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エグゼクティブサマリー 

 「[営業チームは] 全社の様々な部署の同僚と迅速かつ流動的な方法で協力し、顧客企業
について支援を得ることができます。顧客関係についてはマーケティング、営業、サポ
ートの全員が一致協力して取り組む必要がありますが、その全員がすべての会議に出席
できるわけではありません。」 

 

テクノロジー産業、最高収益責任者 
 
 
 
 

Slackは Forrester Consultingに委託して Total 

Economic Impact™（TEI）調査を実施し、Slackを

営業チームに導入することにより企業が実現し得る

投資収益率（ROI）を推定しました。1 本調査の目的

は、Slackによって組織の営業チームにもたらされる

可能性のある経済的影響を評価するためのフレーム

ワークを読者に提供することです。 

この投資のメリット、コスト、およびリスクをより

良く理解するために、Forresterは営業チームで

Slackの使用経験がある組織の営業チームリーダー4

名のインタビューと営業担当者 550名のアンケート

調査を行いました。この調査のため、Forresterはイ

ンタビューおよびアンケート調査を受けたユーザー

の回答を集計し、単一の モデル組織の回答として組

み合わせました。 

営業チームでは、Slackを使用する以前は相互に接続

されていない様々な営業ツールや電子メール、その

他のコミュニケーションツールを使用していまし

た。インタビュー調査を受けたユーザーによると、

部門横断的な業務については対面式の会議に依存

し、組織内の孤立したグループがそれぞれ未承認の

アプリケーションをインストールしていたため、企

業セキュリティが脅かされていたとしています。 

アンケート調査に回答したユーザーは、コミュニケ

ーション、従業員のエンゲージメント、生産性、コ

スト効率、組織文化を向上するソリューションを求

めていましたが、レガシーツールでは営業チームを

部門横断的なチームや顧客に連結できる普遍的な非

同期型のプラットフォームは提供されず、他のアプ

リケーションが十分に統合されないため、組織の知

識や情報のレポジトリには向いていなかったとして

います。 

Slackに投資してからは、ユーザーは総合的なプラッ

トフォームを活用して他のアプリケーションを統合

し、自動化機能を設定して日常業務にかかる時間を

短縮しています。その結果、 より多くの取引、そし

てさらに大規模な取引が成立されるようになり販売

速度が高まりました。 

Slackは組織にとっての単一の信頼できるソースとな

るため、ユーザーは潜在的な取引の重要情報や前後

関係を素早く見つけることができ、オフィス内の他

の担当者に同じ情報を求める、種々の異なるレガシ

ー営業ツールを検索する、メールやその他の文書を

読んで返信する、会議に出席するといった無益な時

間を避けることができます。Slackによって実現され

る生産性の向上によって、営業チームのユーザーは

管理作業にかかる時間を短縮でき、商談の成立や既

存の関係の拡大により多くの時間をかけることが可

能となっています。 

投資収益率（ROI） 

296% 

正味現在価値（NPV） 

2.93億円 

主要な統計情報 

https://slack.com/enterprise
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エグゼクティブ・サマリー 

主な調査結果 

定量的利益。 リスク調整後の現在価値（PV）の定量

的利益には、以下のようなものがあります。 

• 取引成立件数の増加率 13%。 Slackによって、

営業チームは関係履歴やその他の関連情報のほ

か、潜在顧客に必要なリソースを簡単に見つけ

ることが可能になります。これによって、組織

の応答性と見込みのある取引にリアルタイムで

対応する能力が高まり、新規顧客を獲得する機

会と獲得率の増加と販売サイクル期間の短縮に

つながります。3年間で、販売速度の向上はモデ

ル組織に 266,153,904円の価値をもたらしま

す。 

 

• 営業チームの日常業務にかかる時間の節約、ユ

ーザー当たり 31分以上。 電子メールの送受信数

や会議の回数を減らし、アプリケーション間の

切り替えや情報の追跡にかかる時間を短縮する

ことにより営業チームの生産性が向上します。

これによる利益は 3年間で 99,219,041円に相当

します。 

• 既存顧客との取引の増加、32万円超。 販売速度

を高め、取引成立件数を増加させるという Slack

の機能と特徴により、既存顧客との取引の規模

も増大します。アンケート回答者は、Slackを導

入した結果、取引額は平均 329,760円増加した

とし、営業チームにもたらされた影響を回答し

ています。3年間で、モデル組織にとってのこの

利益は 25,912,941円に相当します。 

非定量的利益。 本調査の定量化されていない利益に

は、以下のようなものがあります。  

• 従業員採用プロセスの改善。アンケート回答者

は、適格な営業担当者の採用にかかる期間は

Slackによって平均して 5.9週間短縮したと回答

しています。 

• オンボーディングプロセスの向上。アンケート

回答者は、Slackによって新規採用者のオンボー

ディングおよび研修にかかる時間が 13%短縮

し、関連経費は 39%削減されたことを示してい

ます。 

• コーチングとメンタリングの対話の向上。 アン

ケート回答者の半数以上（57%）がメンタリン

グとコーチングの活動に Slackを利用していま

す。インタビュー回答者は、Slackの販売取引に

関するデータや情報へのアクセスの容易さか

ら、コーチングやメンタリングのやり取りが増

え、営業チームにリアルタイムでフィードバッ

クを提供することに役立っていると述べていま

す。 

• 従業員の士気の改善。 仕事やコミュニティ構築

活動において同僚とつながりを持てることによ

り積極的な職場環境が育成されます。多くの人

がリモートワークを余儀なくされている新型コ

ロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミック

下において、これは組織にとって非常に重要で

あることが証明されています。 

• セキュリティの向上。Slackなどの承認済みのコ

ラボレーションツールを導入することにより、

従業員チームによる未承認アプリケーションの

使用、シャドーITの活動、潜在的なセキュリテ

ィの脅威、データ持ち出しが減少します。 

• 非営業担当従業員の生産性の向上。アンケート

回答者は、電子メール、会議、アプリケーショ

ン間の切り替えや情報の検索にかかる時間の削

減により、Slackの導入対象となった非営業担当

従業員のユーザー当たり一日 26.8分の時間が節

約されたと報告しています。 

コスト。 リスク調整後の現在価値（PV） には以下

が含まれます。  

• Slackのライセンスコスト。 Slackのライセンス

コストは、ユーザー当たり年間約 15,648円で

販売速度の向上による増収 

 

266,153,904円 
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す。モデル企業の Slackライセンスコストは、3

年間で総額 17,924,313円となっています。 

 

• 実装とメンテナンスにかかる社内人件費。 Slack

の実装に必要となる社内スタッフの労力は最低

限となっています。初期実装後、各組織は Slack

の統合およびチャンネルを構築、サポート、維

持するため継続的な社内業務を行います。この

ような社内業務のコストは、モデル組織におい

ては 3年間で 80,788,872円となっています。 

顧客組織へのインタビュー調査とアンケート調査に

基づいた財務分析よると、モデル組織は 3年間で

98,713,185円のコストに対して 391,285,885円の利

益を計上し、合計 292,572,700円の正味現在価値

（NPV）と 296%の投資収益率（ROI）を達成しまし

た。 

 

 

Slackのライセン

スコスト 

 

17,924,313円 

「[Slackは] 人、質問、問題、回答間

の点と点を結ぶ優れた方法です... 当社

の業務の進め方に非常に簡単に適合し

ています... 成し遂げたいことに本質的

なレベルで役立ちます。」 

— テクノロジー産業、グローバルバイスプレジデント 
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投資収益率

（ROI） 

296% 

利益の現在価値

（PV） 

3.91億円 

正味現在価値

（NPV） 

2.93億円 

回収期間 

6か月未満 

2.71億円

9,900万円

2,600万

販売速度の向上による収益の増加

営業チームの生産性の向上

取引額の増加による収益の増加

利益（3年間）
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TEIのフレームワークと調査手法 

インタビュー調査とアンケート調査で得られた情報

を基に、Forresterは営業チームに Slackの導入を検

討中の組織のために Total Economic Impact™

（TEI）フレームワークを構築しました。 

このフレームワークの目的は、投資の意思決定に影

響するコスト、利益、柔軟性、およびリスク要因を

特定することです。Forresterは Slackが組織の営業

チームにもたらし得る影響を、多段階アプローチを

使用して評価しました。 

 

 

デューデリジェンス 

営業チームのための Slackに関連するデータを

収集するために、Slackの利害関係者および

Forresterのアナリストにインタビューを行いま

した。 

 

顧客企業のインタビューとアンケート 

営業チームで Slackを使用する組織の 550名の

アンケート調査および意思決定者 4名のインタ

ビュー調査を実施し、コスト、利益、リスクに

関するデータを取得しました。 

 

モデル組織 

インタビューおよびアンケートの対象となった

組織の特性に基づいてモデル組織を作成しまし

た。 

 

財務モデルのフレームワーク 

TEI手法を用いたインタビュー調査およびアン

ケート調査の結果から導かれる典型的な財務モ

デルを作成し、取材された企業の課題や懸念に

基づいて財務モデルをリスク調整しました。 

 

ケーススタディ 

TEIの 4つの基本要素である利益、コスト、柔

軟性、およびリスクを採用して投資の影響をモ

デル化しました。Forresterの TEI手法は、ROI

分析が高度化していることを考慮して、購入判

断の総合的な経済効果を完全に網羅していま

す。TEI手法の詳細については付録 Aを参照し

てください。 

開示事項 

読者は以下の点に注意してください。 

本調査は Slackの依頼により、Forrester Consultingが実

施しました。競合分析としての利用を意図するものでは

ありません。 

Forresterは、他の企業における潜在的な ROIについては

一切想定していません。Slackへの投資の妥当性を判断す

る際には、本調査で提供されているフレームワークに読

者自身の予測を適用することを強く推奨します。 

Slackは本調査の報告内容を確認した後、Forresterにフ

ィードバックを提供しました。ただし、本調査の内容と

結果については Forresterが編集する権限を有し、

Forresterの見解と矛盾する変更や調査の意味を曖昧にす

る変更は承認していません。 

Slackはインタビュー実施のために顧客名を提供しました

が、インタビューには参加していません。 

Forresterはサードパーティ調査パートナーを使用して二

重盲検調査を行いました。 
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営業チームの Slackカスタマージャーニー 

営業チームのために Slackへの投資を推進した要因 

 
 

 

主な課題 

Forresterは、営業チームで Slackの使用経験がある

Slackユーザー4名のインタビュー調査に加えてユー

ザー550名のアンケート調査を実施しました。これ

らの Slackユーザーには、北米、ヨーロッパ、アジ

ア、オーストラリアの回答者が含まれます。本調査

に参加したビジネスプロフェッショナルの詳細につ

いては付録 Bを参照してください。 

Slackを導入するまで、各組織では従業員間の連絡や

ナレッジセンターとなる静的情報のリポジトリにつ

いては、電子メールや様々なメッセージングおよび

コミュニケーションツールに依存していました。こ

れらの組織には共通してみられる課題がありまし

た。 

• 電子メール、会議、その他のコミュニケーショ

ン方法による大幅な生産性の低下。 インタビュ

ー回答者は、レガシー営業ツールや電子メー

ル、バーチャルまたは対面式であることを問わ

ず従来型の会議が全般的に非生産的であること

がわかったため、営業チームを相互にまた組織

内の他の部署とより連携させる必要があったと

語っています。 

あるグローバルバイスプレジデントは次のよう

に述べています。「電子メールは、連絡を取っ

たり、アイデアを共有したり、相手に自分の考

えを理解してもらう方法としては時代遅れな手

段だと思います。そのような目的で設計された

ものではなかったため、最終的には多くの問題

が起こる間違ったプラットフォームになってい

るのです。」また「会議の部分についてはどの

ようにして減らせるか考えなければいけません

… 実際に社員が自分の仕事に手をつけられるよ

うに。」と付け加えています。 

ある CROは「今日の世界では... カレンダーに空

白があると、空いている時間があるのだと誰も

が思い込んでいます... カレンダーがクラッシュ

したらどうなるか...カレンダーの不具合を理由に

ワークフローを遅らせるわけにはいきません。

作業は進めなければならないのです」と付け加

えています。 

• メッセージングアプリケーションやその他の関

連アプリケーションでは、人と情報をつなげて

広く活用されるようなソリューションは提供さ

れませんでした。 前述のグローバルバイスプレ

ジデントは「十分な洞察を得ることができず、

顧客と実質的な内容について十分に交渉できな

かった販売取引もありました」と語っていま

す。 

営業担当ディレクターの一人は「たいていの会

議ツールが直感的なものではありません。クリ

ック回数が 6回とか 8回とか、多くの様々な UI

を通らなければならないなど非常に手間がかか

ります」と続けています。 
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モデル組織 

インタビュー調査とアンケート調査に基づき、

Forresterは TEIフレームワーク、モデル組織、ROI

分析を構築し、財政的に影響する領域を具体的に示

しました。モデル組織とは Forresterがインタビュー

した Slackユーザー4名と、Forresterがアンケート

を行ったユーザー550名を代表する組織であり、次

のセクションで財務分析の総合結果を示すために使

用されています。モデル組織の特性は以下の通りで

す。 

モデル組織の説明。 営業チーム人員 400名を含む

2,000名を雇用する中規模なグローバルテクノロジー

組織です。営業チームは一件の平均額が 15,648,227

円の取引を月 50件成立させています。モデル組織の

成長率 10%は年間取引数と従業員数に反映されてい

ます。 

実装における特徴。 モデル組織では、マーケティン

グ、財務、研究開発、カスタマーサービス、法務な

ど部門横断的なチームの主要人員となる営業チーム

と非営業担当従業員に Slackを導入しています。 

 

 

 

主な前提条件 

• 年間成長率 10%の中規模テ

クノロジー企業 

• 総従業員数 2,000名、技術

営業担当者 400名 

• 1か月当たりの取引成立件

数 50件 

• 取引平均額 15,648,227円 
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利益の分析 

モデル組織に適用される定量的利益のデータ 

 
 
 

 

利益 1：販売速度の向上による増収 

エビデンスとデータ。 インタビュー回答者とアンケ

ート回答者は、販売速度に影響を与える複数の要因

の向上を報告しています。Slackによって営業担当者

と部門横断的チームの知識の活用力が高まり、営業

チームは取引により一層の努力を効果的に注ぐこと

ができ、組織は顧客が望む必要を満たすことができ

ます。 

• 平均して、アンケート回答者は以下を報告して

います。 

o 販売サイクル期間の 14.6%短縮。 

o 新規顧客獲得率の 7.5%増加。 

o 既存顧客更新率の 2.1%増加。 

o 取引成立件数の 13%増加。 

• 営業担当ディレクターは次のように語っていま

す。「Slackはより多くの取引を獲得するために

役立っていると思います。[Slack] によって得ら

れるのは、部門横断的なチームを体系化し、営

業チームに優れた応答時間で SLA [サービス内容

合意書] を提供する能力です。 これによって営業

チームはより効果的に機能できるようになりま

す。」 

• また、営業担当ディレクターは次のように述べ

ています。「Slack [チャンネル] の機能は、人と

人をつないで担当者が質問の回答を得られるよ

うにすることです。チャンネルをモニターして

支援を提供するのがボットであっても実在の担

当者であっても、他の担当者が支援を得るため

に利用できるトピックエリアの作成を開始する

ことが可能になります。このようなチャンネル

がない状況では必要な人材が見つからないこと

で成立しなかったであろう取引が、こういった

サポートによって 100%成立されるようになりま

す。」 

モデリングおよび前提条件。 この利点の価値を計算

するため、Forresterでは以下をモデル組織の前提と

しています。 

• Slackを導入する前の年の取引成立件数 600件。 

• 販売速度の向上による取引完了件数の増加率

13%以上。 

  

総利益 

基準 利益 1年目 2年目 3年目 合計 現在価値 

Atr 販売速度の向上による増収 ￥97,644,933 ￥107,659,798 ￥117,674,663 ￥322,979,395 ￥266,153,904 

Btr 営業チームの生産性の向上 ￥34,601,254 ￥39,980,175 ￥46,214,846 ￥120,796,172 ￥99,219,041 

Ctr 取引額の増加による増収 ￥9,502,020 ￥10,455,102 ￥11,492,162 ￥31,449,284 ￥25,912,941 

 総利益（リスク調整後） ￥141,748,208 ￥158,094,971 ￥175,381,671 ￥475,224,805 ￥391,285,886 

 

「[このインタビュー中であっても]私が今同時に、

取引に関する Slackチャンネルに実際に参加し

て、取引プロセスの日程を遅らせないようにする

ことが可能です。作業を継続的に進めることがで

きるわけです。リアルタイムで協力できるので、

販売プロセスの減速ではなく、加速に役立つこと

は確かです。」 

テクノロジー業界、CRO 
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利益の分析 

• 組織の年間成長率 10%。これは、Slackを利用し

ない場合の 2年目と 3年目の取引成立件数の増

加に反映されています。 

• 平均取引収益は 15,648,227円、利益率は 10%。 

リスク。 Slackの導入により販売速度を増加させる

組織の能力は、以下の違いから組織によって異なる

場合があります。 

• 販売サイクル期間と顧客獲得率。 

• 既存顧客の取引更新の普及度。 

• 市場における新規顧客の存在度。 

• 見込みのある取引に対する部門横断的なサポー

トの影響。 

これらのリスクを考慮し、Forresterはこの利益を

20%下方調整し、リスク調整後の 3年間の総額の PV

（10％で割引）を 2.71億円としました。 

 

利益 2：営業チームの生産性の向上 

エビデンスとデータ。 インタビュー回答者とアンケ

ート回答者は、Slackが営業チームの生産性を向上し

たさまざまなユースケースを提示しました。 

• 平均して、アンケート回答者はユーザー当たり 1

日 31.9分の節約を報告しています。 

• Slackの利用によってどれほどの時間が節約され

ているかという質問に対し、CROは「Slackで

タスクを行うことで達成している週に 1〜3時間

という節約は、おそらく Slackを使用しなかった

場合には会議に費やされたと思います。職位に

かかわらずチームの誰もが時間厳守やコミュニ

ケーションの問題を理由にかなり会議を避けて

います」と述べました。 

• 営業担当ディレクターは次のように語っていま

す。「[バーチャルミーティングアプリの] 統合と 

[ショートカットを使用して] すばやく [会議に] 出

利益 1：販売速度の向上による増収 

基準 評価項目 情報源／計算 1年目 2年目 3年目 

A1 Slackなしでの取引成立件数 アンケート調査 600 660 726 

A2 Slack利用による取引成立件数の増加率 アンケート調査 13% 13% 13% 

A3 
販売速度の向上による増加取引成立件数

（概数） 
A1*A2 78 86 94 

A4 平均取引収益 モデル組織 ￥15,648,226 ￥15,648,226 ￥15,648,226 

A5 利益率 モデル組織 10% 10% 10% 

At 販売速度の向上による増収 A3*A4*A5 ￥122,056,167 ￥134,574,748 ￥147,093,329 

 リスク調整 ↓20%    

Atr 
販売速度の向上による増収（リスク調整

後） 
 ￥97,644,933 ￥107,659,798 ￥117,674,663 

3年間の合計：￥322,979,395 3年間の現在価値：￥266,153,904 
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利益の分析 

席できることが大変に気に入っています。新型

コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響下で

は特に、機密性の高い案件についてマネージャ

ーと素早く情報を交換する必要が出たり、素早

い対応が必要とされる問題が起こったりといっ

たケースも考えられます。... [ビデオ会議の] 招待

プロセスには実際に手間がかかります。 ... 手順

には 15ものステップがあります。[Slackのバー

チャル会議ショートカットを使えば] Slackにす

ぐに入れられます。わずか 5秒足らずで画面を

共有できます。この点は非常に役立っていま

す。」 

• 営業担当ディレクターは Slackボットによって営

業チームメンバーの時間が節約されていること

について、次のように説明しています。「通常

はパートナーを調べて連絡を取るのに 1時間ほ

どの時間がかかります...そして当社のパートナー

に協力しているチャンネルアカウントマネージ

ャーが特定のパートナーを要請するのにさらに

30分から 1時間の時間がかかる可能性がありま

す。... パートナー検索ボットなら素早くこれを

行ってくれます。負荷を分散して自分が探して

いるパートナーを特定できるので、この価値は

大きいと思います。」 

モデリングおよび前提条件。 この利点の価値を計算

するため、Forresterではモデル組織について以下を

前提としています。 

• 1年目の営業担当従業員数は 400名、組織の成長

に伴って年間 10%増員。 

• 営業チームユーザーは 1年目に 1日 31.9時間を

節約。ユーザーが Slackの機能に慣れ、モデル組

織が Slackにより多くのアプリケーションを統合

するに伴い、1日の節約時間は年間 5%増加。 

• 節約された時間の 4分の 1は他の生産性の高い

付加価値のある活動に使用。 

リスク。 組織が Slackの導入を通じて生産性の向上

を実現できるかどうかは、営業チームにおける Slack

の定着度や使用度の違いから組織や産業によって異

なる場合があります。 

このリスクを考慮するために、Forresterはこの利益

を 10%下方調整し、調整された 3年間の総額の PV

を 99,219,041円としました。 
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利益の分析 

利益 3：取引額の増加による増収 

エビデンスとデータ。 Slackによって可能となる、

営業チームの取引成立件数を増加させる組織の強化

は、取引の規模にも影響を与えます。Slackは営業チ

ームと部門横断的なチームが顧客のニーズをより良

く認知し、それに対応するために役立ちます。アン

ケート回答者は、既存顧客当たりの支払額が平均し

て 329,760円増加したと報告しています。 

モデリングおよび前提条件。 この利点の価値を計算

するため、Forresterでは以下をモデル組織の前提と

しています。 

• Slackを使用して成立された取引の半数は既存顧

客との取引。 

• Slackにより既存顧客との取引当たりの収益が

329,760円増加。 

リスク。 この利益は、以下の要因から各営業チーム

によって異なる場合があります。 

• 既存顧客の取引更新の普及度。 

• 既存顧客との取引に追加機能や特徴を追加でき

る組織の能力。 

• 見込みのある取引に対する部門横断的なサポー

トの影響。 

Forresterは、これらのリスクを考慮するために、こ

の利益を 15%下方調整し、調整された 3年間の総額

の PVを 25,912,941円としました。 

 

 

 

利益 2：営業チームの生産性の向上 

基準 評価項目 情報源／計算 1年目 2年目 3年目 

B1 営業チーム従業員数 モデル組織 400 440 484 

B2 
Slackにより節約される 1日の平均分数（年間

5%増加） 
アンケート調査 31.9 33.5 35.2 

B3 Slackにより節約される年間時間数（概数） B2*250/60 132.9 139.6 146.7 

B4 生産性の回復 モデル組織 25% 25% 25% 

B5 
すべての経費を含む中堅技術営業担当者の時

給 
前提条件 ￥2,893 ￥2,893 ￥2,893 

Bt 営業チームの生産性の向上 B1*B3*B4*B5 ￥38,445,815 ￥44,422,394 ￥51,349,864 

 リスク調整 ↓10%    

Btr 営業チームの生産性の向上（リスク調整後）  ￥34,601,254 ￥39,980,175 ￥46,214,846 

3年間の合計：￥120,796,172 3年間の現在価値：￥99,219,041 
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利益の分析 

非定量的利益 

ユーザーが体験したものの定量化できなかったその

他の利益には以下が含まれます。 

• 従業員採用プロセスの改善。 アンケート回答者

は、Slack導入前は適格な営業担当従業員の採用

に平均 13.1週かかっていたと報告しています。

Slackの利用により、この期間は 5.9週改善し、

7.2週まで短縮されました。Slackは、前述の生

産性向上の貢献要因と同じ非同期型という利点

を通じて、候補者の募集および採用プロセスを

加速することができます。「今日では、Slackを

採用していないソフトウェア会社があったらお

かしいとまで言える段階に来ていると思いま

す。」と CROは付け加えています。 

• オンボーディングプロセスの向上。 アンケート

回答者は、Slackによって新規採用者のオンボー

ディングの改善が促進されたことを示していま

す。新規採用者のオンボーディングと研修にか

かる時間は平均で 13%短縮され、そのコストは

39%削減されたことが報告されています。 

インタビュー回答者は、自社では新規採用者に

対して必要な一連の Slackチャンネルを割り当て

ると説明しています。新規採用者専用チャンネ

ルや地域およびその他のサブチームチャンネル

は、新規採用者を新しいチームに円滑に移行さ

せるために役立ちます。あ営業担当ディレクタ

ーは、「新規採用者にはチャンネルのリストを

提供して『素早く状況を把握するためには、こ

の 15の Slackチャンネルにアクセスするといい

でしょう。』と伝えます。... 新規採用者向けの

Slack [チャンネル] に参加させれば、お互いに気

軽に質問することができるため新規採用者にと

っては大いに役立ちます。職場の先輩には質問

しにくいことが多いですから。」と述べていま

す。 

• コーチングとメンタリングの対話の向上。 ある

バイスプレジデントは Slackを使用して、コーチ

ングとメンタリングのやり取りを増大させてい

ます。「業務の進め方に組み込んで欲しいこと

を再強調することができます。事後の指標的な

ものではなく、作業の進行中に指摘できるため

です。すぐに措置を取ることができるリアルタ

イムの指標となっています。」と述べていま

す。 

利益 3：取引額の増加による増収 

基準 評価項目 情報源／計算 1年目 2年目 3年目 

C1 取引成立件数 アンケート調査 678 746 820 

C2 
取引成立件数のうち既存顧客を対象とする

取引の割合 
モデル組織 50% 50% 50% 

C3 既存顧客との取引件数 C1*C2 339 373 410 

C4 
Slackによる既存顧客との取引の収益の増

加額 
アンケート調査 ￥329,760 ￥329,760 ￥329,760 

C5 利益率 モデル組織 10% 10% 10% 

Ct 取引額の増加による増収 C1*C2*C4*C5 ￥11,178,884 ￥12,300,028 ￥13,520,172 

 リスク調整 ↓15%    

Ctr 取引額の増加による増収（リスク調整後）  ￥9,502,020 ￥10,455,102 ￥11,492,162 

3年間の合計：￥31,449,284 3年間の現在価値：￥25,912,941 
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利益の分析 

 また、「獲得された取引に関するすべての情報

を [Slackに] 保存しています。すべての情報がそ

こに記録されているので、四半期の終わりに表

彰や認識のため振り返ることができ、私にとっ

ては大変優れたツールとなっています。」と付

け加えています。 

 

• 従業員の士気。 インタビュー回答者とアンケー

ト回答者は、従業員の士気に与えた Slackの影響

を高く評価しました。CROは次のように述べて

います。「Slackのデザインには消費者志向で楽

しさもあるといった多くの優れた点がありま

す。... 組織のカルチャーの大きな一部となって

います。Slack上では頻繁にお互いの成功を祝っ

たり、激励し合ったりします。新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）のため全員が自宅勤務

しなければならず、一緒にオフィスで仕事がで

きないため、Slackのようなツールの人間的で楽

しいコミュニケーション手段が大いに役立って

いて、非常によく用いられています。」 

アンケート回答者のほとんどすべて（92%）が

従業員の満足度の増加（平均 5.5%の増加）を報

告しました。残りの回答者のうち 2%が従業員の

満足度に変化は見られなかったとし、6%が測定

しなかったと回答しています。 

• セキュリティの向上。 最高収益責任者（CRO）

は、未承認のメッセージングアプリケーション

を Slackによって軽減されたセキュリティ懸念事

項として特定しています。CROは「人との繋が

りを持ちたい、コミュニケーションチャンネル

を利用したいと思っている人は、Slackのような

ものがなければ [未承認のアプリを] 使い始めて

しまいます。以前にこれを見たことがありま

す。チームはコミュニケーションを取れる場所

を探します。そして最近では、電子メールでこ

れを行うことはほとんどないのです。そのため

「[Slackは] 社屋の廊下や後ろの席の

同僚にバーチャルに質問できる方法

です。」 

テクノロジー産業、グローバルバイスプレジデン
ト 
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利益の分析 

若い世代の従業員たちの間では特に電子メール

のやり取りが見られません... Slackの優れた点は

人が望む有用性とコミュニケーションスタイル

ですが、それにガバナンスを加えてビジネスに

使用できることです... そして従業員がほかの環

境に一切立ち入らないようにすることができま

す。」 

• 組織の生産性の向上。Slackを組織全体に導入す

ることで、Slackによってコミュニケーションと

コラボレーションが改善される結果、全社の従

業員が生産性の向上を実感できます（電子メー

ルや進捗報告会議の削減、SME [分野別専門家] 

へのアクセス、社内の公式・非公式ネットワー

クの活用など）。 

柔軟性 

柔軟性の価値は顧客ごとに異なります。顧客が Slack

を実装するシナリオは複数存在し、以下をはじめと

する追加の用途やビジネスチャンスを後で実現する

場合もあります。 

• 他のアプリケーションのライセンス費用の最適

化。 アンケート回答者は、Slack前のレガシーソ

リューションの費用が 187,570円であったこと

を報告しています。またインタビュー回答者

は、レガシーソリューションが各組織内におい

てまだ廃止されていないとする一方で、Slackに

よってそれを行う柔軟性が提供されたと述べて

います。CROは、「月に 1〜2回ほど [他のソリ

ューションに] アクセスしている人には必要がな

いということです。年間 10万円以上するライセ

ンスは不要ですから、節約する余地がありま

す。」と述べています。 

• 従業員に合わせた Slackチャンネルとアプリケ

ーション統合のカスタマイズ。 インタビュー回

答者は、Slackで利用している数多くの統合、チ

ャンネル、その他の機能について語りました。

組織が利用できる Slackの様々なカスタマイズ機

能により、従業員がお互いに交流して士気を高

めるためのチームコンテスト、趣味、その他の

仕事以外のチャンネルなど、組織特定のユース

ケースに適合できる柔軟性が提供されます。 

柔軟性は、特定のプロジェクトの一環として評価す

れば定量化できます（付録 Aに詳細を記載）。 

「情報とデータを簡単に見つけることができ

ます。難しいのは、内容に関する特定の質問

に答えたり、視点や経験を具現化するための

適切なリソース [を見つけたりといったこと]

です... 難しいことですが、Slackがそれを実

現してくれるのです。」 

— テクノロジー産業、グローバルバイスプレジデント 
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コストの分析 

モデル組織に適用される定量的コストのデータ 

 
 
 

コスト 1：SLACKのライセンスコスト 

エビデンスとデータ。 Slackを導入する組織はユー

ザー1名当たり年間 15,648円のサブスクリプション

料金を支払います。 

モデリングおよび前提条件。 Slackライセンスのコ

ストを判断するため、Forresterはモデル組織が営業

チームに Slackを導入し、組織の成長に伴い Slack

ユーザー数が年間 10%増加すると想定しています。 

リスク。 Forresterは、Slackのサブスクリプション

モデルが変化する可能性を考慮するために、このコ

ストを 5%上方修正し、リスク調整後の 3年間の総現

在価値（PV）（10％で割引）を 17,924,313円とし

ました。 

 

 

 

 

 

 

  

総コスト 

基準 コスト 初期 1年目 2年目 3年目 合計 現在価値 

Dtr 
Slackのライセンスコス

ト 
￥0 ￥6,572,255 ￥7,229,481 ￥7,952,429 ￥21,754,164 ￥17,924,313 

Etr 
実装とメンテナンスにか

かる社内人件費 
￥6,321,466 ￥29,944,446 ￥29,944,446 ￥29,944,446 ￥96,154,805 ￥80,788,872 

 総コスト（リスク調整

後） 
￥6,321,466 ￥36,516,701 ￥37,173,927 ￥37,896,875 ￥117,908,969 ￥98,713,186 

 

コスト 1：Slackのライセンスコスト 

基準 評価項目 情報源／計算 初期 1年目 2年目 3年目 

D1 Slackを使用する従業員数 モデル組織 0 400 440 484 

D2 
ユーザーごとの Slackの年間ライセ

ンスコスト 
モデル組織 ￥0 ￥15,648 ￥15,648 ￥15,648 

Dt Slackのライセンスコスト D1*D2 ￥0 ￥6,259,290 ￥6,885,220 ￥7,573,742 

 リスク調整 ↑5%     

Dtr 
Slackのライセンスコスト（リスク

調整後） 
 ￥0 ￥6,572,255 ￥7,229,481 ￥7,952,429 

3年間の合計：￥21,754,164 3年間の現在価値：￥17,924,313 
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コストの分析 

コスト 2：実装とメンテナンスにかかる社内人件費 

エビデンスとデータ。 インタビュー回答者とアンケ

ート回答者は、チャンネル数、命名規則、アーカイ

ブプロセス、ユーザーへのアクセス権、データ移行

のほか、変革管理や Slackへの移行に関連するメッ

セージングなどベストプラクティス推進のための計

画に要する実装の取り組みについて語りました。 

Slackに関連するメンテナンスは最小限に抑えられ、

チャンネルの定期的なメンテナンスに限定され、

Slackへの新しい統合の構築とサポートも行われま

す。 

モデリングおよび前提条件。 実装とメンテナンスの

コストを判断するため、Forresterはモデル組織につ

いて以下を前提としています。 

• ITのフルタイム当量（FTE）一名が 2か月を費

やして実装に当たります。 

• 5人のスタッフが 2か月間、職務時間の 20％を

プランニングに費やします。 

• 各 Slackユーザーは 1時間の入門トレーニングを

受け、組織が奨励している機能やベストプラク

ティスについて学びます。 

• 社内で一名の FTEが統合の構築とサポートに勤

務時間を費やします。 

• 社内で一名の FTEがチャンネルのメンテナンス

とサポートに勤務時間を費やします。 

リスク。 このコストは以下に関連した不確実性によ

り異なる場合があります。 

• 実装にかかる時間と手間。 

• 継続的なメンテナンス作業。 

これらのリスクを考慮するために、Forresterはこの

コストを 3年間のリスクとして 15%上方調整し、調

整後の総現在価値（PV）を 80,788,872円としまし

た。 
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コストの分析 

 

コスト 2：実装とメンテナンスにかかる社内人件費 

基準 評価項目 情報源／計算 初期 1年目 2年目 3年目 

E1 実装にかかる時間（月） モデル組織 2    

E2 社内の ITの FTE モデル組織 1    

E3 
プランニングに当たる社内スタ

ッフ 
モデル組織 5    

E4 
プランニングに当てる社内スタ

ッフの時間 
モデル組織 20%    

E5 Slackを使用する従業員数 モデル組織 400    

E6 
すべての経費を含む中堅技術営

業担当者の時給 
前提条件 ￥2,893    

E7 
Slackを使用するための従業員

当たりのトレーニング時間数 
モデル組織 1    

E8 
Slack統合の構築とサポートを

行う社内 FTE 
モデル組織  1 1 1 

E9 
チャンネルのメンテナンスとサ

ポートに当たる社内 FTE 
モデル組織  1 1 1 

E10 
すべての経費を含む年給（開発

者とエンジニア） 
前提条件 ￥13,019,324 ￥13,019,324 ￥13,019,324 ￥13,019,324 

Et 
実装とメンテナンスにかかる社

内人件費 

E1/12*(E2+E3*E4)*E
10+E5*E6*E7+(E8+E
9)*E10 

￥5,496,909 ￥26,038,649 ￥26,038,649 ￥26,038,649 

 リスク調整 ↑15%     

Etr 
実装とメンテナンスにかかる社

内人件費（リスク調整後） 
 ￥6,321,466 ￥29,944,446 ￥29,944,446 ￥29,944,446 

3年間の合計：￥96,154,805 3年間の現在価値：￥80,788,872 
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財務状況の概要 

 

リスク調整後の 3年連結評価 

 
  
 
 
 
 

これらのリスク調整済みの

ROI、NPV、回収期間の値

は、「利益」と「コスト」の

各セクションの未調整結果に

リスク調整因子を適用するこ

とで決定されます。 

 

「利益」と「コスト」のセクションで

計算された経済的影響を使用して、こ

のモデル組織の投資に対する ROI、

NPVおよび回収期間を決定できます。

Forresterは、この分析で年間 10%の

割引率を想定しています。 

 

キャッシュフロー分析（リスク調整後推定） 

 初期 1年目 2年目 3年目 合計 現在価値 

総コスト (￥6,321,466) (￥36,516,701) (￥37,173,927) (￥37,896,875) (￥117,908,969) (￥98,713,186) 

総利益 ￥0 ￥141,748,208 ￥158,094,971 ￥175,381,671 ￥475,224,850 ￥391,285,886 

純利益 (￥6,321,466) ￥105,231,507 ￥120,921,044 ￥137,484,796 ￥357,315,881 ￥292,572,700 

投資収益率

（ROI） 
     296% 

回収期間      6か月未満 
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付録 A：Total Economic Impact 

Total Economic Impactは、Forrester Researchが開

発した手法であり、企業の技術関連の意思決定プロ

セスを強化し、ベンダーが製品やサービスの価値を

お客様に提案するための支援を行います。TEI手法

を使用することで、企業は上級管理職や他のビジネ

ス上の主要な利害関係者に対して、ITイニシアティ

ブの具体的な価値を実際に見せ、正当化し、証明す

ることができます。 

TOTAL ECONOMIC IMPACT 手法 

利益とは、製品がビジネスにもたらす価値のことで

す。TEI手法では、利益の測定とコストの測定に同

じ重みを与えることで、組織全体に与える技術の恩

恵を徹底的に評価することが可能になります。  

コストでは、提案されている製品の価値または製品

の利益をもたらすために必要なすべての支出が考慮

されます。TEIでのコスト区分には、ソリューショ

ンに関連して継続的に発生するコストに対する既存

環境上の増分コストが含まれます。  

柔軟性は、すでに行われた導入時の投資を基礎とし

た将来の追加投資で得られる戦略的価値を表しま

す。その利益を獲得できる能力を入手することは、

見積もり可能な現在価値を持つことになります。  

リスクとは、利益とコストの見積もりの不確かさを

測定したもので、1）見積もりが初期の予想に見合う

可能性と、2）時間の経過と共に見積もりが追跡され

る可能性が考慮されます。TEIではリスク因子は

「三角分布」に基づいています。  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初期投資の欄には、「時間 0」、すなわち 1年目の始まりに

発生するコストが記載されます。これらのコストには割引率

は適用されません。その他すべてのキャッシュフローには、

年末の割引率が適用されます。現在価値（PV）は、それぞれ

の総コストおよび利益の見積もりに対して計算されます。サ

マリーテーブルの正味現在価値（NPV）は、初期投資と各年

の割引後のキャッシュフローの合計になります。総利益、総

コスト、キャッシュフローの各表の合計金額および現在価値

については、四捨五入のため合計値が合わないことがありま

す。 

現在価値（PV） 

特定の利率（割引率）を使用した場合の

（割引後の）コストおよび利益見積もり

の現在価値。コストおよび利益の現在価

値（PV）は、キャッシュフローの総正味

現在価値（NPV）に適用されます。 

 

正味現在価値（NPV） 

特定の利率（割引率）を使用した場合の

（割引後の）将来の正味キャッシュフロ

ーの現在価値。プロジェクトの正味現在

価値（NPV）の値が正であれば、他のプ

ロジェクトの NPVがそれより高くない限

り、通常は投資すべきであると考えられ

ます。 

 

投資収益率（ROI） 

プロジェクトがもたらすと予想される利

益をパーセント値で表した数値。ROI

は、純利益（粗利益からコストを引いた

値）をコストで割ることによって求めら

れます。 

 

割引率 

貨幣の時間的価値を考慮するためにキャ

ッシュフロー分析で使用される比率。通

常、企業は 8%～16%の割引率を使用しま

す。 

 

回収期間 

投資の損益分岐点。これは純利益（粗利

益からコストを引いたもの）が初期投資

またはコストに見合うタイミングです。 
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付録 B: インタビュー調査およびアンケート調査の統計データ 

アンケート調査の統計データ 

 

 

 

 
 
 
 
 

インタビュー調査対象の組織 

業種 地域 インタビュー回答者 年間収益 全従業員数 営業チーム 
 

従業員数 

テクノロジー グローバル、北米拠点 最高収益責任者 953.5億円 2,500 500 
 

合計：2,500 営業：500 

テクノロジー グローバル、北米拠点 営業担当ディレクター 2,464.7億円 3,400 80 
 

合計：3,400 営業：80 

テクノロジー グローバル、北米拠点 
グローバルバイスプレジデ

ント 
8,867.33億円 6,000 1,000 

 
合計：6,000 営業：1,000 

テクノロジー グローバル、北米拠点 副社長 80億円 600 600 
 

合計：600 
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付録 C：アンケート調査の結果 
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付録 D：注釈

 
1 Total Economic Impactは、Forrester Researchが開発した手法であり、企業の技術関連の意思決定プロセスを強

化し、ベンダーが製品やサービスの価値をお客様に提案するための支援を行います。TEI手法を使用することで、

企業は上級管理職や他のビジネス上の主要な利害関係者に対して、ITイニシアティブの具体的な価値を実際に見

せ、正当化し、証明することができます。 
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