IBM Cloud Pak for Watson
AIOps と Instana による
Total Economic Impact™
コスト削減と事業利益向上の実現
− IBM Cloud Pak for Watson AIOps と
Instana の活用 −
2021 年 7 月

FORRESTER TOTAL ECONOMIC IMPACT™（IBM 委託調査）

目次
エグゼクティブサマリー ........................................... 1

コンサルティングチーム：
Connor Maguire

Isabel Carey

IBM Cloud Pak For Watson AIOps と Instana の
カスタマージャーニー ............................................... 5
主な課題 ................................................................. 5
モデル組織 ............................................................. 6
利益の分析 ................................................................. 7
インシデント管理による節約 ................................ 7
誤検知の調査にかかるコストの削減...................... 9
従来のソリューションの廃止 .............................. 11
計画外のダウンタイム減少による増収 ................ 12
アプリケーションの可視性の向上 ....................... 13
非定量的利益 ........................................................ 14
柔軟性 ................................................................... 15
コスト分析 ............................................................... 16
サブスクリプションとサービスのコスト ............ 16
計画・実装のコスト ............................................. 17
トレーニングと管理のコスト .............................. 18
財務概要 ................................................................... 19
付録 A：Total Economic Impact ........................... 20
付録 B：注釈............................................................ 21

FORRESTER CONSULTING について
Forrester Consulting は組織のリーダーが組織を成功に導けるように、独立した客観的なリサーチベースのコンサルティングを提
供しています。詳細については、forrester.com/consulting をご覧ください。
© Forrester Research, Inc. All rights reserved. 本書を無断で複製することは固く禁じられています。本書の内容は、最適な情報
源に基づいています。ここに記した見解は調査時点でのものであり、最新の情報とは異なる場合があります。Forrester®、
Technographics®、Forrester Wave、RoleView、TechRadar および Total Economic Impact は Forrester Research, Inc.の商標で
す。その他の商標の所有権は各所有者に帰属します。

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

エグゼクティブサマリー
現在、企業ではクラウドやオンプレミスアプリケーションに多額の資金が投入され続け
ていますが、同時に投資額に見合った性能を確保する必要性も増しています。IBM
Cloud Pak for Watson AIOps と Instana は、アプリケーションから受けとるアラート数
の減少をはじめ、従来のソフトウェアソリューションの廃止、計画外ダウンタイム件数
の低下、会社のアプリケーション開発ワークフローに影響を及ぼすバグの低減を実現す
る機能を提供します。

エンタープライズアプリケーションのインフラが近
代化されたことにより、IT 担当の意思決定層は、従
来のアプリケーション性能（ パフォーマンス）監視
とレスポンス（対応）のワークフローから、使いや
すさが優先され、最高のアプリケーション性能を保
証するワークフローへとビジョンが移っています。
これまで企業は、アプリケーションによるユーザー
体験と監視ソリューションが提供するインサイトを
結びつけることができないソリューションに頼って
いました。しかし、IBM Cloud Pak for Watson
AIOps と Instana であれば、アプリケーションのイン
シデントへの対応を自動化し、ハイクオリティなユ
ーザー体験を実現でき、一体感あるプラットフォー
ムを企業に提供できます。
今回、Forrester Consulting は IBM 社の依頼により
Total Economic Impact™ (TEI) 調査を実施し、IBM
Cloud Pak for Watson AIOps と Instana の導入で実現
する可能性のある投資利益率 (ROI) の推定を行いま
した。1 本調査の目的は、Cloud Pak for Watson
AIOps と Instana 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フレームワークを読者
に提供することです。
この投資に関連して発生しうる利益、コスト、リス
クを詳細に調査するため、Forrester は IBM Cloud
Pak for Watson AIOps と Instana の利用経験を有す
る顧客企業 4 社にインタビューを行いました。詳細
な検討を行うため、Forrester はインタビューに応じ
た組織に見られた体験をまとめ、それを反映させた
1 つのモデル組織を作成しました。
Cloud Pak for Watson AIOps と Instana を使用するま
で、顧客企業はアプリケーションの監視とインシデ
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主要な統計情報

投資利益率 (ROI)

正味現在価値 (NPV)

216%

$243 万

ントの修復を行う一連の個別ソリューションに頼っ
ていました。しかし、そういったソリューションで
は、逆に多くの手作業が必要なワークフローやイン
シデント対応のバックログが生まれてしまい、さら
にアプリケーションの問題の根本的な原因に対する
インサイトは限られたものしか提供されませんでし
た。
顧客企業が Cloud Pak for Watson AIOps と Instana
に投資した後には、アプリケーションの発生インシ
デント件数が低減され、ビジネスに不可欠なアプリ
ケーションの稼働時間を向上させ、アプリケーショ
ンのパフォーマンスに対するインサイト数も増加し
たため、開発ワークフローをより効率的にすること
が可能になりました。

MTTR の短縮率

50%

1

エグゼクティブサマリー

主な調査結果

•

顧客企業はソフトウェアベンダーの統合により
50%のコスト削減。インタビューに応じた企業
では、一連の個別ソリューションと自社製のワ
ークフローによってインシデント対応とアプリ
ケーション監視のワークフローを強化していま
した。Cloud Pak for Watson AIOps と Instana に
投資することで、インタビューに参加した意思
決定者は年間 528,000 ドルの節約に成功しまし
た。

•

計画外のアプリケーションのダウンタイム減少
により、収益創出を担うアプリケーションの稼
働時間が 15%上昇。従来のシステムでは頻繁に
計画外のダウンタイムに見舞われたと、インタ
ビュー参加者は語っています。アプリケーショ
ンのダウンタイムは収益に直結するため、多額
のコストにつながることが分かっています。
Cloud Pak for Watson AIOps でダウンタイムを
回避できたため、顧客向けアプリを通じて追加
178,000 ドルの収益が創出されました。

•

アプリケーションパフォーマンスに対する可視
性の向上で問題の修復時間が 75%短縮。Instana
を使用した企業では、アプリケーション性能監
視ワークフローを改善できたため、アプリケー
ションのデバッグに費やす時間を短縮できまし
た。これは、分析対象期間中では追加で 186,000
ドルの節約につながりました。

定量的利益。リスク調整後の現在価値 (PV) の定量的
利益は以下のとおりです。
•

•

顧客企業のインシデント件数が 50%低下。Cloud
Pak for Watson AIOps により、特定のインシデ
ント対応ワークフローの自動化が実現しまし
た。これによってアプリケーションで発生する
インシデント件数が減少し、従業員がインシデ
ントの修復作業を行う時間が短縮されました。
さらに、アプリケーションのインシデントの根
本原因に対する可視性の向上によって、それま
で原因の分析作業を担当していた従業員を別の
業務に配置することが可能になりました。この
ような効率性によって、分析対象期間中では 200
万ドルを節約することができました。
誤検知されたインシデントの修復時間が 80%短
縮。Cloud Pak for Watson AIOps によって、イ
ンシデントの正当性をスピーディに検知できる
自動ワークフローを構築することができまし
た。それにより従来のソリューションによって
誤検知されたインシデントの調査に時間を割く
必要がなくなりました。これによって、分析対
象期間中では 623,000 ドルを節約することがで
きました。

「Instana を使うことで、問題によっ
て 1 週間に何度も作業を中断されるこ
とがなくなります。当社はもうプロア
クティブな体制にシフトしたので、何
か悪いことがあれば即対応できます」
— アプリケーションアーキテクト（マーケティング）
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非定量的利益。本調査の非定量的な利益は以下のと
おりです。
•

プロアクティブにインシデントを回避。Cloud
Pak for Watson AIOps のユーザー企業では、プ
ラットフォームの機械学習機能を活用すれば特
定のインシデントを先回りして回避することが
可能なため、リソースをもっと事業目標を推進
するタイプの業務に配置転換することが可能に
なりました。

•

組織関連のリスクを低下。Cloud Pak for Watson
AIOps のプラットフォームの機能を使用するこ
とで、顧客企業はリスクプロファイルを大幅に
低減できました。予定外の停止を回避すること
で、顧客を失うことからブランドイメージが損
なわれるようなダメージの大きな問題に至るま
で、全社規模のリスクを低減できました。

コスト。リスク調整後の現在価値 (PV) のコストは以
下のとおりです。
•

サブスクリプションとサービスのコスト。イン
タビュー参加者の企業では、Cloud Pak for
Watson AIOps と Instana のプラットフォームに
年額料金を支払っています。うち何社かは、有
料のプロフェッショナルサービスを利用して実
装プロセスを強化しました。

•

計画と実装のコスト。インタビュー参加者の企
業では、Cloud Pak for Watson AIOps と Instana
の全社規模の実装に時間とリソースを割いてい
ました。

•

トレーニングと管理のコスト。インタビュー参
加者の企業では、プラットフォーム機能に関す
るトレーニングの時間を設けました。実装とト
レーニングにかかるコストに加え、日々のプラ
ットフォーム運用に人員を投入しました。

インタビュー調査と財務分析の結果、モデル組織で
は 3 年間で 113 万ドルのコストに対して、356 万ド
ルを計上し、合計 243 万ドルの正味現在価値 (NPV)
と 216%の投資収益率 (ROI) を達成しました。
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投資利益率 (ROI)

利益の現在価値 (PV)

正味現在価値 (NPV)

回収期間

216%

$356 万

$243 万

6 か月未満

利益（3年間）
インシデント管理による削減
Incident
management savings

Reduced cost to investigate false
誤検知の調査にかかるコストの削減
positives

従来のソリューション廃止
Retired legacy solutions

Increased revenue from reduced
計画外ダウンタイムの削減による増収
unplanned downtime

Increased application visibility
アプリケーションの可視性の向上

$200万

$623,100

$528,500

$178,400

$186,900
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TEI のフレームワークと調査手法
Forrester は、インタビューで得られた情報を基に、
IBM Cloud Pak for Watson AIOps と Instana 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。

デューデリジェンス

このフレームワークの目的は、投資の意思決定に影
響する費用、利益、柔軟性、およびリスク要因を特
定することです。Forrester は IBM Cloud Pak for
Watson AIOps と Instana 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。

を行いました。

Cloud Pak for Watson AIOps と Instana に関連
するデータを収集するために、IBM の利害関係
者および Forrester のアナリストにインタビュー

顧客組織へのインタビュー調査
Cloud Pak for Watson AIOps と Instana を使用
する 4 企業の意思決定者に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
インタビュー調査し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 手法を用いた調査結果から導かれる典型的
開示事項
読者は以下の点に注意してください。
本調査は IBM の依頼により、Forrester Consulting が実施

な財務モデルを作成し、調査した企業の課題や
懸念に基づいて財務モデルをリスク調整しまし
た。

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、他の組織が受ける潜在的な ROI については
一切想定していません。IBM Cloud Pak for Watson
AIOps と Instana への投資の妥当性を判断する際には、

事例研究
TEI の 4 つの基本要素である利益、費用、柔軟
性、およびリスクを採用して投資の影響をモデ

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

ル化しました。Forrester の TEI 手法は、ROI 分

測を適用することを強く推奨します。

析が高度化していることを考慮して、購入判断

IBM は本調査の報告内容を確認した後、Forrester にフィ

の総合的な経済効果を完全に網羅しています。

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

TEI 手法の詳細については付録 A を参照してく

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

ださい。

承認していません。
IBM はインタビューの対象となる顧客の名称は提供しま
したが、インタビューには参加していません。

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

4

IBM Cloud Pak For Watson AIOps と Instana のカスタマージャーニー
Cloud Pak for Watson AIOps と Instana の投資推進要因

インタビュー調査参加企業
業種

地域

役職

年間収益

IBM が監視したアプ
リケーションの合計

旅行業

EMEA（欧州、中東、ア
フリカ）拠点

IT 運用ディレクター

$2 億

1,600

ビジネスサービス

本社米国

CTO

$30 億

10,000

マーケティング

本社米国

アプリケーションアーキ
テクト

$1 億

50

ヘルスケア

本社米国

IT ディレクター

$450 億

60

ワークフローなどでしたが、いずれにしろアプ
リケーションのインシデントに関わるコストを
抑えるソリューションが必要でした。

主な課題
Cloud Pak for Watson AIOps と Instana への投資以
前、インタビューに参加した顧客企業はアプリケー
ション性能監視とインシデントの解決については、
自社ソリューションと複数ベンダーでまかなってい
ました。調査対象企業に共通してみられた課題には
以下のようなものがありました。
•

•

アジリティを高めたい。インシデント管理と対
応のための従来のソリューションは遅いことが
しばしばあり、ユーザーがアプリケーションの
問題を先回りして特定する機能も限界がありま
した。インタビューに参加した意思決定者は、
問題の早期発見と対応がままならないことによ
ってその場しのぎの対応を続けるしかない永遠
のスパイラルに陥っていたと言います。マーケ
ティング会社のアプリケーションアーキテクト
は、「従来製品のときは、アラートに捕まり続
けて、常時その場しのぎの対応に追われ続ける
しかありませんでした。私たちが必要としてい
たのは、実際に落ちてしまう前にエラーを迅速
に発見し、状況の悪化している兆しを事前に捉
えられるソリューションでした」とコメントし
ています。
インシデント管理に関する支出削減の必要性。
インタビューに参加した意思決定者は全員、イ
ンシデント管理のコストに苦労していました。
原因は高額なベンダーの利用や、時間のかかる

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

ヘルスケア業界の IT ディレクターは、「最終的
には、インシデント管理に対する支出額を低減
させることが必要でした。ソリューションの改
善のためにかかっていたコストを部分的にでも
下げられるようなベンダーを探していました。
そうすれば従業員は別業務に注力できます」と
コメントしています。
•

アプリケーション・インフラに対する可視性を
向上する必要性。インタビューに参加した意思
決定者は全員、アプリケーション・インフラの
可視性を改善することに苦労していました。
「簡単に言えば、ときどきアプリケーションに
バグが突如発生して、しかも捕まえるのが難し
い状況が多発していたという感じでしょうか。
そうなると、少しでも手がかりになる情報を探
すためにアプリケーションのログを逐一確認す
る作業が何時間も続きますね」と、マーケティ
ング会社のアプリケーションアーキテクトはコ
メントします。アプリケーションパフォーマン
スに対する可視性が限られていることで多くの
手作業を要するワークフローが生み出されてし
まい、開発者の生産性が落ちてしまっていまし
た。
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「IBM のおかげで変更修正がスムーズ
です。インフラに誰かが変更を加えた場
合でも、インフラが変更管理と連携され
ていなかったり、変更が関係者全員に通
知が送信されない場合にもその変更が特
定しやすくなっています。変更管理を使
うのにも理由があって、当社では故障時
の影響を推定しています」
IT ディレクター（ヘルスケア企業）

導入の特徴。モデル組織は、アプリケーションのイ
ンシデント管理を Cloud Pak for Watson AIOps に移
行させます。さらに、アプリケーション監視につい
ても従来のベンダー製品から Instana に切り替えま
す。モデル組織の主な目標は、インシデント対応チ
ームが調査を実施しなければならないインシデント
件数を低減させ、ビジネスに不可欠なアプリケーシ
ョンのダウンタイムを削減させることです。モデル
組織は、200 個のアプリケーションに対し Cloud Pak
for Watson AIOps の監視機能を展開します。本分析
ではアプリケーションを、社内や社外での使用が可
能、またはほかのビジネスアプリケーションとの併
用が可能なビジネス機能を提供するコンポーネント
一式と定義します。

モデル組織
Forrester は、インタビュー調査に基づき、TEI フレ
ームワーク、モデル組織、ROI 分析を構築し、財務
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 がインタビュー調査した 4 社を代
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
織の詳細は以下のとおりです。
モデル組織の説明。モデル組織は、数十億規模のグ
ローバル企業で従業員数は 40,000 人です。組織は、
20 人の IT 運用スタッフとインシデントに対応するソ
フトウェアエンジニアを専任チームとして設置しま
す。IBM Cloud Pak for Watson AIOps と Instana へ
の投資前は、モデル組織は自社製ソリューションと
個別ソリューションを組み合わせてインシデント管
理と根本原因分析を行っていました。モデル組織の
インシデント対応チームの従業員は、調査に多くの
手作業を要するインシデントの定常的な発生に対
し、その管理に多くの時間を費やしていました。モ
デル組織は平均して年間 300 件のインシデントの調
査を行います。さらにモデル組織は、収益創出に直
結するアプリケーション含め、ビジネスに不可欠な
アプリケーションの頻繁なダウンタイムに見舞われ
ています。

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

主な前提条件

• 全社で合計 200 個のアプ
リケーション
• 毎年 300 件のインシデン
ト
• インシデント対応チーム
として 20 FTE (フルタイ
ム当量)
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利益の分析
この組織に適用される定量的利益データ

総利益
基準

利益

1 年目

2 年目

3 年目

合計

現在価値

Atr

インシデント管理による節約

$821,628

$821,628

$821,628

$2,464,884

$2,043,267

Btr

誤検知の調査にかかるコスト
の削減

$250,560

$250,560

$250,560

$751,680

$623,106

Ctr

従来のソリューションの廃止

$212,500

$212,500

$212,500

$637,500

$528,456

Dtr

計画外のダウンタイム減少に
よる増収

$71,719

$71,719

$71,719

$215,157

$178,354

Etr

アプリケーションの可視性の
向上

$75,168

$75,168

$75,168

$225,504

$186,932

$1,431,575

$1,431,575

$1,431,575

$4,294,725

$3,560,115

総利益（リスク調整後）

インシデント管理による節約
エビデンスとデータ。インタビューに参加した意思
決定者によると従来のソリューションではインシデ
ント対応チームは日々アプリケーションが生成する
膨大な数のインシデントに常時圧倒されていまし
た。従業員がイベントの管理や優先付けを行えるこ
とはわずかまたは皆無で、それによって軽微なイベ
ントの調査に多大な時間を割かれ、その間に致命的
な問題がアプリケーションに広がる状況が発生して
いました。ビジネスサービスの CTO は、「当社が
Cloud Pak for Watson AIOps を実装する数日前に、
ミッションクリティカルなアプリケーションが数時
間ほどダウンしていました。インシデントの優先度
を分類しようとしましたが、問題の原因に関するイ
ンサイトは限られたものしかありませんでした。ア
プリケーションは、問題の原因を特定するあいだ何
時間もダウンしていました」と語ります。
さらに、このような膨大な数のインシデントの解決
には手作業が必要なことがよくあります。従業員は
長い時間を費やして根本原因分析作業を行い、その
後やっと発見された問題に対処し始めることができ
ます。従業員もオーバーワークに陥っていました。
そこでインタビュー参加企業は、調査が必要なイン
シデント件数の低減とインシデントの修正時間を短

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

縮することの両方に対応してくれるソリューション
を探し求めました。
参加者は、IBM Cloud Pak for Watson AIOps によっ
て会社のインシデント管理プロセス全体で効率性が
底上げされたとコメントしています。Watson AIOps
でインシデント対応プロセスを部分的に自動化する
ことによって、従業員による調査が必要なインシデ
ント総件数を減らすことができました。「Cloud Pak
for Watson AIOps の導入前は、毎日インシデントが
発生していました。今では計画メンテナンスのとき
にアプリケーションが停止するのみになりました」
と、ビジネスサービス会社の CTO はコメントしてい
ます。
さらに、Cloud Pak for Watson AIOps には迅速に根
本原因分析を実行する機能が備わっているため、平
均修復時間 (MTTR) を短縮します。ビジネスサービ
スの CTO はまた、「人手を要する仕事についても見
つけることができます。人間が多くの労力を費やし
て行ってことに対し、簡単に達成できることを特定
できます。インシデント対応自動化の機会特定に
は、Watson AIOps を使用しています。以前に使用し
ていたソリューションが何であれ、IBM が反復作業
を自動化してくれました」とコメントしています。
MTTR の短縮はまた、インタビュー参加企業のイン
シデント対応作業に要するスタッフの人数を削減し
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ました。これで従業員をもっと事業活動を推進する
ような業務に配置転換することが可能になります。

「根本原因分析については、ほぼゼロに
近いほどの時間を短縮してくれました。
理由はインスタンスの大部分が自動的に
修正されるためです。人間が関与しなけ
ればならない作業については、数時間の
話ではなく数分になりました」
CTO − ビジネスサービス

モデリングおよび前提条件。財務モデルとして
Forrester は以下を推定しました。
•

IBM Cloud Pak for Watson AIOps への投資前
は、モデル組織ではアプリケーション環境全体
で 225 件のクリティカルなインシデントが発生
していた。モデル組織では、根本原因分析とイ
ンシデント対応を行うために、20 人の専任チー
ムを投入していた。通常、このようなイベント
の解決に要する時間は平均 4 時間とする。

•

インシデントの根本原因への可視性の向上によ
り、インシデント対応の自動化によってモデル
組織はインシデントの優先度付けを容易に行う
ことができるようになり、調査を行うクリティ
カルなインシデントの件数は 50%抑えられるよ
うになる。

•

•

•

インシデント対応の自動化によって、モデル組
織はインシデントの分析とその影響の修正に要
する時間を大幅に短縮できるようになる。IBM
Cloud Pak for Watson AIOps の使用により、モ
デル組織では調査と対応の業務に必要な時間が
2 時間短縮される。
調査するインシデント件数とその修正に必要な
時間の低下によって、モデル組織ではリソース
をほかの分野に配置転換することが可能にな
る。モデル組織は、これらのワークフローに従
事するリソースの人数を 20 人から 10 人に削減
できる。
これらのプロジェクトに従事する従業員に必要
な 1 時間あたりの人件費は平均 58 ドル。

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

リスク。以下のリスクは、この利益カテゴリに影響
を与える可能性があります。
•

利益は Cloud Pak for Watson AIOps で監視する
アプリケーションの数とアプリケーションに生
成されるインシデント件数によって異なる。

•

すでに確立されている従来のワークフローは、
インシデント対応に従事するスタッフの数とイ
ンシデントの解決に必要な時間に影響する。

•

従業員の給料は、携わったスタッフの個人に依
存し、地域、役職などによって異なる。

$200万

3年間の利益
(PV)

57%
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結果。これら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、リスク調整を施した
3 年間の PV 総額（割引 10%）を 2,043,267 ドルとし
ました。

インシデント管理による節約
基準

評価項目

計算法

1 年目

2 年目

3 年目

A1

Watson AIOps 使用前のアプリケーションのインシデント件数

前提条件

225

225

225

A2

Watson AIOps 使用前の根本原因分析の実施に費やされた時間
（時間単位）

インタビュー調査

4

4

4

A3

Watson AIOps 使用前のインシデント管理に従事する従業員数

前提条件

20

20

20

A4

Watson AIOps への投資前のインシデント緩和に要した時間

A1*A2*A3

18,000

18,000

18,000

A5

Watson AIOps 使用中に発生したアプリケーションのインシデ
ント件数

インタビュー調査

113

113

113

A6

Watson AIOps 使用中の根本原因分析実施に費やされた時間
（時間単位）

インタビュー調査

2

2

2

A7

Watson AIOps 使用中のインシデント管理に従事する従業員数

インタビュー調査

10

10

10

A8

Watson AIOps 使用中のインシデント緩和に要した時間

A5*A6*A7

2,260

2,260

2,260

A9

インシデント管理に従事した従業員の 1 時間あたりの給料の
平均

Payscale.com

$58

$58

$58

At

インシデント管理による節約

(A4-A8)*A9

$912,920

$912,920

$912,920

リスク調整

↓10%
$821,628

$821,628

$821,628

Atr

インシデント管理による節約 （リスク調整後）
3 年間の合計：$2,464,884

誤検知の調査にかかるコストの削減
エビデンスとデータ。インシデント対応の自動化以
外にも、Cloud Pak for Watson AIOps によって調査
が必要な誤検知数も低減しました。インタビューに
応じた企業の参加者は、Cloud Pak for Watson
AIOps によってインシデントの発生箇所に対する可
視性が向上したため、誤検知の除外が可能になった
とコメントしています。これは、従来のシステムで
は不可能な機能です。つまりインシデント対応チー
ムは、クリティカルなインシデントをインシデント
が誤検知されたものかどうかが確定できない状態で
綿密な調査を行わなくてはなりませんでした。たと
えばビジネスサービスの CTO は、「Watson AIOps
の前は、50%が誤検知だったと言ってよいと思いま

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

3 年間の現在価値：$2,043,267

す。アプリケーションやインフラ環境によっても異
なりますが、まさに何百もの誤検知が出ていまし
た」とコメントしています。
Cloud Pak for Watson AIOps のインシデント自動化
機能によって、インタビュー参加企業ではすべての
インシデントの調査の必要性が回避されました。
IBM Cloud Pak for Watson AIOps は、アプリケーシ
ョンの検出と健全性タスクを自動化できるため、ワ
ークフローがリアクティブ（反応的）からプロアク
ティブ（先回り）に変わり、結果的に調査が必要な
誤検知インシデントの件数が低減します。「誤検知
が除外されることによって、すべてのグループのイ
ベントと異常をよりきちんと把握できるようになり
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ました。また、プロアクティブにインシデントを回
避する方法が何かもより分かりやすくなりました」
（CTO − ビジネスサービス）
モデリングおよび前提条件。財務モデルとして
Forrester は以下を推定しました。
•

•

結果。これら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、リスク調整を施した
3 年間の PV 総額を 623,106 ドルとしました。

誤検知調査総件数と各インシデントの調査時間
は組織によって異なる。これは、年間に検証が
行われる総インシデント件数の 25%に相当す
る。

•

各誤検知イベントに対し、解決するには全調査
と分析を必要としていた。上記の利益の際と同
様、インシデントは 20 人のチームが 4 時間かけ
て調査する必要があった。

•

インシデントの自動化と分類によって、チーム
が誤検知を検出して調査する労力は 80%。

•

このワークフローに従事したスタッフの 1 時間
あたりの給料は 58 ドル。

従業員の給料は、携わったスタッフの個人に依
存し、地域、役職などによって異なる。

「評価指標の数は無限にアプリケーショ
ンの監視を行うことが可能で、インシデ
ント調査に必要な時間はほぼゼロに近い
ところまで短縮してくれました。理由は
インスタンスの大部分が自動的に修正さ
れるためです」
CTO − ビジネスサービス

リスク。以下のリスクは、この利益カテゴリに影響
を与える可能性があります。
•

誤検知調査総件数と各インシデントの調査時間
は組織によって異なる。

誤検知の調査にかかるコストの削減
基準

評価項目

計算法

1 年目

2 年目

3 年目

B1

使用前の誤検知調査件数

前提条件

75

75

75

B2

誤検知調査時間

インタビュー
調査

4

4

4

B3

Watson AIOps 使用前のインシデント管理に従事していた従業員数

前提条件

20

20

20

B4

Watson AIOps 使用前の誤検知調査時間（時間単位）

B1*B2*B3

6,000

6,000

6,000

B5

Watson AIOps 使用中の誤検知件数低下率

インタビュー
調査

80%

80%

80%

B6

インシデント管理に従事した従業員の 1 時間あたりの給料の平均

Payscale.com

$58

$58

$58

Bt

誤検知の調査にかかるコストの削減

B4*B5*B6

$278,400

$278,400

$278,400

リスク調整

↓10%
$250,560

$250,560

$250,560

Btr

誤検知の調査にかかるコストの削減（リスク調整後）
3 年間の合計：$751,680

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

3 年間の現在価値：$623,106
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従来のソリューションの廃止
エビデンスとデータ。従来のソリューション使用時
には、インタビュー参加企業はばらばらの個別ソリ
ューションと自社のワークフローを複数組み合わせ
てインシデントの修正とアプリケーション性能監視
に対応していました。これによって、IT 運用チーム
内での統制がとりにくく、やり直しやアプリケーシ
ョンの問題修正スケジュールの延長が頻繁に生じて
いました。
IBM Cloud Pak for Watson AIOps と Instana は、ア
プリケーション監視や、インシデント調査、修正の
全側面に使用することが可能な一体型のソリューシ
ョンです。これによって、インタビュー参加企業で
はほかのベンダーへの支出を削減し、Watson AIOps
や Instana の外で行われていた社内作業を縮小できる
ようになりました。
ビジネスサービス企業の CTO は、「Watson AIOps
は、従来のソリューションの多くを必要としませ
ん。IBM Cloud Pak for Watson AIOps は、自動で仮
想ウォールームを作成してくれます。火災報知器の
ように、サイトリライアビリティエンジニアリング
を多く実行してくれます。何か発生した場合には関
係各所すべてに通知を送信し、インシデントの影響
を受ける人を自動で特定してくれます。その上で、
さらに精査が必要な潜在的な影響を受ける可能性の
ある人々に通知が送信されます」と語ります。

モデリングおよび前提条件。財務モデルとして
Forrester は以下を推定しました。
•

Cloud Pak for Watson AIOps への投資前は、ア
プリケーションの監視とインシデントの調査／
解決ソリューションに年間 500,000 ドルを投入
していた。これには、自社製ソリューションの
維持に費やされる労力も含まれる。

•

Cloud Pak for Watson AIOps と Instana で提供さ
れる機能により、モデル組織では他のソリュー
ション投資の 50%縮小が実現できた。

リスク。従来の監視ソリューションは、組織の使用
するソリューションとすでに確立されている自社製
ワークフローの数によって異なります。
結果。これらのリスクを考慮するために、Forrester
はこの利益を 15%下方調整し、リスク調整を施した
3 年間の PV 総額を 528,456 ドルとしました。

従来のソリューションへの
支出削減

50%

従来のソリューションの廃止
基準

評価項目

計算法

1 年目

2 年目

3 年目

C1

従来のアプリケーション監視ソリューションのコスト

前提条件

$500,000

$500,000

$500,000

C2

Watson AIOps 使用中の支出の削減率

インタビュー調査

50%

50%

50%

Ct

従来のソリューションの廃止

C1*C2

$250,000

$250,000

$250,000

リスク調整

↓15%
$212,500

$212,500

$212,500

Ctr

従来のソリューションの廃止（リスク調整後）
3 年間の合計：$637,500

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

3 年間の現在価値：$528,456
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計画外ダウンタイムの発生件数を 15%低下でき
る。

計画外のダウンタイム減少による増収
エビデンスとデータ。インタビュー参加企業のすべ
ては、アプリケーション環境全域で発生する計画外
のダウンタイムに苦労していました。このような状
況は、従業員の時間浪費だけでなく、組織の潜在的
な収益の損失という 2 つの点で高いコストになるこ
とがわかっています。インタビュー参加企業の大半
では、組織の収益を創出する顧客向けのアプリケー
ションを展開させていました。計画外のダウンタイ
ム期間が複数あれば組織のコストはきわめて多額に
なり、短期的には収益創出機会を制限し、長期的に
は顧客生涯価値にマイナス影響を及ぼす可能性があ
ります。「私たちの業務は、このアプリケーション
だけで行われているので、計画外のダウンタイムは
非常に影響が大きいです。さらに、ダウンタイムが
発生すると顧客体験にもマイナス影響を与え、ひい
ては会社の収益にマイナス影響を与えることになり
ます」とヘルスケア企業の IT ディレクターはコメン
トします。
Cloud Pak for Watson AIOps と Instana の両方が、ア
プリケーションパフォーマンスと先回りの監視を提
供することによって計画外のダウンタイムによる収
益の損失を回避してくれます。ヘルスケア企業の IT
ディレクターは、「Watson AIOps では、よりプロア
クティブな監視が可能になります。それだけでも、
ダウンタイムに関しても私たち自身がもっと主導権
を握ることができるようになりました。今は、ただ
受け身で待つだけの状態とは違います」と話しま
す。

•

モデル組織の営業利益は 10%。

計画外のダウンタイム
件数の低下

15%
リスク。以下のリスクは、この利益カテゴリに影響
を与える可能性があります。
•

計画外ダウンタイムの時間とダウンタイムによ
る影響は、従来のワークフローやすでに確立さ
れているソリューション、組織の業界によって
異なる。

•

営業利益は地域と業種により異なる。

結果。これらのリスクを考慮するために、Forrester
はこの利益を 15%下方調整し、リスク調整を施した
3 年間の PV 総額を 178,354 ドルとしました。

5%

モデリングおよび前提条件。財務モデルとして
Forrester は以下を推定しました。
•

•

Cloud Pak for Watson AIOps または Instana への
投資前は、モデル組織ではアプリケーションポ
ートフォリオ全体で 250 時間の計画外ダウンタ
イムが発生していた。インタビューに参加した
顧客企業をもとにすると、モデル組織はダウン
タイム 1 回あたりに 22,500 ドルの収益を損失す
ることになる。

$178,354
3年間の利益
(PV)

Cloud Pak for Watson AIOps と Instana によって
提供された可視性の向上により、モデル組織は

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™
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計画外のダウンタイム減少による増収
基準

評価項目

計算法

1 年目

2 年目

3 年目

D1

Watson AIOps 投資前の計画外ダウンタイムの時間

インタビュー調査

250

250

250

D2

計画外ダウンタイムにより損失した収益（1 時間あたり）

インタビュー調査

$22,500

$22,500

$22,500

D3

Watson AIOps 使用中の計画外ダウンタイム件数の低下率

インタビュー調査

15%

15%

15%

D4

営業利益

前提条件

10%

10%

10%

Dt

計画外のダウンタイム減少による増収

D1*D2*D3*D4

$84,375

$84,375

$84,375

リスク調整

↓15%
$71,719

$71,719

$71,719

Dtr

計画外のダウンタイム減少による増収（リスク調整後）
3 年間の合計：$215,157

アプリケーションの可視性の向上
エビデンスとデータ。最後に、インタビュー参加企
業は、Instana ではアプリケーションのコーディング
プロセスでの可視性が向上し、それによって従業員
がアプリケーションのデバッグに費やす時間が短縮
されたとコメントしています。
Instana への投資前、インタビュー参加企業はアプリ
ケーション性能への可視性の獲得には悪戦苦闘して
いました。従来のソリューションには初歩的な性能
監視機能しか搭載されておらず、高いレベルのイン
サイトは取得できませんでした。アプリケーション
性能を確実にするために、広範な品質管理プロセス
と多くの手作業を要するワークフローが必要でし
た。「以前抱えていた最大の問題は、アプリケーシ
ョン性能に対する可視性がなかったことです。パス
やアップデートをデプロイした場合でも、実際にダ
ッシュボードがない状態か、データの履歴を見直す
ことなくデプロイされるのです。それではアプリケ
ーション性能を確認することは非常に困難です」と
マーケティング会社のアーキテクトはコメントしま
す。
Instana によってアプリケーション性能に対するより
深いインサイトが提供されるため、性能問題の原因
を特定しやすくなります。アナリティクスのダッシ
ュボードでは開発者がアプリケーション性能を監視

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

3 年間の現在価値：$178,354

することができ、開発ライフサイクル中に発生する
問題の修正時間を短縮できます。マーケティング会
社のアプリケーションアーキテクトがこの効率性に
ついてコメントしています。「Instana の場合、トレ
ースを見て性能を確認すれば、性能低下がどこから
来ているのかわかります。以前では問題が生じた際
には開発者が X だと言い、インフラ担当がそれは Y
だと言うような状況を皆さんもご経験されたかもし
れません。でも、今ではメトリクスがあるので「い
やいや問題はこれですよ」とはっきり言えます。性
能自体は、実稼働環境におけるテストが難しいもの
の 1 つです。ですので、コードをすぐに触れて問題
が見える、あるいは問題がないことが見える、そし
て実際の性能向上はすごくすごく助かります」と語
ります。
モデリングおよび前提条件。財務モデルとして
Forrester は以下を推定しました。
•

Instana に投資する前、モデル組織は多様なアプ
リケーションのデバッグ担当に 10 人を配置して
いた。担当スタッフは毎月、アプリケーション
のデバッグに平均 16 時間費やしていた。

•

Instana によるインサイトによって開発者はアプ
リケーションのデバッグ時間を 75%短縮するこ
とができた。

13

利益分析

このワークフローに従事したスタッフの 1 時間
あたりの給料は 58 ドル。

•

結果。これら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、リスク調整を施した
3 年間の PV 総額を 186,932 ドルとしました。

アプリケーションの
デバッグ時間の短縮
5%

75%
$186,932

リスク。以下のリスクは、この利益カテゴリに影響
を与える可能性があります。
•

アプリケーションのデバッグワークフローに従
事した従業員数は、組織の規模と従来のデバッ
グワークフローによって異なる。

•

従業員の給料は、携わったスタッフの個人に依
存し、地域、役職などによって異なる。

3年間の利益
(PV)

アプリケーションの可視性の向上
基準

評価項目

計算法

1 年目

2 年目

3 年目

E1

従来の環境でのアプリケーションデバッグ時間（1 か月あたり）

インタビュー調査

16

16

16

E2

デバッグプロセスに従事したスタッフ

インタビュー調査

10

10

10

E3

従来の環境でのアプリケーションデバッグ時間

E1*E2*12

1,920

1,920

1,920

E4

Instana 使用中のコードのデバッグ時間の低下率

インタビュー調査

75%

75%

75%

E5

デバッグプロセスに従事した従業員の 1 時間あたりの給料

Payscale.com

$58

$58

$58

Et

アプリケーションの可視性の向上

E3*E4*E5

$83,520

$83,520

$83,520

リスク調整

↓10%
$75,168

$75,168

$75,168

Etr

アプリケーションの可視性の向上（リスク調整後）
3 年間の合計：$225,504

非定量的利益
定量化は不可能ながらもほかに顧客企業で認められ
た利益は以下のとおりです。
•

Watson の機械学習機能によるプロアクティブな
インシデント回避。 顧客企業は、Cloud Pak for
Watson AIOps によってワークフローを積極的な

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

3 年間の現在価値：$186,932

インシデント回避に適応させることができたと
コメントしています。「Watson AIOps の本当に
良いところは、リアルタイムのイベントストリ
ームを処理できるところです。リアルタイムで
発生していることに並行して、イベントストリ
ームを処理し、機械学習を適用することが可能
なのです。さまざまなパターンを学習すること
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ができ、その学習したパターンに基づいて修正
を提案してくれます」
Cloud Pak for Watson AIOps の機械学習機能で
は、インシデント対応ワークフロー内での効率
性をさらに高めることが可能で、アプリケーシ
ョンの監視に適用してバグをプロアクティブに
回避することすら可能です。
•

とによって、これまで確認された効率性の多く
をさらに高めることができるだろうと考えてい
ます。
柔軟性は、特定のプロジェクトの一環として評価す
ることで定量化できます（付録 A に詳細を記載）。

アプリケーションポートフォリオ全体のリスク
を低減。ビジネスサービスの CTO は、全社規模
でのアプリケーションパフォーマンスの向上に
よって事業のあらゆる側面のリスク低減に役立
ったと話し、「当社の抱えていたリスクは大幅
に下がりました。当社の SLA（サービスレベ
ル・アグリーメント）のすべてを満たしている
ので、ブランドリスク、法的責任リスク、財務
リスクの低減が合わさったからです。当社顧客
の信頼も高まり、実際、経済利益にもつながり
ました」とコメントしています。インシデント
対応とアプリケーション性能をより良好にコン
トロールできるようになったことで、多額の支
出につながる計画外ダウンタイムのリスクを大
幅が低下され、それは最終的に顧客体験の向上
につながる可能性もあります。

柔軟性
柔軟性の価値は顧客によって異なります。顧客が
Cloud Pak for Watson AIOps と Instana を導入するシ
ナリオは、次のように複数存在し、追加の使用やビ
ジネスチャンスが後から実現される場合もありま
す。
•

ユースケースをハイブリッドクラウド・アプリ
ケーションに拡大。Cloud Pak for Watson AIOps
と Instana の将来的なユースケースについて、顧
客企業の回答によれば、その監視機能はハイブ
リッドクラウド環境に展開しているアプリケー
ションに適用する可能性が高いことが示されて
います。Watson AIOps と Instana を異なるクラ
ウドとオンプレミス環境で実行されている Red
Hat OpenShift 環境に展開することにより、企業
はより大きな価値を得られる可能性がありま
す。Cloud Pak for Watson AIOps の使用をクラ
ウドネイティブアプリケーションに拡大するこ

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™
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コスト分析
この組織に適用される定量的コストのデータ

総コスト
基準

コスト

Ftr

サブスクリプションとサ
ービスのコスト

Gt9

計画・実装のコスト

Htr

トレーニングと管理のコ
スト
総コスト（リスク調整
後）

初期

1 年目

2 年目

3 年目

合計

現在価値

$0

$378,000

$378,000

$378,000

$1,134,000

$940,030

$76,560

$0

$0

$0

$76,560

$76,560

$5,104

$42,746

$42,746

$42,746

$133,342

$111,407

$81,664

$420,746

$420,746

$420,746

$1,343,902

$1,127,997

サブスクリプションとサービスのコスト
エビデンスとデータ。Watson AIOps と Instana の顧
客企業は、プラットフォームの継続使用料金を支払
います。料金はプラットフォームに管理されるイン
シデント件数とアプリケーションの数に基づいて算
出されます。
さらに、中には会社のニーズや従来のアプリケーシ
ョンを用いたソリューションに合わせてソリューシ
ョンをカスタマイズするために、有料のプロフェッ
ショナルサービスを利用する顧客企業もありまし
た。
モデリングおよび前提条件。財務モデルとして
Forrester は以下を推定しました。
•

モデル組織が Cloud Pak for Watson AIOps と
Instana に支払う年間料金は 300,000 ドル。

•

プロフェッショナルサービスに支払う年額料金
は 60,000 ドル。

結果。これらのリスクを考慮するために、Forrester
はこのコストを 5%上方修正し、リスク調整を施した
3 年間の PV 総額（10%で割引）を 940,030 ドルとし
ました。

$940,030
3年間のコスト
(PV)

83%

リスク。以下のリスクは、この利益カテゴリに影響
を与える可能性があります。
•

組織で 1 年間に発生するインシデント件数。各
種 IBM ライセンスの料金は異なるため、詳細は
IBM への問い合わせが必要。

•

プロフェッショナルサービスの利用の必要性は
組織によって異なる。

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

16

コスト分析

計画・実装のコスト
基準

評価項目

計算法

初期

G1

計画・実装時間

インタビュー調査

1,200

G2

計画と実装に従事する従業員の一時間あたりのコスト

Payscale.com

Gt

計画・実装のコスト

G1*G2

リスク調整

↑10%

Gt9

計画と実装のコスト（リスク調整後）
3 年間の合計：$76,560

1 年目

2 年目

3 年目

$69,600

$0

$0

$0

$76,560

$0

$0

$0

$58

3 年間の現在価値：$76,560

リスク。計画と実装は、各組織のベンダーのオンボ
ーディングの内部プロセスによって異なります。

計画・実装のコスト
エビデンスとデータ。インタビュー参加企業には、
Watson AIOps と Instana 製品のデプロイに要した社
内の労力に間接費が発生しています。また、インタ
ビュー参加者は事前に時間を設けて、IBM に関する
リサーチ、実装に関する計画、計画の実行などを行
っています。

結果。これらのリスクを考慮するために、Forrester
はこのコストを 10%上方修正し、リスク調整を施し
た 3 年間の PV 総額を 76,560 ドルとしました。

モデリングおよび前提条件。このセクションでは、
モデリングの方法について説明します。

7%
$76,560

•

モデル組織には、全体で 1,200 時間を IBM Cloud
Pak for Watson AIOps と Instana の計画と実装に
費やした従業員チームが配置されていた。

•

このワークフローに従事したスタッフの 1 時間
あたりの給料は 58 ドル。

3年間のコスト
(PV)

サブスクリプションとサービスのコスト
基準

評価項目

計算法

F1

Watson AIOps サブスクリプション料金

インタビュー調査

F2

サービスコスト

前提条件

Ft

サブスクリプションとサービスのコスト

F1+F2

リスク調整

↑5%

Ftr

サブスクリプションとサービスのコスト
（リスク調整後）
3 年間の合計：$1,134,000

IBM WATSON AIOPS と INSTANA の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

初期

1 年目

2 年目

3 年目

$300,000

$300,000

$300,000

$60,000

$60,000

$60,000

$0

$360,000

$360,000

$360,000

$0

$378,000

$378,000

$378,000

3 年間の現在価値：$940,030
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グを実施する。従業員はプラットフォーム使用
に関する初期トレーニングに 8 時間、新機能や
更新事項の学習に毎年 2 時間を費やす。

トレーニングと管理のコスト
エビデンスとデータ。参加者のコメントによると、
実装が完了すればその後 IBM Watson AIOps と
Instana に要する継続的な管理は最小限となります。
大半の企業では、Cloud Pak for Watson AIOps の日
常的な管理に少人数の従業員を専任で配置されてい
ました。その専任従業員は通常 IT 運用チームのスタ
ッフで構成され、Watson AIOps の管理には就業時間
の一部分を費やすのみでした。
さらに、顧客企業では Cloud Pak for Watson AIOps
と Instana の異なる各種機能を使用するためのトレー
ニングに時間を費やしていました。典型例は、プラ
ットフォームの事前トレーニングと、プラットフォ
ームに対する知識を更新し新機能の学習を目的とし
た毎年のトレーニングにかかる時間です。
モデリングおよび前提条件。このセクションでは、
モデリングの方法について説明します。
モデル組織は、Cloud Pak for Watson AIOps と
Instana を使用する 10 人の従業員にトレーニン

•

•

担当従業員が Cloud Pak for Watson AIOps の作
業を行うのは 1 年間で合計 65 時間。担当従業員
は、Cloud Pak for Watson AIOps と Instana の顧
客管理チームとのやり取り、プラットフォーム
への変更の実装、ソリューションのカスタマイ
ズの構築、プラットフォームを使用するほかの
従業員のヘルプにも時間を費やす。

リスク。以下のリスクは、この利益カテゴリに影響
を与える可能性があります。
•

管理コストは、確立された製品管理ワークフロ
ーによって異なる。

•

トレーニングは組織によって異なる。

結果。これらのリスクを考慮するために、Forrester
はこのコストを 10%上方修正し、リスク調整を施し
た 3 年間の PV 総額を 111,407 ドルとしました。

トレーニングと管理のコスト
基準

評価項目

計算法

初期

1 年目

2 年目

3 年目

H1

Cloud Pak for Watson AIOps のトレーニングを受ける従業員

インタビュー調査

10

10

10

10

H2

トレーニング時間数

インタビュー調査

8

2

2

2

H3

Cloud Pak for Watson AIOps の管理時間数

インタビュー調査

65

65

65

H4

トレーニングと計画に従事する従業員の一時間あたりのコスト

Payscale.com

$58

$58

$58

$58

Ht

トレーニングと管理のコスト

(H1*H2*H4)+(H1*H3*
H4)

$4,640

$38,860

$38,860

$38,860

リスク調整

↑10%
$5,104

$42,746

$42,746

$42,746

Htr

トレーニングと管理のコスト（リスク調整後）
3 年間の合計：$133,342
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財務概要
3 年間リスク調整評価基準の集約データ

キャッシュフローチャート（リスク調整後）

キャッシュ
Cash
フロー
flows

Total
costs
総コスト

Total
benefits
利益総額

「利益」と「コスト」のセクションで

Cumulative
累積純利益 net benefits

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、

$3.5 万
M
$350

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

$3.0 万
M
$300

引率を想定しています。

$2.5 万
M
$250
$2.0 M
$200 万
$1.5 M
$150 万

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。

$1.0 M
$100 万
$0.5 M
$50 万

-$0.5 M
-$50 万
-$1.0 M
-$100 万

Initial
初期

Year
1
1 年目

Year
2
2 年目

Year
3
3 年目

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

($81,664)

($420,746)

($420,746)

($420,746)

($1,343,902)

($1,127,997)

利益総額

$0

$1,431,575

$1,431,575

$1,431,575

$4,294,725

$3,560,115

($81,664)

$1,010,829

$1,010,829

$1,010,829

$2,950,822

$2,432,118

純利益
投資利益率 (ROI)

216%

回収期間（月数）

<6
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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ほかのビジ
ネスの主要利害関係者に対して、IT イニシアチブの
具体的な価値を実証し、正当化し、実現に役立てる
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を意味し
ます。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
存環境上の増分費用が含まれます。
柔軟性とは、すでに行われた初期投資の上に構築さ
れる、将来の追加投資で取得できる戦略的価値のこ
とです。その利益を享受できる能力があるとは、見
積り可能な PV（現在価値）があることを意味しま
す。
リスクは、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

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。

投資利益率 (ROI)
パーセンテージで表したプロジェクトの
期待利益。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
資産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利率。
通常、企業は 8%～16%の割引率を使用
します。

回収期間
投資の損益分岐点です。純利益（利益か
らコストを引いた値）が初期投資額また
はコストと等しくなる時点を指します。

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。
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付録 B：注釈
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ほかのビジネスの主要利害関係者に対して、IT イニシアチブの具体的な価値を実証し、正当化
し、実現に役立てることができます。
1
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