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エグゼクティブサマリー 

 VMware NSXと SD-WANを 3年間にわたって利用する顧客企業 10社を対象に実施された
Forresterのインタビュー調査後の財務分析では、マルチクラウドネットワークを活用する
モデル組織が経験するであろう所有、生産性、損失の回収などによる 3年間の利益は
$1,363万、コストは$649万、正味現在価値(NPV)は$715万、ROIは 110%という結果が
得られています。 

 
 

企業がデジタルトランスフォーメーションに優先的

に取り組もうとすると、レガシーネットワークの 

アーキテクチャに足を引っ張られます。新たなビジ

ネスモデルのサポートをはじめ、プライベート／パ

ブリッククラウドの採用、コンテナ、さらには激増

するコネクテッドデバイスに対応するために、近代

型のネットワークはデータセンター、複数のクラウ

ド、複数の支部の場所、エッジデバイス間の相互運

用をサポートすることが必須となります。今やアプ

リケーションはこのスペクトラムのすべてのポイン

トで実行されており、競争が激化する市場でビジネ

スが成功を収めるには、こういったアプリケーショ

ンがきわめて重要です。現在ビジネスの成功がこの

新たなアーキテクチャに一層依存し、接続全体を飛

び交うデータの量も増加しているにもかかわらず、

多くの企業には管理、自動化、セキュリティが一元

化されたアプローチがない状態です。 

NSXと SD-WANテクノロジー上に構築されたマル

チクラウドネットワーク(MCN)により、VMwareは

企業のソフトウェア アブストラクションを活用した

エンドツーエンド アーキテクチャの接続、運用、セ

キュリティ保護を可能にし、場所を選ばないアプ 

リーケーションのサポートを実現します。VMware

の MCN製品ポートフォリオには以下が含まれます。 

• NSX Data Center：データセンター向けのネット
ワーク仮想化。 

• NSX Cloud：クラウドネイティブ アプリケー 

ション向けのネットワークとセキュリティ。 

• VMware SD-WAN：クラウドで配信される 

ソフトウェア定義の WAN。 

 

Forrester Consultingは、VMwareの委託により、

Total Economic Impact™(TEI)調査を実施し、NSXテ

クノロジーの導入により企業が実現し得る投資収益

率(ROI)を推定しました。1 本調査の目的は、MCN製

品ポートフォリオが企業にもたらし得る経済的影響

を評価するためのフレームワークを読者に提供する

ことです。 

Forresterは、マルチクラウドネットワークへの投資

に関連して発生する利益、コスト、リスクについて

詳しく調査するため、VMware社の MCNポートフォ

リオを 3年間の利用経験を有する顧客企業の意思決

定層 10人にインタビュー調査を行いました。調査目

的を達成するため、Forresterはインタビューした顧

客企業から得られた回答を集計し、結果を 1つのモ

デル組織にまとめました。 

 

 

投資収益率(ROI) 

110% 

正味現在価値(NPV) 

$715万 

主要な統計情報 

https://go.forrester.com/consulting/
https://go.forrester.com/consulting/
https://go.forrester.com/consulting/
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NSXの導入前、顧客企業でのネットワークリソース

の提供には、サーバーホストの一つひとつに対す

る、手作業によるハードウェアのプロビジョニング

が必要でした。この非効率なアプローチにより、目

まぐるしく進化するビジネスのニーズに ITが追いつ

けなくなる状況が作られてしまいました。 

内部ネットワークのトラフィックのスケーリングと

セキュリティもまた不足していました。標準的な境

界防御に依存する従来型のネットワーク階層と、内

部でつぎはぎ的に導入される応急的なセキュリティ

では、North-Southデータフローの保護に限界があり

ます。Forresterの実施した調査によると、内部のイ

ンシデントがデータ漏えいの最もよくある原因であ

ることが示されています。2 Forresterのゼロトラス

ト原則では、すべてのデータフローが何らかのセ 

キュリティポリシーに準拠すべきであり、可能な限

りマイクロセグメンテーションの形で、システム管

理者が一元管理できることが好ましいと推奨してい

ます。 

NSXでネットワークを仮想化することを選択した企

業では、インフラとセキュリティアプライアンスに

対する多額の設備投資(CAPEX)の削減、運用費

(OPEX)の削減、さらに一貫性のあるネットワークパ

フォーマンスの改善が見られました。しかも、これ

らすべてが内部のデータフローのセキュリティの改

善と同時に実現され、中には高度に規制されている

データフローも含まれていました。 

VMware SD-WANを使用する以前、顧客企業は接続

にかかるコストや、長時間のダウンタイム、自社の

ネットワークエンジニアの長時間の作業が必要な複

雑なWAN設定への対応に追われていました。

VMware SD-WANに投資して以来、ブロードバンド

インターネットのアクセスのしやすさと経済性を生

かせるようになり、ユーザーやアプリケーションの

場所を問わず、最適なアプリケーションパフォーマ

ンス、簡単になった管理、優れたユーザーエクスペ

リエンスが実現されるようになりました。 

主な調査結果 

定量的利益。モデル組織の 3年間の分析に基づいた

リスク調整後の現在価値(PV)で示される定量的利益

には、以下が含まれます。 

• NSX Data Centerにより回避できたサーバーと

ネットワークの CAPEXは、総額$6,459,422に

相当。仮想化戦略を選択したことにより、モデ

ル組織では自社データセンター内の East-West

トラフィックのセキュリティ保護に発生する

$380万の初期 CAPEXを節約できました。さら

に、1年目には 19台のホストサーバー（それぞ

れ$25,600）、2年目には 21台、3年目には 23

台を購入せずに済みました。NSX Data Centerの

おかげで、モデル組織は、毎年のスイッチやロ

ードバランサー、規模拡張時の追加セキュリテ

ィアプライアンスも購入せずに済みました。  

• ハードウェアの使用を停止し、購入が不要に 

なったことで回避できた運用コストは、総額

$741,336に相当。保守、パッチ適用、サポート

などの運用費は、一定割合のサーバーコストと

して算出しています。使用率向上のおかげで、

モデル組織では既存のハードウェアインフラの

30%を廃止し、維持費を節約することが可能に

なります。 

• ITならびにセキュリティの自動化によるシステ

ム管理時間の削減は、総額$3,160,044に相当。

NSX Data Centerの導入により、モデル組織では

リソース割り当てという主要タスクを自動化す

ることによってシステム管理者のワークフロー

が改善され、分析 3年目までに毎年 22,000時間

の管理時間を節約することが可能になります。 

 

インフラへの総支出額の

削減 

 

30% 

人員の生産性による 

節約 

 

およそ$500万 
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• エンドユーザーの生産性向上は、総額$1,572,469

に相当。深刻なパフォーマンス低下とネットワー

ク利用不可の期間が生じると、モデル組織には、

3年間を通じたエンドユーザーの生産時間の

11,000 時間分（$42／時の平均コスト）のコスト

が発生する可能性があります。管理者が効率的に

リソースをプロビジョニングできれば、この生産

性に関する損失を回避できます。 

• WAN接続のコスト削減は、総額$1,074,320に相

当。 VMware SD-WANアーキテクチャへの移行

により、モデル組織では高額な T1回線と 3G回

線のフェイルオーバーを汎用ブロードバンド回

線と 4G回線のフェイルオーバーに交換し、 

ロケーション 1か所につき毎月$800の削減が可

能になります。 

• 回収できた WANのダウンタイムによる損失は、

総額$527,088に相当。VMware SD-WANの導入

以前、モデル組織では 50か所のオフィス全体で

毎年 38日間のダウンタイムがありました。これ

は、1日当たり$8,000の収入減となり、これに

より会社は 20%の粗利益を獲得できたはずでし

た。さらに、従業員の生産性については

$2,600、社内でのネットワークの復旧業務には

$2,000の損失が発生します。 

• WANの管理に関わる時間の節約は、総額

$98,170に相当。以前の WAN環境には、 

ITマネージャー2人とネットワーク管理者が 3人

必要でした。ネットワークの管理業務時間全体

の 10%が費やされていました。VMware SD-

WANであれば、WANに必要な労力はそ以前導

入されていたものよりも 35%少なくなり、多大

なコストの削減が実現します。 

非定量的利益。本調査で定量化されていない利益に

は、以下のようなものがあります。  

• 市場投入までの時間の改善。たとえば企業にお

ける仮想マシン（VM）などのリソースをビジネ

スで迅速に立ち上げる能力の改善に付随して得

られるのは、こういったリソースを必要とする

製品やサービスを迅速に導入する能力です。製

品またはサービスの市場投入までの時間が短縮

されると、その企業の収入の流れが加速化され

る可能性があります。  

• セキュリティの改善。大半のセキュリティ侵害は

内部ソースで発生している場合があるため、

East-West（内部）データフローはインシデント

の影響を制限できます。2020年にセキュリティ

侵害で発生した平均コストは$386万にのぼり、

企業が連続してデータ漏えいの犠牲になるリスク

は平均して 25%を超えることが、Ponemon 

Instituteの調査で示されています。3 Forrester

は、内部セキュリティの大幅な改善に伴うリスク

への露出低下は、ROIの計算に含めていません。 

コスト。モデル組織のリスク調整後の PVコストに

は以下が含まれます。  

• NSXのライセンスとサポートの費用

$5,819,461。3年間でモデル組織には、$580万

のライセンスおよびサポートのコストが発生し

ました。モデル組織は、仮想ネットワーク用ホ

ストのライセンスのみを購入し、料金はシステ

ムの CPUソケットの数に依存します。継続的な

サポートは、ライセンスコスト総額の一定の割

合に応じて提供されます。  

• NSXの開発とトレーニングコスト$301,303。専

門サービスとトレーニング（実装と運用準備を

加速するもの）に対して、モデル組織には

$301,303のコストが発生します。 

• VMware SD-WANソリューションの実装・管理

のコスト総額$78,750。モデル組織はサードパー

ティのシステムインテグレーター業者と契約

し、各支部のロケーションに VMware SD-WAN

を実装します。このわずかなコストは VMware 

SD-WAN実装の容易さを証明していますが、こ

れは支部の場所が地理的に密集していることに

も起因します。  

• VMware SD-WANのアプライアンスレンタル

（VMware SD-WAN Edge 用）、サブスクリプ

ションサービス、クラウド管理ポータルへのア

クセスで発生する毎月のコスト$286,485。

VMware SD-WANの顧客企業には毎月、VMware

の SD-WAN Gatewayと SD-WAN Orchestrator
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の使用料、さらに SD-WAN Edgesのレンタル料

が発生します。  

VMware NSXテクノロジーを利用する顧客企業 10

社を対象に実施された Forresterのインタビュー調査

後の財務分析で得られた結果によると、マルチクラ

ウドネットワークを活用するモデル組織が経験する

であろう 3年間の利益は$1,363万、コストは$649

万、正味現在価値(NPV)は$715万、ROIは 110%で

した。
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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、

VMware NSX製品ファミリーの導入を検討中の組織

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

クを構築しました。  

このフレームワークの目的は、投資の意思決定に影

響するコスト、利益、柔軟性、およびリスク要因を

特定することです。Forresterは VMware NSXが組織

にもたらし得る影響を、多段階アプローチを使用し

て評価しました。 

 

 

デューデリジェンス 

マルチクラウドネットワークの NSXテクノロ 

ジーに関連するデータを収集するために、

VMwareの利害関係者および Forresterのアナリ

ストにインタビューを行いました。 

 

顧客組織へのインタビュー調査 

マルチクラウドネットワークを使用する企業の

意思決定者にインタビューを行い、コスト、利

益、リスクに関連するデータを収集しました。  

 

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

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。 

 

導入事例 

TEI の 4 つの基本要素である利益、コスト、柔軟

性、リスクを使用して投資の影響をモデル化しま

した。Forresterの TEI手法は、ROI分析が高度化

していることを考慮して、購入判断の総合的な経

済効果を完全に網羅しています。TEI 手法の詳細

については付録 A をご参照ください。 

開示事項 

読者は以下の点に注意してください。 

本調査は VMware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、他の組織が得る潜在的な ROIに関する想定は一切 

行っていません。マルチクラウドネットワークへの投資の妥当性

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。 

VMware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。 

VMwareはインタビュー調査を行う顧客名を提供しましたが、イン

タビュー調査には参加していません。  
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VMwareのマルチクラウドネットワークのカスタマージャーニー 

VMwareへの投資を推進した要因 

 

 

 

  

インタビューした組織 

業種 インタビュー対象者 規模 

米国の主要大学 情報技術者 
エンドユーザー30,000人 

Fortune 500企業を顧客にもつビジネスサービス会社 シニアマネージャー（クラウドインフラ担当） 
年間収益$20億 

米国の大学院レベルの教育機関 ネットワークアーキテクト 
エンドユーザー4,000人 

米国の公益事業会社  シニア クラウド アドミニストレータ 
年間収益$180億 

情報サービスプロバイダのグローバル企業 シニア ネットワーク エンジニア 
年間収益$40億 

国際的法律事務所* 
グローバル プロダクトオーナー（コアプラット

フォーム） 

年間収益$17億 

英国の電気通信企業* ソリューションアーキテクト 
年間収益$167億 

鉱業・砕石のグローバル企業 
グローバル ネットワーク オペレーション マネー

ジャー 
年間収益$160億 

多様なポートフォリオのビジネスを営む親会社 最高技術責任者（CTO） 年間収益$1億 

地域のスーパーマーケットチェーン 最高情報責任者（CIO） 年間収益$10億 

保険* 
シニアディレクター（テクノロジーおよびビジネ

スエンゲージメント） 

支社の場所 250以上 

*直近にインタビュー調査が行われた組織（2020年） 

 当社の以前の環境から NSXへの移行で、プロビジョ

ニング担当チームが費やす VMのプロビジョニング時間は 

数か月から数分に変わりました。  

— ソリューションアーキテクト（電気通信企業） 
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VMwAREのカスタマージャーニー 

主な課題 

以下の推進要因により、顧客企業はネットワーク管

理とセキュリティに対する新たなアプローチを求め

るに至りました。 

• 大規模情報漏えいのリスク。Forresterの調査結

果によると、データ漏えいの最もよくある原因

は内部にあることが示されています。データセ

ンター内で East-Westトラフィックを統制する

確固たるポリシーがなければ、企業は大規模イ

ンシデントに自社をさらすことになります。 

• 開発プロセスの合理化の必要性。ITオペレー 

ションチームは開発者の仕事を邪魔せずに、開

発者たちが最も得意とする仕事に専念できるよ

うにすることを望んでいました。参加したある

顧客企業がコメントしたように、ゴールは「で

きる限り介入を削ぎ落とした形で、開発者にシ

ステムの構築や実装、開発の各ティアまたはカ

テゴリへの環境の移動を遂行してもらうこと」

です。  

• コンテナに対するサポートの不足。NSXの導入

以前、顧客企業は以前の環境のセキュリティと

接続性に関する課題を抱えており、それによっ

てリスクが高まり、セキュリティコストは釣り

上がり、並行してマネジメントを行う担当者の

IT生産性にも悪影響が生じていました。 

• 高額な WANネットワーク管理コスト。顧客企業

は、支社の場所とアプリケーションの接続には

高額な T1とマルチプロトコル ラベル スイッチ

ング（MPLS）リンクに依存しており、そのた

め、コストの削減が望める格好の機会を模索し

ていました。しかし、以前の WAN管理ツールは

煩雑で非効率的であったことから、管理に関し

ても簡単なソリューションを求めていました。 

• 支社の場所で生じる事業の中断。以前のWANの

設定では頻繁にダウンタイムがあったため、顧

客企業は事業の中断を余儀なくされました。収

益と従業員の生産性に直接的な損失が認識され

ていましたが、自社のブランドに対する影響に

ついては定量化できず苦労していました。  

さらにネットワークをオンラインに復旧させる

労力に、余計なコストが生じていました。 

主な結果 

インタビューに応じた回答者たちは、NSXへの投資

により得られた主な結果について以下のように言及

しています。 

• 開発プロセスの合理化。レガシー環境では、イ

ンフラのプロビジョニングには数週間を要し、

それによって開発者のスケジュールに影響が生

じていました。NSX Data Centerがある今は、か

つて 3〜6か月かかっていたプロセスも数週間で

完了します。ある回答者は「プライベートクラ

ウドのアプリケーションの新しい部分のコンセ

プトから実装まで、およそ 2週間でできまし

た」とコメントしています。また、ほかの回答

者は VMまたは IPアドレスのプロビジョニング

が今では数分で完了すると話しています。 

• 限定的なアタックサーフェス。NSX Data Center

の仮想ファイアウォール機能により、顧客企業

では、本質的にワークロード一つひとつにマイ

クロセグメンテーションを施して、内部のデー

タフローを保護することが可能になりました。

セキュリティポリシーを細かい粒度で（つまり

個人の VMまたはコンテナレベルで）割り当て

られる能力によって、規制当局によるデータの

取り扱いの精査の際や、大規模データ侵害がニ

ュースのトップ記事になりえるときにも平常心

を保つことができます。 

「ビルトインの NSX [Data Center]の

ファイアウォールとロードバランシン

グ機能のおかげで、ネットワークデザ

インと以前では不可能だった分野への

進出も改めて考えることができるよう

になりました」 

シニア ネットワーク エンジニア 

（情報サービスプロバイダの 

グローバル企業） 
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VMwAREのカスタマージャーニー 

 

• インフラストラクチャコストの削減。ハードウ

ェアに依存しない NSXプラットフォームは、回

答者の企業におけるハードウェアの選択に柔軟

性をもたらし、一切合切を選択しなければなら

ない必要性を減らしました。電気通信会社の回

答者は、NSXを導入してからは、その後数年に

わたる大きな成長にもかかわらず、ハードウェ

アのインフラを減らして関連コストを 30%削減

できたと話しました。 

• 簡素化された WANの管理。回答者によると、

VMware SD-WAN Orchestratorにより管理者は

大幅に時間を節約できました。多様なビジネス

の管理を束ねる親会社の最高技術責任者は、

「クラウドツールはネットワークの維持を担当

する管理担当チームの時間を本当に大きく節約

してくれます。時間も労力もごくわずかで済み

ます」とコメントしています。 

• 支社の場所でのダウンタイムがほぼ皆無。

VMware SD-WANを利用する顧客企業は、支社

の場所ではダウンタイムがほぼ皆無であると回

答しています。軽微な中断が発生したときで

も、対応が自動的に行われ、ネットワーク管理

者はほとんど介入することがありません。しか

し最大の利点は、企業が事業の継続性を確保で

きることです。 
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VMwAREのカスタマージャーニー 

モデル組織 

Forresterは、インタビューに基づき、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 10人の意思

決定者の企業を代表する組織であり、次のセクショ

ンでは財務分析の総合結果を表すために使用されて

います。モデル組織の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、米国に拠点を置

く専門サービス組織で、年間収益総額は$20億、販

売を行う支社は 60か所になります。組織のサービス

提供の大部分が、主要な仮想化インフラおよび物理

的インフラに依存しています。  

導入の特徴。モデル組織の VMware SD-WANの導入

事例は次の通りです。 

• 仮想ネットワーク。NSX導入以前、モデル組織

では、ミッションクリティカルなアプリケー 

ションを、ホスト 300台で実行される仮想マシ

ン 8,000台上で実行していました。ネットワー

ク管理の一元化されたアプローチがないため、

ビジネスのニーズに適時に対応することに苦労

していました。自動化のない状態では、セキュ

アでセグメント化されたネットワークをプロビ

ジョニングするには時間も労力もかかりまし

た。ソフトウェアとハードウェアの保護は境界

レベルで行われていたものの、内部のセキュリ

ティは不十分でした。 

• クラウド。パブリッククラウドへの移行がまだ

初期段階にあるとはいえ、モデル組織は主要な

クラウド コンピューティング プラットフォーム

では認知されており、開発者にプライベート ク

ラウド リソースに加えてパブリッククラウドへ

のアクセスも提供していました。モデル組織

は、NSXで自社のコンテナ環境のセキュリティ

面とネットワーク面の管理のために、100,000を

超えるコンテナをフル活用しています。 

• WANネットワーク。モデル組織は、すべての支

社の場所とデータセンターにおける WAN管理に

関連して発生するコストの削減を模索していま

す。稼働時間とサービス品質の向上も望んでい

ます。VMware SD-WAN導入以前は、各支社に

は 2つの T1回線に加えて 3G回線のフェイル 

オーバーが使用されていました。これらの回線

のコストが高いにも関わらず、ダウンタイムは

各支部で年間 0.75営業日を超えていました。 

 

 

主な前提条件 

• 年間収益$280億 

• 8,000台の VMを 

300台のホストで実行 

• 支社の場所 50か所 
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利益の分析 

この組織に適用される定量的利益のデータ 

 
 
 

 

NSXによる CAPEXの回避 

エビデンスとデータ。レガシー環境では、回答者の

企業における未使用のネットワークリソースの割合

が大きく、平均コンピューティング使用率はおよそ

15%でした。NSX Data Centerでは、回答者の企業

でのネットワーク使用率が向上し、一部のレガシー

リソースの廃止も実現しています。また、以下のよ

うな複数のカテゴリのネットワーキングハードウェ

アの CAPEXの回避にも役立ちました。 

• NSX Data Centerに内蔵されているルーティン

グ、スイッチング、ロードバランシングの各機

能により、顧客企業はスイッチやロードバラン

サーなどのインフラのコンポーネントを購入せ

ずに済む。 

• 汎用ハードウェアは、NSXの相互運用性により

企業でも実行可能なことが多く、さらなるコス

ト削減につながる。 

• 内部のトラフィックのセキュリティ確保にマイ

クロセグメンテーション戦略を選択すること

で、顧客企業はセキュリティアプライアンスへ

の投資額を大幅に削減した。 

• 従来型のファイアウォールから NSXに負荷をシ

フトさせることで、電気通信企業の回答者は、

継続的に成長しているにもかかわらず、導入済

みの物理ファイアウォールをおよそ 40%に縮小

できると見積もっている。 

モデリングおよび前提条件。Forresterは、分析に以

下を想定しました。 

• モデル組織はホストサーバー300台のベースから

開始する。 

  

総利益 

基準 利益 初期 1 年目 2 年目 3 年目 合計 現在価値 

Atr NSXによる CAPEXの回避 $3,499,200  $1,130,400  $1,213,920  $1,236,960  $7,080,480  $6,459,422  

Btr 

ハードウェアの使用を停止

し、購入が不要になったこと

で回避できた運用コスト 

$557,280  $69,696  $74,304  $78,912  $780,192  $741,336  

Ctr 

ITならびにセキュリティの 

自動化によるシステム管理 

時間の削減 

$0  $1,002,456  $1,288,872  $1,575,288  $3,866,616  $3,160,044  

Dtr エンドユーザーの生産性向上 $393,120  $432,432  $475,675  $523,228  $1,824,455  $1,572,469  

Etr WAN関連コストの削減 $0  $432,000  $432,000  $432,000  $1,296,000  $1,074,320  

Ftr 
WANのダウンタイムによる

損失の回収 
$0  $211,950  $211,950  $211,950  $635,850  $527,088  

Gtr WANの管理時間の節約 $0  $39,476  $39,476  $39,476  $118,427  $98,170  

 総利益（リスク調整後） $4,449,600  $3,318,410  $3,736,197  $4,097,813  $15,602,020  $13,632,849  

 

ハードウェアインフラへ

の総支出額の削減 

 

30% 
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利益分析 

• NSX Data Centerのない状態では、エンド 

ユーザーのネットワークリソース需要を満たす

ため、サーバーの必要台数は毎年 10%増加す

る。NSX Data Centerがある状態では、必要な 

新規サーバーは 30%少なくなる。 

• 仮想ファイアウォール戦略を選択することで、

モデル組織はセキュリティアプライアンスの 

初期購入費用を大幅に削減し、ネットワークリ

ソースの需要拡大に伴うセキュリティアプライ

アンスの追加投資も回避する。 

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。 

• NSX Data Center導入前の組織のリソース使用

率。 

• NSX Data Center導入前の組織の内部セキュリ 

ティへのアプローチの成熟度。 

• NSX Data Center導入前の組織のリソース使用

率。  

これらのリスクを考慮するためにこの利益カテゴリ

に10%のリスク調整を適用した結果、導き出された3

年間のリスク調整後の総PVは、ほぼ$650万です。 

 

 
  

NSXによる CAPEXの回避 

基準 評価項目 元データ 初期 1 年目 2 年目 3 年目 

A1 
以前のソリューション使用時の既存のホスト 

サーバーの台数 
モデル組織 300 330 363 399 

A2 
以前のソリューション使用時のホストサーバー

の増加 

ベースライ

ン：300台 
  30 33 36 

A3 NSX導入後の必要ホストサーバーの増加 モデル組織   19 21 23 

A4 NSX導入後のサーバー要件数の減少 A2-A3   11 12 13 

A5 NSX導入以前のホストサーバー当たりのコスト モデル組織   $25,600  $25,600  $25,600  

A6 NSX導入後のホストサーバーのコスト削減 A4*A5   $281,600  $307,200  $332,800  

A7 
インフラ購入で発生するコストの回避 —  

スイッチ、ロードバランサーなど 
先行調査   $456,000  $523,200  $523,200  

A8 
East-Westトラフィックのセキュリティ 

アプライアンスの購入回避 
先行調査 $3,888,000  $518,400  $518,400  $518,400  

At NSXによる CAPEXの回避 A6+A7+A8 $3,888,000  $1,256,000  $1,348,800  $1,374,400  

  リスク調整 ↓10% 
  

      

Atr NSXによる CAPEXの回避（リスク調整後）   $3,499,200  $1,130,400  $1,213,920  $1,236,960  

 

47%
3年間の利益

(PV)

$
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利益分析 

ハードウェアの使用を停止し、購入が不要になった

ことで回避できた運用コスト 

エビデンスとデータ。インフラをスリム化し、より

効率的に使用することにより、NSX Data Centerの

顧客企業はインフラの保守に発生するコストも大幅

に削減できました。 

モデリングおよび前提条件。Forresterは、分析に以

下を想定しました。 

• 既存のホストサーバーの保守、パッチ適用、サ

ポートにかかるコストは、初期購入額の 10%に

相当する。 

• NSX Data Centerの使用開始時、モデル組織では

既存のホストサーバー300台の 30%の使用を停

止する。それぞれの購入額は$25,600。  

• 1年目、2年目、3年目に使用が停止になった 

サーバーは 10台、12台、14台と推移する。 

• モデル組織が仮想ファイアウォール戦略を追求

することで購入を回避できたセキュリティアプ

ライアンスの保守、パッチ適用、稼働にかかる

コストは、セキュリティアプライアンスの初期

購入額の 10%に相当する。 

リスク。以下のリスク要因は、NSX Data Centerを

導入するほかの組織で発生する利益に影響を与える

可能性があります。 

• NSX Data Center導入前の組織の保守、パッチ適

用、セキュリティを実行する効率性。 

• 組織が NSX以前の環境から引き継がれたサー 

バーを使用停止する速度。 

これらのリスクを考慮するために 10%のリスク調整

を適用した結果、導き出された 3年間のリスク調整

後の総 PVは、$741,336です。  

 

ハードウェアの使用を停止し、購入が不要になったことで回避できた運用コスト 

基準 評価項目 元データ 初期 1 年目 2 年目 3 年目 

B1 以前のソリューションの使用停止可能なサーバー  モデル組織 90 10 12 14 

B2 既存ホストの保守、パッチ適用、サポート 
サーバーコストの
10% 

$230,400  $25,600  $30,720  $35,840  

B3 
NSXがない場合のインフラとセキュリティ 

アプライアンスの保守、パッチ適用、稼働 

インフラコストの
10% 

$388,800  $51,840  $51,840  $51,840  

Bt 
ハードウェアの使用を停止し、購入が不要になった 

ことで回避できた運用コスト 
B2+B3 $619,200  $77,440  $82,560  $87,680  

 リスク調整 ↓10%         

Btr 
ハードウェアの使用を停止し、購入が不要になった 

ことで回避できた運用コスト（リスク調整後） 
 $557,280  $69,696  $74,304  $78,912  

 

5%

3年間の利益
(PV)

$
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利益分析 

ITならびにセキュリティの自動化によるシステム 

管理時間の削減 

エビデンスとデータ。NSX Data Centerは、管理者

によるワークロードのプロビジョニングやネット 

ワーク管理、セキュリティの割り当てプロセスの 

時間を節約します。 

ある回答者は、「NSXがなかったら、ネットワーク

の管理にはもっと多くの人員が必要だったと思いま

す」とコメントしています。ほかの回答者はこのコ

メントと同様に、VMと IPアドレスのプロビジョニ

ングには、従来は時間と労力が大きくかかるプロセ

スであったのが、場合によっては数か月から数分に

短縮されたと話しています。また、別の回答者はリ

ソースの割り当てリクエストには平均で 3週間以上

かかったと見積もっています。 

モデリングおよび前提条件。Forresterは、分析に以

下を想定しました。 

• 1年目には、システム管理者によるワークロード

のプロビジョニング、ネットワーク管理、 

セキュリティポリシー管理を含む業務で、合計

14,560時間（FTEが 7人で 2,080時間／年）を

節約する。 

• 以降毎年 0.5 FTE（1,040時間）による節約額が

増加する。 

• 組織では、全経費込みで$81に相当するシステム

管理者を追加雇用しないことによる利益が得ら

れ、既存のネットワーク管理者を適宜ほかの業

務に割り当て直すことができる。 

その企業の既存のネットワークの自動化とセキュリ

ティ慣行の成熟度が、このカテゴリの利益に影響を

与える可能性があります。このリスク要因を考慮す

るために 15%のリスク調整を適用した結果、導き出

された 3年間のリスク調整後の総 PVは、

$3,160,044です。 

 

ITならびにセキュリティの自動化によるシステム管理時間の削減 

基準 評価項目 元データ 初期 1 年目 2 年目 3 年目 

C1 
ワークロードのプロビジョニング自動化による節約

（時間） 
モデル組織   2,080 3,120 4,160 

C2 ネットワーク管理の自動化による節約（時間） モデル組織    8,320 10,400 12,480 

C3 
セキュリティのポスチャリング／ポリシーの自動化

による節約（時間） 
モデル組織   4,160 5,200 6,240 

C4 管理時間の節約時間の合計 C1+C2+C3   14,560 18,720 22,880 

C5 
システム管理の 1時間当たりのコスト 

（全経費込み） 
モデル組織    $81  $81  $81  

Ct 
ITならびにセキュリティの自動化によるシステム 

管理時間の削減 
(C1+C2+C3)*C5 $0  $1,179,360  $1,516,320  $1,853,280  

 リスク調整 ↓15%        

Ctr 
ITならびにセキュリティの自動化によるシステム 

管理時間の削減（リスク調整後）  
 $0  $1,002,456  $1,288,872  $1,575,288  

 

「IPアドレスの割り当ては当社のテレビ 

ストリーミング プラットフォームには不

可欠ですが、これは NSX上で実行してい

ます。最近、IPアドレスが追加で 1,000

個必要になりましたが、1日で割り当て

ることができました。NSXのなかった時

代には数か月とまでは行かずとも、数週

間はかかっていました。」 

ソリューションアーキテクト 

（電気通信企業） 
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利益分析 

エンドユーザーの生産性向上 

エビデンスとデータ。NSXへの投資前は、回答者の

IT部署では頻繁にプロビジョニングされたリソース

のパフォーマンス低下が確認されていました。原因

は、会社が割り当てた不正確な手動のプロセスでし

た。パフォーマンスの問題の修正には時間を要し、

最適でないリソースでの業務を強いられるため、生

産性が低下していました。 

NSX Data Centerにより、管理者が迅速にリソース

のプロビジョニングを行えるため、エンドユーザー

のワークフローのサポートが実現しました。さら

に、VMや IPアドレスなどのリソースの、理想より

遅い割り当てに苦労していました。これは、時間に

依存する取り組みや機会における実行能力に影響し

ました。インタビューに応じた企業はまた、開発者

などの社員が、時間のかかるリソース割り当てプロ

セスによるダウンタイムの大幅な減少により、 

リソース割り当てが迅速化して、エンドユーザーの

生産性が向上した点も言及していました。 

 

 

 

 

モデリングおよび前提条件。Forresterは、分析に以

下を想定しました。 

• 毎日のエンドユーザーの需要を満たすために、

モデル組織が最初に必要とする VMは 3,200台。 

• 毎年、エンドユーザーの VMの需要は 10%ずつ

増加する。 

• 年間を通して（実働 260日）、VMの 5%に故障

やパフォーマンスの低下が生じる。 

• 故障またはパフォーマンスの低下は、毎回 15分

続き、その間エンドユーザーの生産性が低下す

る。 

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。 

• エンドユーザーが担当業務を行えるようにネッ

トワーク管理者がリソースをプロビジョニング

する際の精度。 

• エンドユーザーが経験するパフォーマンス低下

の頻度とエンドユーザーのワークフローへの影

響の程度。 

これらのリスクを考慮するために 10%のリスク調整

を適用した結果、導き出された 3年間のリスク調整

後の総 PVは、$1,572,469です。

エンドユーザーの生産性向上 

基準 評価項目 元データ 初期 1 年目 2 年目 3 年目 

D1 
会社全体におけるアクティブな VMユーザーの 

使用率（1年当たり） 

VMが 4,000台／日で 

使用率 80% 
832,000 915,200 1,006,720 1,107,392 

D2 
以前のソリューションで生じる 

パフォーマンス低下件数 

VMの 5%のパフォーマ

ンス低下／故障 
41,600 45,760 50,336 55,370 

D3 
エンドユーザーの生産性低下を招く 

パフォーマンス低下の平均期間（時間） 

パフォーマンス低下／

故障当たり 0.25時間 
10,400 11,440 12,584 13,842 

D4 
全経費込のエンドユーザーの 1時間当たりの 

人件費 
モデル組織 $42  $42  $42  $42  

Dt エンドユーザーの生産性向上 D3*D4 $436,800  $480,480  $528,528  $581,364  

 リスク調整 ↓10%     

 エンドユーザーの生産性向上（リスク調整後）：   $393,120 $432,432 $475,675 $523,2284 

 

12%

3年間の利益

（PV）

$
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利益分析 

WAN関連コストの削減 

エビデンスとデータ。VMware SD-WANが備えた

SD-WANアーキテクチャに移行することで、顧客企

業は接続に関連したコストを削減すると同時に、支

社の場所へのサービス品質を改善できました。以前

は、高額な T1や MPLSの接続を利用していました

が、VMware SD-WANでは、より安価なコストで使

用できる汎用ブロードバンド回線に移行できまし

た。地域の生鮮食品市場チェーンの最高情報責任者

は、コスト削減額は見積りで$130,000を超えると推

定し、また鉱業・砕石会社のグローバルネットワー

ク オペレーション マネージャーは、コスト削減額が

$100万超になると見積もっています。 

モデリングおよび前提条件。Forresterは、分析に以

下を想定しました。 

• モデル組織は、50か所の既存の T1および 3G 

フェイルオーバー接続を汎用ブロードバンドと

4Gフェイルオーバーに交換する。 

• それぞれの場所ごとに、接続に関連して発生す

る 1か月当たりの$800のコストが削減される。 

リスク。以下のリスク要因は、VMware SD-WANを

導入するほかの組織で発生する利益に影響を与える

可能性があります。 

• 組織の既存の接続オプションのコスト。 

• 支社の場所のブロードバンド接続のコスト。 

これらのリスクを考慮するために 10%のリスク調整

を適用した結果、導き出された 3年間のリスク調整

後の総 PVは、$1,074,320です。 

 

WANのダウンタイムによる損失の回収 

エビデンスとデータ。VMware SD-WAN導入前に、

回答者の企業では WANで多大な量のダウンタイム

が発生していました。ある顧客企業は、たとえば悪

天候により T1接続の動作が一時的に停止したと話し

ています。3G接続による緊急フォールバックが提供

されてアプリケーションの稼動と実行が維持される

場合があったものの、ネットワーク管理者が急遽 

ネットワークトラフィックの優先度設定をしなけれ

ばならなくなる状況が発生しました。このような努

力にもかかわらず、企業の各支社の場所で、1日超

のダウンタイムが発生することは普通の話でした。

ダウンタイムが発生すると、通常の事業運営（ポイ

ントオブセールのトランザクションなど）は一時中

断します。VMware SD-WANでは、顧客企業はダウ

ンタイムをほぼゼロに低減できています。 

WAN関連コストの削減 

基準 評価項目 元データ 初期 1 年目 2 年目 3 年目 

E1 場所 1か所当たりの T1と 3Gフェイルオーバーのコスト 月に 1回   $1,100  $1,100  $1,100  

E2 
場所 1か所当たりのブロードバンドと 4Gフェイルオーバーの

コスト 
月に 1回   $300  $300  $300  

E3 支社数 モデル組織   50 50 50 

Et WAN関連コストの削減 
(E1-E2)*E3*12

か月 
$0  $480,000  $480,000  $480,000  

 リスク調整 ↓10%        

Etr WAN関連の経費削減額（リスク調整後）  $0 $432,000  $432,000  $432,000  

 

SD-WANでダウンタイム

回数は…… 

 

ほぼゼロに減少 
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利益分析 

モデリングおよび前提条件。Forresterは、分析に以

下を想定しました。 

• VMware SD-WAN導入前に、組織は 50か所の場

所それぞれで年間 0.75実働日のダウンタイムが

発生し、全ての場所の合計では 38日のダウンタ

イムに相当する。 

• ダウンタイムが生じた日すべてにおいて、組織

には 20%の粗利益に相当するであろう平均

$8,400の収益損失が発生した。 

• ダウンタイムを減少させて、支社での通常営業

を確実に維持することで、組織は$63,000の粗利

益を回収できる。 

• 加えて、ダウンタイム 1日につき、組織は従業

員の生産性の喪失によるコストの$2,400と、さ

らに、ネットワーク管理者に支払う残業代を含

むネットワーク復旧作業に関連して発生するコ

ストの$2,000を支払う必要がなくなる。 

リスク。以下のリスク要因は、VMware SD-WANを

導入するほかの組織で発生する利益に影響を与える

可能性があります。 

• 現在の WANのインフラで組織に発生するダウン

タイムの量。  

• ダウンタイムが通常営業に影響する程度。 

これらのリスク要因を考慮するために 10%のリスク

調整を適用した結果、導き出された 3年間のリスク

調整後の総 PVは、$527,088です。  

WANのダウンタイムによる損失の回収 

基準 評価項目 元データ 初期 1 年目 2 年目 3 年目 

F1 
以前のWAN設定の場所 1か所当たりの 

ダウンタイム平均日数 
モデル組織    0.75 0.75 0.75 

F2 場所の数 モデル組織    50 50 50 

F3 全ての場所のダウンタイム日数合計 F1*F2    37.5 37.5 37.5 

F4 ダウンタイムによる 1日当たりの収益の損失の見積もり インタビュー調査   $8,400  $8,400  $8,400  

F5 商品の販売による粗利益 モデル組織    20% 20% 20% 

F6 回収できた粗利益総額（年間） F3*F4*F5   $63,000  $63,000  $63,000  

F7 
生産性の損失によるダウンタイム 1日当たりの 

コストの見積もり 
インタビュー調査   $2,600  $2,600  $2,600  

F8 生産性の損失コストの総額（年間） F3*F7   $97,500  $97,500  $97,500  

F9 
ネットワーク復旧のための残業など、社内の対応で発生する

ダウンタイム 1日当たりのコストの見積もり 

インタビュー調

査  
  $2,000  $2,000  $2,000  

F10 ネットワーク復旧作業のコスト総額（年間） F3*F9   $75,000  $75,000  $75,000  

Ft WANのダウンタイムによる損失の回収額 F6+F8+F10 $0  $235,500  $235,500  $235,500  

 リスク調整 ↓10%        

Ftr WANのダウンタイムによる損失の回収額（リスク調整後）  $0 $211,950  $211,950  $211,950  
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利益分析 

WANの管理時間の節約 

エビデンスとデータ。回答者は皆、多大な時間の節

約について言及しており、それは大部分がクラウド

ツールによるネットワーク管理が容易になることに

よると述べています。親会社の最高情報責任者によ

ると、WANの管理に費やす時間は VMware SD-

WAN導入前の 3分の 1になったと話しています。 

ネットワーク管理がいとも簡単になった理由につい

て、鉱業・砕石会社のグローバル ネットワーク オペ

レーション マネージャーはコントロールの一元化に

あると説明しています。「[VMware SD-WAN ]モデ

ルでは、[VMware SD-WAN]サイトを一つひとつ管理

することはありません。一元化されたオーケスト 

レーターでポリシーを変更するだけです。変更は 

サイトすべてにプッシュされます。」 

また、保険会社の回答者は、「[VMware] SD-WAN

ならルーティングポリシーをプロファイルに基づい

て設定できます。ビジネスポリシーの作成と変更

は、ポリシーをプロファイルに適用させて、プロ 

ファイルの一部であるネットワーク上のエッジすべ

てに適用させることでできました。この多様な場所

全体の管理は、本当に簡単になって、すべて一元化

されています」 

モデリングおよび前提条件。Forresterは、分析に以

下を想定しました。 

• WAN管理を担当するチームは、ITマネージャー

2人とネットワーク管理者 3人で構成される。 

• 各チームメンバーは、WANの管理業務に全就業

時間の 10%を費やす。 

• VMware SD-WANの導入下では、WANに必要な

労力は導入前に比べて 35%少なくなる。 

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。 

• 組織が WAN管理に使用している既存のツールの

複雑さ。 

• 組織が WAN環境の管理に採用している既存プロ

セスの効率性。 

これらのリスクを考慮するために 10%のリスク調整

を適用した結果、導き出された 3年間のリスク調整

後の総 PVは、$98,170です。 

 

 

 

 

 

「[当社の]新製品を市場投入するまでの

時間が、大幅に短縮されました。当社の

開発者はインフラやリソースの割当の完

了を待つ必要がなくなり、開発により多

くの時間を割けるようになりました。」 

 
ソリューションアーキテクト 

（電気通信企業） 
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利益分析 

 

  

WANの管理時間の節約 

基準 評価項目 元データ 1 年目 2 年目 3 年目 

G1 全経費込の ITマネージャーの 1時間当たりの人件費 モデル組織 $70  $70  $70  

G2 WANの管理を担当する ITマネージャーの人数 モデル組織  2 2 2 

G3 以前のWAN環境の管理に費やされていた時間の割合 モデル組織  10% 10% 10% 

G4 
ITマネージャーが以前のWAN環境の管理に 

費やしていた時間の合計 
2,080時間*G2*G3 416 416 416 

G5 
全経費込のネットワーク管理者の 1時間当たりの 

人件費 
モデル組織 $45  $45  $45  

G6 
WANの管理を担当するネットワークマネージャーの 

人数 
モデル組織  3 3 3 

G7 以前のWAN環境の管理に費やされていた時間の割合 モデル組織  15% 15% 15% 

G8 
ネットワーク管理者が以前のWAN環境の管理に 

費やしていた時間の割合 
2,080時間*G6*G7 936 936 936 

G9 VMware SD-WANでのWAN環境管理の労力の低減 インタビュー調査  35% 35% 35% 

Gt WANの管理時間の節約 (G1*G4)+(G5*G8)*G9 $43,862  $43,862  $43,862  

 リスク調整 ↓10%       

Gtr WAN管理時間の節約（リスク調整後）  $39,476  $39,476  $39,476  
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利益分析 

非定量的利益 

顧客が体験したものの、定量化できなかった以下の

ような利益も顧客企業は得ています。  

• 市場投入までの時間の改善。たとえば企業にお

ける VMなどのリソースをビジネスで迅速に立

ち上げる能力の改善に付随して得られるのは、

こういったリソースを必要とする製品やサービ

スを迅速に導入する能力です。製品またはサー

ビスの市場投入までの時間の短縮により、

Forresterが分析の計算に含めなかった収入の流

れの加速化につながる可能性があります。 

電気通信会社の回答者は、VMwareによる効率化

で製品の市場投入までの時間が短縮されことに

言及しています。「[当社の]新製品の市場投入時

間が大幅に改善されました。当社の開発者はイ

ンフラやリソースの割当の完了を待つ必要がな

くなり、開発により多くの時間を割けるように

なりました。」 

• セキュリティの改善。これは、Forresterがこの

分析の計算に含めなかったマイクロセグメン 

テーション戦略の直接的な結果です。大半のセ

キュリティ侵害は内部ソースで発生している場

合があるため、East-West（内部）データフロー

はインシデントの影響を制限できます。2020年

にセキュリティ侵害で発生した平均コストは

$386万にのぼり、企業が連続してデータ漏えい

の犠牲になるリスクは平均して 25%を超えるこ

とが、Ponemon Instituteの調査で示されていま

す。Forresterは、内部セキュリティの大幅な改

善に伴うリスクへの露出低下は、ROIの計算に

含めていません。 

柔軟性 

柔軟性の価値は顧客ごとに異なります。顧客がマル

チクラウドネットワークを導入し、追加の使用やビ

ジネスチャンスを後で実現できる複数のシナリオが

あり、それらには次のものが含まれます。 

• NSX Data Centerの RESTful APIでの構築。

NSX Data Centerの RESTful APIは NSXを拡張

可能にし、VMware製品と提携ソリューション全

体をカバーする統合体験を実現します。IT部署

は柔軟性を維持したまま、基になるトポロジー

や構成要素にかかわらず複雑なネットワークも

効率的にプロビジョニングできます。ある顧客

企業は、この柔軟性が NSXを選択した主な理由

であったと話しています。 

• デジタル トランスフォーメーションへの対応。

回答者企業のうち数社では現在、積極的にデジ

タル トランスフォーメーションが推進されてい

ます。そのような取り組みの際、クラウド 

リソースの需要が全社規模で増大することが予

測されます。Forresterは、この成長に関しては

本調査で検討する ROIの分析の計算には含めて

いません。しかしながら、このような顧客企業

では、そしてデジタル トランスフォーメーショ

ンを推進するほかの企業でも、投資利益率の数

字が加速度的に上昇する可能性があり、それに

よってネットワークリソースを安全かつ効率的

にプロビジョニングできるようになります。 

• チームの拡張とスキルの増加。効率性は従業員

数の削減とよく関連付けられますが、回答者は

増え続けるサービスニーズの増加に伴い、IT部

署が拡張されていると話しています。一方で、

このような需要は新たな仕事と新たなチャンス

を生み出します。新たな機能のリクエストに伴

い、チームはこれまでの限界を超えて自身のス

キルセットを増やします。 

• コンテナの拡大。回答者の回答からは、コンテ

ナを早く取り扱いたいと感じる組織の開発者の

数は増加傾向にある一方で、コンテナ環境のセ

キュリティ面とネットワーク面に関する戦略を

固める必要性が示唆されます。NSX Data Center

は、コンテナ環境の自動化されたネットワーク

今後、顧客企業は NSX 

Councilを使用してプライ 

ベート／パブリッククラウド

環境全体のセキュリティを保

護できる効率性を認識するこ

とが予測されます。 



 

マルチクラウドネットワークの TOTAL ECONOMIC IMPACT™ 18 

利益分析 

のプロビジョニングとセキュリティをサポート

するため、このような戦略の実践を容易にしま

す。 

• パブリッククラウドの採用の規模拡大。参加し

た意思決定者らは、自身の会社ではプライベー

トとパブリッククラウドリソースの両方が活用

されていると回答しています。後者がインフラ

の大部分を占めるようになると、プライベート

クラウドおよびパブリッククラウド環境全体の

セキュリティを NSK管理コンソールで管理でき

る効率性が見え始めるだろうと意思決定者らは

予測しています。 

• 新たな収益を創出する場所の開設。VMware SD-

WANの機能を駆使して、新規オープンまたは買

収した場所や支社の立ち上げ準備を大幅に 

スピードアップすることができます。ある回答

者は、新規オフィスの WANの完全なセットアッ

プには、以前数か月かかっていたところが数週

間で完了したとコメントしています。 

また柔軟性は、特定のプロジェクトの一環として評

価すれば定量化できます（付録 A に詳細を記載）。 
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コストの分析 

この組織に適用される定量的コストのデータ 

 
 
 

ライセンスとサポートの費用 

エビデンスとデータ。VMwareの料金プランは、 

シンプルな年間ライセンス料です。加えて、継続的

サービスとサポートの費用もコストとして考慮して

おく必要があります。 

モデリングおよび前提条件。Forresterは、分析に以

下を想定しました。 

• 毎年 1年ごとに、仮想ネットワークリソースの

需要は 10%増加する。 

• 継続サービスとサポートの年間コストは、初期

のライセンス費用の 25%に相当する。 

 

リスク。VMwareからライセンスとサポートにかか

る費用の見積もりが提供され、内容は顧客企業の確

認を取っています。そのため、Forresterはこのコス

トカテゴリにはリスク調整を施していません。モデ

ル組織には、3年分のライセンスとサポートに

$5,819,461のコストが発生します。 

 

  

総コスト 

基準 コスト 初期 1 年目 2 年目 3 年目 合計 現在価値 

Htr 
ライセンスとサポート

の費用 
$3,287,650  $986,295  $1,019,171  $1,055,336  $6,348,452  $5,819,461  

Itr 導入とトレーニング $293,507  $0  $9,434  $0  $302,941  $301,303  

Jtr 
SD-WAN環境の実装と

継続管理の費用 
$78,750  $0  $0  $0  $78,750  $78,750  

Ktr 
SD-WANソフトウェア

とハードウェアの費用 
$0  $115,200  $115,200  $115,200  $345,600  $286,485  

 総コスト 

（リスク調整後） 
$3,659,907  $1,101,495  $1,143,805  $1,170,536  $7,075,743  $6,485,999  

. 

ライセンスとサポートの費用 

基準 評価項目 元データ 初期 1 年目 2 年目 3 年目 

H1 NSXのライセンスコスト VMware  $2,630,120  $263,012  $289,313  $318,245  

H2 NSXのサービスとサポート VMware  $657,530  $723,283  $729,858  $737,091  

Ht ライセンスとサポートの費用 H1+H2 $3,287,650  $986,295  $1,019,171  $1,055,336  

 リスク調整 0%        

Htr 
ライセンスとサポートの費用 

（リスク調整後） 
 $3,287,650  $986,295  $1,019,171  $1,055,336  
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コスト分析 

導入とトレーニング 

エビデンスとデータ。顧客企業は有料の専門サービ

スとシステム管理者のトレーニングを利用し、 

それによって実装と即戦力のある本番環境の配備を

スピーディに行うことができました。 

モデリングおよび前提条件。Forresterは、分析に以

下を想定しました。  

• モデル組織は 1回のみ費用が発生する有料サー

ビスを利用する。 

• モデル組織は VMwareのトレーニングの初期費

用を支払い、2年目にも離職者や新入社員の 

トレーニングが必要になることからトレーニン

グ費用の追加コストが発生する。 

• システム管理者 1人当たり 120時間のトレーニ

ングを要する。 

• システム管理者のトレーニングに関連して機会

コストも発生し、すべての経費を含めた給与の

時給換算で算出する。 

• システム管理者の生産性レベルが最大限になる

には 2か月かかり、2か月間の増員期間の生産性

は 50%になる。 

リスク。以下のリスク要因は、ほかの組織で発生す

るコストに影響を与える可能性があります。 

• システム管理者がすでに持っているスキルセッ

トと必要なトレーニングレベル。  

• システム管理者の離職者数。これによって、新

たな従業員のトレーニングの必要性が生じる。 

これらのリスクを考慮するために 5%のリスク調整を

適用した結果、導き出されたリスク調整後の総コス

トの PVは、$301,303です。 

 

導入とトレーニング 

基準 評価項目 元データ 初期 1 年目 2 年目 3 年目 

I1 VMwareのデザインと専門サービスの導入 VMware  $200,000        

I2 VMwareのトレーニング サービス プログラム VMware  $8,250    $4,125    

I3 1時間当たりのシステム管理者のコスト モデル組織  $81  $81  $81  $81  

I4 システム管理者のコスト（初期） 
初期：120時間／管理者 x 3人 

2年目：離職者を考慮 
$29,160    $4,860    

I5 システム管理者の増員期間のコスト 
管理者 3人の 2か月間の全実働時間の
50% 

$42,120        

It 導入とトレーニングの費用 I1+I2+I4+I5 $279,530  $0  $8,985  $0  

 リスク調整 ↑5%        

 導入とトレーニング（リスク調整後）  $293,507  $0  $9,434  $0  
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コスト分析 

SD-WAN環境の実装と継続管理の費用 

エビデンスとデータ。各顧客企業では、VMware SD-

WANソリューションの導入にあたって異なる 

アプローチが取られました。ある企業はサードパー

ティのシステムインテグレーター業者に完全に任

せ、ある企業は社内スタッフで導入を完了させまし

た。プロジェクトのプランニングとネットワーク  

アーキテクチャの設計に費やされた時間はさまざま

ですが、回答者全員が実際のセットアップ時間は 90

時間かそれに満たないほどであったと回答していま

す。（本調査のインタビューに参加した顧客企業の

なかでは、プロジェクトのプランニングとネット 

ワーク アーキテクチャの設計に費やされた最長時間

は 400時間でした。）鉱業・砕石会社のグローバル 

ネットワーク オペレーション マネージャーは、支社

の立ち上げ準備はビジネス担当者 1人のみで完了さ

せることができ、ITスタッフが現場に赴く必要はな

かったと言います。こういった点も新規の場所の立

ち上げコストを低く抑えることに貢献していると言

えます。 

モデリングおよび前提条件。Forresterは、分析に以

下を想定しました。 

• 組織はサードパーティのシステムインテグレー

ター業者に最初の導入を任せる。 

• SD-WANソリューションを全支社の場所に実装

する場合、システムインテグレーター業者に

$75,000の料金を支払う。  

 

リスク。以下のリスク要因は、ほかの組織で発生す

るコストに影響を与える可能性があります。 

• 組織のスタッフがインストレーションを実行す

る際の効率性。 

• 支社の場所の分散の度合い。サードパーティの

システムインテグレーター業者の費用見積もり

に影響することがある。 

これらのリスクを考慮するために 5%のリスク調整を

適用した結果、導き出されたリスク調整後の総コス

トの PVは、$78,750です。 

 

 
 

SD-WAN環境の実装と継続管理の費用 

基準 評価項目 計算法 初期 1 年目 2 年目 3 年目 

J1 
初期の実装とコンフィグにシステムインテグレーター業者に 

支払う料金 
  $75,000        

Jt SD-WAN環境の実装と継続管理の費用   $75,000  $0  $0  $0  

 リスク調整 ↑5%     

 SD-WAN環境の実装と継続管理の費用（リスク調整後）  $78,750 $0 $0 $0 
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コスト分析 

 

SD-WANソフトウェアとアプライアンスの費用 

エビデンスとデータ。VMware SD-WANの料金モデ

ルにより、顧客企業では CAPEXから OPEXのコス

ト構造にシフトできます。本調査のインタビューに

参加したすべての顧客企業は後者が好ましいと回答

しています。 

モデリングおよび前提条件。顧客企業には、ゲート

ウェイとオーケストレーターの月額料金、エッジの

レンタル料金が発生します。モデル組織のコストの

見積もりは、最も人気のあるパッケージとバンド幅

50 Mbpsの価格帯を選択することを想定して以下の

表にまとめています。 

 

リスク。VMwareからライセンスとサポートにかか

る費用の見積もりが提供され、内容は顧客企業の確

認を取っています。そのため、Forresterはこのコス

トカテゴリにはリスク調整を施していません。モデ

ル組織には 3年間で PV SD-WANソフトウェアとハ

ードウェアのコストの$286,485が発生します。 

 

 
 

 

SD-WANソフトウェアとアプライアンスの費用 

基準 評価項目 元データ 初期 1 年目 2 年目 3 年目 

K1 

ゲートウェイと SD-WANアプライアンスの 

レンタル、クラウド ポータル アクセスの場所 

1か所当たりの毎月のコスト 

VMware SD-WAN Edge

ユニット当たり 
  $192  $192  $192  

K2 支社数 
VMware SD-WAN Edge

ユニット当たり 
  50 50 50 

Kt SD-WANソフトウェアとアプライアンスの費用 K1*K2*12か月 $0  $115,200  $115,200  $115,200  

 リスク調整 0%        

Ktr 
SD-WANソフトウェアとアプライアンスの費用 

（リスク調整後） 
 $0 $115,200  $115,200  $115,200  

 

VMware SD-WANの

料金モデルにより、 

顧客企業では CAPEX

から OPEXのコスト

構造に移行できる。 
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財務概要 

 

リスク調整後の 3年連結評価 

 

  
 

 
 

 -$6.0 M

 -$4.0 M

 -$2.0 M

$2.0 M

$4.0 M

$6.0 M

$8.0 M

$10.0 M

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Cash
flows

Total costs

Total benefits

Cumulative net benefits

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。 

 

「利益」と「コスト」のセクションで

計算された経済的影響を使用して、こ

のモデル組織の投資に対する ROI、

NPV および回収期間を決定できます。

Forresterは、この分析で年 10%の割引

率を想定しています。 

 

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  ($3,659,907) ($1,101,495) ($1,143,805) ($1,170,536) ($7,075,743) ($6,485,999) 

総利益 $4,449,600  $3,318,410  $3,736,197  $4,097,813  $15,602,020  $13,632,849  

純利益  $789,694  $2,216,915  $2,592,392  $2,927,277  $8,526,277  $7,146,850  

投資収益率 (ROI)           110% 

回収期間 (月)            12か月未満 

 

総コスト  

総利益 

累積純利益 

$1,000

万 

$800 

万 

$600 

万 

$400 

万 

$200 

万 

 

-$200 

万 

-$400 

万 

-$600 

万 

キャッシュ

フロー 

初期 1 年目 2 年目 3 年目 
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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

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

ス上の主要な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際に見せ、正当化し、証明する

ことができます。 

TOTAL ECONOMIC IMPACT 手法 

利益とは、製品がビジネスにもたらす価値のことで

す。TEI 手法では、利益の測定とコストの測定に同

じ重みを与えることで、組織全体に与える技術の利

益を徹底的に評価することが可能になります。  

コストでは、提案されている製品の価値または製品

の利益をもたらすために必要なすべての支出が考慮

されます。TEIでのコスト区分には、ソリューショ

ンに関連して継続的に発生するコストに対する既存

環境上の増分コストが含まれます。  

柔軟性とは、既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 PV (現在価値) があることを意味

します。  

リスクとは、次の方法で利益とコストの見積もりの

不確かさを測定したものです。それには、コストお

よび利益見積もりが、1) 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測定され追跡さ

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。 

現在価値 (PV) 

特定の利率 (割引率) を適用した場合の 

(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) を適用した場合の 

(割引後の) 将来の正味キャッシュフロー

の現在価値。プロジェクトの正味現在価

値 (NPV) の値が正であれば、他のプロ

ジェクトの NPV がそれより高くない限

り、通常は投資すべきであると考えられ

ます。  

 

投資収益率(ROI) 

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 

キャッシュフロー分析において現金の時

間的価値を考慮するために 適用する利

率。通常、企業は 8%～16% の割引率を 

適用します。  

 

回収期間 

投資の損益分岐点です。これは純利益 

(粗利益からコストを引いたもの) が初期

投資またはコストに見合うタイミングで

す。 
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付録 B：注釈 

 
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お客さま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上の主要な利害関係者に対して、ITの取り組みの具体的な価値を実際に見

せ、正当化し、証明することができます。 

2 出典：Forrester Research Inc.『Future-Proof Your Digital Business With Zero Trust Security』 

2019年 12月 10日。 
3 出典：Ponemon Institute『2020 Cost of a Data Breach Study by Ponemon』 2020年。 
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