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エグゼクティブ ・サマリー 

 「Slack はもはや私たちの新しいオフィスとなっています。かつては対面で行っていたことを今では Slack

で行っています。また組織文化の面では、給湯室での雑談やデスクに立ち寄ってのおしゃべりに勝り 

ます。それは Slack が同時参加型ではなく、仕事に集中しているときに邪魔にならず、手が空いた時

に途中から追いついて会話に参加できるからです。」 

 

セキュリティテクノロジー業界のエンジニアリングマネージャー  
 
 

 
Slack は Forrester Consulting に委託して Total 

Economic Impact™（TEI）調査を実施し、Slack のプラ 

スプランまたは Enterprise Grid プランの導入により企業が 

実現し得る投資収益率（ROI）を推定しました。本調査の 

目的は、Slack によって企業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 MVS に対する投資のメリット、コスト、およびリスクをより

良く理解するために、Forrester は Slack をご利用のお客様

を対象にインタビュー調査とアンケート調査を行いました。 

インタビューおよびアンケート調査を受けた企業は、Slack を

使用する以前は各部門で縦割りの E メールとチャットツールを

使用していました。たとえば、開発者チームとエンジニアリングチ

ームは、営業チームやサポートチームとは異なるコミュニケーショ

ンツールやチャットツールを使用していたのです。そのため、これ

らの企業では、コミュニケーションや生産性、そして組織文化を

高める方法を模索していました。 

インタビューおよびアンケート調査を受けた企業で Slack 

が採用される決め手となったのは、リモートワークを可能にし 

て組織文化を高めることができる能力（リモートワークへの移

行を容易にする、同期型と非同期型の仕事を可能にする、

企業文化を向上する等）、優れた拡張性、他のビジネスア 

プリケーションやエンジニアリングアプリケーションとの連携が 

簡単なことでした。 

本ケーススタディで詳述するように、これが結果として大きな 

利益をもたらしました。Slack を使用することで企業は、 

生産性を高め、レガシーツールを段階的に廃止することで 

コストを削減し、収益を増やし、従業員の採用や定着も 

改善することができました。 

この調査のため、Forrester はインタビューおよびアンケート 

調査を受けた企業の回答を集計し、単一の モデル組織 

の回答として組み合わせました。数値は、別途説明のな 

い限り、すべて 3 年間のリスク調整済み現在価値（PV） 

です。 

 

主な調査結果 

定量的利益。 以下の利益はモデル組織に関連する財務 

分析を反映しています。 

 テクニカルチームの改善された生産性、合計 4.90 億

円。 インタビューおよびアンケート調査を受 

けた企業は、Slack の拡張性と業界標準の各種インテ

グレーションにより、開発者や DevOps エンジニアが 

ワークフローの多くを自動化できたと答えています。さらに 

Slack では、情報を関連するチャンネルにまとめること 

ができるほか、履歴の検索、同期型と非同期型の両 

方のコミュニケーションが可能になっていることから、 

コミュニケーションで起こりうる摩擦や誤解も大幅に 

解消されました。 

投資収益率（ROI） 

338% 

正味現在価値 (NPV) 

5.56 億円 

主要な数字 

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

 企業の全般的な生産性改善、総額 2.22 億円。 Slack

により改善されたコミュニケーションは、すべての従業員間

で E メールや進捗報告会議を減らすこと 

につながりました。また、特定のチャンネルを作成して、 

一つの場所にエキスパートを集めることができます。 

社内で公式・非公式のネットワークの両方を持てる 

というメリットもあります。これにより、社内での情報の 

流れが改善されます。 

 レガシーツールの段階的廃止、コスト節約総額 

940 万円。 Slack に投資後、企業はレガシーコラ 

ボレーションツールを段階的に廃止することができ、 

その結果直接的な節約額が生まれました。

非定量的利益。 本調査で確認された数値化できない利益： 

 収益の加速化。 

 人材の採用および定着の改善。 

コスト。 以下のコストはモデル組織に関連する財務分析を反

映しています。 

 ライセンスコスト総額 8,500 万円。 

 実装とメンテナンスにかかる社内人件費総額 7,900 万円。 

Forrester のインタビュー調査およびアンケート調査とその後の

財務分析によると、モデル組織は 3 年間で 1.65 億円のコス

トに対して 7.21 億円の利益を計上し、合計 5.56 億円の正

味現在価値（NPV）と 338%の投 

資収益率（ROI）を達成しました。 

 

 

 Slack のユニークな点は、ユーザーが

使いたくなるツールであり、使わなくてはならな

いツールではないというものです。  

—  e コマース業界、リードエンジニア 
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エグゼクティブ・サマリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
回収期間 

6 か月未満 

利益（3 年間） 

テクニカルチームの 

生産性向上 

全般的な生産性の向上 

レガシーツールの 

段階的廃止 

 

 

 

財務状況の概要 

総利益（PV） 

7.21 億円 

総費用（PV） 

1.65 億円 

初期 1 年目 2 年目 3 年目 

4.90 億円 

2.22 億円 

938 万円 

5.56億円 7.21億円 338% 
 

投資収益率（ROI） 

 

利益の現在価値（PV） 

 

正味現在価値（NPV） 
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エグゼクティブ・サマリー 

TEI のフレームワークと調査手法 

インタビューで得られた情報を基に、Forrester は 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、投資の意志決定に影響するコ

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 

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。 

 

顧客企業へのインタビュー 

Slack を使用する企業の意思決定層 9 名 

にインタビューを行い、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 

取材された企業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 手法を用いた取材調査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 Slack 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、

本調査報告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ユーザー企業名を提供しました

が、インタビューには参加していません。 
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Slack のカスタマージャーニー 

Slack への投資を推進した要因 

 

 

アンケートの対象となった組織 

追加として、Forrester は Slack を使用している世界各国の

550 人のユーザーも調査しました（下のグラフを参照）。 そのユ

ーザーが勤務する企業は各国に分散しており、規模も業界も

異なります。さらに、ユーザーの職務も設計、開発、テスト、セ

キュリティ、インフラと様々な分野にわたっています。アンケート 

調査のより詳しい結果は付録 B をご覧ください。 
 

 
 
 
 
 
  

  

インタビューを受けた組織 

業界 地域 インタビュー回答者 従業員 

ビジネステクノロジー グローバル 最高技術責任者 (CTO) 100 

ビジネステクノロジー グローバル ビジネスレジリエンス担当部長 4,000 

e コマース グローバル リードエンジニア 6,000 

ヘルスケアテクノロジー会社 北米 DevOps エンジニア 1,000 

マーケティングテクノロジー 北米 オペレーションおよびイネーブルメント担当バイスプレジデント 500 

マーケティングテクノロジー グローバル エンジニアリング部長 500 

セキュリティテクノロジー グローバル 
DevOps マネージャー、 

IT ディレクター、および IT マネージャー 
2,000 

セキュリティテクノロジー 北米 エンジニアリングマネージャー 1,000 

テクノロジーサービス アジア太平洋地域 エンジニアリング担当バイスプレジデント 300 
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SLACK のカスタマージャーニー 
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SLACK のカスタマージャーニー 

主な課題 

インタビューおよびアンケート調査を受けた企業の多 

くは、Slack 投資前には部署別に縦割り化されている 

E メールとチャットツール（複数ツールもあり）に依存して 

いました。たとえば、開発者チームとエンジニアリング 

チームは、営業チームやサポートチームとは異なるコミ 

ュニケーションツールやチャットツールを使用していたのです。 

 

 

Slack 採用前にはこれらの企業はどこも共通の問題に悩み、

以下を可能にすることを求めていました。 

1) コミュニケーションの改善、 

2) 効率と生産性の改善、そして 

3) 組織文化の向上、 

その他、下のグラフに示されている事柄。 
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SLACK のカスタマージャーニー 

SLACK を選んだ理由 

インタビューおよびアンケート調査対象の組織は、課題を 

克服するために Slack を選択した理由として、以下を 

挙げました。 

 従業員のリモートワークと強固な組織文化を実現。 

Slack のコラボレーションプラットフォームは本質的に従業

員のリモートワークの効果を高め、緊急時における迅速

なリモートワークへの移行さえも可能にします。 

 リモートワークへの移行。オペレーションとイネーブ

ルメント担当のバイスプレジデントは、Forrester

に次のように述べています。「COVID-19 に対応

するために、私どもでは 2 週間以内に従業員全

員をリモートワークに移行しなければなりませんで

した。従業員は皆すでに Slack を使用していた

ので移行は円滑に進みました。今ではもっと

Slack を使っています。」 

 同期型・非同期型での仕事に対応。 Slack の

大きなメリットは、同期型と非同期型の両方の

仕事が可能になることです。これは従業員が異

なるタイムゾーンにいる場合、特に重要です。あ

る最高技術責任者は次のような例を挙げていま

す。「うちはグローバル企業です。Slack を使用

することで、問題が発生しても 24 時間体制で

対応できるようになりました。しかし Slack を導

入する以前はチーム全員での引き継ぎやミーティ

ングが必要でした。Slack を使うようになってから

は、得た情報や調査したことは Slack のチャンネ

ルに集めておけるので、個別に従業員と連絡を

取る必要がなくなり、仕事の引継ぎがとても円

滑になりました。」 

 企業文化の維持、そして向上。Slack は従業

員がより効率的にリモートワークを行えるようにす

るだけでなく、従業員が実際に顔を合わせること

ができなくても、オフィスや社内での組織文化を

維持することを可能にすることに優れています。

ある最高技術責任者は次のように語っていま

す。「当社では、企業文化を構築し維持するた

めのチャンネルを作りました。サッカーやマイクロブ

ルワリー、スキーなどの趣味のグループ用です。こ

れによって、同僚の知らなかった面を発見する助

けになっています。」 

 インテグレーションや拡張が簡単。Slack のもうひとつの重

要な点は、ほかのアプリを Slack に連携できること、そし

てその全体的な拡張性もまた、Slack の重要な価値 

です。ワークフローを 1 つのプラットフォームにまとめられる

ため、さまざまなアプリを切り替える手間が解消できます。 

たとえばある顧客は、経費管理システムを Slack に連携

させることは、経費精算書を 3〜5 分ではなく 5 秒で承

認できるようにすることだと述べています。 

 

さらに、Slack の拡張性の容易さを説明する際に、エン

ジニアリングマネージャーは、「他のコラボレーションプラット

フォーム内で自動化を有効にするだけで、そのプラットフォ

ームの価格が 2〜3 倍に上昇する可能性があります。 

しかも、経験豊富なエンジニアが自動化やインテグレー 

ションをコード化するには、Slack 内の自動化よりも 2 倍

の時間がかかることはこの計算には入っていません。

Slack は使用、管理、デバッグ、どれもさらに簡単です。」  

「Slack はもはや私たちの新しいオフィスとな

っています。かつては対面で行っていたことを

今では Slack で行っています。また組織文

化の面では、給湯室での雑談やデスクに立

ち寄ってのおしゃべりに勝ります。それは

Slack が同時参加型ではなく、仕事に集

中しているときに邪魔にならず、手が空いた

時に途中から追いついて会話に参加できる

からです。」 

セキュリティテクノロジー業界のエンジニアリングマ

ネージャー 
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SLACK のカスタマージャーニー 

モデル組織 

インタビューに基づき、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

およびアンケート調査を実施した企業を代表する組織であ

り、次のセクションでは財務分析の総合結果を表すために使

用されています。モデル組織の特性は以下の通りです。 

 年商 417 億 2,800 万円、従業員数 2000 名のグロー

バル企業で、従業員の半数は開発者またはエンジニ 

アです。 

 従業員数と収益は前年比（YOY）10%で増加し 

ています。 

 Slack 導入以前は、部署間で縦割りの E メールとチャッ

トツールを使用していました。たとえば、開発者チームとエ

ンジニアリングチームは、営業チームやサポートチームとは

異なるコミュニケーションツールやチャットツールを使用して

いました。 

 Slack は導入後 1 年以内に全社に展開され、社内の

レガシーコラボレーションソフトウェアは 2 年以内に廃止さ

れます。 

 

主な前提条件 

 グローバル企業 

 年商 417 億 2,800 万円 

 従業員数 2,000 名 

 従業員の 50%は開発者または 

エンジニア 

 前年比 10%の増加 
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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：テクニカルチームの生産性向上 

エビデンスとデータ。 インタビューおよびアンケート調査対象の

組織はテクニカルチームの生産性に関連して以下の利益を挙

げました。 

 Slack の拡張性と業界標準の各種インテグレーションに

より、開発者と DevOps エンジニアは、ソフトウェア開発

ライフサイクルと CICD パイプライン内のワークフローや監

視タスクの多くを自動化および最適化することができま 

した。また、複数のアプリやインターフェイスを切り替えな 

くても、Slack 上で必要な情報すべてが確認できるよう 

になりました。 

 Slackは、情報を関連するチャンネルにまとめる

ことができるほか、履歴の検索、同期型と非同

期型の両方のコミュニケーションが可能になっ

ていることから、コミュニケーションで起こり

うる摩擦や誤解も大幅に解消されました。これ

により、開発者やエンジニアは、Eメールと進捗

報告のためのミーティングの両方を減らすこと

ができました。注 : この利益は、開発者とエンジ

ニア以外の従業員を対象とした「利益 2: 全般的

な生産性の向上」で定量化されています。 

 各企業は、ビルド速度、導入頻度、市場投入までの時

間、時間通りに提供される機能の数、アプリケーション全

体の稼働時間を改善しました。 

 各企業は、テストとイテレーションの時間、バグ検出の平

均時間、さらにバグ解決までの平均時間を減らすことが

できました。 

モデリングおよび前提条件。 Forrester は顧客のインタビュー

とアンケート調査に基づいて、以下の推定でモデル組織の経

済的影響をモデル化しました。 

 1 年目は 1,000 名の開発者とエンジニアが在籍し、毎

年 10％の割合で増加。3 年目には最高で 1210 名。 

 開発者とエンジニアはそれぞれ 1 年目に週 1 時間を削

減し、コラボレーションツールとしての Slack に慣れ、ワー

クフローと全体的な生産性を向上させるために連携アプリ

の数を増やしていきます。これにより、週あたりの削減時

間は 3 年目までに最大 2 時間となります。 

 開発者とエンジニアは削減した時間の 50%を生産的な

タスクのために活用します。彼らの平均時給は 6,260 円

（全経費込み）です。 

リスク。 この利益は以下に関連する不確定要素によって異な

る場合があります。 

 開発者とエンジニアが週ごとに節約した時間数。 

 人件費（すべての経費を含む）の平均。 

  

総利益 

基準 利益 1 年目 2 年目 3 年目 合計 現在価値 

Atr テクニカルチームの生産性向上 ￥119,708,933 ￥197,519,739 ￥289,695,617 ￥606,924,289 ￥489,718,342 

Btr 全般的な生産性の向上 ￥32,421,143 ￥82,299,865 ￥165,971,453 ￥280,692,462 ￥222,187,082 

Ctr レガシーツールの段階的廃止 ￥0 ￥5,946,326 ￥5,946,326 ￥11,892,652 ￥9,381,842 

 総利益（リスク調整後） ￥152,130,076 ￥285,765,930 ￥461,613,397 ￥899,509,403 ￥721,287,265 
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利益の分析 

 生産性の回収率。 

これらのリスクを考慮し、Forrester はこの利益を 15%下方

調整し、リスク調整後の 3 年間の総額の PV（10％で割引）

をおよそ 4.90 億円としました。 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

4.90 億円 

利益 1：テクニカルチームの生産性向上計算表 

基準 評価項目 計算法 1 年目 2 年目 3 年目 

A1 開発者とエンジニア数 モデル組織 1,000 1,100 1,210 

A2 開発者とエンジニアが週ごとに節約した時間数 モデル組織 1.0 1.5 2.0 

A3 すべての経費を含む時給（開発者とエンジニア） モデル組織 ￥6,260 ￥6,260 ￥6,260 

A4 生産性の回収 モデル組織 50% 50% 50% 

At テクニカルチームの生産性向上 A1*A2*A3*A4 ￥140,834,038 ￥232,376,163 ￥340,818,373 

  リスク調整 ↓15%    

Atr テクニカルチームの生産性向上（リスク調整後）  ￥119,708,932 ￥197,519,738 ￥289,695,617 

3 年間の合計：￥606,924,289 3 年間の現在価値：￥489,718,342 
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利益の分析 

利益 2: 全般的な生産性の向上 

エビデンスとデータ。 インタビューおよびアンケート調査を受けた

組織は、全般的な生産性の向上に関して以下の利益を挙

げました。 

 Slack は、情報を関連するチャンネルにまとめることができ

るほか、履歴の検索、同期型と非同期型の両方のコミュ

ニケーションが可能になっていることから、コミュニケーション

で起こりうる摩擦や誤解も大幅に解消されました。これに

より、すべての従業員（開発者やエンジニアだけでなく）は、

E メールと進捗報告のためのミーティングの両方を減らすこ

とができました。 

o ある企業では、経営会議を 1 つなくしたことで、その

会議をサポートする各支店や組織の各階層で進捗

共有会議もなくなるという、トリクルダウン効果が得ら

れたといいます。 

o 従業員のメール量を減らすという点においては、複

数の企業が「Slack の効果はインスタントメッセージ

をやり取りできるコラボレーションツール以上のものだ」

と答えました。Slack は、メールでは困難な細かい情

報の追跡が可能なことに加えて、企業やチームがチ

ャンネルを整理し、文脈化することを可能にします。

以前はすべてのメールを開いて読み、各メールごとに

情報の背景を理解することが必要でしたが、Slack

導入後はチャンネルや緊急度に応じて、どのメッセー

ジに注意を払うか、あるいは無視するかを判断しや

すくなりました。 

 特定のチャンネルを作成して、一つの場所に専門エキス

パートが集まれるようにし、エキスパートたちが社内で公

式・非公式のネットワークの両方を活用できるデザインに

しました。従業員が情報や専門知識を知りたい時はチャ

ンネルに投稿してやり取りすれば、個人に E メールを送

信したり、会社の組織図を調べたり、オフィス内を歩き回

って探すのと比べて、はるかに速く情報を受け取ることが

できます。 

モデリングおよび前提条件。 Forrester は顧客のインタビュー

とアンケート調査に基づいて、以下の推定でモデル組織の経

済的影響をモデル化しました。 

 1 年目は開発者とエンジニアチーム外の 1,000 名の従

業員が在籍し、毎年 10％の割合で増加。3 年目には

最高で 1,210 名。 

 各従業員は、メールではなく Slack でコミュニケーションす

ることで、1 年目に週 0.2 時間を削減し、コラボレーション

ツールとしての Slack に慣れていきます。これにより、週あ

たりの削減時間は 3 年目までに最大 1 時間となります。 

 同様に、従業員は進捗共有会議を 1 年目に週 0.5 回

削減し、3 年目までには週 1.5 回削減します。 

 また従業員は、問題を解決したり、社内で適切な専門

エキスパートを見つけたりするための時間を 1 年目に週

0.2 時間、3 年目までに週に 1 時間削減します。 

 開発者とエンジニアは削減した時間の 25%を生産的な

タスクのために活用します。彼らの平均時給は 5,216 円

（全経費込み）です。 

リスク。 この利益は以下に関連する不確定要素によって異な

る場合があります。 

 情報共有とコミュニケーションの改善、会議の数の低減、

問題の解決に要する時間の短縮による時間短縮。 

 人件費（すべての経費を含む）の平均。 

 生産性の回収。 

これらのリスクを考慮し、Forrester はこの利益を 15%下方

調整し、リスク調整後の 3 年間の総額の PV（10％で割引）

をおよそ 2.22 億円としました。 
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利益の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利益 2：全般的な生産性の向上：計算表 

基準 評価項目 計算法 1 年目 2 年目 3 年目 

B1 テクニカルチーム以外の従業員数 モデル組織 1,000 1,100 1,210 

B2 情報共有とコミュニケーションの改善 モデル組織 0.2 0.5 1.0 

B3 進捗報告会議の回数削減 モデル組織 0.5 1.0 1.5 

B4 会議にかかる平均時間（時間数） モデル組織 0.5 0.5 0.5 

B5 週ごとに問題解決にかかる時間の削減（時間数） モデル組織 0.2 0.5 1.0 

B6 経費すべてを含む時間あたり給与（一般） モデル組織 ￥5,216 ￥5,216 ￥5,216 

B7 生産性の回収 モデル組織 25% 25% 25% 

Bt 全般的な生産性の向上 B1*(B2+B3*B4+B5)*45*B6*B7 ￥38,142,552 ￥96,823,401 ￥195,260,552 

 リスク調整 ↓15%    

Btr 全般的な生産性の向上 (リスク調整後)  ￥32,421,143 ￥82,299,865 ￥165,971,454 

3 年間の合計：￥280,692,462 3 年間の現在価値：￥222,187,082 

 

2.22 億円 
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利益の分析 

利益 3：レガシーツールの段階的廃止 

エビデンスとデータ。 Slack に投資後、企業はレガシーコラボ

レーションツールを段階的に廃止することができました。 

モデリングおよび前提条件。 Forrester は顧客のインタビュー

とアンケート調査に基づいて、以下の推定でモデル組織の経

済的影響をモデル化しました。 

 Slack に投資後に段階的廃止が行えるコラボレーション

ソフトウェアのライセンスに年間 6,259,290 円を支出して

います。 

 モデル組織は、以前のコラボレーションソフトウェアを移行

期間として 1 年間保持し、2 年目からこれらのライセンス

料の支払いを停止します。 

 Slack に投資する一方で、以前のコラボレーションプラット

フォーム上のライセンス数は増やさないため、コストの削減

で得られる利益は年間ベースでは一定のままとなります。 

リスク。 この利点は、以前のコラボレーションツールのライセンス

の数とコストに関連する不確実性によって異なる場合があり 

ます。 

これらのリスクを考慮するために、Forrester はこの利益を 5%

下方調整し、調整後の 3 年間の総現在価値（PV）を

9,381,842 円としました。 

 

 

 

 

 

 

 

非定量的 利益 

インタビューおよびアンケート調査組織では Slack 導入による

説得力のある定量化利益が見られましたが、同様に定量化

されない利益も大きなものでした。これらは適切なデータと指

標があれば財務分析で定量化される可能性があります。 

 収益の加速化。 各企業は、Slack が市場投入までの

時間を短縮すると述べています。これにより、売上と収益

を早く認識することができ、新しい革新的な製品や機能

を使用して、より大きな市場シェアを獲得するのに役立ち

ます。 

 

 人材の採用および定着の改善。 それ以外にも、Slack

の使用が企業文化に影響すること、そしてエンジニアが

Slack で仕事をすることを好むこと（およびワークフローと

効率に関連するプラスの影響）の両方の理由から、従業

員の採用と定着にも良い影響を与えているという意見が

聞かれました。 

利益 3：レガシーツールの段階的廃止計算表 

基準 評価項目 計算法 1 年目 2 年目 3 年目 

C1 レガシーツールの段階的廃止 モデル組織 ￥0 ￥6,259,290 ￥6,259,290 

Ct レガシーツールの段階的廃止 C1 ￥0 ￥6,259,290 ￥6,259,290 

 リスク調整 ↓5%    

Ctr レガシーツールの段階的廃止（リスク調整後）  ￥0 ￥5,946,326 ￥5,946,326 

3 年間の合計：￥11,892,652 3 年間の現在価値：￥9,381,842 

 

9,381,842 円 
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コストの分析 

モデル組織に適用された定量化コストデータ 

 
 
 

コスト 1：ライセンスのコスト 

エビデンスとデータ。 インタビューおよびアンケート調査を受けた

企業は、Slack の使用についてはサブスクリプションベースの価

格モデルに従ったと述べています。 

モデリングおよび前提条件。 Forrester は、以下の推定でモ

デル組織の財務的影響をモデル化しました。 

 1 年目の合計ユーザー数 2,000 名、これは前年比 10％

で増加し、3 年目には最高で 2,420 名になります。  

 年間サブスクリプションコストはユーザー1 名あたり

15,650 円。 

これにより、3 年間のリスク調整総額 PV（10％で割引） 

は 85,353,982 となりました。 

 

 

 

 

 

  

  

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 ライセンスのコスト ￥0 ￥31,296,453 ￥34,426,098 ￥37,868,708 ￥103,591,259 ￥85,535,981 

Etr 
実装とメンテナンスにかか

る社内人件費 
￥4,990,741 ￥29,944,446 ￥29,944,446 ￥29,9446 ￥94,824,079 ￥79,458,147 

 総コスト（リスク調整後） ￥4,990,741 ￥61,240,899 ￥64,370,544 ￥67,813,154 ￥198,415,339 ￥164,812,129 

 

コスト 1：ライセンスコスト計算表 

基準 評価項目 計算法 初期 1 年目 2 年目 3 年目 

D1 テクニカルチーム以外の従業員数 モデル組織 0 2,000 2,200 2,420 

D2 ユーザーごとの年間ライセンスコスト モデル組織 ￥0 ￥15,648 ￥15,648 ￥15,648 

Dt ライセンスのコスト D1*D2 ￥0 ￥31,296,453 ￥34,426,098 ￥37,868,708 

 リスク調整 0%     

Dtr ライセンスコスト（リスク調整後）  ￥0 ￥31,296,453 ￥34,426,098 ￥37,868,708 

3 年間の合計：￥103,591,259 3 年間の現在価値：￥85,353,981 
 

85,353,981 円 
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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。 インタビューおよびアンケート調査を受けた

企業は、Slack ソリューションの実装と維持に伴う社内人件

費について説明しました。実装には、Slack のコミュニティ使用

に関するベストプラクティス (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など) のプランが必要であ

り、さらにデータ移行や変更管理、そして新しいコラボレーショ

ンツールへの移行に関連する会社のメッセージングなども必要

になる場合があります。 

ただし、一度実装すると、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。 Forrester は顧客のインタビュー

とアンケート調査に基づいて、以下の推定でモデル組織の経

済的影響をモデル化しました。 

 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。 

 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。 この利益は以下に関連する不確定要素によって異な

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 79,458,147 円としました。 

 

 

 

 

 

コスト 2：実装とメンテナンスにかかる社内人件費計算表 

基準 評価項目 計算法 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 統合の構築とサポートを行う社

内 FTE 
モデル組織  1 1 1 

E6 
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 

E7 
すべての経費を含む年給 

（開発者とエンジニア） 
A3*2080 ￥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)* 
E7+(E5+E6)*E7 

￥4,339,774 ￥26,038,648 ￥26,038,648 ￥26,038,648 

 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） 
 ￥4,990,741 ￥29,944,446 ￥29,944,446 ￥29,944,446 

3 年間の合計：￥94,824,079 3 年間の現在価値：￥79,458,147 

 

79,458,147 円 
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財務状況の概要 

 

リスク調整後の 3 年連結評価 

 

 
 

 
 
 
 
 

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 (￥4,990,741) (￥61,240,899) (￥64,370,544) (￥67,813,154) (￥198,415,339) (￥164,812,129) 

総利益 ￥0 ￥152,130,076 ￥285,765,930 ￥461,613,397 ￥899,509,403 ￥721,287,266 

純利益 (￥4,990,741) ￥90,889,176 ￥221,395,386 ￥393,800,243 ￥701,094,064 ￥556,475,137 

投資収益率（ROI）      338% 

回収期間（月）      < 6 

 

リスク調整後のこれらの ROI、

NPV、回収期間の数値は、そ

れぞれの「利益」セクションと「コ

スト」 セクションの調整前結果

にリスク調整係数を適用するこ

とで判断できます。 

 

「コスト」と「利益」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 10%

の割引率を想定しています。 

 

総コスト 総利益 累積純利益 

初期 1 年目 2 年目 3 年目 

8 億 3,400 万円

7 億 3,030 万円

6 億 2,590 万円

5 億 2,160 万円 

4 億 1,730 万円 

3 億 1,300 万円

2 億 860 万円 

1 億 430 万円

-2 億 860 万円

-1 億 430 万円

キ
ャ

ッ
シ

ュ
フ

ロ
ー

 

キャッシュフローグラフ（リスク調整後） 
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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志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クライアントに提案する

際の材料となります。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。  

 
 
  

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 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：アンケート調査の追加結果 
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