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概要 

Microsoft Teams (Teams) は、Microsoft 365 内のさまざまなコラボレーション

およびコミュニケーション ソリューションを一元化した共有ワークスペース

です。マイクロソフト、サードパーティのベンダー、企業の独自開発のソリュー

ションと連携させ、組織内外で業務をスマート化および高速化できます。セ

キュリティが完全に確保され、コンプライアンスや管理性、システムのパ

フォーマンスが改善されます。Teams の導入率と使用率が高まれば、情報への

アクセス性が高まり、インフォメーション ワーカーもファーストライン ワー

カーもより価値の高い業務に集中できるようになります。業務コストを削減し

て製品化までの時間を短縮し、より効果的なイノベーションを促進できます。 

マイクロソフトは、Forrester Consulting に Total Economic Impact™ (TEI) 調

査を実施し、企業が Microsoft Teams を導入することでどの程度の投資対効果 

(ROI) が期待できるかを調査依頼しました。調査の目的は、Microsoft 365 の一

部である Teams の導入によって財務上の効果がどの程度見込めるのかを評価

する枠組みを企業に提供することです。 

Teams への投資に伴う便益、コスト、リスクをより的確に把握するために、

Forrester は 4 社のお客様にインタビューを行い、さらに Teams の利用経験

がある 260 社のお客様にアンケートを実施しました。また、他の TEI 調査と

して行った Teams のあらゆる機能を利用している組織を対象とした複数のア

ンケートと、45 社以上を対象としたインタビューの結果も組み込みました (以

前の調査のリストと手法に関する注記については、付録 B を参照)。 

調査結果 

定量化された便益。以下のリスク調整後の現在価値 (PV) の定量化された便

益は、主に 4 つのカテゴリに分かれています。チャット、ミーティング、

通話によってコミュニケーションがとれること、緊密に統合された Office 

365 アプリによってコラボレーションを促進できること、サードパーティの

アプリ・プロセス・デバイスによるカスタマイズおよび拡張が可能なこと、

そしてエンタープライズレベルのセキュリティ・コンプライアンス・管理性

によって信頼性を確保して作業を進められることです。これらの便益は、イ

ンタビューおよびアンケートの対象となった企業が体感した便益を代表す

るものであり、Microsoft 365 の実装後に Teams のライセンスを 5,000 人

分 (インフォメーション ワーカー 3,500 人とファーストライン ワーカー 

1,500 人) 購入したとするモデル組織に適応しました。 

コミュニケーション 

› Teams によって、ミーティングの回数と所要時間を削減できます。

Teams を利用したミーティングは、信頼性に優れてオーディオと映像の

質も高いため、セットアップにかかる時間や通話の質の問題が減少します。

インフォメーション ワーカーは、ミーティングの効果が高まることで

ミーティングの回数を減らすことができます。3 年間で計 690 万ドル相

当の時間を節約できます。 

› Teams を利用することで、その他の多数のコミュニケーション ソフト

ウェアおよびハードウェア ソリューションのコストを削減できます。企業

は、Teams に移行することで、Web 会議、長距離通話、携帯電話、オン

プレミスのテレフォニー関連のソリューション コストを削減できたと回答

しています。モデル組織の 3 年間の節約コストは、計 64 万 8,727 ドル

相当です。 

› オンライン ミーティングによって、1 泊出張が 3 年間で 150 回削減

できます。モデル組織は、Teams の統合エクスペリエンスに移行すること

で、調査 3 年目までに 1 泊出張を 150 回削減できました。3 年間で節約

できるコストは、計 23 万 3,080 ドル相当です。 

主な便益 

 
すべてのソリューションを  

1 か所にまとめて 

コラボレーションと情報共有を 

改善し、ミーティングを効率化し

てユーザーの時間を節約:  

ユーザーあたり週に  

1.1 ～ 8.0 時間 

 
 

 

ユーザー 1 人あたりの  

3 年間の正味現在価値 

$5,416 
 
 

 

「すべてのソリューションを  

1 か所にまとめることで時間を 

節約できる」と答えた 

アンケート回答者の割合 

88% 
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コラボレーション 

› インフォメーション ワーカーは、コラボレーションと情報共有の改善に

よって週に 4 時間節約できます。共同編集やバージョン管理のほか、ド

キュメント、会話、氏名の検索などの機能が一元化されているため、イ

ンフォメーション ワーカーは効果的かつ効率的にリアルタイムでコラボ

レーションを行うことができます。3 年間で 1,430 万ドル以上のコストを

節約できます。 

› ファーストライン ワーカーは、Teams を利用することで、同僚とコラ

ボレーションを行いながら週に 45 分の時間を節約できます。ファースト

ライン ワーカーは、より効果的に情報を共有したり、リソースを検索した

りすることで、業務を遂行してチームのメンバーとコラボレーションを

行えるようになります。これは、3 年間で 50 万 1,214 ドルに相当しま

す。 

› 意思決定者は、意思決定に要する時間を 17.7% 短縮できます。Teams の

共有ワークスペースで情報やリソースを簡単に利用し、同僚とより効率

的に連携できるようになることで、上層部や意思決定者は意思決定のス

ピードが高まります。その結果、3 年間で計 45 万 1,273 ドル相当のコ

ストを節約できます。 

› 従業員の満足度、連携、支援が改善され、離職率が低下します。従業員の

離職率が 11.8% から 11.4% に低下し、モデル組織では離職者を 20 名

減らすことができました。また、Teams によって、新入社員のトレーニ

ングやオンボーディングに要する時間を短縮できます。これらの指標を

総合すると、新入社員の採用およびオンボーディングのコストを 3 年間

で 140 万ドル節約できます。 

カスタマイズおよび拡張 

› 日々のアプリケーションの切り替えに要する時間を短縮できます。複数の

アプリケーションを切り替えるのではなく、Teams 内で機能や情報のソー

スを利用できるようにすることで、インフォメーション ワーカーは 1 日 

15 分、ファーストライン ワーカーは 1 日 5 分の時間を節約できます。

時間の節約には、切り替えや認知的再関与も含まれます。3 年間で節約

できるコストは、約 480 万ドル相当です。 

› 外部組織と仕事をしている従業員は、共有ワークスペースを利用すること

で時間を節約できます。Teams は顧客、サプライヤー、その他の外部組

織にも拡張できます。これにより、複数の組織間でより効果的にコラボ

レーションを行い、顧客の満足度や定着率を高めることができます。財務

分析の観点からは、顧客と緊密に連携する 350 人のユーザーが Teams 

によって 1 日 24 分の時間を節約できます。これは、3 年間で計 75 万 

9,493 ドルに上ります。 

業務の信頼性 

› Teams によってオンラインでリソースが利用可能になり、ダウンタイムを

短縮できます。1 つのクラウドでリソースを利用できるようになり、ユー

ザーのダウンタイムが短縮します。すべてのインフォメーション ワー

カーとファーストライン ワーカーで、短縮率は平均 14.6% です。3 年

間の時間の節約 (ビジネスに対する損害または収入減の尺度) は、25 万 

7,586 ドル相当です。 

› IT 関連のコンプライアンスおよび電子情報開示のコストが 13.2% 削

減されます。企業は、Teams によってコンプライアンスおよび電子情報

開示に伴う労力が少なくなったと回答しています。モデル組織のコンプ

ライアンス関連のコストは、Teams の導入効果によって 3 年間で計 4 万 

2,050 ドル削減されました。 

コスト。インタビューした対象組織におけるリスク調整後のコストの PV を

モデル組織によって表すと、次のようになります。 

› Teams の実装およびサポートに要する社内での取り組みのコストは、計 

110 万ドルです。Teams は、全社規模での Microsoft 365 への移行後に

導入されています。そのため、高い ROI と短い回収期間に大きく貢献し

ている増分コストのみが含まれています。初期の取り組みの大部分は、

 

ROI は  

832% 
 
 
 
 
 

 

便益の PV は 

3,030 万ドル相当 
 
 
 
 
 

 

NPV は  

2,710 万ドル 
 
 
 
 
 

 

回収期間は  

6 か月未満 
 
 
 
 

 

「Teams は、非常に効果的に共同

作業環境を作り出すことができ

ます。効果的にコラボレーション

を行うためのすべてが一元化さ

れています。スピーディに連絡を

取り合い、他のスタッフが何をし

ているのかを把握することもで

きます」 

コンシューマー製品担当 VP 
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Skype for Business から Teams への移行です。今後数年間は変更管理と

トレーニングに重点が置かれます。 

 

› 初期導入のプロフェッショナル サービスのコストは計 34 万 8,480 ドル

です。対象のプロフェッショナル サービスは、Skype for Business から 

Teams への移行をサポートするものです。マネージド サービスなどの

その他のコストは、Microsoft 365 の完全導入のビジネス ケースに含ま

れます (付録 B を参照)。 

› Microsoft 365 ライセンスのコストの  25%、計  180 万ドル以上が 

Teams ソリューションに関連付けられます。Forrester は、Microsoft 365 

E5 の総価値の 25% は、Teams 内のソリューションに関連付けられると

推定しています。モデル組織では、3,500 名のナレッジ ワーカーに 

Microsoft 365 E5 ライセンスが割り当てられており、そのコストが月 57 

ドルです。1,500 名のファーストライン ワーカーが、Microsoft 365 F1 

ライセンスを使用しています。こちらのコストは月 10 ドルです。 

Forrester は 4 社の既存のお客様にインタビューを行い、さらに 260 社の

企業にアンケートを実施しました。また、別に行った TEI 調査の 50 以上のイ

ンタビューのデータ ポイントを統合した後、財務分析も行いました。その結果、

これらのカスタマー エクスペリエンスに基づいたモデル組織では、3 年間

の便益の PV が 3,030 万ドル、コストの PV が 320 万ドル、正味現在価値 

(NPV) は 2,710 万ドル、ROI は 832% となりました。 
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TEI の枠組みおよび手法 

Forrester は、インタビューとアンケートから得た情報を基に、Microsoft 365 

の実装環境に Teams の追加を検討している組織のため、Total Economic 

Impact™ (TEI) の枠組みを構築しました。 

この枠組みは、投資判断に影響するコスト、便益、柔軟性、リスク要因を明

らかにすることを目的としています。Forrester は、Teams の導入によって組

織にどのような影響が出るのかを、複数の段階に分けて評価しました。 
 
 
 

 

適正評価 

マイクロソフトのステークホルダーと Forrester のアナリストに

インタビューを実施し、チームワーク ソリューション関連のデー

タを収集しました。 
 

 

お客様へのインタビュー 

Microsoft Teams を使用している 4 つの組織にインタビューを行い、

260 の組織にアンケートを実施して、コスト、便益、リスクに関する

データを収集しました。 

 

モデル組織 

インタビューを行った組織の特徴を基にして、モデル組織を作成し

ました。 

 

財務モデルの枠組み 

TEI の手法を使用してインタビューの内容を総括する財務モデルを

構築し、インタビューを行った組織が抱えている問題や懸念事項を

基にリスク調整を行いました。 

 

ケース スタディー 

便益、コスト、柔軟性、リスクという TEI の 4 つの主要構成要素を使

用して、Microsoft Teams の効果をモデル化しました。企業による IT 

関連への取り組みの ROI 分析が複雑化していることを考慮し、

Forrester の TEI 手法では、購入の意思決定に伴う総経済効果の全

体像を提供しています。TEI の手法の詳細については、付録 A をご

覧ください。 

  

情報開示 

読者は以下の点に留意してください。 

この調査はマイクロソフトの委託により、Forrester Consulting が実施しました。この

調査は競合分析を目的としたものではありません。 

Forrester は、他の組織が得られる見込みがある ROI に関する仮定は行っていません。

読者が Microsoft Teams への投資の妥当性を判断する際には、このレポートで提供

される枠組みの中で各自が見積もりを行うことを強くお勧めします。 

マイクロソフトは調査の結果を確認し、Forrester にフィードバックを提供しましたが、

この調査およびその結果に関する編集責任は Forrester が留保するものとします。

または、Forrester は、Forrester の結果と矛盾する、または意図を不明瞭にする変更

を調査に加えることは承認しないものとします。 

インタビュー対象のお客様の名前はマイクロソフトが提供しましたが、マイクロソ

フトはインタビューには参加していません。 

TEI の手法は、企業の 

上級管理職とその他の 

主要ステークホルダーの 

双方が、IT 関連の取り組みの
具体的な価値を実証して 

根拠を明確化し、 

実現するのに役立ちます。 
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Microsoft Teams のカスタマー ジャーニー 

コミュニケーションとコラボレーションの重要性の高まり 

Teams を利用している企業を対象としたインタビューおよびアンケート

から、ビジネスのデジタル トランスフォーメーションに向けた取り組み

では、組織全体でコミュニケーションとコラボレーションを改善すること

が特に大事であることがわかりました。この調査で 260 の組織を対象と

したアンケートでは、Teams を導入する目的の上位 3 つは企業の規模に

かかわらず同じでした。 

1. 従業員の生産性を高める。 

2. 組織全体でのコラボレーションを改善する。 

3. イノベーションを促進する。 

これは、2019 年の Forrester レポートの結果とも一致しています 1。この

レポートには、「全社規模でのコラボレーションは、組織内外での従業員

による情報共有、プロジェクトの調整、ベスト プラクティスの考察、コミュ

ニティの構築に役立ちます。従来のビジネス アプリケーションに組み込

まれている構造化されたリニアなコミュニケーション機能を、実務を円滑

化するコミュニケーション テクノロジによって強化すると、カスタマー 

エクスペリエンスとビジネスの俊敏性がさらに改善されます」と記されて

います。 

レポートのこのセクションには、関連する図が掲載されています。 

 
レポートでは、次の 3 つの推奨事項が提示されています。 

1. 情報の流れを阻害している組織内の構造を修正する。 

2. より強固なデジタル重視の考え方を浸透させる。 

3. チェンジエージェントに権限を付与する・昇格させる。 

この TEI 調査のお客様を対象としたインタビューとアンケートからは、

Teams がこれらの推奨事項をクリアするのに役立つことが明らかになって

います。さまざまな情報ソースとコラボレーションおよびコミュニケーション 

ツールを一元化し、ユーザーがチームを編成できるよう支援すれば、組織は

情報やコミュニケーションの分断を解消できます。そうしたソリューション

は、デジタルを重視した文化への変革にも役立ちます。加えて、Teams によっ

て従業員それぞれが他のスタッフやリソースを見つけやすくなり、さらに

大きな価値を組織にもたらすことにつながります。 

主なビジネス目標 

1. 生産性を高める。 

2. コラボレーションを 

改善する。 

3. イノベーションを 

促進する。 
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インタビューおよびアンケートの対象となった組織 

この調査で、Forrester は Office 365 および Microsoft 365 の一部として

のあらゆる Teams ソリューションの価値を分析した多数の他の TEI 調

査 (付録 B を参照) で実施された、約 45 社のお客様に対するインタ

ビューの結果を集約しています。また、Teams を使用している別の 4 社にも

インタビューを実施し、インタビューの対象となった企業は計 50 社に上

ります。以前の調査のインタビューでは、企業の規模は従業員数 1,500 人

～ 23 万人にわたっており、最も多いのは 4,000 人～ 1 万 5,000 人の規

模です。対象となった企業の業界は 20 種類を超えており、特に多いのは

金融サービス、製造、教育、建設、コンシューマー製品です。 

この調査のインタビューの対象となったお客様の内訳は次のとおりです。 

 

業界 地域 インタビュー対象者 ユーザー数 

電気通信 アジア太平洋 ワークプレイス テクノロジ担当 GM 15,000 

コンシューマー製品 
米国に本社、 

グローバルに事業を展開 
従業員エクスペリエンス担当 VP 30,000 

エレクトロニクス 
アジアに本社、 

グローバルに事業を展開 
IT サービス担当 GM 20,000 

テクノロジ 
ヨーロッパに本社、 

グローバルに事業を展開 

クラウド コラボレーション  

プラットフォーム担当マネージャー 
45,000 

 

この調査で、Forrester は現在 Teams を使用している 260 の組織にアン

ケートを実施しました。これらの組織の地域や規模は多岐にわたっています 

(以下の図を参照)。116 の地域にわたるユーザー数の平均は 2,448 人です。

規模や地域によって便益がわずかに異なりますが、一貫性は高くなりました。

これらの差異のうち、重要なものについては調査で触れられています。 

 
これらの企業は 12 の業界の代表です。上位 3 つは、IT プロフェッショナル 

サービス、小売、製造および原材料の業界です。繰り返しになりますが、業界

ごとにある程度の便益の差はあるものの、全体の一貫性は高くなっています。 

  

ベース: Microsoft Teams を利用しているグローバルな IT 部門および管理職の意思決定者 260 人 

注: 数値は概算のため、割合の総和が 100 になっていない場合があります 

出典: マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が実施した調査 (2019 年 1 月) 
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主な問題点 

インタビューとアンケートの対象になった企業は、以前のコラボレーション

およびコミュニケーション ソリューションにはいくつかの問題点がある

と感じていました。モデル組織にはそれが反映されています。これらの企

業が挙げた問題点の例は次のとおりです。 

› 世界規模での成長を促進し、複数の地域や文化全体で連携することが

困難でした。すべてのインタビュー対象者が、別の地域にいる同僚や

在宅勤務の同僚と効果的に連携することが難しくなっているおと話

していました。これによって成長が阻害され、共通の仕事文化を醸成

する妨げとなっています。「当社は各地に分散しており、さまざまな

国で 30 以上のブランドを展開しています。以前の業務方法では十分に

対応できなくなっていました。従業員はファイルをメール添付で送信し

たり、同じツールにアクセスできなかったり、音声のみのミーティン

グを行ったりしていました」 

› 競争が激化しているため、企業は、より効果的かつ迅速にイノベーション

を起こす必要があります。新規参入企業や新しいビジネス モデルに

よって、さまざまな業界で大きな変革が巻き起こっており、新しいテ

クノロジによって時間の流れが速くなっています。そのため企業は、

コラボレーションを改善して俊敏性を高め、イノベーションを活発化

することが求められています。「ドキュメントを共同編集したり、外部

のパートナーとファイルを簡単に共有したりするような単純な作業も

できませんでした。今では同僚にアイデアを伝え、それを基にスピー

ディに行動に移すことができます」 

› 特にモバイルおよびクラウドファーストのモデルに移行している企

業は、これまでのコラボレーション ソリューションが負担になって

いました。企業は場所や時間に関係なく、従業員の生産性を高めたい

と思っています。最も必要とされる従業員は、上層部や営業スタッフな

ど、機動性が高い従業員です。これまでは、そうした従業員は最も連

携がとりにくいため、生産性が低下しビジネスが阻害されていました。

「当社の CIO がクラウドファーストの戦略を導入し、すべてのイン

フラストラクチャを社外に移行しました。オンプレミスのコラボレー

ション ソリューションは、スマートフォン上ではうまく機能しません

でしたが、今ではマルチデバイスのポータビリティが確保されており、

ソリューションはどの携帯電話でも機能します」 

› これまでのソリューションは効果的に統合や拡張を行うことができず、

コンプライアンスやセキュリティの面でも問題がありました。多くの

企業では、これまでのコラボレーションおよびコミュニケーション環

境には複数のスポット ソリューションが混在しており、自社開発の

アプリケーションとサードパーティのアプリケーションを組み合わ

せて使用しているケースがほとんどでした。そのことが統合、拡張性、

コストの面で、IT 組織にとっての問題になっていました。情報のセ

キュリティを適切に確保し、さまざまな規制や情報開示要求に対応する

ことも難しくなっていました。「以前は自社開発のソリューションを使

用していました。よりグローバルに業務を遂行するための取り組みの一

環として、統合型のソリューションを導入することに決めました」 

主な効果 

インタビューの結果から、Teams への投資によって主に次のような効果

が得られることがわかりました。 

  

「これまで利用していたオンプレ

ミスのマイクロソフト製品の利

用やめて、コストを節約して業務

の柔軟性を高めるため、クラウド

ベースの Teams に移行しまし

た」 

電気通信業界の GM 

「デジタル トランスフォーメー

ションに向けた非常に効果的な

取り組みを進めています。Teams 

に全面的に移行することでコラ

ボレーションが改善されています」 

テクノロジ業界のマネージャー 

「Teams は、Office 365 スイート

と緊密に統合できるという点が

非常に重要です。当社の CIO は、

候補になっていた他のソリュー

ションよりも、Teams の方が機

能面で優れており効果的に統合

できると判断しました。コストの

節約につながると期待しています」 

エレクトロニクス業界の GM 
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› 複数の部門間や地域間でのコラボレーションが活発化しました。イン

タビューおよびアンケートの対象となったすべての企業が、コミュニ

ケーションとコラボレーションが改善されてビジネス上の成果が高

まり、時間を節約できたと回答しました。携帯電話からリソースにア

クセスしやすくなるので、Teams への移行のメリットが特に大きい

のはモバイル ワーカーです。従業員どうしの結束も生まれ、地域や

世代を越えて共通の企業文化が育まれます。注目が集まりにくい点で

すが、身体的、認知的な問題を抱えている従業員が業務をやりやすくな

るというメリットもあります。Teams を利用すると、そうした従業員

も同僚とのコミュニケーションやコラボレーションが簡単になりま

す。 

› デジタル トランスフォーメーションに向けた取り組みを支援および

促進できます。インタビューを受けた企業は、いずれもなんらかの形

でデジタル トランスフォーメーションに向けた取り組みを進めてい

ました。そうした取り組みの中核にあるのは、従業員がより優れたイノ

ベーターになること、IT を有効活用できるようになることを支援するこ

とでした。Teams への移行によって、その 2 つが実現します。また企業

は、効果的なデジタル トランスフォーメーションは外部の顧客にも

好影響を及ぼすと感じているようでした。 

› ソリューションのコストが削減され、セキュリティが高まります。単一

のプラットフォームに統合することで、多数の既存ソリューションを

撤廃できます。たとえば、ビデオ会議ソリューションや、構内交換機 

(PBX) システム、その他のコラボレーション ソリューションなどです。

これにより複雑性も低減され、セキュリティの確保やコンプライアンス

対応が容易になります。アンケートの対象となった企業の 86% は、

Teams と Microsoft 365 は他のコラボレーション ソリューション

よりもプライバシー管理機能が優れていると回答しています。88% は、

セキュリティとプライバシーを確保しながら、より簡単にコミュニケー

ションをとれるようになったと回答しています。 
 

Forrester はこのアンケートで、さまざまなカテゴリの便益について、どの

程度同意できるかを質問しました。最初の質問のセットは、より効果的な

エンゲージメントと共同作業についてです。どのカテゴリでも、大部分の

回答者が Teams によってそうした便益を実現できたと回答しています。 

 
2 つ目の質問のセットでは、コミュニケーションとコラボレーションの改善について、より具体的に質問しました。

ここでも大部分の回答者が、Office 365 または Microsoft 365 の実装環境に Teams を追加したことで、さまざまな

便益を得ていました。 

「Teams による従業員のエンゲージメントおよび満足度の向上についての以下の項目に、 

どの程度同意できるかを 1 ～ 5 段階でお答えください」 

■ 1 - まったくそう思わない ■ 2 ■ 3 – どちらとも言えない ■ 4 ■ 5 - 強くそう思う 

Teams によって離れた場所にいる従業員のエンゲージメントが高まった 

 

Teams によって組織の包容力が高まり、さまざまな世代の従業員を 

支援できるようになった 

Teams によってオンプレミス/オフィスベースの従業員の 

エンゲージメントが高まった 

 
Teams によって、よりユニークで組織独自の自己表現が可能になった 

 

Teams によって、文化の違いを越えて、より効果的に 

業務を行えるようになった 

 

ベース: Microsoft Teams を利用して従業員のエンゲージメントを改善した、グローバルな IT 部門および管理職の 

意思決定者 128 人 

注: 数値は概算のため、割合の総和が 100 になっていない場合があります 

出典: マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が実施した調査 (2019 年 1 月) 

「Teams の利用しやすい 

機能により、組織の生産性が 

高まりました」 

「Teams は、組織がカスタマー 

エクスペリエンスを改善する

助けになりました」 
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モデル組織 

インタビューとアンケートの結果に基づき、Forrester は TEI の枠組みと

モデル組織を構築し、財務上の影響が生じた領域を明らかにする関連 ROI 

分析を行いました。モデル組織は、Forrester がインタビューを行った 4 社

とアンケートを行った 260 社に加え、過去の調査のインタビューおよび

アンケートの結果を統合して想定された組織です。次のセクションでは、

このモデル組織を使用して集約的な財務分析を行います。お客様に対する

インタビューを基に Forrester が合成したこのモデル組織の特徴は次の

とおりです。 

モデル組織の詳細。このモデル組織は、コンシューマー製品の製造、流通、

販売を手掛けるグローバルな組織です。主な操業地域は北米とヨーロッパで、

アジア太平洋と南米にもいくつかのオフィスがあります。従業員は合計 

7,000 人で、そのうちの 5,000 人が Microsoft 365 で Teams を使用して

います。この 5,000 人のうち、3,500 人がインフォメーション ワーカー、

1,500 人がファーストライン ワーカー (物流、流通、顧客対応などの職務) 

です。残りの 2,000 人は、日常的にチームワーク ソリューションを使用

する必要がなく、現在はキオスクを介して電子メールや情報にアクセスし

ています。 

 
導入状況の詳細。Teams ソリューションは、Microsoft 365 の実装後に導

入されました。インフォメーション ワーカーには Microsoft 365 E5 ライ

センスが割り当てられており、ファーストライン ワーカーには F1 ライ

センスが割り当てられています。Teams は SharePoint、Exchange、Office 

アプリ、OneDrive などの Microsoft 365 ソリューションと統合されてい

ます。Skype for Business から Teams に移行しました。 

  

「Teams のコラボレーションおよびコミュニケーション機能についての以下の項目に、 

どの程度同意できるかを 1 ～ 5 段階でお答えください」 

Teams ですべてのソリューションを一元化することで、 

時間の節約につながった 

Teams によってミーティングの効率と効果が高まった 

常設のオープンなチャットによって、会話のコンテキストを
理解しやすくなった 

Teams によって明確さが高まり、コラボレーションや 

コミュニケーション時の混乱がなくなった 

Teams によって、組織でより多くの情報に基づき、 

より的確かつスマートに意思決定を下せるようになった 

ベース: Microsoft Teams を利用して従業員のエンゲージメントを改善した、グローバルな IT 部門および管理職の 

意思決定者 260 人 

注: 数値は概算のため、割合の総和が 100 になっていない場合があります 

出典: マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が実施した調査 (2019 年 1 月) 

■ 1 - まったくそう思わない ■ 2 ■ 3 – どちらとも言えない ■ 4 ■ 5 - 強くそう思う 

モデル組織の 

主な前提条件 

インフォメーション  

ワーカーが 3,500 人、
ファーストライン  

ワーカーが 1,500 人 
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便益の分析 

モデル組織の便益の数値データ 

 

総便益 

参照 便益  
 

1 年目 2 年目 3 年目 合計 現在価値 

Atr ミーティングの効率と効果の向上 コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

 

$1,694,151 $3,388,301 $3,388,301 $8,470,753 $6,886,067 

Btr 
コミュニケーションおよびコラボレーション 

ソリューションのコストの削減 

 

$323,000 $213,750 $237,500 $774,250 $648,727 

Ctr 1 泊出張の減少 
 

$63,000 $90,000 $135,000 $288,000 $233,080 

Dtr 
インフォメーション ワーカーの 

コラボレーションに要する時間の節約 
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン 

 

$3,547,128 $7,058,961 $7,058,961 $17,665,050 $14,362,016 

Etr 
ファーストライン ワーカーの 

コラボレーションに要する時間の節約 

 

$124,584 $245,890 $245,890 $616,365 $501,214 

Ftr 意思決定の所要時間の短縮 
 

$84,085 $237,573 $237,573 $559,230 $451,273 

Gtr 
従業員の離職率とオンボーディングの 

コストの低下 
 

 

$350,361 $700,722 $700,722 $1,751,805 $1,424,082 

Htr 
アプリケーションの切り替えに要する 

時間の節約 拡
張 

 

$1,180,636 $2,343,624 $2,343,624 $5,867,883 $4,770,983 

Itr 外部組織との連携に要する時間の節約 
 

$186,855 $373,710 $373,710 $934,274 $759,493 

Jtr ユーザーのダウンタイムの短縮 
信
頼
性 

 
$103,579 $103,579 $103,579 $310,737 $257,586 

Ktr 
IT 関連のコンプライアンスおよび 

電子情報開示のコストの削減 

 

$10,346 $20,691 $20,691 $51,728 $42,050 

 総便益 (リスク調整後)  
 

$7,667,724 $14,776,800 $14,845,550 $37,290,074 $30,336,571 

 

コミュニケーション 

Teams を利用すると、ユーザーどうしが "チャット、ミーティング、通話を

介してコミュニケーションをとりやすくなります"。Skype for Business の

オンライン ミーティングおよび通話ソリューションは、Teams に統合さ

れました。これにより、ユーザーはより簡単に適切なタイミングで適切なソ

リューションを利用し、組織内外の関係者とコミュニケーションをとって時

間を節約できるようになります。Teams 内のソリューションは他のテクノ

ロジの代替にもなり、その面からもコストを削減できます。 

ミーティングの効率と効果の向上 

インタビューおよびアンケートの対象となったすべての組織が、ミーティング

に要する時間が大幅に削減されたと回答しています。より重要なのは、Teams 

によって全体的にミーティングの回数が減ったことです。直観的なソリュー

ションで、音声と動画をより効果的に統合できるので、こうしたミーティン

グの効果と効率が高まります。 

インタビューを受けた組織は、次のように回答しています。 

› 「ミーティングの回数が大幅に減り、代わりにディスカッション スレッド

を使用するようになりました」 

› 「経営幹部は Teams を使用してミーティングを開いており、それが大

幅な時間の節約につながっています。経営幹部は賃金が最も高いので、

非常に価値の高いソリューションです」 

  

上記の表には、以下の領域全体での

すべての便益の合計と、10% を差

し引いた現在価値 (PV) がまとめら
れています。モデル組織のリスク調

整後の総便益の PV は、3 年間で 

3,030 万ドルを超える見込みです。 
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アンケートから Forrester が明らかにしたポイントは以下のとおりです。 

› ユーザーは 1 日平均 3 回のミーティングに参加し、各ミーティングの

セッティングに 8.6 分を費やしています。Teams への移行によって、

その時間が 17.3% 削減されました。 

› 通話の質が向上したことで、1 日 7.6 分の節約につながりました。 

› すべての組織で、ミーティングの回数が平均 18.9% 減少しました。2 万人

以上のユーザーがいる組織では 16.9%、2,000 人未満のユーザーがいる

組織では 21% まで減少しました。 

財務モデルに関して、Forrester は次のように推定しています。 

› 3,500 人のインフォメーション ワーカー全員が定期的にオンライン 

ミーティングに参加し、効率の向上を実感しています。 

› ミーティングの回数が 18.9% 減少しています。ミーティングの平均所

要時間は 30 分です。ユーザーが新しい考え方や文化に慣れる 1 年目

では、50% 削減されました。 

› ミーティングのセッティングが簡単になり、通話の質が高まったことで、

1 日 6 分の時間節約につながっています。この数値は、アンケートの

結果を控えめに解釈して下方修正されています。 

› 実質負担 (すべての税金と給付金を含む) 時給は 45.63 ドルです (年給は 

9 万 4,940 ドル)。 

› 節約できたすべての時間を別の作業に割り当てることができないため、

25% を生産性として換算（これを“生産性の捕捉率“として定義） 

節約時間は、ミーティングの平均的な回数、企業のミーティングに対する考

え方、それまで使用していたコミュニケーションおよびコラボレーション 

ソリューション、スタッフが多数の地域に分散しているかどうかなど、複数

の要因に左右されます。こうしたリスクを考慮してこの便益を 15% 下方

修正し、3 年間のリスク調整後の PV は計 689 万ドルとなりました。 

  

週あたりの 

ミーティング数の

減少率は 18.9% 

影響リスクとは、組織のビジネス上の

ニーズまたはテクノロジ面のニーズ

を投資によって満たすことができず、

全体の総便益が低下するリスクを指

します。不確実性が大きくなるほど、

便益の推測の幅が大きくなります。 
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ミーティングの効率と効果の向上: 計算表 

参照 指標 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 

A1 インフォメーション ワーカーの数  3,500 3,500 3,500 

A2 減少したミーティングの回数 (週あたり) 
以前の 15 回 x 18.9%  

[数値は概算] [1 年目は 50%] 
1.42 2.84 2.84 

A3 
週あたりの節約時間 - 減少した 

ミーティングの所要時間 (単位は時間) 
A2 x 0.5 時間 0.71 1.42 1.42 

A4 
週あたりのその他のミーティングの節約時間 - 

セッティングや通話の質の改善 (単位は時間) 
6 分 x 5 日 [1 年目は 50%] 0.25 0.50 0.50 

A5 週あたりの節約時間の合計 (単位は時間) A3 + A4 0.96 1.92 1.92 

A6 節約コストの合計 A1 x A5 x 52 週間 x $45.63 $7,972,474 $15,944,947 $15,944,947 

A7 生産性の捕捉率  25% 25% 25% 

At ミーティングの効率と効果の向上 A6 x A7 $1,993,118 $3,986,236 $3,986,236 

 リスク調整 15% 下方修正    

Atr 
ミーティングの効率と効果の向上  

(リスク調整後) 
 $1,694,151 $3,388,301 $3,388,301 

 

コミュニケーションおよびコラボレーション ソリューションのコストの削減 

インタビューとアンケートから、企業は、複数のスポット ソリューショ

ンから統合型のマイクロソフト ソリューションに移行することで、以前

までのコミュニケーションおよびコラボレーション ソリューションに伴

うさまざまなタイプのコストを削減できたことがわかりました。たとえば、

オンプレミスのハードウェアおよびメンテナンス、他のソリューションの

ライセンスおよびメンテナンス、テレフォニーの利用料金 (モバイルと長

距離通話)、IT 関連のサポート業務などのコストが削減されています。 

インタビューを受けた組織は、次のように答えています。 

› 「以前はスタッフが自分でコミュニケーション ソリューションを探し

て購入していました。こうした一元化されたソリューションを導入する

ことで、コストを削減してシャドウ IT を排除できました」 

› 「使用していた別のソリューションならエンタープライズ ライセンスが必

要になっていたでしょう。そのコストはユーザーあたり年間 300 ドルほど

になっていたはずです」 

› 「スタッフが音声通話に Teams を利用するようになり、他の通話サービス

を撤廃したので、コストを削減できます」 

› 「いくつかの地域で PBX コストが減少しています」 

モデル組織に関して、Forrester が分析した主な便益のカテゴリと推定値は

以下のとおりです。 

› オンプレミスのコミュニケーション ソリューションの更新およびアップ

グレードのコストを 25 万ドル、継続的なメンテナンスのコストを 20% 

削減しました。 

› 以前の Web 会議ソリューションを置き換え、年間 8 万ドルのコストを削

減しました。1 年目はそれまでのソリューションを段階的に廃止したため、

この便益の 50% が実現されています。 

› Teams に移行することで、長距離通話や携帯電話の通話コストが削減

されました。この便益は、ユーザーがデスクやモバイル デバイス上で 

Teams の使い方に慣れるにつれ増加します。 

この便益の大きさは、以前使用していたソリューションによって異なり、拠

点の数や対象地域の広さも影響します。こうしたリスクを考慮してこの便

益を 5% 下方修正し、3 年間のリスク調整後の PV は計 64 万 8,727 ド

ルとなりました。  

コミュニケーション 

およびコラボレーション 

ソリューションの 

削減によって、3 年間で

節約できるコスト: 

64 万 8,000 ドル 
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コミュニケーションおよびコラボレーション ソリューションのコスト削減: 計算表 

参照 指標 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 

B1 オンプレミス ハードウェアを撤廃 
2 年目以降のメンテナンス  

コストは 18% 
$250,000 $45,000 $45,000 

B2 Web 会議ソリューションを撤廃 [1 年目は 50%] $40,000 $80,000 $80,000 

B3 テレフォニー コストの削減  $50,000 $100,000 $125,000 

Bt 
コミュニケーションおよびコラボレーション 

ソリューションのコストの削減 
B1 + B2 + B3 $340,000 $225,000 $250,000 

 リスク調整 5% 下方修正    

Btr 
コミュニケーションおよびコラボレーション 

ソリューションのコストの削減 (リスク調整後) 
 $323,000 $213,750 $237,500 

 

1 泊を必要とする出張の減少 

他のオンライン Web 会議ソリューションを使用していたので、企業は既

に出張費を大幅に削減できていました。一部の回答者は、Teams に移行す

ることでさらに出張を減らすことができたと答えています。 

Forrester が調査で明らかにしたポイントは以下のとおりです。 

› 「出張がさらに減りました。それにより、国内や国外出張の手配に伴う

負担がなくなり、スタッフが自分の業務を遂行できるようになりました」 

› 「当社はコスト削減のために出張ゼロのポリシーを策定しました。あら

ゆるコラボレーション ツールのおかげで、このポリシーを比較的にス

ムーズに施行できました」 

› 「今、私たちはより少ない人数を社内会議に行かせており、その中から

1 人に生中継をさせて、別の担当者はリアルタイムでコミュニケーショ

ンをとり、疑問に対する答えを得ることができています」 

モデル組織について、Forrester は次のように推定しています。 

› ユーザーが、対面のミーティングに代わって Teams の使用に慣れるに

つれて、出張数がさらに減少しました。 

› 出張の平均コストは 1,000 ドルです。 

出張数が減り、対面のミーティングを減らせる余地がほとんどなくなると、

この便益は低くなるかゼロになる場合があります。こうしたリスクを考慮

してこの便益を 10% 下方修正し、3 年間のリスク調整後の PV は計 23 万 

3,080 ドルとなりました。 
 
 

1 泊出張の減少: 計算表 

参照 指標 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 

C1 減少した出張回数  70 100 150 

C2 平均コスト  $1,000 $1,000 $1,000 

Ct 1 泊出張の減少 C1 x C2 $70,000 $100,000 $150,000 

 リスク調整 10% 下方修正    

Ctr 1 泊出張の減少 (リスク調整後)  $63,000 $90,000 $135,000 

  

3 年目には 1 泊の出張が
オンラインミーティング

に置き換わり、 

1 泊の出張が 150 回減少 
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コラボレーション 

Teams は、"Office 365 アプリと緊密に連携させてユーザーのコラボレー

ションを支援" できます。インタビューおよびアンケートの対象となった

組織からは、コラボレーションが改善され、インフォメーション ワーカー

とファーストライン ワーカーがより価値の高い業務に集中できるように

なったという事例が多数報告されました。Teams により、スタッフやリ

ソースへのアクセス性も高まり、よりスマートかつスピーディに意思決定を

下せるようになります。コラボレーションが改善されることで、従業員の

満足度向上に関与するさまざまな便益も得られ、世代間を越えて理解を深め、

共通の文化を醸成する助けにもなります。 

インフォメーション ワーカーのコラボレーションに 

要する時間の節約 

企業は、既存の Microsoft 365 の実装環境に Teams を追加することで、

インフォメーション ワーカーとファーストライン ワーカーの両方がコ

ラボレーション業務の時間を大幅に削減できたと報告しています。これには、

共同編集およびバージョン管理の時間や、適切な情報や同僚の検索に要する

時間などが含まれます。また企業は、ユーザーが Teams の専用ワークス

ペースで会話スレッドを使用して情報を要求および共有できるように

なったことで、電子メールの送信数も減少したと報告しています。 

インタビューから Forrester が明らかにしたポイントは次のとおりです。 

› 「時間の節約が特に大きな便益です。さまざまなソースのコンテンツの

統合と共同編集機能によって、時間を大幅に節約できます」 

› 「すべてのコラボレーション ドキュメントを一元化してミーティング

で利用できるという簡便さが利点です。スタッフは、さまざまなサービ

スを一元化できるところを高く評価しています」 

› 「当社のスタッフは、Teams によって異なるタイム ゾーン間での業務

がスムーズになったと話しています。これまでは、適切なタイミングで

適切なデータにアクセスすることに問題があったと話していました」 

› 「当社はあらゆる世代のスタッフを受け入れています。優秀な若い人材

を惹きつけたいとも考えています。若い世代は、私生活では何でも手元

のデバイスで済ませていますが、職場でも同じことを求めています。

Teams ならそれが可能です」 

› 「当社では、大勢のスタッフが配送施設や小売店で働いていますが、それ

ぞれに専用のデバイスはありません。Teams はこうしたスタッフにもメ

リットをもたらします」 

› 「Teams の大きな利点の 1 つはモビリティです。スマートフォン上で

簡単に利用できるので、外出中のスタッフのコラボレーションが改善さ

れました」 

アンケートから Forrester が明らかにしたポイントは次のとおりです。 

› 共同編集機能によって、ユーザーは週に 1.5 時間節約できるようにな

りました。北米では 14.9%、EMEA では 16.2%、アジア太平洋では 

17.4%、時間が節約されました。 

› より効果的にドキュメントおよび同僚を検索できるようになったことで、

1 日 7.8 分の時間節約につながりました。 

› バージョン管理が改善され、1 日 18.9 分の時間節約につながりました。 

› 会話の検索機能によって、1 日 20.9 分の時間節約につながりました。 

› 平均的なユーザーは 1 日 89 件の電子メールを受信しますが、Teams 

によってそれが 17.3% 減少しました。電子メールの件数は、アジア太

平洋地域では 1 日 83 件、北米地域では 1 日 96 件と幅があります。

減少率は、北米とアジア太平洋はほぼ同じですが、EMEA は 16.5% に

とどまっています。 

教育分野での利用 
 
特殊教育分野での Microsoft 365 

の活用を分析した以前の  TEI 調

査 (付録 B を参照) では、教員が 

Teams をどのように活用し、メリッ

トを得ているのかを明らかにしま

した。 

 

学生および保護者のエンゲージメント 

› 「教員は Teams を利用して、

離れた場所にいる学生と面談を

行っています。試験の監督に最

適な画面共有も利用しています」 

› 「学生が学校に足を運ぶ必要が

なくなり、4 分の 1 の学生はリ

モートだけで学習を進めていま

す。Teams のようなツールがな

ければ、必要なサポートを学生

に提供することはできなかった

でしょう」 

時間の節約と使いやすさ 

› 「今年は Teams を利用したので、

すべての特殊教育の教員向けの

オンサイトのトレーニング セッ

ションが不要でした。これにより、

最大で丸一日の移動時間を節約

できました」 

› 「Teams は非常に優れています。

さまざまな局面で利用しています。

私は別の州に引っ越したのですが、

勤務先の学校を変えずに済んで

います」 

› 「私たちは Teams を日常的に

利用しています。特殊教育に必

要なすべてが揃っています。あ

らゆる業務プロセスのマニュア

ルが常に最新の状態に保たれ、

教員は簡単に最新情報にアクセス

できます。質問があった場合は、

私や他の教員が答えます」 

› 「Teams のチャット機能をい

つも使用しています。今日は既

に 100 個の質問に答えました」 

「Teams は、ユーザーが  

1 か所ですべてに 

アクセスできる統合環境です」 

電気通信業界の GM 



 

 15 | Microsoft Teams の Total Economic Impact™ 

インフォメーション ワーカーに関して、Forrester は次のように推定して

います。 

› ユーザーは共同編集とバージョン管理業務の時間を 1 日 15 分節約し

ました。1 年目はユーザーがリアルタイムの分散型共同編集に慣れる段

階のため、この便益の半分が実現されています。 

› 情報、会話スレッド、同僚の検索に要する時間を 1 日 10 分節約でき

ました。 

› 平均的な従業員は 1 日 89 件の電子メールを受信しますが、Teams に

よってそれが 17.3% 減少しました。電子メールの内容確認と返信 (必

要な場合) に要する時間は、平均 1.5 分です。 

› 実質負担時給は 45.63 ドル、生産性の捕捉率は 25% です。 

コラボレーションおよび情報共有に伴う時間の節約は、関与する従業員の

数と、以前のそうした業務の所要時間、関与する従業員の時給によって異な

ります。こうしたリスクを考慮して、この便益を 15% 下方修正し、3 年間の

リスク調整後の PV は計 1,436 万ドルとなりました。 

 
 

インフォメーション ワーカーのコラボレーションに要する時間の節約: 計算表 

参照 指標 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 

D1 インフォメーション ワーカーの数 =A1 3,500 3,500 3,500 

D2 
週あたりの節約時間 — 共同編集および 

バージョン管理 (単位は時間) 

(1 日 15 分 x 5)/60  

[数値は概算] [1 年目は 50%] 
0.63 1.25 1.25 

D3 
週あたりの節約時間 — ドキュメント、 

会話、同僚の検索 (単位は時間) 

(1 日 10 分 x 5)/60  

[数値は概算] [1 年目は 50%] 
0.42 0.83 0.83 

D4 
週あたりの節約時間 - 電子メールの減少  

(単位は時間) 

(電子メール 445 件 x 17.3% x 1.5 

分)/60  

[数値は概算] [1 年目は 50%] 

0.96 1.92 1.92 

D5 週あたりの節約時間の合計 (単位は時間) D2 + D3 + D4 2.01 4.00 4.00 

D6 節約コストの合計 D1 x D5 x 52 週間 x $45.63 $16,692,367 $33,218,640 $33,218,640 

D7 生産性の捕捉率  25% 25% 25% 

Dt 
インフォメーション ワーカーの 

コラボレーションに要する時間の節約 
D8 x D9 $4,173,092 $8,304,660 $8,304,660 

 リスク調整 15% 下方修正    

Dtr 

インフォメーション ワーカーの 

コラボレーションに要する時間の節約  

(リスク調整後) 

 $3,547,128 $7,058,961 $7,058,961 

 

ファーストライン ワーカーのコラボレーションに要する 

時間の節約 

ファーストライン ワーカーに焦点を当てた以前の TEI 調査では、Office 

365 のツールをすべて使用することで、コラボレーションおよびコミュニ

ケーション業務の所要時間を 1 日 1 時間以上節約できることがわかり

ました (この調査の詳細については、付録 B を参照)。この分析では、二

重計算を避けるために、節約時間が大幅に下方修正されています。 

Forrester の推定は以下のとおりです。 

› ユーザーは、所属チームや組織の他のチームのスタッフとのコラボレー

ションおよびコミュニケーションに要する時間を 1 日 9 分節約でき

ます。1 年目はユーザーが新しいコラボレーション ツールに慣れる段

階のため、実現されるのはこの便益の半分です。 

› 実質負担時給は 45.63 ドル、生産性の捕捉率は 25% です。 

ファーストライン ワーカーの節約時間は、インフォメーション ワーカーと

同様です。こうしたリスクを考慮してこの便益を 15% 下方修正し、3 年間の

リスク調整後の PV は計 50 万 1,214 ドルとなりました。  

コラボレーションの 

改善によって 

ファーストライン  

ワーカーが 

節約できる時間: 

週に 45 分 
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ファーストライン ワーカーのコラボレーションに要する時間の節約: 計算表 

参照 指標 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 

E1 ファーストライン ワーカーの数  1,500 1,500 1,500 

E2 
週あたりの節約時間 - 所属チームとの 

コラボレーション (単位は時間) 

(1 日 4.4 分 x 5)/60  

[数値は概算] [1 年目は 50%] 
0.19 0.37 0.37 

E3 
週あたりの節約時間 - 所属チーム以外との 

コラボレーション (単位は時間) 

(1 日 4.6 分 x 5)/60  

[数値は概算] [1 年目は 50%] 
0.19 0.38 0.38 

E4 週あたりの節約時間の合計 B2 + B3 0.38 0.750 0.750 

E5 節約コストの合計 E1 x E4 x 52 週間 x $19.78 $586,279 $1,157,130 $1,157,130 

E6 生産性の捕捉率  25% 25% 25% 

Et 
ファーストライン ワーカーの 

コラボレーションに要する時間の節約 
E5 x E6 $146,570 $289,283 $289,283 

 リスク調整 15% 下方修正    

Etr 

ファーストライン ワーカーの 

コラボレーションに要する時間の節約  

(リスク調整後) 

 $124,584 $245,890 $245,890 

 

意思決定の所要時間の短縮 

企業は、Teams によって従業員の意思決定のスピードも上がったと報告

しています。従業員は同僚との連絡やコミュニケーションのスピードが高

まり、必要な情報をすべて確認してより効率的に意思決定を下せるように

なりました。企業に対するインタビューから Forrester が明らかにしたポ

イントは次のとおりです。 

› 「コラボレーション プロセスが標準化され、意思決定のスピードが上

がりました」 

› 「より的確かつ迅速に意思決定を下せるようになりました。スタッフが

他のスタッフの言ったことを理解していないというリスクがなくなり

ました」 

アンケートの結果から、意思決定の平均所要時間が 18.6% 短縮されたこ

とがわかりました。この数字は組織の規模によって異なります。従業員が 

2,000 人から 2 万人の企業は、短縮率が 17.7% でした。2,000 人未満の

企業の短縮率は 18.6%、2 万人を超える企業は 20.2% でした。職務の一

環として常に意思決定を下しているユーザーは、そうした意思決定に週に 

5 時間を費やしていました。 

モデル組織については、Forrester は次のように推定しています。 

› 常に意思決定に関与し、そのために同僚から情報を収集する必要がある

ユーザーは 500 人です。ユーザーが意思決定プロセスでの Teams の

使い方に慣れる 1 年目では、これより少ない人数になります。 

› 従業員が意思決定のための情報収集に費やしていた時間は 1 日 1 時間で

す。Teams によってこれが 17.7% 短縮されます。1 年目は従業員がこれ

らの新しいソリューションに慣れる段階のため、この 50% が実現され

ています。 

› 実質負担時給は 45.63 ドル、生産性の捕捉率は 25% です。 

他の組織が実現できる便益は、同様の意思決定業務に関与しているユーザー

の数によって異なる場合があります。こうしたリスクを考慮してこの便益を 

10% 下方修正し、3 年間のリスク調整後の PV は計 45 万 1,273 ドルと

なりました。 

  

意思決定の 

所要時間の 

短縮率:  

17.7% 
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意思決定の所要時間の短縮: 計算表 

参照 指標 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 

F1 意思決定者の数  350 500 500 

F2 週あたりの節約時間 (単位は時間) 
5 時間 x 17.7% [数値は概算]  

[1 年目は 50%] 
0.45 0.89 0.89 

F3 合計節約時間に基づく節約コスト F1 x F2 x 52 週間 x $45.63 $373,710 $1,055,878 $1,055,878 

F4 生産性の捕捉率  25% 25% 25% 

Ft 意思決定の所要時間の短縮 F3 x F4 $93,427 $263,970 $263,970 

 リスク調整 10% 下方修正    

Ftr 意思決定の所要時間の短縮 (リスク調整後)  $84,085 $237,573 $237,573 

 

従業員の離職率とオンボーディングのコストの低減 

インタビューおよびアンケートの対象となった企業は、Teams によって

従業員の満足度が高まり、従業員と組織全体のつながりが改善されたと回

答しています。特に若い従業員は、私生活と同じように、職場でも最新の 

IT エクスペリエンスを求めています。これにより、従業員の離職率と、代

わりの人材を探してオンボーディングを行うための関連コストを低減で

きます。また、複数のソリューションの使用方法を学ぶ必要がなくなるの

で、新入社員のトレーニング コストも下がります。 

Forrester がインタビューで確認したポイントは次のとおりです。 

› 「スタッフが Teams に簡単にアクセスできるようになりました。CEO 

が全社会議を開く際には、全従業員が Skype (現在は Teams の一部) 

から参加できます。従業員のエクスペリエンスが大幅に改善され、組織

の一員としての意識が高まりました」 

› 「若い従業員はソーシャル プラットフォームを使い慣れているので、

仕事でもそれと同様のツールを提供する必要があります」 

› 「モバイル ワーカーからのフィードバックは非常に好意的です。会社の

情報にアクセスしやすくなったためです」 

アンケートの結果、Teams ユーザーは組織の一員としての意識と満足度が

高まったため、平均離職率が 11.8% から 11.4% に下がったことがわかり

ました。 

新入社員のオンボーディング コストが 17%、金額にして 1,500 ドル低下

したこともわかりました。複数のツールのトレーニング時間が削減された

ためです。従業員 2,000 人未満の企業はオンボーディング コストが 

18.2% 削減され、2 万人を超える企業は 11.5% 削減されました。 

財務分析に関しては、Forrester は次のように推定しています。 

› インタビューとアンケートに基づくと、全従業員の離職率が 11.8% から 

11.4% に低下しています。1 年目は組織が Teams の使用方法に慣れて

いく段階のため、この半分が実現されています。 

› その他の新入社員のオンボーディングとトレーニングのコストは、

1,500 ドル減少しました。 

このオンボーディング関連の節約コストは、以前の離職率と関係職務 (た

とえばコールセンター スタッフは、一般的に離職率が高くなります) に

よって変動します。こうしたリスクを考慮してこの便益を 10% 下方修正

し、3 年間のリスク調整後の PV は計 142 万ドルとなりました。 

  

新入社員の採用および
オンボーディングに 

伴うコストの削減: 

3 年間で 140 万ドル 
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従業員の離職率とオンボーディングのコストの削減: 計算表 

参照 指標 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 

G1 離職率の低下 11.8% -> 11.4% [1 年目は 50%] 0.2% 0.4% 0.4% 

G2 
インフォメーション ワーカーの離職者の 

減少 
A1 x G1 7 14 14 

G3 
オンボーディング コストの削減 -  

インフォメーション ワーカー 
G2 x ((2 日間 x $365.04) + 
$5,605) 

$44,345 $88,691 $88,691 

G4 
ファーストライン ワーカーの離職者の 

減少 
E1 x G1 3 6 6 

G5 
オンボーディング コストの削減 -  

ファーストライン ワーカー 
G4 x ((2 日間 x $158.24) + 

$5,605) 
$17,764 $35,529 $35,529 

G6 
オンボーディング コストの削減 -  

その他の新入社員 

(A1 + E1) x 11.4% x $1,148  
[1 年目は 50%] $327,180 $654,360 $654,360 

Gt 
従業員の離職率とオンボーディングの 

コストの低下 
G3 + G5 + G6 $389,290 $778,580 $778,580 

 リスク調整 10% 下方修正    

Gtr 
従業員の離職率とオンボーディング  

コストの低下 (リスク調整後) 
 $350,361 $700,722 $700,722 

 

カスタマイズおよび拡張 

Teams のプラットフォームは、ユーザーが "サードパーティのアプリやプ

ロセス、デバイスを使用してカスタマイズおよび拡張" できます。これに

より業務を効率化し、複数のシステムを切り替える時間を節約できるほか、

顧客やその他の外部組織との関係を深めることができます。 

アプリケーションの切り替えに要する時間の節約 

Teams は、ユーザーがさまざまな機能や情報ソース、同僚にアクセスでき

る中核拠点です。以前までは、ユーザーはマイクロソフトや他のベンダー、

自社開発など、さまざまなシステムを切り替える必要がありました。Teams 

によって、ユーザーは時間を節約して生産性を高めることができます。 

インタビューから Forrester が明らかにしたポイントは次のとおりです。 

› 「ユーザーが各自の PowerApps を Teams に統合し、現場での作業に活

かすようになりました」 

› 「以前までは、管理スタッフは複数のシステムから情報を収集し、レポー

トを作成、配布していました。現在は、チームのメンバーが Teams にア

クセスできるようにしており、情報が自動的にプッシュされています。

推定では、200 人の従業員が 1 週間に 6 時間節約しています」 

› 「特にすばらしいのは、マイクロソフトのアプリ ストアが Teams に

統合されていることです。あらゆるタイプの機能を追加できます」 

› 「一部のパワー ユーザーは、Teams 内で Microsoft Flow を使用して

カスタムのダッシュボードを作成し、Stream のチャンネルを挿入する

ようになりました」 

アンケートによると、ユーザーは "アプリの切り替えが少なくなった" こ

とで、1 日平均 19.5 分の時間を節約しています。これには、切り替えの

しくみと認知的な再集中に要する時間が含まれます。 

モデル組織については、Forrester は次のように推定しています。 

› さまざまなアプリへの切り替えが少なくなったことで、インフォメーショ

ン ワーカーは 1 日 15 分、ファーストライン ワーカーは 1 日 5 分

の時間を節約しています。1 年目は多くのサードパーティ アプリと 

LOB アプリが Teams に組み込まれる段階のため、この半分が実現され

ています。 

› 実質負担時給は 45.63 ドル、生産性の捕捉率は 25% です。 

アプリケーション 

切り替えの減少に 

よる節約時間: 

 インフォメーション  

ワーカー: 1 日 15 分 

 ファーストライン  

ワーカー: 1 日 5 分 
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この便益は、Teams に組み込まれたアプリの数とタイプによって変動し

ます。こうしたリスクを考慮してこの便益を 15% 下方修正し、3 年間の

リスク調整後の PV は計 477 万ドルとなりました。 
 
 

アプリケーションの切り替えに要する時間の削減: 計算表 

参照 指標 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 

H1 インフォメーション ワーカーの数  3,500 3,500 3,500 

H2 
節約時間 - アプリケーションの切り替え  

(単位は時間) 

(15 分 x 5 日)/60  

[数値は概算] [1 年目は 50%] 
0.63 1.25 1.25 

H3 

アプリケーション切り替えの減少による 

総節約コスト - インフォメーション  

ワーカー 

H1 x H2 x 52 週間 x $45.63 $5,231,936 $10,380,825 $10,380,825 

H4 ファーストライン ワーカーの数  1,500 1,500 1,500 

H5 
節約時間 - アプリケーションの切り替え  

(単位は時間) 

(5 分 x 5 日)/60  

[数値は概算] [1 年目は 50%] 
0.21 0.42 0.42 

H6 

アプリケーション切り替えの減少による 

総節約コスト - ファーストライン  

ワーカー 

H4 x H5 x 52 週間 x $19.78 $323,996 $647,993 $647,993 

H7 生産性の捕捉率  25% 25% 25% 

Ht 
アプリケーションの切り替えに要する時間の
節約 

(H3 + H6) x H7 $1,388,983 $2,757,204 $2,757,204 

 リスク調整 15% 下方修正    

Htr 
アプリケーションの切り替えに要する時間の

削減 (リスク調整後) 
 $1,180,636 $2,343,624 $2,343,624  

 

外部組織との連携に要する時間の節約 

多くの企業の従業員が Teams を使用して、外部のユーザーとのコミュニ

ケーションと連携を改善していました。たとえば見込み客や顧客、パート

ナーなどです。これにより、営業、製品開発、コンプライアンスなど、多数

のプロセスを効率化できます。 

この便益が当てはまるのは一部のユーザーです。アンケートによると、対

象の従業員は、それまで外部の人間とのやり取りで週に 11.9 時間を費や

していましたが、Teams によって 18.4% (週に 2.2 時間) 短縮されました。

この短縮率は地域によって大きく異なり、北米は 15.0%、アジア太平洋は 

18.6%、EMEA は 20.9% でした。 

モデル組織について、Forrester は次のように推定しています。 

› 350 人のユーザーがこの便益を実現し、週に 2 時間節約できました。 

› 実質負担時給は 45.63 ドル、生産性の捕捉率は 25% です。 

この便益は対象ユーザーの数と効率化されるプロセスによって変動します。

こうしたリスクを考慮してこの便益を 10% 下方修正し、3 年間のリスク

調整後の PV は計 75 万 9,493 ドルとなりました。 

  

外部組織との連携に 

要する時間の節約:  

1 日 24 分 
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外部組織との連携に要する時間の節約: 計算表 

参照 指標 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 

I1 対象の従業員の数  350 350 350 

I2 
週あたりの節約時間 - アプリおよび 

プロセスの統合の改善 (単位は時間) 
[1 年目は 50%] 1 2 2 

I3 
アプリおよびプロセスの拡張性の 

改善による総節約コスト 
I1 x I2 x 52 週間 x $45.63 $830,466 $1,660,932 $1,660,932 

I4 生産性の捕捉率  25% 25% 25% 

It 外部組織との連携に要する時間の節約 I1 x I2 x I3 x I4 $207,617 $415,233 $415,233 

 リスク調整 10% 下方修正    

Itr 
外部組織との連携に要する時間の節約  

(リスク調整後) 
 $186,855 $373,710 $373,710 

 

業務の信頼性 

Microsoft 365 の一部として、Teams は非常に高いレベルのセキュリティ、

拡張性、可用性を提供します。Teams を利用すれば、組織はエンタープラ

イズレベルのセキュリティ、コンプライアンス、管理性を活かして安心し

て業務に取り組むことができます。この調査では、信頼性の向上とコンプ

ライアンスの簡略化という観点から、この分野に焦点を当てます。 

より広範囲なセキュリティの改善についての分析も重要ですが、これまでの 

TEI 調査で定量化されています (付録 B を参照)。セキュリティはさまざ

まな Microsoft 365 ソリューション コンポーネントの影響を受けるので、

そうした分析はこの調査では割愛しています。Microsoft 365 の一部として 

Teams を使用している組織の 86% は、プライバシー管理機能が以前のソ

リューションよりも優れていると回答しており、84% はリモート ワークの

セキュリティが改善されたと回答しています。 

ユーザーのダウンタイムの短縮 

インタビューの対象者は、以前のオンプレミス型コラボレーション ソリュー

ションではダウンタイムが発生していたと報告しています。たとえば以下

のような事例が報告されました。 

› 「1 時間のシャットダウン後、25% の従業員の業務が完全にストップ

します。従業員 1 人あたりの時給は 100 ユーロです。年間で 1 日分の

ダウンタイムをなくすことができれば、Office 365 サブスクリプション

への全投資の元をとることができます」 

› 「マイクロソフトと Teams を選んだのは、信頼性が高いからです」 

アンケートから、以前は年間平均 4.5 回のダウンタイム イベントが発生

しており、各イベントで約 3.7 時間のダウンタイムが生じていたことがわ

かっています。ユーザーがあらゆるデバイスからオンラインで簡単にツー

ルや情報にアクセスできるようになったので、Teams だけでダウンタイ

ムが 14.6% 削減されたと推定しています。 

モデル組織について、Forrester は次のように推定しています。 

› 以前は、5,000 人のユーザー全員がダウンタイムの影響を受けており、

インフォメーション ワーカーの方がファーストライン ワーカーより

も長いダウンタイムが発生していました。便宜的に、すべてのユーザー

に対して平均のダウンタイムを使用しました。 

› ダウンタイム中のユーザー アクセスが 14.6% 改善されました。 

› 平均実質負担時給の 37.875 ドルは、インフォメーション ワーカーと

ファーストライン ワーカーの合算に基づいています。 

› ここでもすべての節約時間が付加価値の高い他の業務に割り当てられる

わけではないので、実現されたのはこの便益の 25% のみとしました。 

ダウンタイムの 

短縮率: 14.6% 
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ダウンタイムの短縮率は、ユーザー数、以前の環境でのダウンタイム イ

ベントの回数、各ダウンタイム イベントの平均持続時間によって変動し

ます。こうしたリスクを考慮してこの便益を 10% 下方修正し、3 年間の

リスク調整後の PV は計 25 万 7,586 ドルとなりました。 
 
 

ユーザーのダウンタイムの短縮: 計算表 

参照 指標 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 

J1 影響を受ける従業員の数  5,000 5,000 5,000 

J2 
会社全体の平均実質負担コスト  

(1 時間あたり) 

[インフォメーション ワーカーが 

3,500 人、ファーストライン  

ワーカーが 1,500 人] 

$37.875 $37.875 $37.875 

J3 
Teams によって短縮されたダウンタイム  

(単位は時間) 
4.5 回のイベント x 3.7 時間 x 
14.6% 

2.4309 2.4309 2.4309 

J4 
ユーザーのダウンタイムの短縮による 

総節約コスト 
J1 x J2 x J3 $460,352 $460,352 $460,352 

J5 生産性の捕捉率  25% 25% 25% 

Jt ユーザーのダウンタイムの短縮 J4 x J5 $115,088 $115,088 $115,088  

 リスク調整 10% 下方修正     

Jtr ユーザーのダウンタイムの短縮 (リスク調整後)  $103,579 $103,579 $103,579 

 

IT 関連のコンプライアンスおよび電子情報開示のコストの削減 

インタビューおよびアンケートの対象となった企業は、Teams により、さ

まざまな形でコンプライアンスを改善させました。コミュニケーションと

コラボレーションが一元化されるので、リスク監査の包括化、ポリシー施

行の改善、内外の調査のための電子情報開示の改善などがこれに該当しま

す。 

アンケートから Forrester が明らかにしたポイントは以下のとおりです。 

› IT 関連のコンプライアンスのコストが 14.1% 削減されました。 

› 電子情報開示の業務に要する時間が 12.3% 短縮されました。 

インタビュー対象者は次のように話しています。 

› 「セキュリティ関連の監査ポイントが大幅に減り、深刻度が下がりました。

オンプレミス ソリューションを使用していたときは、製品化を急ぐ必

要があったのでさまざまな問題が発生していました」 

› 「データ保持ポリシーとコンプライアンス ポリシーに一貫性が生ま

れました。自動化によって時間と労力を大幅に節約できています」 

› 「監査チームは、これらのソリューションを監査ツールと統合できると

ころが気に入っているようです」  
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財務分析に関して、Forrester は次のように推定しています。 

› 組織は以前まで、IT 関連のコンプライアンスと電子情報開示の業務に

年間 50 万ドルを費やしていましたが、それが 13.2% 削減されました。

このうちの 3 分の 1 は、Teams によって一元化されたコミュニケーショ

ンおよびコラボレーション ツールと情報リポジトリの使用率が高まっ

たためです。これにより、コンプライアンスと電子情報開示が大幅に簡

単になりました。残りの 3 分の 2 は、その他の Microsoft 365 ソ

リューションによるものです。 

削減コストは、以前のソリューションと Teams の使用方法によって変動

します。こうしたリスクを考慮してこの便益を 5% 下方修正し、3 年間の

リスク調整後の PV は計 4 万 2,050 ドルとなりました。 
 
 

IT 関連のコンプライアンスおよび電子情報開示のコストの削減: 計算表 

参照 指標 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 

K1 以前のコスト  $500,000 $500,000 $500,000 

K2 Teams に起因する削減コスト K1 x 13.2% [1 年目は 50%] $33,000 $66,000 $66,000 

K3 Teams への割り当て  33% 33% 33% 

Kt 
IT 関連のコンプライアンスおよび電子情報
開示のコストの削減 

K2 x K3 $10,890 $21,780 $21,780  

 リスク調整 5% 下方修正    

Ktr 
IT 関連のコンプライアンスおよび電子情報

開示のコストの削減 (リスク調整後) 
 $10,346 $20,691 $20,691 

 

柔軟性 

柔軟性の価値は顧客ごとに明確に異なり、その価値の測定方法も組織によって

異なります。顧客が Teams を導入し、その後追加の用途やビジネス チャン

スを実現するシナリオには、さまざまなものがあります。 

上述したように、Teams を利用すると組織は本質的に俊敏性が高まります。

また、インタビューを受けた企業は、既存の機能をより多くの地域やユー

ザーにロールアウトしていて、利用可能になった新機能も追加しています。

多くの企業が、将来にわたって追加の便益を提供することができる電話シス

テムおよび通話プラン ソリューションや、クラウド PBX を評価していま

す。 

インタビューおよびアンケートの対象となった一部の企業は、ボットも活

用し始めています。ボット活用の初期段階にいる企業がほとんどなので、

ボットは「柔軟性」セクションに含まれています。あるインタビュー対象者は

次のように話しています。「当社では、ボット関連の取り組みを進めています。

プロジェクトの進捗状況をチームのメンバーに質問するボットや、不在時に

電子メール処理を手伝う sick bot(ボット名称) などです」 

アンケート対象者の 64% が現在ボットを利用しており、ボットを利用し

ているユーザーは 1 日平均 19.2 分の時間を節約していると報告されて

います。その潜在価値を以下の表にまとめました。ボットが普及するにつ

れ、ユーザー数も増加します。この柔軟性の便益は、財務分析には含まれ

ていません。 

  

IT 関連のコンプライ
アンスおよび電子情報
開示のコストの削減: 

13.2% 

TEI による定義では、柔軟性は将来

追加投資するためのビジネス上の

便益へと変わる可能性のある、追加
能力または機能への投資を表します。

これにより、組織は将来のイニシア

チブを握る "権利" つまり能力を

持つことになりますが、その義務はあ

りません。 
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ボットの統合による節約時間: 計算表 

参照 指標 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 

XX1 影響を受けるインフォメーション ワーカーの数  500 1,500 3,000 

XX2 週あたりの節約時間 (単位は時間) (19.2 分 x 5 日)/60 1.6 1.6 1.6 

XX3 節約コストの合計 XX1 x XX2 x 52 週間 x $45.63 1,898,208 5,694,624 11,389,248 

XX4 生産性の捕捉率  25% 25% 25% 

XXt ボットの統合による節約時間 XX3 x XX4 $474,552 $1,423,656 $2,847,312 

 リスク調整 15% 下方修正    

XXtr ボットの統合による節約時間 (リスク調整後)  $403,369 $1,210,108 $2,420,215 

 

  



 

 24 | Microsoft Teams の Total Economic Impact™ 

コストの分析 

モデル組織のコストの数値データ 

 
 

総コスト 

参照 コスト 初回期間 1 年目 2 年目 3 年目 合計 現在価値 

Ltr 社内での取り組み $151,250 $378,125 $378,125 $378,125 $1,285,625 $1,091,591 

Mtr 
展開および移行のプロフェッショナル  

サービス 
$348,480 $0 $0 $0 $348,480 $348,480 

Ntr 
割り当てられた Microsoft 365  

ライセンス 
$214,500 $643,500 $643,500 $643,500 $2,145,000 $1,814,789 

 総コスト (リスク調整後) $714,230 $1,021,625 $1,021,625 $1,021,625 $3,779,105 $3,254,860 
 

社内での取り組み 

Teams の展開は、メインとなる Microsoft 365 の展開後に行うのが最も

一般的なシナリオです。その場合、ユーザーは "スイッチ 1 つ" で Teams 

を利用できます。オンライン版は Microsoft 365 アプリケーションのリス

トから利用できます。デスクトップおよびモバイル アプリもその後使用で

きます。 

財務分析には、4 か月の初回期間が含まれています。この期間中に、モデ

ル組織はパイロット運用を行い、Skype for Business を Teams に移行し

ています。持続的な観点からは、0.5 FTE が Teams の管理と新機能のロー

ルアウトを担当します。2 FTE が継続的なトレーニングと変更管理を担当

します。 

Teams を展開および管理するための社内での取り組みは、導入方法や IT 

組織の規模によって異なります。こうしたリスクを考慮してこのコストを 

10% 上方修正し、3 年間のリスク調整後の PV は計 109 万ドルとなりま

した。 
 
 

社内での取り組み: 計算表 

参照 指標 計算式 初回期間 1 年目 2 年目 3 年目 

L1 月数 - 展開および移行  4    

L2 FTE 数 - 展開および移行  3    

L3 月数 - 継続運用   12 12 12 

L4 FTE 数 - 継続的なソリューション管理   0.5 0.5 0.5 

L5 
FTE 数 - 継続的な変更管理および 

トレーニング 
  2.0 2.0 2.0 

L6 実質負担 IT コスト (月あたり)  $11,458 $11,458 $11,458 $11,458 

Lt 社内での取り組み ((L1 x L2) +  
(L3 x (L4 + L5))) x L6 

$137,500 $343,750 $343,750 $343,750 

 リスク調整  10% 上方修正     

Ltr 社内での取り組み (リスク調整後)  $151,250 $378,125 $378,125 $378,125 

  

上記の表には、以下の領域全体での

すべてのコストの合計と、10% を

差し引いた現在価値 (PV) がまとめ

られています。モデル組織のリスク調

整後の総コストの PV は、3 年間で 

320 万ドルを超える見込みです。 
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展開および移行のプロフェッショナル サービス 

プロフェッショナル サービスは、初期の Teams の展開の一環として、特

に Skype for Business からの移行として利用されるのが一般的です。財務

分析では、3 FTE のコンサルタントが 4 か月の初回期間にこれに取り組んで

います。継続的な管理サービスなどのその他のコストは、完全な Microsoft 

365 プロフェッショナル サービスの契約に含まれているので、ここでは

省略されています。 

必要なプロフェッショナル サービスの量は、組織全体の規模と社内の IT 

スキル、この仕事に割り当てることができるリソースによって変動します。

こうしたリスクを考慮してこのコストを 10% 上方修正し、3 年間のリスク

調整後の PV は計 34 万 8,480 ドルとなりました。 
 

展開および移行のプロフェッショナル サービス: 計算表 

参照 指標 計算式 初回期間 

M1 月数  4 

M2 コンサルタントの FTE 数  3 

M3 FTE あたりの月間コスト $1,200 x 22 営業日 $26,400 

Mt 展開および移行のプロフェッショナル サービス M1 x M2 x M3 $316,800 

 リスク調整  10% 上方修正  

Mtr 展開および移行のプロフェッショナル サービス (リスク調整後)  $348,480 

 

割り当てられた Microsoft 365 ライセンス 

Teams は、より包括的な Office 365 および Microsoft 365 ソリューション

の一部です。スタンドアロンの SKU や価格はありません。財務分析で、

Forrester は Microsoft 365 に関連付けられる便益の 25% は主に Teams 

に起因すると見なし、ライセンス  コストの  25% を含めています。

Microsoft 365 E5 ライセンスが 3,500 件、F1 ライセンスが 1,500 件です。

便宜的に、ユーザー数は調査期間中一定であるとします。ライセンス コスト

は展開に要する時間を考慮し、初回期間中は日割計算されています。 

定価を使用したため、リスク調整は行っていません。3 年間の総 PV は 

181 万ドルとなりました。 
 
 

割り当てられた Microsoft 365 ライセンス: 計算表 

参照 指標 計算式 初回期間 1 年目 2 年目 3 年目 

N1 Microsoft 365 E5 ライセンスの総コスト 

$57 x 12 か月 x  

インフォメーション  

ワーカー 3,500 人  

[初回期間中は日割計算] 

$798,000 $2,394,000 $2,394,000 $2,394,000 

N2 Microsoft 365 F1 ライセンスの総コスト 

$10 x 12 か月 x  

ファーストライン  

ワーカー 1,500 人  

[初回期間中は日割計算] 

$60,000 $180,000 $180,000 $180,000  

N3 Microsoft 365 ライセンスの総コスト N1 + N2 $858,000 $2,574,000 $2,574,000 $2,574,000 

Nt 
割り当てられた Microsoft 365  

ライセンス 
N3 x 25% $214,500 $643,500 $643,500 $643,500 

 リスク調整  0%     

Ntr 
割り当てられた Microsoft 365  

ライセンス (リスク調整後) 
 $214,500 $643,500 $643,500 $643,500 

  

実装リスクとは、提案されている

投資が元の要件または予測された

要件に合わなくなり、予想よりも

高い費用が必要になるリスクです。

不確実性が大きくなるほど、コスト

の推測の幅が大きくなります。 
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財務の概要 

連結された 3 年間のリスク調整後の指標 

 
 
 

キャッシュ フローの図 (リスク調整後) 

 

 

 
 

キャッシュ フロー表 (リスク調整後)      
 

          
 

   初回期間 1 年目 2 年目 3 年目 合計  現在価値   

 総コスト ($714,230) ($1,021,625) ($1,021,625) ($1,021,625) ($3,779,105)  ($3,254,860)  
 

 総便益 $0 $7,667,724 $14,776,800 $14,845,550 $37,290,074  $30,336,571  
 

 純便益 ($714,230) $6,646,099 $13,755,175 $13,823,925 $33,510,969  $27,081,711  
 

 ROI        832%  
 

 回収期間       6 か月未満  
 

          

 

  

「便益」と「コスト」のセクションで

算出された財務結果は、モデル組

織による投資の ROI、NPV、回収期間

の計算に使用できます。Forrester 

は、この分析の年間割引率を 10% 

と見積もっています。 

これらのリスク調整後の 

ROI、NPV、回収期間の 

値は、「便益」および 

「コスト」セクションの
調整前の結果にリスク 

調整要因を適用すること
で算出されています。 
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Microsoft Teams: 概要 

以下の情報はマイクロソフトから提供されたものです。Forrester は、いかなる主張も検証しておらず、マイクロ

ソフトまたはその製品を推奨しているわけでもありません。 

Microsoft Teams は、チャット、ミーティング、通話、Office 365 アプリなど、チームとして十分な情報に基づき、

より迅速に意思決定を下すために必要なあらゆる機能が安全な拠点に一元化されている唯一の製品です。 

 

より効果的なコミュニケーション 

› 1 対 1 のチャットやグループ チャットで常に最新の情報を共有 

› スレッド形式の常設チャットを利用し、オープンかつ透明性の高い方法で情報を共有 

› ミーティングの録画や自動文字起こしを利用して、最新情報を即座に把握 

› クラウドベースのテレフォニー ソリューションでだれとでもつながることが可能 

› モバイル、デスクトップ、ブラウザー、さまざまなデバイスで利用可能 

 

より効果的なコラボレーション 

› 1 つのワークスペース上でファイル、関連チャット、アプリにアクセス 

› アプリ内で Word、Excel、PowerPoint、その他のドキュメントを共有および共同編集 

› SharePoint、OneNote、PowerBI などの Office 365 アプリへのアクセス機能を標準搭載 

› 人、ファイル、チャットを対象に検索を実行し、必要な情報を確認 

 

ワークスペースをカスタマイズ 

› 重要なファイルやアプリ、データ ダッシュボードをピン留めし、チャネルをカスタマイズ 

› チームが重要な情報にすぐにアクセスできるよう、サードパーティのサービスを追加 

› ワークフローを統合してプロセスを簡略化し、意思決定を高速化 

› Teams の開発者プラットフォームを利用して、既存のビジネス アプリとの統合を確立 

 

チーム作業のセキュリティを維持 

› ローカル データの保管機能や、ミーティング参加のグローバルなピアリング ポイントを含む大規模な

グローバル クラウド 

› EU モデル契約条項、SOC 1 および 2、HIPAA、GDPR などへの準拠を徹底 

› 電子情報開示、データ損失防止、訴訟ホールド、監査などの組み込みのデータ保護機能 

› 多要素認証により、ID 保護とゲストによるアクセスのセキュリティを強化 

› 181 の市場と 44 の言語で利用可能 

  

Microsoft Teams 
Microsoft Teams は Office 365 のチームワークの拠点 
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付録 A: Total Economic Impact 

Total Economic Impact は、企業の技術的な意思決定プロセスを強化し、

ベンダーが自社の製品およびサービスの価値提案を顧客に伝えることを

支援する手法で、Forrester Research によって開発されました。TEI の手法

は、企業の上級管理職とその他の主要ステークホルダーの双方が、IT 関連

への取り組みの具体的な価値を実証して根拠を明確化し、実現するのに役

立ちます。 

 

Total Economic Impact のアプローチ 
 

 

 

便益: 便益とは、製品によって企業にもたらされる価値を意

味します。TEI 手法では、便益の測定とコストの測定を同様

に重視するので、組織全体に反映される技術の影響が完全に

評価されます。 

 

 

コスト: コストとは、提案された製品の価値、つまり便益を

得るのに必要な投資を意味します。TEI 内のコスト カテゴリ

には、ソリューションに関連付けられた継続的なコストにつ

いて既存の環境で増分の費用があれば、それも含まれます。 

 
 

 

 

柔軟性: 柔軟性とは、実行済みの初期投資の上に築き上げら

れる将来の追加投資のために取得できる戦略的価値を意味

します。その便益を享受できる能力を持つことは、推定可能

な現在価値があることになります。 

 

 

リスク: リスクでは、便益とコストの推定値の不確実性を測

定します。ここで言う不確実性は、1) 推定値が元の予測に一

致する確率と、2) ある期間、それらの推定値が追跡される確

率に基づきます。TEI のリスク要因は、"三角分布" に基づい

ています。 

初期投資の列には、"0 時点"、つまり割り引きが適用されない 1 年目初日に発生した

コストが含まれます。その他すべてのキャッシュ フローは、年末時点の割引率に

基づいて割り引かれます。PV の値は、総コストおよび総便益の各推定値に対して

算出されます。要約の表の NPV の値は、初期投資と各年における割り引き後のキャッ
シュ フローの合計値です。総便益、総コスト、キャッシュ フローの表の合計値と 

PV 値は、概算値が使用されている場合があるので、総和が正確に一致しないこと

があります。 

  

 

 

現在価値 (PV) 

 
 

利率 (値引率) に基づいて値引きされ

たコストと便益の推定値の現在価値。

コストと便益の PV は、キャッシュ 

フローの総 NPV に組み入れられます。 
 

 

 

正味現在価値 (NPV) 

 
 
 

利率 (値引率) に基づいて値引きされ

た将来の正味キャッシュ フローの推

定値の現在価値。予測 NPV が正の場

合、通常は投資する必要があることを

示します。ただし、その他のプロジェ

クトの NPV がさらに高い場合を除き

ます。 
 

 

 

投資収益率 (ROI) 

 
 

あるプロジェクトの予測リターンの

測定値をパーセントで表したもの。

ROI を算出するには、正味便益 (便益

からコストを引いた値) をコストで割

ります。 
 

 

 

割引率 

 
 

お金の時価を考慮に入れるため、

キャッシュ フロー分析で使用される

利率。企業は一般に、割引率を 8 ～ 

16% に設定します。 
 

 

 

回収期間 

 
 
 

投資の損益が均衡するポイント。正味

便益 (便益からコストを引いた値) が

初期投資またはコストに等しくなる

時点です。 
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付録 B: 過去の TEI 調査 

この調査で収集された新しい情報以外に、以下の調査のデータ ポイントも使用されました。 

› 「Microsoft Accessibility And Assistive Technologies For Education: A Total Economic Impact™ Analysis」 

マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が作成したレポート (2019 年 2 月)。 

› 「The Total Economic Impact™ Of Microsoft 365 E5 Solutions」 

マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が作成したレポート (2018 年 10 月)。 

› 「The Total Economic Impact™ Of Office 365 Enterprise E5 Solutions」 

マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が作成したレポート (2018 年 10 月)。 

› 「The Total Economic Impact™ Of Microsoft 365 Teamwork Solutions」 

マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が作成したレポート (2018 年 7 月)。 

› 「The Total Economic Impact™ Of Microsoft 365 Education」 

マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が作成したレポート (2018 年 1 月)。 

› 「Improving Firstline Worker Performance With Microsoft Office 365: A Forrester Total Economic Impact™ Analysis」

マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が作成したレポート (2017 年 9 月)。 

› 「Achieving Digital Business Transformation With Microsoft 365 Enterprise E5: A Total Economic Impact™ Analysis」

マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が作成したレポート (2017 年 9 月)。 

› 「The Total Economic Impact™ Of Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection」 

マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が作成したレポート (2017 年 7 月)。 

› 「The Total Economic Impact™ Of Microsoft Windows 10」 

マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が作成したレポート (2016 年 12 月)。 

› 「The Total Economic Impact™ Of Microsoft’s Enterprise Mobility Suite」 

マイクロソフトの依頼を受けて Forrester Consulting が作成したレポート (2015 年 7 月)。 

この調査には、Microsoft 365 のチームワーク ソリューションの調査とは異なる点が 2 つ含まれています。結果を

比較する際はその点を考慮に入れる必要があります。1 つ目は、以前のチームワーク調査のモデル組織はインフォ

メーション ワーカーの数が 5,000 人という点です。Teams に関するこの調査では、インフォメーション ワーカーが 

3,500 人、ファーストライン ワーカーが 1,500 人です。2 つ目は、以前の調査では生産性の便益が 50% 割り引か

れているという点です。これは、削減できた時間のすべてが他の業務に割り当てられるわけではないためです。今回の

調査では、さらに控えめに見積もり、これらの便益が 75% 割り引かれています。これは、大幅な削減のほとんどは、

それより前の Microsoft 365 の完全導入の段階で既に達成されていると考えられるためです。この調査以外のこれ

らの大幅な削減については、「The Total Economic Impact™ Of Microsoft 365 E5 Solutions」調査をご覧ください。 
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付録 C: 脚注 

 
 

1 出典: 「Knowing The Enterprise Collaboration Landscape Is Essential To Digital Transformation」 

Forrester Research, Inc. (2019 年 1 月 29 日)。 


