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調査方法、市場定義、ベンダーの評価基準については、「補遺」セクションを参照のこと。
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調査概要 

本調査概要の内容は、『IDC MarketScape : Worldwide Collaboration and Community Applications 
2021 Vendor Assessment (Doc #US46743820e)』からの抜粋である。本抜粋には、Figure 1 に加え、

「IDC の見解」、「IDC MarketScape における評価対象ベンダー選定基準」、「テクノロジーバイヤ

ーへの提言」、「ベンダープロファイル（要約）」、「補遺」および「参考資料」のセクションのす

べての内容、またはその一部が含まれる。 

IDC の見解 

本調査は、IDC MarketScape モデルを用いて、主要なグローバル向けのコラボレーション／コミュニ

ティプラットフォームのベンダー評価を行っている。 

パンデミックによってコラボレーションテクノロジーのニーズが高まり、3 つの主要カテゴリーが出

現した。すなわち、チームコラボレーティブアプリケーション、ネイティブタスク管理機能を備えた

チームコラボレーティブアプリケーション、エンタープライズコミュニティアプリケーション、社内

／社外とつながるコミュニティ管理プラットフォームの 3 カテゴリーである。本文書では、チームコ

ラボレーティブアプリケーションおよびエンタープライズコミュニティアプリケーションの機能別市

場におけるリーダーを特定した。詳細は以下の通りである。 

▪ コラボレーティブアプリケーション市場は、働く場所を問わず、デジタルの職場を従業員や

業務と連携する上で重要なものとなった。 
▪ コラボレーティブ製品およびコミュニティ製品が、社内従業員とパートナー／顧客の連携を

図っている。 
▪ 急速な勢いで機能投入をしているベンダーは、唯一無二の存在として名を馳せつつ、他の製

品との統合によって、シームレスなワークフローとメトリクス（指標）の向上を実現してい

る。 
▪ あらゆる規模の企業が、チームコラボレーティブプラットフォームやコミュニティプラット

フォーム上で業務やコミュニケーションを一元化している。 
▪ このようなプラットフォームは、電子メールとは異なり、会議のアセットと関連する会話を

一箇所に集約することで時間を大幅に節約すると同時に、主要な参加者以外の発言も促すこ

とができ、より良い成果をもたらす。 

IDC MARKETSCAPE における評価対象ベンダー選定基準 

本 IDC MarketScape では、チームコラボレーティブアプリケーションとエンタープライズコミュニ

ティアプリケーションのベンダーを考察する。対象となるベンダー選定基準は以下の通りである。 

▪ IDC の 2019 年および 2020 年の市場シェア調査文書において、コラボレーティブアプリケー

ション市場シェア、チームコラボレーティブアプリケーション市場シェア、エンタープライ

ズコミュニティ（エンタープライズソーシャルネットワーク）市場シェアのいずれかにおい

て、世界トップ 10 に入るベンダーである。 
▪ Line of Business（LOB）または企業のコラボレーションやコミュニティの実現または推進を

主な目的としたプロプライエタリーな製品を提供している。 
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▪ 米国および他の少なくとも 1 か国に拠点がある。 
▪ グローバルリージョンの少なくとも 3 地域に向けて販売を行っている。 
▪ 本調査では、2021 年 8 月 1 日時点で一般提供されている製品を検討した。 

テクノロジーバイヤーへの提言 
  

▪ 顧客が必要とするコラボレーティブアプリケーションは、CRM、HRIS、マーケティングテク

ノロジースタックなど、顧客が利用しているベンダーの API（Application Programming 
Interface）をサポートできるものとなる。ビジネス上の目標は、より統合されたデータ、従

業員エクスペリエンス、パートナーエクスペリエンス、顧客エクスペリエンス（CX：
Customer Experience）の向上、および機械学習（ML：Machine Learning）を通して、新し

い優れた成果ベースのメトリクスを推進することである。 
▪ ベンダーは、2020 年のパンデミックへの対応として、大量かつ急速に機能を投入した。これ

は、今後数年間に渡り衰える気配がほとんどない。 
▪ 市場が爆発的に成長した影響を一因とし、一部のベンダーではカスタマーサポートが不足し

ている。顧客のコミュニティがあれば、カスタマーサポートのニーズが回避され、ブランド

ロイヤルティを高めることができる。 
▪ 多くのベンダーは、販売とサポートの第一線を担うパートナーの役割を拡大し始めている

が、その結果は多岐に渡り、さまざまである。インタビュー対象企業の顧客の中には、パー

トナーが販売しているアプリケーションをパートナー自らが使用していない可能性があり、

ナレッジとサポートにギャップが生じているとの意見もあった。顧客は、オンラインでの購

入やサポート、ユーザーコミュニティの用意、新たなニーズに基づいて製品／サービスの内

容を変更できることを望んでいる。 
▪ 企業は、より長期的で継続的なロードマップと製品のアップデートを求めている。年に一

度、あるいは 2 年に一度しかアップデートを行わないベンダーは、革新性が低いとのイメー

ジを周りに与えるという課題を抱えている。 
▪ オンライン購入のしやすさ、企業向けパッケージのカスタマイズと導入、顧客のオンボーデ

ィングとサポートは、すべてではないにしても多くのベンダーにとっての課題である。顧客

エクスペリエンスは必須である。これらを簡略化する必要がある。 
▪ 顧客からは、（すべてではないが）多くの製品に対して、より良い API の必要性や、よりコ

ラボレーティブな変更管理を行うためのサポートを求める意見が寄せられた。 
▪ 顧客は、複数のグローバルリージョンにおけるリアルタイムでの翻訳やサポートの必要性を

述べている。 

ベンダープロファイル（要約） 

本セクションでは、本 IDC MarketScape における各ベンダーのポジションを導き出すに至った IDC
の重要な見解を簡単にまとめている。なお、各ベンダーのポジションは、「補遺」セクションにまと

めた評価基準に基づいて評価しているが、本セクションでは、ベンダーの強みと課題について述べ

る。 
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Slack 
Slack は、本「2021 IDC MarketScape」において、世界のコラボレーション／コミュニティアプリケ

ーションにおけるリーダーのカテゴリーに位置づけられている。 

パンデミック発生時、Slack はすでに知名度が高く、利用者の増加に対応できる数少ないソリューシ

ョン企業であった。 

Slack のビジョンは、リアルタイムでイベント駆動型の組織を構築して、企業のスピードと透明性を

向上させる手助けをすることである。2020 年のピーク時には、一般向けチャンネルベースのメッセ

ージングプラットフォームが、最大 6,500 万メッセージ／秒に達した。 

Slack は、社内メンバー、さらには複数の企業間のチームであっても簡単に連携ができることで知ら

れている。Slack コネクトの導入は、連携した組織における安全性の高いつながり、コミュニケーシ

ョン、ワークフロー構築を可能にした。2020 年に、購入と導入のしやすさによって、同社の成長が

後押しされた。 

最近リリースされた機能の中には、チャンネルを音声のみとし、自発的でより非同期的なコラボレー

ションを促進するための機能を備えたSlack ハドルミーティング、非同期ミーティング録画ツール、

メッセージの予約送信、Slack Atlas の豊富なプロファイルとディレクトリのインサイトなどがある。

プラットフォームには、マルウェアやリンクのスキャン、セキュリティ認証によるアプリケーション

のインストールと展開など、安全性を重視した機能群が最近加わった。 

Slack は、Slack コネクトで 9 万 1,000 を超える有料顧客数と 95 万以上のエンドポイント接続数を報

告している。これは前年比で 265％の増加である。 

2021 年 7 月、セールスフォースは 277 億ドルを投じて Slack の買収を完了した。これによって、

Slack はセールスフォースのエコシステムにおいて、事実上のコラボレーションプラットフォームと

UI の一部となることが期待される一方、Slack の名称での販売も可能となる。 

強み 
▪ Slack は、当初は開発者コミュニティで広く採用されたが、その後「一般の人々にも使いやす

い」ものとなった。高速で信頼性の高いチャンネルベースのメッセージングプラットフォー

ムとして、社内、社外においてよく利用されている。 
▪ Slack は、Microsoft 365、Google Workspace、セールスフォースを始めとする多数のビジネ

スソフトウェアアプリケーションを統合し、コンテキスト切り替えの必要性を低減した。こ

の統合によって、業務は「統一されたインターフェース」の作業領域に近くなり、ユーザー

は、作業に最も必要なアプリケーションに留まることができる。 
▪ Slack には強固な開発者コミュニティがあり、2021 年 4 月現在、1 日当たりのアクティブな

登録開発者は 97 万 5 千人に上る。 
▪ コーディングなしで、ユーザーが独自のテンプレート、再利用可能なビルディングブロッ

ク、ワークフローを作成できるため、開発者はより複雑で価値の高い作業に専念できる。 

▪ 新しい音声と動画の機能は、文字でのやり取りの代わりに素早いハドルミーティング（音

声チャット）を行えるようにしたり、ショートビデオを録画するだけで、コンテンツやステ

ータスを共有したりできる。どちらもチャンネルのトランスクリプト（文字起こし）として

記録される。 
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▪ Slack は、外部パートナーに委託せずに、顧客関係のサポートと管理を自社で行い、組織のジ

ャーニー全体に渡って顧客エクスペリエンスを確保する。 
▪ Slack のフリーミアム版が広く採用される一方で、企業はセキュリティ、コンプライアンス、

ガバナンスの要件を満たすために、3 種の有料プラン（プロ、ビジネスプラス、Enterprise 
Grid）のいずれかを選ぶ傾向にある。 

課題 
▪ Slack は、カテゴリーの生みの親であるにもかかわらず、不確かな見識という課題を抱えてい

る。 
▪ Slack は、エンタープライズアプリケーションの統合によって、はるかに大きな企業価値を生

み出している。統合自体は課題ではないが、企業にソフトウェアを統合してもらうとなる

と、コラボレーションに精通していない企業にとっては課題となり得る。 
▪ 業務プロセスを再構築するには、企業のあらゆるレベルで新たにコミュニケーションの方法

を取り入れる必要がある。これには、Slack やその他のソリューションのテクノロジーとコラ

ボレーションの文化両方が必要である。 

Slack を検討すべき場合 
エンタープライズチャンネルベースのメッセージングが、社内、企業間、またはその両方で必須であ

る場合、Slack を検討すべきである。また、サードパーティ製の統合アプリケーションの使用が頻繁

な場合にも、Slack を検討すべきである。 

補遺 

IDC MarketScape Graph の読み方 
IDC では、企業の成功の可能性を示す主要な指標として、能力と戦略の 2 つのカテゴリーに分けて分

析している。 

Y 軸は、ベンダーの現在の能力とサービスメニュー、そして顧客のニーズにどの程度うまく合致して

いるかを反映している。この能力カテゴリーは、今日、この時点での企業および製品の能力に焦点を

当てている。このカテゴリーに基づき、IDC アナリストは、企業が選択した市場戦略を遂行する上

で、こうした能力をどのように組み立て発揮しているかを分析する。 

X 軸、言い換えると戦略軸上の位置は、ベンダーの将来戦略が 3～5 年後の顧客ニーズに応えられる

度合いを示す。この戦略カテゴリーは、製品／サービス、顧客セグメント、ビジネスに関するハイレ

ベルの意思決定や仮説、そして今後 3～5 年間の市場開拓計画に焦点を合わせている。 

IDC MarketScape において、各ベンダーを表すマーカーの大きさは、評価対象である市場セグメント

におけるそれぞれのベンダーの市場シェアを表す。 

これらの市場でリーダーのポジションにある企業をグラフに適用したところ、成熟度の高い市場像が

現れた。この市場における企業の中には、2020 年以降の新たなニーズに対応するために「スキルを

向上」した企業もある。このグループの中で最も成熟度の低い製品でさえも成熟し、非常に安定した

ものになった。このため、IDC MarketScape のグラフ（Figure 1 を参照）の見た目に課題が生じた

が、各ベンダーの「ベンダープロファイル（要約）」のセクションで詳細を明示した。 
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IDC MarketScape 調査方法 
IDC MarketScape の評価基準の選択、重みづけ、ベンダースコアは、市場やベンダーに関する十分な

調査に基づいた IDC の判断によって設定されている。IDC のアナリストは、標準的な特性の範囲を定

め、その基準に基づき、市場のリーダーや関係者、エンドユーザーとの体系化された議論、サーベ

イ、インタビューを通して、ベンダーの評価を行っている。市場の重みづけは、ユーザーインタビュ

ー、バイヤー調査、IDC の専門アナリストで構成されるレビュー委員会のインプットに基づいて行わ

れている。IDC のアナリストは、それぞれのベンダーの特徴や対応、能力について正確かつ一貫性の

ある評価を行うため、ベンダーの詳細なサーベイやインタビュー、公開情報、そしてエンドユーザー

エクスペリエンスに基づき、各ベンダーのスコア、そして最終的には IDC MarketScape 上のポジシ

ョニングを算出している。 

市場定義 
コラボレーティブアプリケーション 
コラボレーティブアプリケーションは、情報、コミュニケーション、頻繁なプロセスを共有すること

で、グループでの共同作業を可能にする。コラボレーティブアプリケーションの市場定義について

は、以下のセクションで説明する。 

エンタープライズコミュニティアプリケーション 

エンタープライズコミュニティアプリケーションは、組織のファイアウォールの内部または外部にい

るユーザーがソーシャルコラボレーション機能を利用できるようにする。ソリューションの機能に

は、アクティビティストリーム、ブログ、Wiki、マイクロブログ、ディスカッションフォーラム、グ

ループ（パブリックまたはプライベート）、アイデア、プロファイル、レコメンドエンジン（人、コ

ンテンツ、またはオブジェクト）、タグづけ、ブックマーク、オンラインコミュニティなどが含まれ

るが、これらに限定されない。エンタープライズコミュニティアプリケーションは、ビジネスにおけ

るソーシャルコラボレーションまたはリレーションシップレイヤーを提供する。これは、ディスクリ

ート型スタンドアロンソリューションやサービス指向型 API の集合体、または他のビジネスアプリケ

ーションやコミュニケーションアプリケーションと共存する統合アプリケーションである。ディスク

リート型のソリューションでは、1 種類のソーシャル機能（オンラインコミュニティ、アイデア創

出、イノベーション管理など）をサポートする場合もあれば、多くの機能特性を包含する広範なプラ

ットフォームをサポートする場合もある。 

チームコラボレーティブアプリケーション 

チームコラボレーティブアプリケーション（TCA：Team Collaboration Application）は、既知のドメ

イン間のグループまたは個人の間で、アドホック、非構造化、アセット中心またはドキュメント中心

のコラボレーションを行うためのワークスペースと、Web ベースの統合ツールセットを提供する。

TCA は、永続的な監査可能履歴を維持するために、ドキュメント、チャット履歴、トランザクション

履歴を格納するセキュアな「チャンネル」または「部屋」、もしくはユーザーがファイルを保存、ア

クセス、共有できる、より多目的の共有ワークスペースで表される。管理は、主に（アクセスルール

を管理する）既知のユーザーによって実行されるが、IT アドミニストレーション管理／マネジメント

が可能な場合もある。TCA ソリューションは、ディレクトリ統合、ポリシー管理、およびソーシャル

コラボレーションツール（ニュースフィードまたはグループのソーシャルコンテキスト内で共有され
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るコンテンツ）との統合ができる場合もある。TCA 環境でのコミュニケーションは、ほとんどが非同

期で、B2B（Business to Business：企業間取引）であり、特定の人物しか閲覧できない。 

参考資料 

関連調査 
▪ Worldwide Collaborative Applications Forecast, 2021-2025 （IDC #US48061821、2021 年 7

月発行） 
▪ Worldwide Collaboration Applications Market Shares, 2020: The Year of Mass Adoption （IDC 

#US48061921、2021 年 7 月発行） 
▪ IDC's Annual Collaboration Survey, 2021 （IDC #US46305621、2021 年 5 月発行） 
▪ IDC Conferencing Applications and Virtual Events Survey 2021: New Expectations （IDC 

#US47693821、2021 年 5 月発行） 
▪ The Rapidly Evolving Future of Collaboration and Conferencing （IDC #DR2021_FoW_WK、

2021 年 3 月発行） 
▪ Market Analysis Perspective: Worldwide Collaborative Applications, 2020 （IDC 

#US45918920、2020 年 9 月発行） 

 

Synopsis 
本調査は、IDC MarketScape モデルを用いて、コラボレーティブアプリケーションおよびコミュニテ

ィアプリケーション市場のベンダー評価を示したものである。チームコラボレーティブアプリケーシ

ョンやエンタープライズコミュニティアプリケーションは、従業員、ベンダー、パートナー、顧客を

連携するために不可欠なものとなっている。各ベンダーは、将来最も需要が高いと思われるコア機能

と統合能力の両方で差別化を図っている。成長の過程で顧客サービスに課題を抱えた企業もあった

が、いずれの企業も、コラボレーションとコミュニティを今後の企業 IT スタックの中核とするため

に、導入を促進するためのより良い方法を求めている。ユーザーのこれらのプラットフォーム導入

が、将来の評価指標となるのであれば、コラボレーティブプラットフォームとコミュニティプラット

フォームは大きな成功を収めるであろう。企業は、コミュニケーション、コミュニティの形成、顧客

と従業員のエクスペリエンス向上、そして何よりレガシープロセスの再設計の新しい方法として、こ

れらを採用しなければならない。 

 

IDC の Social, Communities, and Collaboration Application 部門のリサーチディレクターである

Wayne Kurtzman は次のように述べている。「企業の未来は、従業員、パートナー、顧客との連携と

コミュニティにあります。他のテクノロジースタックとの緊密な統合で、インサイトが向上し、コン

テキスト切り替えが最低限に抑えられ、優れた従業員エクスペリエンスによって生産性が大幅に向上

します。適切に設計されたコラボレーションおよびコミュニティプラットフォームを提供できない企

業は、従業員、パートナー、顧客に対して、自身のソリューション作成を強いることになります」 
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