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エグゼクティブサマリー
IBM Cloud for VMware Solutions は、VMware 環境のパフォーマンスおよび信頼性の改
善を求める組織に最新のハイブリッド・クラウド・ソリューションを供給します。この
ソリューションのセットにより、組織は開発者の生産性をさらに高め、データセンター
のコストを下げ、効率性を改善し、最も規制の厳格な産業でも、セキュリティとコンプ
ライアンスの努力を簡素化することで、モダナイゼーションの投資から多大な利益を得
ることが可能になります。

IBM Cloud for VMware Solutions により、組織はワー
クロードをハイブリッドクラウド環境に移行し、レ

主要統計情報

ガシーソリューションと比較して少ない労力とコス
トで、最新のハードウェアのパフォーマンスとスケ
ーラビリティを改善することが可能になります。ビ
ジネスニーズの発展に合わせて、組織では柔軟な、
従量価格によって容易にスケールを調整することが
できるようになります。IBM の世界的な存在感およ

投資収益率 (ROI)

正味現在価値 (NPV)

び専門性を通じ、ハイブリッドクラウドにより複雑

209%

3 億 3314 万円

なワークロードの移行が問題なく終わり、パフォー
マンスと信頼性を増強できるという安心を組織の意
志決定者にもたらします。また、組み込まれたコン

織にもたらし得る経済的影響を評価するためのフレ

プライアンスとセキュリティの機能により、これら

ームワークを提供することです。

の重要な要件を管理する負担も軽減します。

この投資の利益、コスト、およびリスクについてさ

Forrester Consulting は IBM からの委託により、さま

らに理解を深めるため、Forrester では、IBM Cloud

ざまな企業が IBM Cloud for VMware Solutions の導

for VMware Solutions の使用経験を持つ顧客企業 4 社

入で実現し得る投資収益率 (ROI) についての Total

の意思決定者に対して、聞き取り調査を実施しまし

Economic Impact™ (TEI) 調査を実施しました。1 本

た。本調査の目的のために、Forrester は聞き取り調

調査の目的は、IBM Cloud for VMware Solutions が組

査対象者の回答を集計し、その結果を 1 つのモデル
組織の回答としてまとめました。
IBM Cloud for VMware Solutions を使用する前に、回

運用効率向上による
経費削減：

答者は、ハイブリッドクラウドソリューションによ

1億
3895 万円

ダーを見つけられなかったと回答していました。一
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るモダナイゼーションを実施するうえで、多岐にわ
たるビジネス要件と規制要件に対応できるプロバイ
部の回答者は、組織がオンプレミスのデータセンタ
ーを維持する資本支出およびその他経費の問題に直
面していたとも回答しました。また、他のクラウド
プロバイダーのサービスと応答性の水準に満足でき
なかったとの回答もありました。このような課題に
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対する以前の取り組みは、限定的な成果しか上がっ

ナへの移行と合わせて、開発者の生産性を高め

ていませんでした。

ることができました。

IBM Cloud for VMware Solutions への投資後、回答者

非定量的利益。本調査の非定量的な利益には、以下

はクラウドへ既存のワークロードを移行し、レガシ

のようなものがあります。

ーソリューションの管理と比べ、同じワークロード
をごくわずかな労力で管理できることを発見しまし

•

回避されたデータ転送費用。IBM のグローバル
なデータセンターネットワークを利用すること

た。

で、他のベンダーで発生する各地域でのデータ
転送料が不要になり、顧客は高額の利用料を回

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

避することが可能になりました。
•

な利益には、以下のようなものがあります。
•

そのパートナーによって提供されるサポートお
よび専門知識を高く評価していました。

合計 1 億 3644 万円にのぼる業務効率の向上。
IBM Cloud for VMware Solutions は、より少ない

IBM の専門性へのアクセス。回答者は、IBM と

•

信用の向上。IBM の評判により、ユーザーおよ

労力でワークロードを管理できます。また、レ

び顧客の間で信用が高まりました。この聞き取

ガシーソリューションを支援するオンプレミス

り調査を受けた管理者によれば、IT 管理サービ

のハードウェアの管理も不要になります。した

スが市場での信用を確立することに寄与したと

がって、従業員は、新しいイニシアチブおよび

しています。

他の付加価値の高い業務に注力できるようにな
ります。

コスト。IBM Cloud for VMware Solutions に関連した
利益を得るため、3 年にわたる投資のリスク調整済

•

合計 7436 万円にのぼるコンプライアンスおよび

み現在価値は、次のものを含んでいます。

セキュリティの効率向上。組織では、IBM Cloud
のコンプライアンスとセキュリティ機能によ

•

•

IBM Cloud for VMware Solutions ソリューショ

り、その部分における社内の負担を軽減し、他

ンのコスト。IBM Cloud for VMware Solutions に

のプロジェクトおよびより生産的な業務に取り

ついて IBM に支払った金額は、合計 8903 万円で

組む機会を提供できるようになりました。

す。

合計 8311 万円にのぼるデータセンターのコスト

•

ソリューション統合に向けた社内の負担。ソリ

削減。クラウドへの移行により、組織はオンプ

ューション統合を促進するために社内のスタッ

レミスのデータセンター維持に関連した支出お

フが費やした時間は、6299 万円相当となりま

よび他の経費を削減することが可能になりまし

す。

た。
•

•

•

トレーニング時間。ソリューションの各種機能

合計 2467 万円にのぼるダウンタイムの削減。

を学習するために IT と開発のスタッフが費やし

IBM Cloud for VMware Solutions を導入すること

た時間は、750 万円相当となります。

でダウンタイムと中断が縮小され、組織では、

意思決定者への聞き取り調査に基づいた財務分析と

信頼性とパフォーマンスが以前の環境に比べ向

調査によると、モデル組織では 3 年間で 1 億 5918 万

上しました。

円のコストに対して 4 億 8891 万円の利益を計上し、

1 億 7055 万円にのぼる開発者の生産性向上。管

合計 3 億 2973 万円の正味現在価値 (NPV) と 209%

理、コンプライアンス、セキュリティ関連業務

の投資利益率を達成したことが判明しました。

が簡素化され、Red Hat OpenShift によるコンテ

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

2

エグゼクティブサマリー

投資利益率 (ROI)

利益の現在価値 (PV)

正味現在価値 (NPV)

209%

4 億 8891 万円

3 億 3314 万円

利益（3年間）
Increased operational
efficiency
運用効率の向上

Increased
compliance and security
コンプライアンスおよびセキュリ
efficiency
ティの効率向上

1億3644万円

7438万円

8311万円

Reduced data center cost
データセンターのコスト削減

Reduced downtime
ダウンタイムの短縮

2464万円

Increased開発者の生産性の向上
developer productivity

1億7055万円

IBM ならすべてがうまくいきます。障害
があれば必ず解決してくれ、必要なもの
があればレンタルできるため、本当に安
心です
— ディレクター、IT マネージドサービス
IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™
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TEI のフレームワークと調査手法
聞き取りで得られた情報をもとに、Forrester は IBM
Cloud for VMware Solutions 導入を検討中の組織のた

デューデリジェンス
IBM の利害関係者と Forrester のアナリストに聞

めに、Total Economic Impact™ (TEI) フレームワー

き取り調査を実施し、IBM Cloud for VMware

クを構築しました。

Solutions に関するデータを収集しました。

このフレームワークの目的は、投資の意思決定に影
特定することです。Forrester は、IBM Cloud for

顧客企業意志決定者への聞き取り調査
IBM Cloud for VMware Solutions を使用する企

VMware Solutions が組織にもたらし得る影響を、多

業の意思決定者に聞き取り調査を行い、コス

段階アプローチを使用して評価しました。

ト、収益、リスクに関するデータを取得しまし

響するコスト、利益、柔軟性、およびリスク要因を

た。

モデル組織
インタビュー回答者の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 手法を用いて、インタビュー参加者を表す
財務モデルを構築し、意思決定者の課題や懸念
開示事項

に基づいて財務モデルのリスク調整を行いまし

読者は以下の点に注意してください。

た。

本調査は IBM 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、他の組織が受ける潜在的な ROI について
は、一切想定を行っていません。IBM Cloud for VMware
Solutions 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。
IBM 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。

導入事例
TEI の 4 つの基本要素である利益、費用、柔軟
性、およびリスクを使い投資効果をモデル化し
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。

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 CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™
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IBM Cloud for VMware Solutions への投資を推進した要因

聞き取り調査に参加した意思決定者
業種

地域

ディレクター

IT マネージドサービス

ヨーロッパ

5

IT およびセキュリティ責任者

金融サービス

グローバル

4

研究および高度演算部門 CTO

データアナリティクス

グローバル

7

デジタルテクノロジー責任者

ヘルスケア

北米

5

安定したパフォーマンスを提供できるクラウド

主な課題

プロバイダーを必要としていました」

調査対象企業に共通してみられた課題には、以下の

ヘルスケア組織のデジタルテクノロジー担当デ

ようなものがありました。
•

ィレクターにとって、増加傾向にあるリモート

以前のオンプレミスのソリューションでは著し

ワークの管理に関して課題が山積みでした。そ

く高額の支出およびその他のコストが発生して

して、このように説明しています。「額面通り

いた。IT マネージドサービス組織で以前の環境

にリモートで誰もがシームレスに作業できるこ

について尋ねられたデジタルテクノロジー担当

とは非常に重要です。プライベートクラウド上

ディレクターは、「歴史が長い会社のため、オ

でのアプリ実行は、重要なものになっていま

ンプレミスにさまざまな機器が存在しました」

す。規則とコンプライアンスの面から、パブリ

と述べ、ハードウェアおよび他のテクノロジー

ッククラウドに保存できないデータもあるから

の増殖について説明しました。顧客は VMware

です」

のワークロードを実行する従来のオンプレミス
ソリューションの置き換えを希望していました

•

IBM Cloud For VMware
Solutions 使用年数

聞き取り調査対象者

•

他のクラウドプロバイダーでは、専門家のサポ

が、サーバー1、2 台を購入して配備した上で、

ートとガイダンスは受けられなかった。以前か

そのサーバーの監視およびメンテナンス作業が

らクラウドソリューションを利用していた組織

必要になると彼は言います。

の意志決定者は、受けていたサービスのレベル

組織では、多岐にわたるビジネス要件および高
い基準の内部統制に対応するため、ハイブリッ
ドクラウドソリューションを必要としていた。
IT マネージドサービス会社のディレクターは

に満足していませんでした。金融サービス組織
の IT およびセキュリティの責任者は、「以前の
クラウドプロバイダーでは、対応と責任の所在
に不満がありました」と回答しています。

「特にデータ統制で高い基準を求める専門サー

モデル組織

ビスを供給している場合、クラウド業界全体で

Forrester は、聞き取り調査に基づき、TEI フレーム

は、必要な基本的な要素がありませんでした」

ワーク、モデル組織、ROI 分析を構築し、財務的に

と Forrester に説明しました。

影響する領域を具体的に示しました。モデル組織

さらに、このように付け加えています。「多種
多様のクラウドプロバイダーを試しましたが、
比較的古いビジネスの要件に準拠する一方で、

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

は、Forrester が聞き取り調査した 4 人の意思決定者
を代表とするものであり、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。
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モデル組織の説明。モデル組織は規制対象となる業
界の大規模なグローバル企業で、厳格なセキュリテ
ィおよびコンプライアンス要件が課されています。

主な前提条件

• IBM Cloud 上に導入された
VMware vCenter Server
• クラスタ 2 個
• サーバー 10 台
• 3 年で 700 台の VM

組織は多くのレガシーアプリを利用しているため、
カスタマイズ可能で、セキュリティポリシーを調整
する機能など、統制を維持できるソリューションが
必須です。組織はデータセンターで VMware オンプ
レミスを使用していますが、その容量の上限が近づ
いています。そのため、組織はインフラストラクチ
ャーとアプリのモダナイゼーションを実施し、支出
を削減し、ハイブリッドクラウド環境に移行するこ
とを目指しています。

ソリューションが実装されると、組織は環境を構築

導入の特徴。モデル組織の基準に基づいて、IBM

し直すことなく、ワークロードの移行を開始しま

Cloud は、最新ハードウェア上で実行される新しい

す。組織は、オンプレミスで使用していたのと同じ

環境に、既存のワークロードを移行させるプラット

インタフェースでワークロードを管理します。3 年

フォームを提供します。モデル組織は VMware

目までに、組織では 10 台のサーバーと 2 個のクラス

vCenter Server on IBM Cloud に投資することを決定

タで 700 台の VM を管理しています。組織は、さら

しています。これは、VMware vSphere、vSAN、

に IBM の災害復旧 (DR) およびバックアップ/レプリ

NSX および HCX のライセンスを備えたベアメタル

ケーションパートナーのサービスを活用していま

（ゼロから）の vSphere の自動インストールを含み

す。

ます。組織ではそのプランニングと PoC（導入検
証）から作業を始めます。

IBM のサービスは、利用開始日以来
100%の可用性を実現してきた実績が
あります。これまで、ダウンタイムは
一切ありませんでした
— ディレクター、IT マネージドサービス

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

6

利益の分析
このモデル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

運用効率の向上

2657 万円

6643 万円

7972 万円

1 億 7272 万円

1 億 3895 万円

Btr

コンプライアンスおよびセキュリテ
ィの効率向上

1422 万円

3556 万円

4267 万円

9246 万円

7438 万円

Ctr

データセンターのコスト削減

2658 万円

3334 万円

4175 万円

1 億 167 万円

8308 万円

Dtr

ダウンタイムの削減

511 万円

1023 万円

1535 万円

3070 万円

2464 万円

Etr

開発 4 者の生産性の向上

3377 万円

6754 万円

1 億 1256 万円

2 億 1387 万円

1 億 7108 万円

総利益（リスク調整後）

1 億 625 万円

2 億 1310 万円

2 億 9205 万円

6 億 1141 万円

4 億 9214 万円

運用効率の向上

•

IBM Cloud for VMware Solutions の代替となるリ
ソースについて、IT およびセキュリティ責任者

エビデンスとデータ。IBM Cloud に移行したこと

は次のように言っています。「移行に対応する

で、ワークロードやハードウェア管理で必要とされ

には少なくとも 40%の増員が必要となり、ハー

る社内の労力がレガシー環境と比べて軽減されまし

ドウェアのサポートに追加の増員が必要となる

た。また IBM Cloud for VMware Solutions によって

ことでしょう。40%の増員は最低限の見積もり

パフォーマンスと信頼性が改善され、さまざまな運

です」

用効率の向上につながりました。IBM Cloud for
VMware Solutions の導入以降に得られた運用効率の
向上について、聞き取り調査の回答者は Forrester に

環境の管理に必要な FTE の人数を
75%削減

対して次の利点を挙げています。
•

データアナリティクス会社の研究および高度演
算部門 CTO は、次のように言っています。「パ
フォーマンスの向上は明らかでした。パフォー
マンスの向上はクラウドではおよそ 20%改善し
ました。これはハイブリッドクラウド環境の全
体的な可用性の管理に起因するもので、他のプ
ロバイダーでは達成できないものでした。そも
そもこうした機能もなかったでしょう。この機

モデリングと想定条件。Forrester では、この利益を

能を活用することで、パフォーマンスの利点が

モデル化する際に、次の想定を行っています。

伴います」
•

レガシー環境で増加した VMware ワークロード

さらに、このようにも言っています。「一元化

に必要な FTE 数は、1 年目から 3 年目までにか

の効果は絶大でした。他の支社でも同じ契約で

けて 6 人から 8 人に増加します。

利用できることも、当社の助けになりました。
一つの窓口ですべてが完結することの利点は 非
常に大きなものです」

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™
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VMware のワークロードを IBM Cloud に移行す

•

•

ることでワークロードの管理に必要な労力が軽

結果。これらのリスクを考慮し、Forrester はこの利

減され、2 人の FTE のみで十分となります。

益を 5%下方修正し、3 年間のリスク調整後の PV 総

1 年目では、組織における VMware ワークロード

•

組織内での他の付加価値業務の存在。

額（10%で割引）を 1 億 3644 万円としました。

移行に伴い、この利益の 50%が得られます。
影響を受ける FTE の福利厚生費･経費等を含む平

•

均年収は 1398 万円です。
28%

リスク。IBM Cloud for VMware Solutions の導入によ
って組織が効率性を高められる可能性は、次のよう

1億3644万円

な要因により、組織ごとに変動する場合がありま

3年間の利益
(PV)

す。
•

既存ワークロードの複雑性。

•

他の付加価値業務に余剰人員を割り当てられる
能力。

運用効率の向上
基準

評価項目

元データ

1 年目

2 年目

3 年目

A1

レガシー環境でワークロードの管理に必要な FTE の数

聞き取り調査

6.0

7.0

8.0

A2

IBM Cloud for VMware でワークロードの管理に必要な
FTE の数

聞き取り調査

2.0

2.0

2.0

A3

影響を受ける FTE の福利厚生費･経費等を含む平均年収

前提条件

1399 万円

1399 万円

1399 万円

A4

移行プログラム

前提条件

50%

100%

100%

At

運用効率の向上

(A1-A2)*A3*A4

2797 万円

6993 万円

8391 万円

リスク調整

↓5%
2657 万円

6643 万円

7972 万円

Atr

運用効率の向上（リスク調整済み）
3 年間の合計：1 億 7271 万円

3 年の現在価値：1 億 3895 万円

た。多くの業務の簡素化と適切なセキュリティ

コンプライアンスおよびセキュリティの効率向上

慣行の徹底に加え、IBM Cloud で新たな慣行を構

エビデンスとデータ。統合されたコンプライアンス

築しました」

およびセキュリティ機能によって、組織は機密情報
の適切な管理を維持するために必要な内部の労力と
経費を軽減できました。
•

金融サービス組織の IT およびセキュリティ責任
者は、次のように言っています。「IBM Cloud は
明確に社内のセキュリティを改善してくれまし

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

•

ヘルスケア会社のデジタルテクノロジー担当デ
ィレクターは次のように言っています。「クラ
ウドでセキュリティに対応できるため、セキュ
リティに対する懸念が解消されました。サイバ
ーセキュリティに対して別途支出を行う必要も
ありません」
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さらに次のように付け加えています。「リモー

コンプライアンスとセキュリティの管理に関与
するこれらの FTE の福利厚生費等を含めた平均

トテクノロジーが適切に作動することを確かめ

人件費は、1580 万円です。

るだけでした。IBM Cloud はセキュリティに迅速
に対応してくれます」
•

•

トワークへの移行で必要だった作業も、リモー

リスク。IBM Cloud for VMware Solutions の導入によ
って組織がコンプライアンスとセキュリティ管理の

さらにデジタルテクノロジー責任者はこう言っ

効率性を高められる可能性は、次のような要因によ

ています。「コンプライアンス、内部統制およ

り変動する場合があります。

びセキュリティ要件への対応に必要な人員を 24
人から、8 人にまで減らすことができました。コ
ンプライアンス、内部統制およびセキュリティ

•

セキュリティとコンプライアンスの要件。

•

コンプライアンスとセキュリティの人員を他の
付加価値業務に割り当てられる能力。

の費用面では、およそ 50%削減しました」
モデリングと想定条件。Forrester では、この利益を

結果。これらのリスクを考慮するために、Forrester

定量化する際に、次の想定を行っています。

はこの利益を 10%下方修正し、リスク調整後の 3 年

レガシー環境で VMware のワークロード増加に

•

間の PV の総額を 7436 万円としました。

伴うコンプライアンスとセキュリティのタスク
管理に必要な FTE の人数は、1 年目から 3 年目
にかけて 4 人から 6 人に増加します。
•

IBM Cloud に VMware のワークロードを移行さ

7437万円

せることで、コンプライアンスとセキュリティ

3年間の利益
(PV)

のタスク管理に必要な負担を 50%軽減します。

15%

1 年目では、組織における VMware ワークロード

•

移行に伴い、この利益の 50%が得られます。

コンプライアンスおよびセキュリティの効率向上
基準

評価項目

元データ

1 年目

2 年目

3 年目

B1

レガシー環境でコンプライアンスとセキュリティの管理に
必要な FTE の数

聞き取り調査

4.0

5.0

6.0

B2

IBM Cloud for VMware でコンプライアンスとセキュリテ
ィの管理に必要な FTE の数

聞き取り調査

2.0

2.5

3.0

B3

コンプライアンスとセキュリティを管理する FTE の福利
厚生費・諸経費等をすべて含めた年収

前提条件

1580 万円

1580 万円

1580 万円

B4

移行プログラム

前提条件

50%

100%

100%

Bt

コンプライアンスおよびセキュリティの効率向上

(B1-B2)*B3*B4

1580 万円

3951 万円

4741 万円

リスク調整

↓10%
1422 万円

3556 万円

4267 万円

Btr

コンプライアンスおよびセキュリティの効率向上（リスク
調整済み）
3 年間の合計：9246 万円

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™
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データセンターのコスト削減
エビデンスとデータ。IBM Cloud for VMware

「この拡張後、以前のサーバーを
廃止することで不要なコストを削
減できました。これは非常に好都
合でした」

Solutions は、組織にオンプレミスのデータセンター
からクラウドに重要なワークロードを移行する能力
を与え、高額だったハードウェアの支出の必要性の
縮小、 機密データの管理に必要なソフトウェアのコ
スト削減、電力と冷却コストおよび災害復旧サイト

研究および高度演算部門 CTO、
データアナリティクス会社

に対する追加費用の削減を可能にしました。
•

IBM Cloud に伴うコスト削減について、ヘルスケ
ア会社のデジタルテクノロジー担当ディレクタ
ーはこう言っています。「控えめに見積もって
も約 12%と推定できます。オンプレミスと比べ

•

10%、3 年目には 20%となります。

て、データセンターに実際の物理的なスペース
が必要ないからです。同時にシステムの利用者

•

回避された総コストが計算に含まれます。また

も増えました。もしオンプレミスだとしたら、

削減効果を分析結果に適切に反映するため、コ

さらに多くのメモリと CPU を追加する必要があ

ストの分析セクションで詳述する IBM ソリュー

ったことでしょう」

ションにかかるコストとの相殺が行われていま
す。

さらにこのようにも付け加えています。「IBM
のソリューションは、すべてクラウドで機能が

リスク。IBM Cloud for VMware Solutions の導入によ

提供されるため、内部統制関連ソフトウェアを

り組織がデータセンターのコストを削減できる可能

購入する追加費用の面でも節約できます。クラ

性は、次のような要因により変動する場合がありま

ウドツールを使うだけで済むのです。サードパ

す。

ーティのソフトウェアを購入してインストー
ル、設定、維持する高額の費用を浮かせること
ができます。
•

モデル組織でのコスト削減は、1 年目には

データアナリティクス会社の研究および高度演

•

レガシーテクノロジーの存在。

•

組織がこれらのソリューションを廃止する能力
および意欲。

算部門 CTO は、次のように言っています。「一

結果。これらのリスクを考慮するために、Forrester

部のコロケーションエリアからワークロードを

はこの利益を 15%下方修正し、リスク調整後の 3 年

クラウドに移行させたことで、追加費用なく、

間の PV の総額を 8311 万円としました。

全体的にサービスを向上できました。自社では
相当に高額な費用を要したことでしょう」
•

ヘルスケア組織のデジタルテクノロジー担当デ
ィレクターは、次のように言っています。「冷
却だけでデータセンターのコストのほぼ 60%を

8308万円

占めていました。クラウドに移行したことで、

3年間の利益
(PV)

冷却コストを気にする必要はなくなりました」
モデリングと想定条件。Forrester では、この利益を
定量化する際に、次の想定を行っています。

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™
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データセンターのコスト削減
基準

評価項目

元データ

C1

データセンターのコスト削減

Ct

Ctr

1 年目

2 年目

3 年目

聞き取り調査

3127 万円

3923 万円

4912 万円

データセンターのコスト削減

C1

3127 万円

3923 万円

4912 万円

リスク調整

↓15%
2658 万円

3334 万円

4175 万円

データセンターのコスト削減（リスク調整済
み）
3 年間の合計：1 億 167 万円

ダウンタイムの削減
エビデンスとデータ。IBM Cloud for VMware
Solutions は、組織のシステム環境の信頼性およびパ

3 年の現在価値：8308 万円

モデリングと想定条件。Forrester では、この価値を
モデル化する際に、次の想定を行っています。
•

VMware ワークロードの IBM Cloud への移行

フォーマンスを改善します。Forrester の聞き取り調

で、1 年目にダウンタイムが 1 回減少しました。

査の回答者はダウンタイムの削減に関して、以下の

2 年目と 3 年目にはさらに多くのワークロードが

ように回答しました。

移行され、ダウンタイムが毎年 1 回ずつ減少し

•

ます。

金融サービス会社の IT およびセキュリティ責任
者は、次のように言っています。「パフォーマ

•

569 万円です。

ンス、中断、性能劣化など問題が時々起きてい
ました。少なくとも週に 1 回は環境に何らかの
問題が生じていました」
•

また、こうも言っています。「IBM に移行して
からは、ワークロードをクラウドと VMware に
割り当て直しました。環境内で必要なバックオ
フィスの報告機能は IBM Cloud に移行し、中核

ダウンタイム 1 回あたりの平均コストは

リスク。IBM Cloud for VMware Solutions の導入によ
り、組織がダウンタイムを削減できる可能性は、次
のような要因により変動する場合があります。
•

以前の中断の発生頻度、期間および根本的な
原因。

部分だけでなく周辺部分も含めて、全体のパフ
ォーマンスと安定性が改善されました」
•

IT マネージドサービスセキュリティ責任者は、
次のように言っています。「顧客は頻繁にダウ
ンタイムを経験していました。顧客にとって週
に 1～2 時間は許容範囲でしたが、IBM Cloud for
VMware Solutions に切り替えてからは発生して
いません。ネットワークにおける IBM のデータ

「IBM Cloud に移行してから安定
性とコントロールが向上しまし
た」
IT およびセキュリティ責任者、

金融サービス会社

センターの通信チャネルの信頼性は、非常に高
水準です」

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

11

利益分析

•

サービスの復旧を行う IT 人員の能力。

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%下方修正し、リスク調整後の 3 年
2464万円

間の PV の総額は 2467 万円としました。

3年間の利益
(PV)

5%

ダウンタイムの削減
基準

評価項目

元データ

D1

毎年回避されるダウンタイム回数

D2
Dt

Dtr

1 年目

2 年目

3 年目

聞き取り調査

1

2

3

ダウンタイム 1 回当たりの発生コスト

聞き取り調査

569 万円

569 万円

569 万円

ダウンタイムの削減

D1*D2

569 万円

1137 万円

1706 万円

リスク調整

↓10%
512 万円

1023 万円

1535 万円

ダウンタイムの削減（リスク調整済み）
3 年間の合計：3070 万円

3 年の現在価値：2464 万円

す。完全に習得すれば少なくとも 20%は生産性

開発者の生産性の向上

が向上します」

エビデンスとデータ。IBM Cloud for VMware
Solutions を導入する組織では、セキュリティとコン

•

同 CTO は、IBM Cloud for VMware Solutions に

プライアンスのタスクの簡素化および Red Hat

よって、世界全体でのリソース活用が円滑化さ

OpenShift の導入により開発者の生産性が向上しま

れたとしました。「IBM Cloud は世界中の異なる

す。OpenShift では組織がコンテナへ開発者の業務を

場所からの VPN 通信を実現します。VPN ホット

移行することにより、さらに生産性を向上させるこ

スポットがあれば本番環境で業務が行えるの

とができます。

で、通常どおりに働くことができます。この有

•

効性は計り知れません。この機能がなければ、

IBM のソリューションが開発者の生産性を向上

デナムのデータセンターに、インドや他のどこ

させたかどうかについて、データアナリティク

かから長距離の接続を行う必要があったでしょ

ス会社の研究・高度演算部門 CTO はこう回答し

う」

ています。「はい。2020 年とパンデミックの時
期に、IBM Cloud は大きな利点をもたらしたのは

モデリングと想定条件。Forrester では、この価値を

明確です」

モデル化する際に、次の想定を行っています。

さらにこう付け加えています。「開発者の習得

•

IBM Cloud に VMware ワークロードを移行した

により生産性が高まります。セキュリティまた

結果、管理、コンプライアンスおよびセキュリ

はコンプライアンスのような業務に必要とされ

ティの業務が縮小または不要になったため、1 年

る労力は、クラウド環境で劇的に縮小されま

目には、30 人の開発者が 20%の生産性向上を体
感しました。

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™
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2 年目および 3 年目には、より多くの VMware ワ

•

ークロードが IBM のクラウドに移行され、組織
の管理、コンプライアンス、セキュリティで必
要とされる負担をさらに軽減することができま
す。これはそれぞれ 30%および 40%の生産性の

•

その他の付加価値業務の有無。

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%下方修正し、リスク調整後の 3 年
間の総額の PV をおよそ 1 億 7055 万円としました。

向上に帰着します。
開発者は、その他の付加価値業務に、節約され

•

35%

た時間の 50%を充てることができます。

1億7055万円

開発者の福利厚生費･経費等を含む平均年収は

•

3年間の利益
(PV)

1251 万円です。
リスク。この利益の価値は、以下の相違点により組
織によって異なります。
開発者チームがソリューションの機能を業務で

•

活用する能力。

開発者の生産性の向上
基準

評価項目

元データ

1 年目

2 年目

3 年目

E1

開発者数

聞き取り調査

30

40

50

E2

開発者の生産性向上

聞き取り調査

20%

30%

40%

E3

開発者の福利厚生費･経費等を含む平均年
収

前提条件

1251 万円

1251 万円

1251 万円

E4

生産性の回収率

前提条件

50%

50%

50%

Et

開発者の生産性の向上

E1*E2*E3*E4

3752 万円

7504 万円

1 億 2507 万円

リスク調整

↓10%
3377 万円

6754 万円

1 億 1256 万円

Etr

開発者の生産性の向上（リスク調整済み）
3 年間の合計：2 億 1387 万円

非定量的利益
定量化できなかったものの、顧客企業は以下のよう
な利益も得ています。
•

非定量的利益。IBM ではデータセンター間のデ
ータの転送料は発生しません。したがって一部
の組織では、他のクラウドプロバイダーで負担
が必要な場合があるコストを回避できる可能性
が生まれます。IT マネージドサービス会社のセ

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

3 年の現在価値：1 億 7109 万円

キュリティ責任者は次のように言っています。
「業務プロセスでデータを絶えず複数のデータ
センター間で移動する必要がある場合、そのコ
ストはかなり高額になります。水道が漏れてい
るように毎月多額の従量費用が発生します」
金融サービス会社の IT およびセキュリティ責任
者は、このように加えています。「IBM Cloud で
は、他の場所を使用してもプライベートネット
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利益分析

•

ワーク経由のデータ送信ができるおかげで、追

ー、メモリ、CPU を購入・入手して、リソース

加費用を回避できるようになりました」

を割り当てる必要があります。クラウドを利用

Cloud for VMware Solutions に対する投資を最大

•

する場合には、すべて自動的に拡張されます」

IBM の専門知識へのアクセス。IBM は IBM
•

その他の環境要因を改善する機会。金融サービ

限に活用する方法について、専門知識とガイダ

ス会社の IT およびセキュリティ責任者は、IBM

ンスを提供しています。IT およびセキュリティ

Cloud に移行したことで、その他の改善に向けた

責任者は、次のように説明しました。「IBM の

取り組みを開始する準備が整ったとも回答して

チームは、専門家の集団であり、改善のための

います。次のように説明しています。「IBM

取り組みとプロジェクトを提案してくれるため

Cloud により、さまざまな改善に向けた取り組み

高い利用価値があります。クラウドを利用する

が実現しました。より業務が整理され、ベスト

ことで、さまざまな専門技能のリソースも利用

プラクティスを浸透させることができました。

できるため、その利益は大きなものとなりま

問題への対応や修正、新機能実装までの時間な

す」

どの点で、明らかに以前よりアジャイルで柔軟

信用の向上。IBM の評判は、信頼性の高い、高

になりました」

性能のソリューションと社内で安心を得られる

柔軟性は、特定のプロジェクトの一環として評価す

だけでなく、顧客の信用も高めることにつなが

ることで定量化できます（詳細は付録 A を参照）。

ります。IT マネージドサービスのディレクター
はこう説明しています。「IBM Cloud の特長は、
まずクラウド業界およびパブリッククラウド市
場のグローバル企業であることです。このこと
から得られる利点は決して少なくありません。
当初最も重視していたのは信頼性でした。自社
以上に IBM は信頼に値します。それほどまでに
IBM ブランドの信用は絶大です」

柔軟性
柔軟性の価値は顧客によって異なります。IBM Cloud

「IBM はデータセンターに絶えず
新しい機器を導入しています。IBM
が私たちに代わって、古くなった
ハードウェアを廃止し、新しいも
のに入れ替えているのです。これ
は大きな利点だと思います」

for VMware Solutions を導入するシナリオは、次のよ

—ディレクター、 IT マネージド

うに複数存在し、追加の使用やビジネスチャンスが

サービス

後から実現される場合もあります。
•

拡張性。VMware ワークロードの移行によって、
組織ではビジネス要件や需要の変動に合わせ
て、ストレージを容易に拡張・縮小できる柔軟
性が得られます。ヘルスケア企業のデジタルテ
クノロジー担当ディレクターは、次のように言
っています。「私は、クラウドが最も有用なの
は、そのスケーラビリティだと考えています。
システムのユーザー数が 100,000 から 300,000
まで急激に増加した場合、オンプレミスでは 1
日で対応するのは不可能です。追加のサーバ

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS 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

IBM Cloud for VMware Solutions のコ
スト

Gtr

ソリューション統合に向けた社内の
負担

Htr

トレーニング時間
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円

2985 万円

3582 万円

4298 万円

1 億 864 万
円

8902 万円

1688 万円

5065 万円

0円

0円

6754 万円

6293 万円

112 万円

304 万円

202 万円

253 万円

871 万円

745 万円

1800 万円

8354 万円

3784 万円

4551 万円

1 億 8489 万
円

1 億 5941 万
円

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の
コスト。

クラウドでの新しいワークロード作成も含まれま
す。これは長期的にはコスト増加に結びつきます。

エビデンスとデータ。IBM Cloud for VMware

リスク。IBM Cloud for VMware Solutions のコスト

Solutions は、柔軟な従量課金制で、組織のニーズの

は、構成、データ消費量、およびベンダーとボリュ

変化に合わせて、容易にスケールを調整できます。

ームごとに可能な割引の有無により、組織ごとに変

IBM は、モデル組織の配備に基づいたソリューショ

わる場合があります。

ンコストの見積もりを提供しており、組織では 3 年

結果。Forrester は、これらのリスクを考慮するため

目までに、10 台のサーバーと、2 個のクラスタを展

に、この費用を 5%上方修正し、リスク調整後の 3 年

開し、700 台のバーチャルマシン (VM) をホストする

間の総現在価値 (PV)（割引 10%）を 8903 万円とし

と想定しています。

ました。

モデリングと想定条件。ソリューションのコスト
は、ベアメタル（ゼロから）の VMware vSphere の
自動インストールと、Red Hat OpenShift のコストを
含みます。モデル組織の IBM Cloud への移行には、

56%

既存のワークロードの移行だけでなく、長期的には
8902万円
3年間のコスト
(PV)

「最も大きな柔軟性は、購入に縛
られなくなったことです」
— デジタルテクノロジー担当

ディレクター、ヘルスケア企業

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™
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コスト分析

IBM Cloud for VMware Solutions のコスト
基準

評価項目

元データ

F1

IBM Cloud for VMware Solutions のコスト

聞き取り調査

Ft

IBM Cloud for VMware Solutions のコスト

F1

リスク調整

↑5%

Ftr

IBM Cloud for VMware Solutions のコスト（リスク
調整済み）
3 年間の合計：1 億 864 万円

ソリューション統合に向けた社内の負担

初期

1 年目

2 年目

3 年目

2843 万円

3411 万円

4093 万円

0円

2843 万円

3411 万円

4093 万円

0円

2984 万円

3582 万円

4298 万円

3 年の現在価値：8902 万円

•

さまざまな業務を行う統合チームの福利厚生

エビデンスとデータ。Forrester が聞き取り調査を行

費・諸経費等をすべて含めた平均年収は、

った意志決定者は、IBM Cloud for VMware の統合を

1535 万円です。

促進するための、社内の人員による計画と実装のレ

リスク。このソリューション統合への社内負担のコ

ベルの変動について回答しました。

ストは、以下の相違点のため組織によって異なる場

ヘルスケア会社のデジタルテクノロジー担当ディレ

合があります。

クターは、機能横断チームを組織し、組織での統合

•

環境の規模および複雑さ。

までに、12 か月前後かかったことを Forrester に回

•

内部スタッフの経験とスキルセット。

答しました。

結果。これらのリスクを考慮して、Forrester はこの

モデリングと想定条件。Forrester はソリューション

コストを 10%上方修正し、3 年間のリスク調整後の

を統合するための内部業務のコストについて、以下

総 PV を 6299 万円としました。

業務を調整し、クラウドにワークロードを移行する

を想定しています。
•

8 人のチームが、ソリューションのテスト、計画
およびパイロット業務で、3 か月間にわたり勤務
時間の 50%を費やしました。

•

1 年目には、6 人のチームが、IBM Cloud への
ワークロード移行で、勤務時間の 50%を費やし
ます。

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

6293万円

39% 3年間のコスト
(PV)
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コスト分析

ソリューション統合に向けた社内の負担
基準

評価項目

元データ

G1

統合と統合業務を行う FTE

聞き取り調査

G2

さまざまな業務を行う統合チームの福利厚生費・
諸経費等をすべて含めた平均年収

Gt

Gtr

初期

1 年目

1

3

前提条件

1535 万円

1535 万円

ソリューション統合に向けた社内の負担

G1*G2

1535 万円

リスク調整

↑10%
1688 万円

ソリューション統合に向けた社内の負担（リスク
調整済み）
3 年間の合計：6754 万円

2 年目

3 年目

4605 万円

0円

0円

5065 万円

0円

0円

3 年の現在価値：6293 万円

トレーニング時間
エビデンスとデータ。ヘルスケア企業のデジタルテ

リスク。トレーニングのコストは、IT スタッフと開

クノロジー担当ディレクターは、統合業務には、内

発者チームの経験とスキルセットの違いにより、組

部人員が効率的にソリューションの機能を学習する

織によって変動する場合があります。

トレーニングプランが含まれていたとフォレスター

結果。これらのリスクを考慮して、Forrester はこの

に回答しました。

コストを 5%上方修正し、3 年間のリスク調整後の総

モデリングと想定条件。Forrester では、このコスト

PV を 750 万円としました。

を定量化する際に、次の想定を行っています。
•

FTE の IT スタッフ 6 人には、1 人当たり 24 時間

5%

のソリューションの導入と統合の推進に向けた
トレーニングが必要となります。
•

1 年目には、Red Hat OpenShift を使用する開発
者チームは 16 時間のトレーニングを受けます。

745万円
3年間のコスト
(PV)

2 年目および 3 年目に、開発者チームは、1 年当
たり 8 時間の追加トレーニングを受けます。
•

Red Hat を使用する開発者チームおよびソリュー
ションを管理する IT スタッフの福利厚生費・諸
経費等をすべて含めた 1 時間当たりの給料は、
それぞれ平均 7,390 円および 6,026 円です。

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™
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コスト分析

トレーニング時間
基準

評価項目

元データ

初期

1 年目

2 年目

3 年目

H1

トレーニングが必要な IT および開発の
FTE

聞き取り調査

6

30

40

50

H2

年間のトレーニング時間

聞き取り調査

24

16

8

8

H3

福利厚生費・諸経費等をすべて含めた 1
時間当たりの平均報酬額

前提条件

7,390 円

6,026 円

6,026 円

6,026 円

Ht

トレーニング時間

H1*H2*H3

1,064 万円

289 万円

192 万円

241 万円

リスク調整

↑5%
112 万円

304 万円

202 万円

253 万円

Htr

トレーニング時間（リスク調整後）
3 年間の合計：871 万円

3 年の現在価値：745 万円

IBM Cloud に移行するとセキュリティが
向上します。より高いレベルのコンプラ
イアンス、内部統制およびコントロール
が自動的に得られます
— デジタルテクノロジー担当ディレクター、ヘルスケア企業

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™
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財務概要
リスク調整後の 3 年連結評価

キャッシュフローチャート（リスク調整後）
Total benefits
利益総額

「利益」と「コスト」のセクションで

Cumulative net benefits
累積純利益

計算された経済的影響に基づき、この
モデル組織の投資に対する ROI、NPV

$4.0
M
4 億 5480
万円

Cash
flows

キャッシュフロー

Total costs
総コスト

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

$3.5
M
3 億 9795
万円

率を想定しています。

$3.0
M
3 億 4110
万円
$2.5
M
2 億 8425
万円
$2.0
M
2 億 2740
万円

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。

$1.5
M
1 億 7055
万円
$1.0
M
1 億 1370
万円
$0.5
M
5685
万円

-$0.5
M
-5685
万円
-$1.0
M
-1 億 1370
万円
Initial
初期

Year
1
年目1

Year
2
年目2

Year
3
年目3

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

(1800 万円)

(8354 万円)

(3784 万円)

(4551 万円)

(1 億 8489 万円)

(1 億 5940 万円)

利益総額

0円

1 億 625 万円

2 億 1310 万円

2 億 9205 万円

6 億 1141 万円

4 億 9214 万円

(1800 万円)

2272 万円

1 億 7526 万円

2 億 4654 万円

4 億 2652 万円

3 億 3273 万円

純利益
投資利益率(ROI)
回収期間（月数）

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™
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10.0
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付録 A：Total Economic Impact
（経済的影響の合計）
Total Economic Impact は、Forrester Research が開

現在価値 (PV)

発した手法であり、企業の技術関連の意思決定プロ

特定の利率（割引率）を使用した場合の

セスを強化し、ベンダーが製品やサービスの価値を

（割引後の）コストおよび利益見積もり

お客様に提案するための支援を行います。TEI 手法

の現在価値。コストおよび利益の現在価

を使用することで、企業は上級管理職やほかのビジ

値 (PV) は、キャッシュフローの総正味

ネスの主要利害関係者に対して、IT イニシアチブの

現在価値 (NPV) に適用されます。

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

正味現在価値 (NPV)

利益とは、製品がビジネスにもたらす価値を意味し

特定の利率（割引率）を使用した場合の

ます。TEI 手法では、利益の測定とコストの測定に

（割引後の）将来の正味キャッシュフロ

同じ重みを与えることで、技術が組織全体に与える

ーの現在価値。プロジェクトの正味現在

恩恵を徹底的に評価することが可能になります。

価値 (NPV) の値が正であれば、他のプ

コストは、製品の価値、つまりベネフィットを提供
するために必要なすべての経費を考慮します。TEI
でのコスト区分には、ソリューションに関連して継

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。

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いうこ
とは、見積り可能な現在価値 (PV) があることを意味
します。

投資収益率 (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。

リスクは、利益とコストの見積もりの不確実性を測
定するものです。1) 見積もりが当初の見込みを満た

割引率

す可能性 2) 見積もりが時間の経過とともに変化する

金銭の時間的価値を考慮するために、キ

可能性。TEI ではリスク因子は「三角分布」に基づ
いています。

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
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、年度末
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。

IBM CLOUD FOR VMWARE SOLUTIONS の TOTAL ECONOMIC IMPACT™

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。
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付録 B：脚注
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顧客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。
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