワークのパフォーマンスがリモートワークの課題の原因として最も多くあげ

られており、回答者の 4 分の 1 は、そもそも問題を診断すること自体が困難であると回答しています。多くのリモート

ワーカーが、管理されていないネットワークや未知の環境で活動しているという事実により、問題はさらに悪化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような洞察に基づいて、ITチームはユーザーエクスペリエンスについて十分な情報を得た上で判断し、問題が発生

した場合に優先順位をつけてすぐに解決する方法を決定することができます。これには、危険なwebサイトをブロック

するポリシーの導入や、Facebookなどのプラットフォームへのアクセスを通常の業務時間外まで制限することだけで

なく、ソフトウェアのアップデートやスクリプトのプッシュ、VPNやWi-Fiの設定の微調整、一般的な問題に対する自

動応答の作成など、エンジニアを動員することも含まれます。 

「基本的にDEMは、データを生成するインフラ、アプリケーション、 

ネットワーク、そしてそのデータを理解するための分析を含む、全体的な

ITモニタリング戦略の重要な構成要素でなければなりません。」 

Gartner Market Guide for Digital Experience Monitoring 2020 年 8 月  

Federico De Silva 氏、Charley Rich 氏、Josh Chessman 氏 

  

調査: 2020 年に経験したリモートワークでの問題は何でしたか？ 

ネットワーク品質 
 リモートワーカーをサポートするIT

チームの最も一般的な課題は、信頼

性の高いネットワーク品質の確保 

 10社中4社以上の組織が、サイバー

セキュリティに懸念 

 ITチームの4分の1以上がリモート 

ワーカーの問題の診断に苦慮 

の確保 

ソフトウェアとアプ 

リケーションの問題 

リモートワーカーの 

サイバーセキュリティ 

ハードウェア品質 

と設定 

問題の根本原因 

分析 



  

エクスペリエンス監視データを実用化するためのフレームワーク 

データ 

 デバイス 

 アプリケーション 

 OS 

 クラウド 

 ネットワーク 

インサイト 

 フィルター 

 自動化 

 集約 

 分析 

 配布 

アクション 

 ブロック 

 最適化 

 優先順位づけ 

 通知 

 設定 



ケーススタディ: 米国の法律事務所 

世界20カ所にオフィスを構えるグローバルな法律事務所では、3,000人の弁護士と事務スタッフをサポートするため

に常にテクノロジーに投資してきました。 

COVID-19のパンデミックによって、従業員が自宅で仕事

をしなければならなくなったため、この法律事務所では、

生産性を維持しながら従業員のニーズに応えるために、職

場の柔軟性と俊敏性についてオープンな対話を積極的に

行ってきました。これには、従業員に柔軟な始業・終業時

刻を提供したり、仕事以外の用事を考慮してコアタイムを

変更したりすることなどが含まれます。特に重要だったの

は、オフィスの稼ぎ頭である弁護士や法律家の生産性が低

下しないようにすることでした。通常、クライアントへの

請求はわずか6分単位で行われるため、弁護士や法律家の

労働環境が阻害されれば、収益の低下に直結することにな

ります。

「COVID-19のパンデミックをきっかけに、私たちはアジャイルワークや

リモートワークへの取り組み方を見直すことができました。当社はコラボ

レーションを重視する人間に注視したビジネスを展開していますが、従業

員の所在地によって仕事を容易にこなせるかどうかが、左右されるべきで

はないことがはっきりしました。リモートワーカーエクスペリエンスを 

監視することは、2020年にもこの状況を維持するために不可欠です。」 

ITディレクター 

このような労働環境の変化に対応するため、同事務所は全従業員を対象とした新しいポリシーを導入し、グローバル

ネットワーク上でのリモートワークを可能にしました。ITチームは、サポートの問い合わせが殺到するのを待ったり

はせず、積極的に行動しました。エクスペリエンス監視ソリューションを使用することで、最も一般的な技術的問題

を積極的に追跡し、多くの従業員が問題の存在に気づく前にそれを修正することができました。その結果、数日後に

は弁護士や法律家の請求生産性が向上し、リモートワークプログラムは大きな成功を収めたと評価されました。 

「私は普段、ITチームにはお世辞よりも苦情をいうことの方が多いのです

が、今回は本当に素晴らしい仕事をしてくれました」 

マネージングパートナー 

 



シャドーIT を理解する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年の出来事から明らかになったのは、リモートワークは単なる短期的なトレンドではないということです。多く

のITリーダーは、従業員の大部分が今後もリモートワークを続けるという現実に直面する中で、エンドポイント、接続

性、アプリケーションのパフォーマンスを可視化できていないことにすぐに気づきます。このことは、組織をより大き

なリスクとボトルネックにさらすことになり、多くの場合、従業員は不満を抱き、パフォーマンスが低下します。 

リモートワーカーは多くの不満を持っていますが、問題があっても多くの場合、IT チームに報告しません。そのため、

以前にも増してシャドーIT が広まってしまっていることは驚くに値しません。NetMotion の調査によると、リモート

ワーカーの 62%が IT チームに知られていない、または承認されていないアプリケーションを使用しており、25%が

プロビジョニングされたツール以外の、かなりの数の未承認のツールを使用しています。 

 

 

 

 

 

 

  

調査: IT 部門が推奨していないアプリケーションを使用していますか？ 

はい、かなり 

はい、いくつか 

いいえ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャドーIT は、そう考えていない人もいるかもしれませ

んが、たいていの場合は、社員が生産性の向上を求めた

結果発生します。多くの人は、単に自分の仕事を終わら

せたいと思っています。生産性が士気につながることは

よく知られており、従業員は提供されたツールが十分で

なければ、別のツールに目を向けます。これらはすべて、

全体的な従業員エクスペリエンスと関連しており、監視

ソリューションはそれをよりよく理解するために使用で

きます。デジタルエクスペリエンス監視ツールは、新し

いアプリケーションの採用率を追跡するとともに、従業

員が使用している回避策や不正な代替手段を検出するこ

とができます。多くの場合、IT 部門のリーダーは、従業

員からのリアルタイムなフィードバックに応じて、自ら

の戦略を調整する機会を得ることができます。 

データは生産性の仮説をサポートしています。ほとんど

のワーカーは本質的に、ずるをしようとしているのでは

ありません。生産性を向上させるためのツールがリモー

トワーカーに最も多く採用されています。 

  

調査:よく使用している「シャドー」ソフトウェアは何ですか？ 

生産性を上げるツール (Google docs、Doodle など) 

コミュニケーション (Slack、Zoom、Whatapp など) 

ストレージ、ファイルシェア (Dropbox、WeTransfer など) 

その他 (ゲーム、ソーシャルメディアなど) 

コラボレーション (Trello、Asana、Coda など) 



ケーススタディ: Alan Boswell Group  

Allan Boswell Group社は、独立系の保険ブローカーおよ

びファイナンシャルプランニング会社であり、保険、リ

スクマネジメント、金融サービスに関する優れた顧客サ

ービスと専門的なアドバイスで知られています。同社は、

10カ所の地域オフィスから英国全土の顧客にサービス

を提供しており、財務アドバイザー、クレーム担当者、経

営陣は、自宅や顧客先で機密データに頻繁にアクセスし

ています。 

携帯電話や Wi-Fi の接続環境が常に整っているわけでは

ないため、リモートワーカーは生産性の面で課題を抱え

ていました。これらの問題の本質をより良く理解するた

めに、エクスペリエンス監視が導入され、最大の問題を

引き起こしている課題が特定されました。従業員はレス

トランなどの接客場所で Microsoft Surface を使用して

いますが、ミッションクリティカルなアプリケーション

にログインする際の認証プロセスに非常に時間がかかっ

ていました。信頼性の低い Wi-Fi と古いソフトウェアの

ために、現場のスタッフにとっては単純な作業が不必要

に難しくなっていました。 

これらの問題を特定することで、ITチームは効率よく修

復戦略に取り組むことができ、従業員が技術的な問題で

無駄にする時間を減らすことができました。この知識は、

グローバルなロックダウンが始まったときに非常に役立

ちました。試行錯誤を重ねたテクノロジーとポリシーに

より、同社はわずか72時間で、従来は固定されていた従

業員を完全に分散させることに成功しました。ライバル

企業が事業継続や生産性の低下の診断に苦慮する中、

Alan Boswell社はシームレスに移行を進めることができ

ました。 

「NetMotion のリモートユーザーエクスペリエンスは別

次元です。」IT オペレーションマネージャーの Tom Fisk

氏はそう説明します。NetMotion を使用することで、IT 

部門はリモートで簡単に問題を解決し、ネットワークに

安全に接続するように設定された会社支給のデバイスを

迅速に導入することができます。これにより IT チームは、

仮想クライアントミーティングのための Microsoft 

Teams のような新しいアプリケーションを、自信をもっ

て展開することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「NetMotion のシンプルなインストールとシームレスなユーザー 

エクスペリエンスのおかげで、72 時間以内に 360 人の Alan Boswell 

Group 社員が自宅で仕事を開始することができました。車のトランクに 

PC を入れて帰宅させるのと同じくらい簡単でした。」 

ITオペレーションマネージャー Tom Fisk氏 

Alan Boswell社 



エクスペリエンス監視を導入する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このレポートでご紹介したように、エクスペリエンス監視ソリューションは、リモートワークへの大きなシフトが生み出

す問題を解決することができます。従業員エクスペリエンスに関するリアルタイムで実用的なデータを収集する能力は、

ビジネスの成功に大きな影響を与えます。満足度の高い従業員は離職率を下げ、従業員はより生産性高く仕事するように

なります。従業員の満足度が高まれば、お客様の満足度も向上し、従業員の定着率や雇用率の向上にもつながります。 

Forrester社とGartner社は、この市場を異なる方法で分けています。Gartnerは「DEM」市場をリアルユーザー監視、エ

ンドポイント監視、シンセティックトランザクション監視に分けています。Forrester社は「EUEM」を、ピュアプレイの

ツール、エンドポイント管理スペシャリスト、モニタリングスイートに分類しています。まだ始まったばかりの市場であ

るため、その境界は完全には明確ではありません。そのため、IT担当者の意思決定は非常に難しいものとなっています。

最終的には、すべての組織はユニークで、自分に合ったものを見つけるには熟考が必要です。 

エンドポイント監視テクノロジーをユーザーデバイスの視点から導入することで、

リモートワーカーのユーザーエクスペリエンスを可視化します。インフラ中心の 

指標だけではなく、1分あたりのオーダーやコンバージョン率など、「北極星」と

呼ばれるビジネス指標を監視するためにDEMテクノロジーを導入することで、 

監視ツールからビジネス上の知見を引き出すことができます。 

Forrester Now Tech: End-User Experience Management, Q3 2020 2020年8月 

Andrew Hewitt氏、Stephanie Balaouras氏、Rich Lane氏、Tyler Brown氏、Diane Lynch氏  



NetMotionをご検討ください 

エクスペリエンスを導入する最も一般的な方法の一つが、エンドポイントエージェントです。エンドポイントエージェ

ントは、ノートPC、タブレット、携帯電話などの業務用デバイスにクライアントを導入することで機能します。これら

のエージェントは、ITリーダーに、デバイス、アプリケーション、ネットワークの観点から、従業員のエクスペリエン

スに関するインサイトを提供します。NetMotionは、エンドポイントベースのエクスペリエンス監視ソリューションで

あり、ネットワークデータに対する独自のインサイトと、市場で最も強力な診断および修復機能を兼ね備えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「NetMotion は、最前線の従業員にとって理想的なソリューションです。

モバイルキャリアとインターネットに特化しているため、フロントラインや

リモートワーカーなど、従業員が企業ネットワークに接続されていない状況

で独自の強みを発揮します。」 

The Forrester New Wave™: End-User Experience Management 2020年第四四半期  

Andrew Hewitt氏、Stephanie Balaouras氏、Shannon Fish氏、Diane Lynch氏 

NetMotion DEMは、デバイス、アプリケーション、ネットワークのパフォーマンスに関するリアルタイムのデータをひ

とつのコンソールに表示します。ネットワーク、アプリケーション、デバイスなどに関する統合的な情報をリアルタイ

ムに表示します。モバイルワーカーに対して同レベルのインサイトを提供できるDEMソリューションは他にありませ

ん。NetMotionは完全なソフトウェアベースなので、クラウド、オンプレミス、またはサービスとして簡単に導入でき

ます。また、新たな投資や手間をかけることなく、シームレスに拡張することができます。他の監視製品では、何が問

題なのかを明らかにすることはできても、問題を解決することはできません。NetMotionのポリシー機能と最適化され

たトンネルは、まさにそれを実現します。 

 

リモート=見えない ではありません。NetMotion ではエッジにいたるまで 

何が起こっているかを「見る」ことができます。 

 デバイスからのデータ 

 OS からのデータ 

 アプリケーションからのデータ 

 あらゆるネットワークからのデータ 

お客様がデータインサイトを組織全体のビジネス価値に変えるのを支援します。 

 監視だけではない 

 条件つきポリシーエンジン 

 ネイティブな修正 

 統合された VPN と SDP/ZTNA 

 診断機能つきポリシー 

 プロアクティブとリアクティブ 

既存のデバイスを使用できます。 

 軽量なアプリケーション 

 バッテリーへの影響なし 

 最適化されたコネクション 

 完全なOSパリティ 
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