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エグゼクティブサマリー 

Forrester Consulting は、オンプレミス・ソフトウェアを販売

する ISV (独立系ソフトウェア・ベンダー) が Amazon Web 

Services (AWS) 上の SaaS (ソフトウェアとしてのサービス) 

を開発する場合についてのビジネス・ケース策定に関し、

AWS の委託を受けて Total Economic Impact™ (総合的経済

効果、TEI) の調査を実施しました。本調査の目的は、SaaS 

製品の開発によってもたらされる経済効果を評価するための

枠組みを提示することです。 

Forrester は、AWS 上で動作する SaaS 製品の開発経験があ

る ISV 企業 10 社を対象として、SaaS 製品の開発と提供開

始に伴う収益、投資、リスクを十分把握するための詳細なイ

ンタビュー調査を実施しました。調査対象となった 10 社の

内訳は、オンプレミス・ソフトウェア開発から SaaS 開発に移行した企業 9 社と、創業当時からクラウドをベースとし、

一貫して SaaS 開発を行っている 1 社です。移行した 9 社の調査結果は分析とモデリングに使用し、残り 1 社の調査結果

は、最初から SaaS の開発・運用に特化した ISV 事例の参考情報を得るために利用しました。さらに、AWS 上のホス

ティングや他のクラウド・プロバイダーを利用してオンプレミスから SaaS に移行した ISV 106 社に対してもオンライン

のアンケート調査を実施し、その結果に基づいて、ISV の意思決定促進要因、行動、パフォーマンスに関する広範な市場

概況をまとめました。 

インタビューに協力した ISV 9 社は、SaaS ソリューションを求める顧客の需要に応えること、SaaS を提供する競合他社

への顧客流出を防ぐこと、イノベーションや新しい製品機能の市場投入を迅速化・簡易化することを目的として SaaS 製

品の開発に乗り出しました。アンケートに協力した ISV 106 社も同様で、SaaS 製品開発の動機は SaaS ソリューション

を求める顧客の需要に応えるためとした回答者の割合は 89%、顧客が SaaS の競合他社に流れるのを防ぐためとした回答

者は 71%、市場情勢の変化に対する即応性を高めるためとした回答者は 80% でした。 

インタビューに協力した ISV 9 社は今まで 3 年～ 10 年にわたって SaaS を手がけており、そのうち 7 社は、オンプレミ

ス・ソフトウェア製品の販売やサポートも継続しています。SaaS サブスクリプションからの収益が総収益に占める割合

は、10% に満たない会社から 100% までさまざまです。SaaS の粗利益率はおおむね 40% ～ 70% の範囲です。 

もっとも大きな投資が行われている対象領域は、初期の SaaS 製品開発と、販売およびマーケティング、そして顧客サ

ポートです。インタビューに協力した ISV のうち 7 社は、シングルテナントの運用を引き続きサポートしつつも既にマル

チテナント・アーキテクチャを開発しています。アンケートに協力した ISV では、39% がシングルテナント/マルチテナ

ント・アーキテクチャの両方をサポート、51% がマルチテナント・アーキテクチャのみサポートしています。インタ

ビューに協力した ISV の顧客サポートに関する投資の目的は、SaaS 製品から最大限の価値を引き出せるように顧客をサ

ポートすること、ひいては、離脱率を最小限に抑えて契約更新率を高めることです。 

インタビューに協力した ISV はさまざまな理由から AWS を選択していますが、中でも回答が非常に多かったのは、AWS 

の技術的能力が成熟していること、広範なサービスが揃っていること、該当地域において有力であること、地理的なリー

チ範囲が総じて大きいこと、評判がよくて信用があることです。また、AWS のアーキテクチャ・レビューやベスト・プラ

クティス・ガイド、ホワイトペーパーなど、開発サポートが充実しているという点もよく挙げられました。さらに、AWS 

と AWS Partner Network (APN) で利用できる継続的な Go-to-market 支援には ISV にとって明確なメリットがある、との

回答も得られました。 

 

 

オンプレミス・ソフトウェアから SaaS への移行を

果たした、調査対象 ISV 企業 106 社のうち… 

 

 82% が、オンプレミス・ソフトウェアと同

等以上の粗利益率を SaaS で実現しました。 

 81% が、新アプリケーション市場投入まで

の期間を短縮できたと答えました。 

 84% が、アプリケーション・メンテナンス

関連コストの低減を実現しました。 
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AWS 上での SAAS 展開は、ISV のビジネス転換に適した堅固なプラットフォーム 

この分析作業において Forrester は、オンプレミス・ソフトウェア開発から SaaS 開発に移行した ISV 9 社に対するインタ

ビュー調査、106 社に対するアンケート調査の結果を基に、1 つの典型的な ISV 企業モデルを作り上げました。この架空

の ISV は、SaaS 製品の開発を手がけるようになる前は B2B ソフトウェアの会社であり、ソフトウェアのライセンス販売

とメンテナンス料金によって収益を得ていました。競合圧力に対抗し、潜在的なビジネス対象市場の拡大を図るために、

同社は SaaS 製品を開発することにしました。オンプレミス・ソフトウェアのライセンス販売ビジネス・モデルから 

SaaS ビジネス・モデルへの転換を決断したのです。 

このモデルの ISV 企業は、SaaS 製品の販売を始めてから 5 年目の時点で、新規の SaaS 製品サブスクリプションによる

収益が 5,000 万ドル (従来型販売モデルによる収益が別途発生する場合があります)、粗利益率は 63% になりました。

SaaS 事業の収益は 4 年目で黒字化しました (表 1 を参照)。 

モデルの想定条件は次のとおりです。 

• 料金は 1 シートあたり 150 ドル 

• SaaS 販売の成長率は 2 年目が 100%、3 年目が 90%、4 年目が 60%、5 年目が 50% 

• 年間の平均離脱率は、収益ベースで 5% 

• クロスセル/アップセル向けの補完的な新製品を自社開発 

 

表 1 

見積損益計算書 (単位：1,000 ドル) 

参照名 

 

計算式 導入時 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

PL1 サブスクリプション収益 
  

2,407  7,102  15,895  29,738  50,207  

PL2 利用開始支援費用 
  

406  813  1,463  2,356  3,494  

PL3 

クラウド・ホスティングおよ

びサードパーティ・テクノロ

ジ費用 
  

1,375  3,733  7,280  12,513  15,083  

PL4 粗利益 PL1-PL2-PL3   626  2,557  7,153  14,869  31,630  

PL5 粗利益率 (%) PL4/PL1   26% 36% 45% 50% 63% 

PL6 販売およびマーケティング 
  

1,358  1,868  2,995  4,374  5,810  

PL7 一般管理費 
  

385  1,136  2,543  4,758  8,033  

PL8 顧客サポート 
  

335  419  503  586  670  

PL9 IT 運用 
  

94  94  94  94  94  

PL10 研究開発 
 

1,406  750  938  1,125  1,125  1,313  

PL11 総運用費用 
PL6+PL7+PL8+ 

PL9+PL10 
$1,406 $2,922 $4,454 $7,259 $10,937 $15,920 

PL12 営業収益合計 PL4-PL11 ($1,406) ($2,296) ($1,897) ($106) $3,931 $15,711 

PL13 営業利益 PL12/PL1   (95%) (27%) (1%) 13% 31% 

資料：Forrester Research, Inc. 
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› 収益：モデル ISV 企業における SaaS の収益源は次のとおりです。 

• 定期的に発生するサブスクリプション収益。この収益は、主としてオンプレミス・ソフトウェアから SaaS に乗り換

えた顧客からもたらされています。また、大部分は直接販売によるものですがパートナー経由の収益も含まれます。 

› 投資および費用：モデル ISV 企業が支出した投資や費用の対象領域は次のとおりです。 

• 顧客の利用開始支援。顧客との関係確立当初から積極的でスムーズな運用を実現できるようにするための人件費

です。 

• ホスティングおよびサードパーティ・テクノロジ費用。ホスティングや関連サービスに使用する AWS 費用と、

SaaS ソリューションを提供するために使用する他のテクノロジのプロバイダーに支払われる費用です。 

• 販売およびマーケティング。営業チーム、販売支援エンジニア、マーケティングに関する人件費です。パートナー

経由の販売に関する費用は含まれません。 

• 一般管理費。この費用の大きさは収益の 16% になると想定されます。想定の根拠は、SaaS ISV 企業に対する第三

者アンケート調査から得られたデータです (付録 D を参照)。 

• 顧客サポート。販売後に行われる顧客とのやり取りやサポートに関する人件費です。顧客サポート・マネージャー

は、提供する SaaS 製品・サービスから顧客が得る価値を最大化すること、販売シート数拡大のチャンスを追求す

ること、顧客との総合的な関係を良好に保つことに専念します。 

• IT 運用。SaaS 製品の運用をサポートする技術的運用関連の人件費です。 

• 研究開発。市場投入可能な最初の製品を開発する作業と、継続的な新機能・新製品の開発作業、バグ修正作業のた

めに必要な人件費です。 

情報開示 

本報告書は次に注意してご参照ください。 

› 本調査は AWS からの委託により、Forrester Consulting が実施しました。本調査は比較分析を目的としたものではあり

ません。 

› Forrester は、他の ISV 企業に潜在的にもたらされる結果に関しては何の予測も行っておりません。読者の皆様には、こ

のレポートで提供されているフレームワークを御社自身で評価いただき、AWS の利用の妥当性を判断されることをお勧

めします。 

› AWS は本報告書の内容を確認し、Forrester にフィードバックを提供しましたが、本調査および調査結果については 

Forrester がこれを編集・管理する権限を有し、調査結果と矛盾する変更や調査の趣旨が曖昧になるような変更は一切

行っておりません。 

› インタビュー調査は AWS から紹介された ISV パートナー企業に対して行いましたが、AWS はインタビュー調査に一切

関与していません。 
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市場概況: ISV は従来型から SaaS アプリケーションへの転換を推進中 

クラウド・コンピューティングの台頭によって、インフラストラクチャやソフトウェアの利用方法は劇的に変化しまし

た。エンタープライズ環境における SaaS の普及率はアプリケーションの種類によって異なりますが、Forrester の試算で

は現在 18% ～ 23% です (付録 D を参照)。従来型オンプレミス・ソフトウェア・ソリューションを提供する ISV に SaaS 

ソリューションの開発を求める圧力は、SaaS の普及拡大やその他の市場動向の影響を受けて増大し続けています。SaaS 

ソリューションへの参入を計画している ISV は、幅広い事項についての意思決定を注意深く行い、オンプレミス・ソフト

ウェアから SaaS への移行方法を慎重に検討する必要があります。それらの意思決定は、ISV としてのビジネス・モデル

や運用のあり方を根本的に左右するものになるからです。 

ISV の開発・販売対象が従来型オンプレミス・アプリケーションから SaaS アプリケーションに移っている理由とその移

行方法を評価するために、Forrester は、オンプレミス・アプリケーション (一部または全部) を SaaS に移行した ISV 企

業 106 社に対してアンケート調査を実施しました。それらの企業は必ずしも AWS の顧客ではなく、使用しているクラウ

ド・ホスティング・プロバイダーは回答者によって異なります。アンケートの内容は、事業内容を変更して SaaS アプリ

ケーションの提供を始める決断の背景にあった課題や目的、SaaS 開発・提供コストの実態、ビジネス上の主な成果につ

いて説明をお願いするものでした。 

ISV が SAAS ソリューションの開発に乗り出す理由 

Forrester が ISV 企業 106 社に対してアンケート調査を実施し、SaaS 製品の開発を決断する上で何が重要な促進要因と

なったかを質問したところ、以下のような事項が挙げられました。 

› SaaS や新しいソリューションの提供を求める顧客の需要。重要な促進要因の 1 つとして、SaaS 提供に対する顧客の需

要を挙げた回答者の割合は 89% でした。また、新しいソリューション (SaaS で提供されるもの) に対する需要に応える

ために SaaS 製品を開発したという回答は 90% にのぼりました。 

› SaaS ソリューションの提供を要求する競合圧力。実績ある競合企業が SaaS ソリューションの開発を進めており、新

たな競合企業も参入してくる状況において、従来型オンプレミス・ソフトウェアの顧客が競合他社の SaaS に奪われる

のを防ぐことが重要な促進要因になった、と 71% の ISV が回答しました。 

› 需要の変化に対応するための俊敏性・即応性の向上。競合圧力の高まりによって、顧客や市場ニーズの変化にすばやく
対応する力が必要になり、それが SaaS 製品開発の重要な促進要因になったと 80% の ISV が回答しました。また、完

全に新規のアプリケーションを投入したいという意向を表明した回答者が 82% にのぼりました。 

› アプリケーション開発コストの低減。77% の ISV が、オンプレミス・ソフトウェア製品は開発コストが高くつくため、

オンプレミスでは顧客に提供できる内容が制約されてしまう場合があると回答しています。また、78% が、SaaS 開発

はソフトウェアの研究開発/提供コストを合理化する手段になると考えています。 

› 潜在的な販売対象市場の拡大。SaaS を採用すると、手頃な価格設定と導入の手軽さで新しい顧客セグメントにリーチ

する可能性が開かれます。85% の ISV が、SaaS の提供形態は新たな地域への進出手段になると考え、80% が新たな業

界への参入手段になると考えています。また、78% が、SaaS 製品は小規模企業が多い新たなセグメントへの参入に役

立つ可能性があると認識しています。 

SAAS ソリューション開発の成果とメリット 

従来型アプリケーションから SaaS に移行するかどうかの判断にあたっては、SaaS 対応によって移行のコストやリスク

に見合う価値を生み出せる可能性について検討するだけでなく、SaaS ソリューションを持たない ISV が今後の市場で存

続可能かどうかも考える必要があります。アンケートに協力した ISV 企業は、SaaS ソリューションに参入した結果につ

いて次のように回答しています。 
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› 収益全体の中で SaaS の占める割合は急拡大中。80% の ISV が、SaaS に移行した既存アプリケーションの収益成長率が

上がったことは主要なメリットの 1 つであると回答しています。回答によると、2 年前の時点では会社の収益全体に占め

る SaaS サブスクリプションの割合が 36%、オンプレミス・ソフトウェアの割合は 45% でしたが、今では SaaS サブス

クリプションの収益が全体の 45% を占めるようになり、オンプレミス・ソフトウェアの 38% を上回っています。 

› SaaS の粗利益率は時が経つにつれて向上する。ISV が回答した SaaS の粗利益率には、下は 6% から上は 70% 超まで

非常に大きなばらつきがあります。トップ・レベルの企業では、2 年前に 55% だった粗利益率が 76% にまで向上して

います。一方、最低レベルの企業の場合は粗利益率が 13% 以下にとどまっています (図 1 を参照)。ただ、こうした差異

にもかかわらず、時が経つにつれて粗利益率が向上した点はいずれの ISV も共通しています。これは、コスト・コント

ロールが可能であることや、マルチテナント・アーキテクチャによるスケール・メリットを生かせること、あるいは価

格戦略を改善できることの効果です。 

図 1 

SaaS の粗利益率の向上 

  

 

調査対象：米国 33 社、欧州/中東/アフリカ 32 社、中南米 20 社、アジア太平洋 21 社の ISV 企業 

資料：Forrester Consulting が 2016 年 7 月に AWS の依頼で実施した委託調査 

 

› SaaS の粗利益率は、オンプレミス・ソフトウェアの粗利益率と同等またはそれ以上。82% の ISV が SaaS でオンプレ

ミス・ソフトウェアと同等以上の粗利益率を実現している一方、18% の ISV は SaaS の粗利益率がオンプレミス・ソフ

トウェアよりも低くなっています。SaaS の粗利益率がオンプレミス・ソフトウェアを上回っている ISV のうち、SaaS 

ソリューションの販売を始めてから 2 年以上が経つ企業の割合は 47%、2 年未満の割合は 37% です。一方、オンプレ

ミス・ソフトウェアの粗利益率と同等以下にとどまっている ISV を見ると、そのうち 75% が、SaaS の採用は会社が生

き残るために必要だったと説明しています。同じく 64% の企業が、SaaS によって長期的成長の見通しができたと考

え、39% の企業が、SaaS の採用は顧客ベースを失わないために有効だと考えています (図 2 を参照)。 

 

「御社の収益全体のうち、次の種類の

収益源が占める割合は何 % ですか？」

2 年前 現在

SaaS

従来型

インストール

30%

40%

50%

「御社の SaaS 製品の粗利益率は何 % ですか？」

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

第 1 四分位 第 3 四分位 第 2 四分位 第 4 四分位

SaaS の粗利益率
(2 年前)

SaaS の粗利益率
(現在)

55%

76%

44%
50%

25%

40%

7%
13%

企業パフォーマンス

80% の ISV が、SaaS に移行した既存アプリケーションの

収益成長率が上がったことはやや重要もしくは非常に重要な

メリットであると回答しています。
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図 2 

SaaS の粗利益率 

 
調査対象：米国 33 社、欧州/中東/アフリカ 32 社、中南米 20 社、アジア太平洋 21 社の ISV 企業 

*調査対象：米国 19 社、欧州/中東/アフリカ 19 社、中南米 13 社、アジア太平洋 10 社の ISV 企業 

資料：Forrester Consulting が 2016 年 7 月に AWS の依頼で実施した委託調査 

 

› コスト節減効果は、SaaS の開発/サポートにおいて発揮される。これに関しては、複数バージョンのソフトウェアに対

応する必要がないという点がもっとも大きな要因です。最新版という唯一のバージョンに開発とサポートの労力をすべ

て集中できます。また、SaaS ではユーザーのデータを収集することができ、88% の ISV は、アプリケーションのパ

フォーマンス最適化やサポート・コスト低減のためにこのデータを活用しています。節減効果の潜在的な大きさはどの

程度なのでしょうか? 調査対象 ISV の中には、自社のオンプレミス・ソフトウェアと比べてアプリケーション・メンテ

ナンス関連のコストを低減できたとする企業の割合は 84%、アプリケーション開発関連のコストを低減できたとする企

業は 81% にのぼりました。 

› SaaS の提供形態はイノベーションと俊敏性の実現を可能にする。新規アプリケーションの市場投入に要する期間が短

縮されたとする ISV が 81%、新たなサービス/アプリケーションの提供が可能になったことを重要な成果として挙げる 

ISV が 79% ありました。テスト、チューニング、運用展開において差がつくため、SaaS ベンダーはメジャー・アップ

グレードを 1 年に複数回リリースすることもできます。オンプレミス・ソフトウェアの世界に比べると、アップグレー

ドの間隔が格段に短くなります。常に 1 つのバージョンだけが使われる SaaS の性質上、ベンダーは、どの部分を改良

すべきかをより的確に判断できます。ファイアウォール内に配備されるソフトウェアと比べて、実際にどのシステム機

能が使われているかを詳しく把握できるからです。また、SaaS はマルチテナントに対応しているため、膨大なユー

ザー人口全体に対して高度な分析やベンチマーク・テストを実行し、そのデータをアプリケーション・パフォーマンス

の最適化や製品開発ロードマップの推進に生かすことができます。さらに SaaS には、多対多のリアルタイム・コラボ

レーションを実現し、従来型ライセンス・モデルでは考えられなかった新機能を提供する能力が備わっています。従来

型モデルでは、顧客が実行しているソフトウェアのバージョンも、プラットフォームのアーキテクチャやハードウェア

もまちまちであることから、広範囲の顧客を視野に入れた分析や機能提供によってメリットが生まれる余地は非常に限

られます。 

› SaaS は長期的成長の展望を開く。SaaS のメリットとして、アンケートに協力した ISV の 80% が新たな顧客セグメン

トにアピールできる可能性を挙げ、79% が、新たな地域へのサービス提供可能性が生まれると答えています。実際、

51% の ISV は新たな製品・サービス提供対象地域を積極的に開拓しており、同じく 46% が新たな業界の開拓、42% が

新たな企業規模セグメントの開拓に積極的です。その一方で、従来の顧客セグメントに対しても働きかけを継続し、既

存のオンプレミス・ソフトウェアの顧客を SaaS に移行させる取り組みを行っています。 

「SaaS 製品の粗利益率は、オンプレミス・ソフトウェアの

粗利益率と比べてどうですか？」

オンプレミス版を上回っている

オンプレミス版を下回っている

オンプレミス版とほぼ同じ

42％

40%

18%

「この状況にもかかわらず SaaS が必要である理由は？」*

(複数回答可)

SaaS の採用は当社が生
き残るために必要だった

SaaS は当社の既存顧客
ベースを守る

SaaS は当社の長期的成長への
展望を開く

75%

64%

39%
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移行時に直面する主なリスク 

SaaS 市場に参入するとさまざまなビジネス・チャンスが生まれる可能性があるのは確かです。変化の速いソフトウェア

市場で生き残るには SaaS に参入するほかないという場合も少なくありません。しかし、ISV が従来のオンプレミス・ソ

フトウェア製品とビジネス・モデルを SaaS に適応させるにあたって注意を要する領域がいくつかあります。インタ

ビューに協力した ISV が挙げた注意事項には次のようなものがありました。 

› SaaS 製品の開発コストは、予想よりも高くつく場合がある。開発コストは想定の範囲内に収まったと 59% の ISV が答

えた一方、最小限の市場性を備えた最初の製品を開発するまでに想定予算を上回るコストがかかったという企業も 

38% ありました。既存のコードが古く、複雑度が高い場合には、アーキテクチャの見直しや再開発が必要になる可能性

があり、開発コストが比較的大きくなる可能性があります。また、大半の ISV では、アジャイル開発のような新手法や

変更管理を導入するためにかなり大きな投資が必要となりました。こうした新体制と既存の開発リソースとの親和性は

必ずしも高くありません。 

› 顧客は SaaS の採用に不安を抱いている場合がある。アンケートに協力した ISV の 80% が顧客の需要を受けて SaaS 

ソリューションの開発を始めたとはいえ、ISV は、一部の顧客が SaaS に不安感を持っていると指摘しています。その

不安は、経済性、アプリケーションのパフォーマンス、コンプライアンスに向けられています。顧客の懸念事項とし

て、特定ベンダーの財政的な囲い込みを挙げた ISV が 43%、ライセンスベースからサブスクリプションベースへのモデ

ル移行が 40%、トータル・コストが高くなりすぎる心配が 39%、データ・セキュリティの懸念が 40%、コンプライア

ンスとデータのプライバシーが 39%、SaaS アプリケーションのパフォーマンスが 42% ありました。ISV は、SaaS と

オンプレミス・アプリケーションの総所有コスト (TCO) 比較データを示し、利用するクラウド・プロバイダーのセキュ

リティ/コンプライアンス能力に関する知識を充実させ、アプリケーションのセキュリティ強化に役立てることで、顧客

の不安を緩和できます。 

› SaaS 製品の収益は、期待した水準には届かない可能性がある。一部の ISV では、SaaS 製品の収益が予想を下回って

います。挙げられた理由は SaaS ソリューションの販売を始めてからの年数によって異なります。SaaS を販売して 

1 ～ 2 年の ISV では、市場投入からまだ間もないことが理由だとする企業が 70%、製品提供地域の狭さや機能不足を理

由とする企業が 60% ありました。2 年以上 SaaS を手がける ISV が挙げた理由も似ていますが比率に差が見られ、機能

不足を理由とする企業の割合が 61%、提供地域の狭さが 48%、他の SaaS ベンダーとの競争が 45% という調査結果に

なりました。つまり、十分な開発リソースを確保して、顧客ニーズを満たす機能を備えた SaaS 製品を最初から開発

し、チャンスを逸することなく迅速に市場投入することが重要です。 

SAAS への道：考慮すべき事項 

ISV が SaaS による製品・サービス提供に移行するには、コスト・モデルを再評価し、新しい価格戦略を策定し、サブス

クリプション・ベースの業績評価を追求することに注力する必要があります。SaaS への移行を計画する ISV が考慮すべ

き事項は次のとおりです。 

› 既存オンプレミス・アプリケーションをリライト/移行するか、まったく新規にアプリケーションを開発するか。既存ア

プリケーションを SaaS 製品に移行した ISV は 52%、オンプレミス・ソフトウェア製品の新バージョンまたは派生製品

をクラウド用に開発した ISV は 41% でした。また、既存のオンプレミス・ソフトウェア・ソリューションを移行する

だけでなく完全な新規の SaaS 向けアプリケーションを開発した割合は 80% にのぼりました。どのような移行パスを選

ぶにしても、クラウド環境の自動化機能をうまく利用できるよう、クラウドに最適化した SaaS 製品を確実に提供する

ことが大切です。 

› クラウド・テクノロジ・プラットフォームに何を求めるか。クラウド・テクノロジ・プラットフォーム・プロバイダー
の選定にあたって重視する事項のトップ 3 を ISV に質問したところ、第 1 位は技術的な機能/能力でした (42%)。その他

の重要事項としては、世界的なリーチを挙げた企業が 10%、ブランド/セキュリティ/コンプライアンスを挙げた企業が

同率でそれぞれ 8% でした。 
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› どのような場合にマルチテナント運用をサポートし、シングルテナントと使い分けるか。ほとんどの ISV は、マルチテ

ナントまたはシングル/マルチテナント混在の運用を選択しています。SaaS 製品・サービスをマルチテナント専用ソ

リューションとして運用している ISV は 51%、シングルテナント/マルチテナント両方の運用をサポートしている ISV 

は 39% でした。流れとしてはマルチテナント運用の割合が増えつつあり、シングルテナントのサポートは次第に縮小し

ています。シングルテナント運用のみをサポートする ISV の数は 2 年前の 13% から現在は 9% に減りました。シング

ルテナントは従来型からの移行ハードルがもっとも低い反面、長期的に見れば、SaaS に対する顧客の期待に見合った

大きなメリットを提供できるアーキテクチャとはいえません。弾力性、多対多コラボレーション、シームレスな自動

アップグレードなどといった顧客のメリットはマルチテナント・アーキテクチャならではのものです。しかも、マルチ

テナント・アーキテクチャには ISV がスケールメリットを得やすいという利点もあります。変更作業を一元的に実行で

きれば、ソリューションの展開と管理にかかる手間が少なくて済みます。とはいえ、シングルテナントが適している顧

客やシングルテナントを要件としている顧客に対応する目的で ISV はサポートを継続していることがわかりました。 

› SaaS の開発に着手するための適切な初期コストをどのように算定するか。予算やスケジュールを超過することなく 

SaaS 製品を市場に投入できるよう、ISV は、同業者やその他のデベロッパーから話を聞いて必要な労力とリソースを見

極めるべきだと考えられます。ISV が最小限の市場性を備えた最初の製品を開発するまでに要した期間は平均 14 か月で

すが、実際の開発期間は 3 か月～ 2 年と、企業によってかなりの開きがあります。 

› SaaS 製品の適切な価格設定モデルと価格水準をどのように決定するか。アンケートに協力した ISV 企業は、さまざま

な事項を考慮して製品の適切な価格を決定しています。その計算式にどのような消費ベースの変数を盛り込むかの判断

は各社各様で、その種類も多岐にわたりますが、中でもユーザー数を計算式に含めている企業の割合が 65%、製品数が 

55%、使用拠点数が 53%、会社数が 48% ありました。また、使用状況 (トランザクション数など) ベースを採用する企

業も 39% ありました。71% の ISV は、競合他社による価格モデルや価格水準の設定を考慮に入れています。価格設定

に関しては、そこに反映される要素 (リソース消費など) やコストを把握し、それらのコストや要素の測定方法を熟知し

ておくことが大切です。また、適切な価格設定モデルを決めるにあたっては同業者の話を聞くことをお勧めします。 

› どのような尺度で SaaS ビジネスの財務上の健全性を測るか。ISV が SaaS ビジネスの財政的な健全性を測るために

使っている尺度はいくつかありますが、その比重が時代とともに変化してきています。SaaS を販売して 1 ～ 2 年の 

ISV がもっとも重視する尺度は月間経常収益 (MMR) であるのに対し、2 年以上 SaaS を手がけてきた ISV は、より高い

割合で MMR の成長率 (1 ～ 2 年の企業の 34%、2 年以上の企業の 41%) と離脱率 (同 18%、37%) を重視しています。

新規顧客の関心を引くコストよりも既存顧客の契約を更新させるコストの方が普通は安く上がるため、長い目で成長や

収益性を追求する上で離脱率を抑制することは非常に重要です。成熟度が上がった SaaS ISV はこの重要性を理解して

いると考えられます。今回のアンケート調査では収益ベースの離脱率と顧客数ベースの離脱率を特に区別していません

が、顧客の離脱率は収益にも影響します。 
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TEI のフレームワークと方法論 

概要 

Forrester はインタビュー調査で得た情報に基づき、AWS 上の SaaS ソリューション構築を検討する ISV パートナー企業

向けの Total Economic Impact (総合的な経済効果：TEI) 評価フレームワークを作成しました。このフレームワークの目的

は、投資に関する意思決定に影響を与える、費用、便益、柔軟性、およびリスクを明らかにすることです。 

調査方法 

Forrester は多段階アプローチによって、AWS に対する投資効果を評価しました (図 3 を参照)。具体的な作業の内容は以

下のとおりです。 

› AWS の従業員と Forrester のアナリストに対してインタビューを実施し、AWS および AWS 用マーケットプレイスに関

するデータを収集しました。 

› Amazon Web Services を現在使用中の ISV パートナー企業 10 社に対するインタビュー調査、および ISV パートナー企

業 106 社に対するアンケート調査を実施し、費用、便益、およびリスクに関するデータを収集しました。 

› インタビューおよびアンケート調査に協力した ISV 各社の特性を基にして、架空のモデル ISV 企業像を作成しました。 

› TEI の手法を使って、インタビュー調査およびアンケート調査で得られたデータを反映する典型的な財務モデルを構築

しました。インタビュー調査に基づきモデル ISV 企業の収支として設定された費用データと収益データを、この財務モ

デルに入力しました。 

› インタビューで指摘された問題点や懸念事項に基づいて、財務モデルのリスク調整を行いました。TEI 法ではリスク調

整が非常に重要になります。Forrester はインタビューした ISV 各社から費用と収益の見積データを受け取っています

が、回答に大きなばらつきがある項目や、さまざまな外的要因が業績に影響したと考えられる項目も多いため、リスク

を踏まえて費用と収益の数字を一部調整する必要があります。リスク調整の詳細については各項で説明しています。 

Amazon Web Services の効果をモデル化する作業には、4 つの TEI 基本要素 (収益、費用、柔軟性、リスク) が使われてい

ます。TEI 法の詳細については、付録 A をご覧ください。 

図 3 

TEI 法 

 

 

資料： Forrester Research, Inc. 

 

課題や問題の 
訴求 

 

ISV 企業のイン
タビュー調査と
アンケート調査

を実施 

モデル ISV  
を設計 

TEI フレーム
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移行を果たした ISV パートナー企業の状況 

インタビュー調査の要点 

本調査の一環として 10 件のインタビュー調査を実施し、そのうち 9 件については詳細分析を行いました。インタビューに

応じてくださった方々は、これらパートナー企業の CEO (最高経営責任者)、共同創業者、CTO (最高技術責任者)、CPO (最

高製品責任者)、クラウド製品担当バイスプレジデントです。インタビューに協力した ISV の主な特性を表 2 に示します。 

表 2 

インタビューに協力した ISV の特性 

ISV 本社 SaaS 

販 売歴 

製品タイプ 現在の 

アプリケーション 

シングル/ 

マルチテナント 

顧客 

No. 1 EU 3 年 インテグレーション管

理、ビジネス・プロセ

ス・モデリング、IT プラ

ンニング、ポートフォリ

オ管理 

各種製品の 

SaaS 版とオンプ

レミス版 

シングルテナント フォーチュン 

1000 企業、70 か国 

No. 2 米国 10 年 データ・インテグレー

ション、データ管理 

各種製品の 

SaaS 版とオンプ

レミス版 

大半はマルチテナン

ト、一部のコンポー

ネントをシングルテ

ナント提供 

世界規模のエンター

プライズ企業、中小

企業 

No. 3 アジア太平洋

地域 

4 年 サーバー管理、メール・

セキュリティ、メール配

信ソフトウェア 

各種製品の 

SaaS 版とオンプ

レミス版 

大半はマルチテナン

ト、一部の顧客にシ

ングルテナント対応 

現地の中～大規模エ

ンタープライズ企業 

(公共部門を除く各種

業界) 

No. 4 米国 5 年 ERP ソフトウェア SaaS 版とオンプ

レミス版 

シングル/マルチテ

ナント 

世界規模のエンター

プライズ企業 

No. 5 アジア太平洋

地域 

4 年 小売、顧客、サプライ

ヤー・アナリティクス 

SaaS 版のみ販売 大半はマルチテナン

ト、一部のコンポー

ネントをシングルテ

ナント提供 

世界規模のエンター

プライズ企業 

No. 6 EU 6 年 ファイル同期/共有、コラ

ボレーション・ソフト

ウェア 

SaaS 版とオンプ

レミス版 

シングル/マルチテ

ナント 

主に EU のエンター

プライズ企業 

No. 7 ラテンアメリカ 6 年 eCommerce プラット

フォーム 

SaaS 版のみ販売 マルチテナント 中小企業、法人、エ

ンタープライズ企業 

No. 8 アジア太平洋

地域 

3 年 セキュリティ・ソフト

ウェア 

SaaS 版とオンプ

レミス版 

マルチテナント 小～大規模エンター

プライズ企業 

No. 9 米国 5 年 アナリティクス、モビリ

ティ、セキュリティ・ソ

フトウェア 

SaaS 版とオンプ

レミス版 

シングルテナント 世界規模のエンター

プライズ企業 

資料：Forrester Research, Inc. 
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SaaS 戦略のビジネス的な促進要因 

インタビューに協力した ISV 各社には、既存ソフトウェア製品の SaaS バージョンに取り組むビジネス的な促進要因が複

数ありました。そうした要因には、以下のことを実現する必要性が含まれていました。 

› SaaS ソリューションを求める顧客の需要を満たす。需要の高まりは、SaaS の提供に取り組む決断を下すための重

要な促進要因の 1 つでした。顧客がクラウド・ソリューションを求める理由は、配備しやすいこと、従量料金で利用

できること、IT コストを設備費から運用費に切り換えられること、IT リソースをインフラストラクチャ管理ではなく

ビジネス・ニーズのために使えること、新しいソフトウェア・リリースをすぐ使えることなど多数あります。ある 

ISV は、「クラウド・ソリューションがない ISV は提案依頼

書 (RFP) の対象にならない」と顧客から告げられた事例があ

るといいます。 

› 既存の顧客ベースを守る。一部の ISV は、SaaS 提供の選択肢

を持つ既存/新規参入企業からの競合圧力に促され、市場シェア

を守るために SaaS ソリューションの開発を決断しました。 

› 新しい市場や購入企業へと販売先を拡大する。SaaS ソリュー

ションには、地理的な障壁を乗り越えられる性質や、オンプレ

ミス・ソフトウェア・ソリューションに付随する大きな初期費

用を回避できる性質があります。したがって、SaaS 形態で製

品・サービスを提供すると新市場に参入するチャンスが生ま

れ、従来とは異なる業界、異なる企業規模セグメント、異なる

地域を視野に入れる可能性が開かれます。既存の顧客ベースに

含まれる企業に対しても、従来の IT 部門に加えてビジネス・

ユーザーを販売対象とすることができ、IT 以外の部署と新たな

関係を構築する可能性が生まれます。 

› 革新的なソリューションを迅速に提供するプラットフォームを実現する。クラウド環境のアーキテクチャには製品のイ
ノベーションを加速する独特の力があり、これを生かすことで ISV は顧客のニーズや競合他社の圧力に素早く対応でき

ます。製品を進歩させるペースを速め、新機能が市場に届くまでの期間を短縮することの必要性については、インタ

ビューに協力した ISV の多くが指摘しています。競争力を高めるために、ISV は製品機能と使いやすさを向上し、市場

の技術トレンドを自社の収益に結びつける力を増強する必要があります。 

› 大きな設備投資を要するオンプレミス・ソフトウェアの採用障壁を取り除く。データ・アナリティクスや ERP など、

ある種のソフトウェアでは、ハードウェアとソフトウェア・ライセンスの両方に対して多大な設備投資をしないとソ

リューションを実現できないことがしばしばあります。大きな設備投資が必要なオンプレミス・ソフトウェア製品を販

売する ISV にとって、SaaS はその必要性を回避する手段になる可能性があります。また、従来は想定できなかった新

しい市場 (小口顧客など) に参入する道も開かれます。 

AWS を選択した理由 

インタビューした ISV は、SaaS 製品戦略を進める意思決定をした後、開発とクラウド・インフラストラクチャの適切な

プラットフォームを選択する必要があったと語っています。インタビュー協力者によると、良質な製品ロードマップを描

くためにも、オンプレミス・ソフトウェア・ソリューションで実現できる以上の世界的リーチを実現するためにも、優れ

たスケーラビリティ、信頼性、可用性、セキュリティを備えたクラウド・プロバイダーを選ぶ必要がありました。 

ISV が Amazon Web Services を選択した理由には、次のような事柄が関係しています。 

› 評判と信用。インタビューに協力した ISV は、顧客と IaaS 市場全体が AWS を市場のリーダーと見なしていることは重

要であると述べました。なぜなら、ISV のホスティング・プロバイダーの信頼性について顧客が抱く不安を取り除く効

果があるからです。 

「昨年獲得した大型案件のいく

つかに関しては、もし当社に

クラウドベースの製品・サー

ビスがなかったら交渉のチャ

ンスさえ与えられなかったで

しょう」 

― クラウド担当バイスプレジデント 
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› 地元市場における存在感と、大きな目で見た地理的リーチ。世界と地域における AWS の存在感は、世界規模の ISV が
すべての顧客に SaaS ソリューションを提供する上でも、小規模な ISV が地元や狭い地域の範囲を超えてビジネスの拡
大を追求する上でも重要な意味を持ちます。また、販売対象地域における現実的な選択肢が AWS 以外に存在しなかっ
たため必然的に AWS を選んだ、という ISV もありました。 

› AWS の成熟した技術的能力、広範なサービス。インタビューに協力した ISV は、AWS のポートフォリオに含まれる
ツール群が製品の市場投入の迅速化を可能にしたこと、ビジネスの成長を見込む安定的でスケーラブルなプラット
フォームが得られたことについて共通の認識を持っています。また、それらのツールは高度な自動化を実現してコスト
を節減するためにも役立っています。インタビューに協力した ISV が活用する AWS の機能は多岐にわたっており、
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) などのコンピュート・サービス、Auto Scaling、Elastic Load Balancing 

や、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon CloudFront のストレージ機能、Amazon Relational 

Database Service (Amazon RDS) や Amazon Redshift などのデータベース・サービス、Amazon CloudWatch などの管
理ツールが含まれます。また、AWS の強力なセキュリティ機能は顧客にとって非常に重要だ、とのコメントも数社か
ら得られました。 

› AWS から提供される開発サポート。インタビューに協力した 

ISV 各社は、SaaS アプリケーションの開発に AWS から提供さ
れるサポートを活用していました。これには、SaaS 製品を開
発する社内エンジニアにとって有用な、リファレンス・アーキ
テクチャ、ホワイトペーパーなどのドキュメントも含まれま
す。AWS では、アーキテクチャ・レビュー、対面トレーニング
や、設計/パフォーマンス/セキュリティなどの領域に関するベス
ト・プラクティス・ガイドの提供も行っています。 

› AWS Partner Network (APN) による Go-to-market 支援。APN 

に参加すると、ISV は能力向上に応じて上位 APN tier に昇格
し、同プログラムのさまざまな特典を受けることができます。
たとえば、検証 (POC)/市場開拓/無料トライアル目的のファン
ドを受ける資格、特定のプログラムに関する参加資格  (AWS 

SaaS Partner Program、AWS Competency Program など) を得
ることができ、また様々な Go-to-market 活動を実施することが
できます。インタビューした ISV に対して AWS が行った Go-

to-market 支援としては、合同ウェビナー、合同マーケティン
グ・プログラム、AWS イベントでの販促などがあります。ま
た、ISV は AWS Competency Program を特にセキュリティ面
で活用しています。これは ISV のセキュリティ対応力に対する
顧客の信頼感を高める上で役立ちます。 

SaaS の開発プロセス 

インタビューに協力した ISV 9 社のうち、7 社は既存アプリケーションを AWS に移行し、2 社は AWS 上のアプリケー
ションを新規開発しました。開発の手間については、既存製品の成熟度・複雑度と、必要になったアプリケーション・
アーキテクチャ見直し作業の量によって変わるため、ISV ごとに状況が異なりました。インタビュー調査の結果わかった
ことは次のとおりです。 

› 初期製品の開発時は、いずれの ISV も似たアプローチを採用した。一部の ISV はオンプレミス・ソフトウェア製品の機
能を一部省略した簡易版クラウド製品の開発を検討しましたが、当然のことながら、顧客が求めていたのはすべての機
能を備えている製品の SaaS バージョンでした。そのため、どの ISV も結局はオンプレミス・ソフトウェアと同じ機能
を持つ SaaS 製品を開発することになりました。最初の製品開発に要した期間の長さには、ソリューションの複雑度、
シングル/マルチテナント運用の違い、割り当てた開発リソースの量に応じた差が見られます。意思決定上の重要ポイン
トの 1 つは、最初からマルチテナント・アーキテクチャを採用する (より大きな初期投資を行う) か、まずシングルテナ
ント製品を開発してからマルチテナント・アーキテクチャに移行するかという点です。大半の ISV は、当初シングルテ
ナント・モデルを採用して市場投入までの期間を短縮し、その後で、機能/顧客の全部または大半をマルチテナントに切
り替えています。マルチテナント・アーキテクチャの開発を行った ISV 各社は、マルチテナントには運用コスト効率の
面でメリットがある反面、相応のビジネス規模がなければ開発労力に見合わないと述べています。 

「AWS のツールボックスには、

欲しかったメール・サービス、

データベース・サービス、コン

ピュート・サービス、負荷分散

などの機能が驚くほど充実して

いました。当社製品の SaaS 版

を開発するには最適なツール

ボックスでした」 

― クラウド・ワークロード・セキュリティ責任者 
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› 最初の SaaS アプリケーション開発に要した期間の長さは ISV ごとに大きく異なる。インタビューに協力した ISV が開

発作業に要した期間の長さには、3 か月～ 2 年という幅があります。大きな差異が生じた主な原因としては、製品の複

雑度、書き直しが必要なオンプレミス・ソフトウェアのコード量、最初の製品に盛り込む機能の充実度、そして、マル

チテナント・プラットフォーム開発を選択したかどうかを挙げることができます。また、初期製品開発チームの規模も 

FTE (フルタイム換算) で 3 ～ 16 人と、各社各様です。ここでいう初期製品開発期間には、市場性を備えた最初の SaaS 

製品に関する設計、トレーニング、開発、テスト、配備期間が含まれます。 

› 継続的で高頻度なアプリケーション開発体制を確立するために投
資が行われた。インタビューに協力した ISV は、きわめて重要な

注力事項の 1 つとして全員が反復型開発を挙げており、平均 3 ～ 

6 か月ごとに新リリースを提供しています。多くの ISV は、自動

化を推し進めることでコスト低減を考え、シングルテナント環境

を選択しました。そのため、開発の初期にはアプリケーションの

追加機能をクラウドへ移植することに注力していました。ただ

し、新機能の追加に注力する ISV もあると考えられます。当初は

シングルテナントを採用する ISV も、コスト効率を高めるため

に、いずれは全部または大半の製品コンポーネント/顧客をマル

チテナント環境に移行していくと考えられます。 

販売戦略 

SaaS 製品を手がけるようになると、販売組織に手を加えること

が必要になります。多くの ISV は、直接販売チャネルとパート

ナー・チャネルを (場合によっては Web 販売チャネルも) 併用し

ています。販売体制の変更に関しては次のような事項がポイント

になりました。 

› オンプレミス・ソフトウェア製品の販売とサポートを継続する
かどうか。SaaS 製品の取り扱いを始めてからの販売戦略に関

しては、多様なアプローチが見られました。調査対象 ISV の中

には、オンプレミス・ソフトウェア製品を中心に据えたまま SaaS ビジネスの自然拡大を待つことにした企業もあれ

ば、SaaS に特化する市場戦略への転換を決断した企業もあります。大半の企業はその中間路線をとり、SaaS 製品の新

たなビジネス開拓に注力しつつ、堅実な形でオンプレミス・ソフトウェア製品の販売とサポートを継続する方針です (オ

ンプレミス・ソフトウェア製品の成長ペースは比較的ゆるやかですが、利益率が高く手堅い収益ストリームが確立して

います)。オンプレミス・ソフトウェアの収益がある程度 SaaS に食われることは避けられませんが、ISV 106 社のアン

ケート調査によると、80% の企業は、SaaS に移行した既存アプリケーションの収益成長率を拡大できることが SaaS 

ソリューション提供の大きなメリットだと認識しています。 

› 販売部門の組織構造。インタビューに協力した ISV 各社は、SaaS 製品の取り扱い開始と合わせて販売組織にさまざま

な変更を加えました。SaaS 製品のために新たな営業部署を創設して新規採用人員と既存の営業スタッフを配置した企

業もあれば、既存の営業チームに両方のタイプの製品を販売させた企業もあります。パートナーの使い方についても企

業によって方針が異なります。一部の ISV は、SaaS の販売と配備についてはパートナー依存度を下げ、SaaS の特性を

生かした直接販売・直接配備モデルで利益率の引き上げを狙いました。その他の企業は、クラウドの経験豊富なパート

ナーの協力を得ることが必要だと考え、新たなパートナー・エコシステムを構築/活用することにしました。そうした

パートナーを得たことは、販売先リードの創出、国際的な販路拡大、技術的インテグレーション、あるいはハイブリッ

ド・クラウド/オンプレミス・ソフトウェア配備を行う上で有効でした。また、SaaS 製品の配備の手軽さを利用して 

Web チャネルでの直接販売を実現した ISV もあります。アンケートに協力した ISV 106 社においては、SaaS 収益のう

ち直接販売の占める割合が約 36%、Web チャネルが 33%、パートナー経由が 31% です。 

 

「クラウドは、お客様との関係

に変化をもたらします。アカ

ウントの幹部に随時積極的に

関与していただく必要があり

ます。しかも、最初のサブス

クリプション契約が成立した

後もそういう関係を維持しな

くてはなりません」 

― シニア・バイスプレジデント 
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› SaaS 製品販売の報酬。インタビューに協力した ISV のほとんどが、サブスクリプション・ベースの新しい収益を考慮

して営業の報酬形態を大きく変更する必要があったと答えています。サブスクリプションの価格モデルや契約更新の実

態が変わったのに合わせ、ノルマや歩合給の仕組みが修正されました。新規顧客に対する販売活動のコストと比べ、既

存顧客に契約を更新させるコストは小さくて済むため、修正にあたっては顧客つなぎ留めの重要性が高まりました。 

› SaaS 製品に適した営業トレーニング。SaaS 製品の機能はオンプレミス・ソフトウェア製品と同じ、またはほぼ同じで

ある場合が多いため、SaaS トレーニングでは SaaS 製品を購入する顧客のニーズや SaaS 運用モデルを理解すること

に主眼が置かれました。トレーニングに最低限盛り込まれていた基本的な内容は、価格設定、販売戦略、SaaS のター

ゲット顧客に関することです。 

運用面の変更 

インタビューに協力した ISV は、運用に関して重要な投資を

行いました。その内容は以下のようなものです。 

› 顧客の利用開始支援や顧客関係管理に関する継続的投資。イ
ンタビューに答えた ISV によると、最初の利用開始支援段階

から契約更新時まで SaaS 製品の快適な利用エクスペリエン

スを提供し続けることが重要です。利用開始支援の主な内容

は、配備チーム、移行チーム、トレーニング・チームの活動

を調整し、SaaS 製品の利用をスムーズに定着させることで

す。各社の証言によれば、SaaS の調達プロセスがオンプレ

ミス・ソフトウェア製品よりもシンプルであるため、利用開

始支援作業に要する時間がはるかに短くなりました (ちなみ

に、とあるビッグ・データ/アナリティクス・サービス・プ

ロバイダー企業の事例では、顧客の利用開始支援期間を

「4 ～ 6 か月」から「数日～数週」に短縮できたといいま

す)。そうして導入が済んだ後、投資の主眼は顧客をつなぎ

留め、アカウント内の浸透度合いを深めることに移りまし

た。顧客サポート・マネージャーは、提供する SaaS 製品・

サービスから顧客が得る価値を最大化すること、販売シート

数拡大のチャンスを追求すること、顧客との総合的な関係を良好に保つことに専念しました。 

› クラウド・インフラストラクチャ支援のための新チーム。インタビューに協力した大半の ISV では、SaaS に特化した

いくつかの運用チームを設置しました。クラウド・インフラストラクチャ、ポリシー、および各種手続きと販売後のサ

ポートに関する技術支援はそのチームが受け持つと考えられます。一部の ISV は、製品の問題は既存オンプレミス・ソ

フトウェアのサポート・チームに担当させ、クラウド・インフラストラクチャに関する問題については別のクラウド運

用チームを設置してそちらに担当させることにしました。また、既存の運用チームに加えて AWS 専門の小規模チーム

を作った例もありました。先進的な ISV では DevOps モデルが採用されています (DevOps の詳細については付録 D を

ご覧ください)。 

› クラウド・セキュリティの専門家。一部の ISV は、クラウドのセキュリティ/コンプライアンス・リソースに投資するこ

とが重要だと指摘しています。具体的な投資方法としては、既存スタッフにトレーニングを施してこの任務に就かせた

企業と、クラウド製品のセキュリティ・レベルを適切に維持できる知識を持った人材を外部から調達した企業がありま

した。 

 

 

 

「当社は直接販売とパート

ナー経由モデルの両方を進歩

させ、SaaS ベースの製品・

サービスや価格設定モデルと

の親和性を高めました。ま

た、顧客のつなぎ留めに関す

る要素を販売戦略に採り入れ

ました」 

― 最高製品責任者 (CPO) 
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重要業績評価指標 (KPI) 

SaaS に関する投資の効果を把握するために、ISV は次のような重要指標を測定しました。 

› 価値と収益に関する指標。これは、年間契約高、合計契約高、顧客 1 社あたりリターンの年間換算値などです。それに

加えて、SaaS 粗利益率、SaaS 収益成長率もモニタリング対象となります。インタビュー協力企業全体において、

SaaS 製品の成長率は前年比 40% を超え、収益成長率が非常に高いビジネスの 1 つとなっています。SaaS 製品の粗利

益率はおおむね 40% ～ 70% の範囲で、中でも、クラウド・セキュリティやセキュア・クラウド・ストレージなどのシ

ンプルな製品とマルチテナント環境が高率を達成しています。アンケートに協力した ISV 106 社すべてにおいて直近 

2 年間に粗利益率が拡大し、82% の企業では SaaS の粗利益率がオンプレミス・ソフトウェアと同等以上です。中でも

業績がトップクラスの ISV は、SaaS で平均 76% もの粗利益率を達成しています。 

› 顧客の定着状況を示す指標。ISV は、顧客の離脱率、更新率、更新による収益など、顧客の定着状況を示す指標を注視

しています。これらの指標の重要性が非常に高まっているのは、サブスクリプション・モデルが導入されたためです。

アンケートに協力した ISV 106 社の中で 2 年以上 SaaS を販売している企業のうち、サブスクリプションによる月間収

益成長率の拡大に注力している企業が 41%、離脱率を抑えることに注力している企業が 37% ありました。今回のアン

ケート調査では収益ベースの離脱率と顧客数ベースの離脱率を特に区別していませんが、顧客の離脱率は収益にも影響

します。 

› 販売活動の効率を示す指標。ISV は、トライアルから有料契約へのコンバージョン率、SaaS の新規契約数、週あたり新

規テナント数、顧客獲得コスト、販売サイクルの長さなど、販売活動の効率に関する指標をモニタリングしています。イ

ンタビューに協力した ISV のほとんどは、オンプレミス・ソフトウェアと比べて SaaS の販売サイクルは 25% ～ 50% 短

くなると回答しています。パイロット段階の進行が速いこと、無料トライアルの提供、いわゆるフリーミアム・モデル

などがその原因です。オンプレミス・ソフトウェア製品に比べて販売サイクルを短縮できることは、顧客獲得コストを

低減できることにほかなりません。 

› SaaS 製品の利用量とパフォーマンスに関する指標。ISV は、

個々のユーザーごと、製品機能ごとの両方に関して、SaaS の

利用状況を測る具体的な指標を考案しています。その目的は、

顧客の潜在的な不満やそれに起因する離脱の状況を把握するこ

とです。具体的な指標は製品のタイプによってさまざまです

が、たとえば、アクティブ・ユーザー数、ユーザー・セッショ

ンの長さ、アクティブ・ジョブ件数、取引額、総商品販売額、

保護機能の提供時間などがあります。また、ストレージや帯域

幅の使用量などが特定のしきい値を超えたときに請求処理をト

リガーするための指標も開発されています。 

SaaS 環境における研究開発、イノベーション、俊敏性 

アプリケーションをクラウドに移行する最大のメリットの 1 つは

イノベーション速度や俊敏性が向上することです。そのため、イ

ンタビューに協力したほとんどの ISV でも、SaaS に関するコスト

全体のかなりの部分を研究開発に振り向けています。継続的な開

発活動の中心的な注力対象となっている領域は以下の 3 つです。 

 

 

 

 

「機能の提供に関する俊敏性は

間違いなく向上しています。

原則として各四半期に必ず新

機能をリリースするという短

周期の開発スタイルが実現し

ました。クラウド対応の度合

いに比例する形でイノベー

ションが加速しています」 

― 最高技術責任者 (CTO) 
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› 洗練されたツール環境とアーキテクチャ・イノベーションの活用によるコスト低減。ISV は、クラウド・フットプリン

トのシンプル化、プロセスの自動化、AWS 利用状況の最適化によってプロセスの効率向上とコストの低減を実現する新

たな方法を常に模索しています。 

› 市場競争力を強化するために新機能を絶え間なくリリースし続ける体制の追求。大半の ISV は、アップデートの配備が

容易にできる SaaS の特性を競争力強化のために活用しています。速いペースで新機能を提供することは、顧客ニーズの

変化に対応し、市場での競争を有利に進めるために有効です。ある企業の場合、オンプレミス・ソフトウェアの新機能リ

リース間隔は年に 3 回でしたが、SaaS では 3 週間に 1 回のリリースを実現できました。市場リーダーとしての認知を獲

得したい ISV にとって、アップデートの頻度を上げて提供を迅速化することは目標達成のための力になります。実際の提

供間隔はおおむね四半期ごと～半年ごとですが、各社は柔軟に時期を調整しながらリリースを行っています。インタ

ビューに協力した ISV のうち 3 社は、SaaS 製品の開発と運用を担当させるための DevOps チームを設置しました。 

› 新たな地域に進出するための投資。オンプレミス・ソフトウェア製品の場合、販売対象地域を拡大するには非常に大き
な設備投資が必要になる可能性があります。多くの ISV が、世界的なクラウド・プラットフォームを使って製品を提供

することで SaaS 製品の販売対象地域を国際的に拡大するチャンスが得られると述べています。また、進出先地域にお

いては、しばしば現地のパートナーを活用して製品販売活動を展開しています。 
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分析結果 

モデル ISV 企業 

本 TEI 調査では架空の ISV 企業をモデルとして想定し、この企業が推進する SaaS 戦略について、収益とコストを定量的に

示しました。このモデル企業は、中規模～エンタープライズ企業セグメント (従業員数が 500 人を超える企業) を顧客とする

ソフトウェア会社の典型的な姿を表現したものです。ソフトウェアの販売先市場には複数の国が含まれるものとします。 

モデル ISV の顧客がオンプレミス・ソフトウェア製品を購入し、社内環境にソリューションを完全な形で配備するには、

ソフトウェア・ライセンスとプロフェッショナル・サービスに対する初期投資が必要でした。また、モデル ISV がソフト

ウェアのアップグレードを開発・配備するには大きなコストがかかるため、新機能の市場投入には手間と時間が必要でし

た。顧客も、アップグレードの配備コストを回避するためにリリースの導入をたびたび見送るため、新機能の恩恵を受け

る機会を逃しがちでした。こうした理由により、モデル ISV は、小回りの利く SaaS ソリューションを擁した競合企業に

重要な顧客ベースを奪われつつありました。 

以下の理由から、モデル ISV は SaaS 戦略を推進する決断を下しました。 

› 新機能を求める顧客の需要に応えるため 

› SaaS 形態でのソリューション提供を求める顧客の需要を満たすため 

› 新たな販売対象地域を開拓するため 

› 新規参入企業からもたらされる市場競争に対応するため 

戦略を推進するにあたって、同社は最初からマルチテナント・プラットフォームの構築を選択しました。そうすると必要

な初期投資の規模が大きくなることはわかっていましたが、以後の運用コストを抑えられるとの判断からです。ただし、

顧客がシングルテナント運用を要求する場合のためにシングルテナントのサポートも予定しています。 

モデル ISV が SaaS ホスティング・ベンダーに求める最重要事項は次のとおりです。 

› プラットフォームの技術的な機能・能力 

› セキュリティ機能や、現地のコンプライアンス要件を満たす能力 

› ベンダーの世界的リーチ 
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収益 

モデル ISV が SaaS 製品関連で確保した収益ストリームは以下のようなものです。 

サブスクリプションによって定期的に発生する収益と粗利益率 

インタビューによると、ISV 各社の SaaS 収益成長率には大きなばらつきがありました。収益成長率に影響す

る要因のうち ISV 自身がコントロールできるものとしては、販売/マーケティングへの投資、離脱率、製品の成

熟度、そして、オンプレミス・ソフトウェアから SaaS へのビジネス・モデル転換の積極性などが考えられま

す。また、販売/マーケティング/製品開発に投資するタイミングにも、成長、収益性、製品開発に対する各社

のニーズを反映した違いが見られました。 

SaaS ビジネス・モデルの場合、収益を得るためのコスト (製品の販売コストと同等) を構成する 2 つの大きな

要素は、1) ホスティングおよびサードパーティ費用と、2) 顧客の利用開始支援費用です。インタビューに協力

した ISV のホスティングおよびサードパーティ費用には、ホスティング・サービスの利用量や内容の違いを反

映して大きなばらつきが見られました。利用開始支援費用の規模は、担当人員の数によって、ひいては売上高

成長率や顧客サポート管理戦略の内容によって変わります。 

この調査では、モデル ISV のビジネスについて以下のような状況を想定しました。 

• SaaS の主な収益源は既存オンプレミス・ソフトウェアから SaaS に乗り換えた顧客であるとします。

このような戦略を採ると、新規顧客への販売よりも低コストで販売活動ができ、顧客数あたりの採算

性を早い時期に確保できます。 

• SaaS の売上高成長率については、累積されたサブスクリプションからの収益ではなく正味の新規アカ

ウント収益をベースに計算するものとします。 

• 粗利益率は徐々に拡大し、5 年が経過した後は 63% に達するものとします。これは、累積されたサブス

クリプションからの収益が入ることと、ホスティング・コストの転嫁先となる顧客数が増えることによ

ります。このモデル ISV は、前述のとおり最初からマルチテナント・アーキテクチャの開発を推進する

という、基本的にスケール・メリットを得やすい条件を選択しています。インタビューに協力した ISV 

は、SaaS 製品の販売を 5 年以上続けることで 40% ～ 70% 程度の粗利益率を実現しました。 

• 年間平均離脱率は収益ベースで 5% とします。収益ベースの離脱率は、更新されなかった契約や、契

約期間中に行われた契約規模縮小 (ユーザー数削減など) の割合を示すものです。サブスクリプション

によって定期的に発生する収益は、離脱率に応じて変化します。 

• 利用開始支援費用は顧客数の増大に従って発生するものとします。この費用は、顧客のソリューショ

ン配備と受け入れを円滑に完了させ、SaaS 製品の活発な利用を促すためにかかる人件費です。金額の

詳細は「投資および費用」セクションに示したとおりです。 

シート数あたりコストと売上高成長率は、表 3 のとおりです。 

表 4 は、モデル ISV の SaaS 事業に関する収益と粗利益率を示しています。5 年目には累積されたサブスクリ

プションからの収益が 5,020 万ドルに達しています。 

サブスクリプションによる収益の計算方法については、付録 B をご覧ください。 
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表 3 

収益の発生状況に関する想定 

参照番号 評価項目  値 

A1 シート数あたりコスト  $150 

A2 収益ベース年間平均離脱率  5% 

A3 1 年目の販売シート数  18,000 シート (59 社合計) 

A4 売上高成長率  
2 年目 

100% 

3 年目 

90% 

4 年目 

60% 

5 年目 

50% 

A5 平均粗利益率 
1 年目 

26% 

2 年目 

36% 

3 年目 

45% 

4 年目 

50% 

5 年目 

63% 

資料：Forrester Research, Inc. 

 

表 4 

SaaS の収益と粗利益率 (単位：1,000 ドル) 

参照番号 評価項目 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

PL1 サブスクリプション収益 
 

$2,407 $7,102 $15,895 $29,738 $50,207 

PL2 利用開始支援費用 
 

$406 $813 $1,463 $2,356 $3,494 

PL3 
ホスティングおよびサードパーティ・ 

テクノロジ費用  
$1,375 $3,733 $7,280 $12,513 $15,083 

PL4 粗利益 PL1-PL2-PL3 $626 $2,557 $7,153 $14,869 $31,630 

PL5 粗利益率 (%) PL4/PL1 26% 36% 45% 50% 63% 

 資料：Forrester Research, Inc. 
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投資および費用 

モデル ISV が投資を行った対象領域は次のとおりです。 

› 当初の製品開発 

› 継続的な製品開発 

› 販売およびマーケティング 

› 顧客の利用開始支援 

› 顧客サポート 

› 運用サポート 

› 一般管理業務 

これらは、SaaS 製品の開発/販売/運用に関して必要になる社内コストです。5 年間にわたる投資および費用の要約を表 

5 に示します。 

表 5 

投資およびコストの全容 (単位：1,000 ドル)  

参照番号 費用項目 導入時 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

Btr 当初の製品開発  $1,406 $0  $0  $0  $0  $0  

Ctr 継続的な製品開発 $0  $750 $938 $1,125 $1,125 $1,313 

Dtr 販売およびマーケティング $0  $1,358 $1,868 $2,995 $4,374 $5,810 

Etr 顧客の利用開始支援 $0  $406 $813 $1,463 $2,356 $3,494 

Ftr 顧客サポート $0  $335 $419 $503 $586 $670 

Gtr 運用サポート $0  $94 $94 $94 $94 $94 

Htr 一般管理費 $0  $385 $1,136 $2,543 $4,758 $8,033 

資料：Forrester Research, Inc. 
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当初の製品開発 

インタビューに協力した ISV によると、市場性を備えた最初の SaaS 製品を開発するために要した労力は 3 人

月～ 50 人年 (例外的に大きな値) です。こうした開発費用の違いが生じる理由としては、製品の複雑度、書き

直しが必要なオンプレミス・ソフトウェアのコード量、最初の製品に盛り込む機能の充実度、マルチテナン

ト・プラットフォーム開発を選択したかどうかなど製品自体の性質に起因する複数の要素に加え、当初の開発

のために投じられた資金の量が挙げられます。初期開発費用の増大には、大量の書き直しコードやマルチテナ

ント・アーキテクチャ開発が関係します。市場性を備えた最初の SaaS 製品を開発するために、ISV はおおむ

ね 4 ～ 10 人のデベロッパーと 12 ～ 18 か月の期間を費やしています。 

この調査のモデル ISV については、以下のような状況を想定しました。 

• マルチテナント・アーキテクチャの開発を選択、若干のコード書き直しが必要。 

• 発売可能な品質の製品の開発に、5 人のデベロッパーと 1 年半の期間が必要。 

• 当初の SaaS 製品リリース時点では、オンプレミス・ソフトウェア製品にもともとある機能の一部を

割愛。不足分の機能については SaaS の運用開始から 1 年以内に開発し、リリースする予定。 

初期開発費用は 140 万 6,250 ドルです (表 6 を参照)。 

ただし、実際の初期開発費用は ISV ごとに大きく異なり、コストの内容にも相応の誤差が生じると考えられま

す。読者の皆様には、実際の要件をよく検討し、AWS にご相談の上で当初の SaaS 開発予算を見積もられる

ことをお勧めします。 

表 6 

当初の製品開発 

参照

番号 評価項目 計算式 導入時 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

B1 開発者数   5           

B2 
デベロッパーの平均 

年間給与  
$150,000 

     

B3 
諸手当等のオーバー

ヘッド (%) 
  25%           

B4 
デベロッパーの平均 

年間報酬総額 
B2*(1+B3) $187,500 

     

B5 

市場性を備えた最初の 

SaaS 製品の開発に必

要な見込み期間 (年) 
 

1.5           

Bt 当初の製品開発 B1*B4*B5 $1,406,250 $0  $0  $0  $0  $0  

資料：Forrester Research, Inc. 

継続的な製品開発 

インタビューに協力した ISV は、継続的な製品開発と安定したリリース・サイクルの組み合わせが、SaaS 戦

略の基礎をなす重要な要素の 1 つだと述べています。これを実現することで、ISV は顧客の利用停止時間や出

費を最低限に抑えつつ、新たなイノベーション、機能、バグ修正を迅速かつ容易に提供できます。インタ

ビューによると、継続的な製品開発の支出は総支出の 5 ～ 55% を占めます。また、アンケートによると、継

続的な製品開発の平均的な支出額は総コストの 5 ～ 40% です。 
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モデル ISV では、デベロッパーの人数が FTE (フルタイム換算) で 1 年目は 4 人、5 年目までに増えて 7 人に

なったと想定しています。 

継続的開発の年間費用は表 7 のとおりです。 

表 7 

継続的な製品開発 

参照番号 評価項目 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

C1 開発者数   4 5 6 人 6 人 7 人 

C2 
デベロッパーの平均

年間給与  
$150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 

C3 
諸手当等のオーバー

ヘッド (%) 
  25% 25% 25% 25% 25% 

Ct 継続的な製品開発 C1*(C2*(1+C3)) $750,000 $937,500 $1,125,000 $1,125,000 $1,312,500 

資料：Forrester Research, Inc. 

販売およびマーケティング 

インタビューに協力した ISV は、さまざまな戦略に基づいて販売組織を構築しました。そうした戦略の中に

は、既存の営業チームに全製品を販売させるトレーニングの実施や、人事採用とトレーニングによるまったく

新しい SaaS 製品販売部署の創設も含まれます。多くの場合、営業チームは既存リソースと新規採用リソース

の両方を組み合わせて構成されました。チームの規模は、販売拡大目標や、パートナーなど間接チャネルの有

無に応じて異なります。販売/マーケティング費用の中には、営業チーム、販売支援エンジニア、マーケティン

グに関する人件費が含まれています。 

この調査のモデル ISV については、以下のような状況を想定しました。 

• SaaS と従来型オンプレミス・ソフトウェアの両方を同じ営業チームが取り扱う。 

• 営業チームは、販売支援を担当するエンジニアの協力を必要とする。 

• マーケティング費用の大きさは収益の 5%。 

販売およびマーケティングの費用は、1 年目が 130 万ドルで、5 年目には 580 万ドルに増加しました (表 8 を

参照)。 
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表 8 

販売およびマーケティング 

参照名 評価項目 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

D1 営業チームの人数   6 人 6 人 10 人 14 人 16 人 

D2 
営業スタッフの平均

年間給与  
$110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 

D3 
販売支援/サポート・

エンジニアの人数 
  3 人 5 人 6 人 7 人 8 人 

D4 
エンジニアの平均年

間給与 
$110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 

D5 
諸手当等のオーバー

ヘッド (%) 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 

D6 
年間の販売関連費用

の合計 
((D1*D2)+(D3*D4))*(1+D5) $1,237,500 $1,512,500 $2,200,000 $2,887,500 $3,300,000 

D7 
年間のマーケティン

グ費用の合計 
年間収益の 5% $120,372 $355,098 $794,757 $1,486,882 $2,510,332 

Dt 
販売およびマーケ

ティング  
$1,357,872 $1,867,598 $2,994,757 $4,374,382 $5,810,332 

資料：Forrester Research, Inc. 

顧客の利用開始支援 

調査によると、SaaS 製品が効果的に活用されるためには、製品の配備と受け入れを円滑に完了することが必

要不可欠です。顧客の快適な運用を実現して好印象を与えることは、離脱率を下げ、クロスセルやアップセル

の可能性を拡大することにつながります。利用開始支援活動は、快適な利用エクスペリエンスを提供するため

の第一歩です。その主な内容は、顧客と ISV が利用開始段階で行う活動の仲立ちであり、具体的な作業として

は、メールによる基礎知識や教育的な情報の提供、データ・インポートやログインを問題なく実行するための

補助、電話によるアフター・フォローなどがあります。利用開始支援スタッフの人数は、製品の性質に応じた

顧客セルフ・サービスの度合い、データ・インポートや他システムとのインテグレーションの必要性、販売の

成長率、顧客トレーニングの必要性、運用開始スケジュール、製品の総合的な品質など、さまざまな要因に

よって大きく異なります。 

今回の分析では、利用開始支援を別途計算し、収益コストの一部として損益計算書に記載する形を採りました。 

モデル ISV では、FTE (常勤換算) で顧客 12 社につき約 1 人の利用開始支援担当者が必要になると想定してい

ます。つまり、1 年目では 5 人、5 年目では 43 人 (FTE) です。利用開始支援費用は 1 年目が 40 万 6,250 ドル

で、5 年目には 350 万ドルにまで増加します (表 9 を参照)。 
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表 9 

顧客の利用開始支援 

参照番号 評価項目 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

E1 
利用開始支援スタッフ

の人数 
  5 10 人 18 人 29 人 43 人 

E2 
利用開始スタッフの 

平均年間給与  
$65,000 $65,000 $65,000 $65,000 $65,000 

E3 
諸手当等のオーバー

ヘッド (%) 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Et 顧客の利用開始支援 E1*(E2*(1+E3)) $406,250 $812,500 $1,462,500 $2,356,250 $3,493,750 

資料：Forrester Research, Inc. 

顧客サポート 

調査によると、顧客サポート (カスタマー・サクセス・マネジメント) の主な役割は最初の配備段階を過ぎた後

に顧客の利用をサポートすることです。顧客との総合的な関係強化を担うことが多く、契約更新を獲得する上

で重要な役割を果たします。顧客サポートの具体的な作業は、ヘルプ・デスクのレベル 1 およびレベル 2 に相

当する対応活動などです。前述の利用開始支援も、広い意味で顧客サポート管理活動の一環として扱われるこ

とが多く、利用開始支援マネージャーと顧客アフターサポート・マネージャーは兼務されている場合がありま

す。また、営業チームが顧客サポート機能の一部を担当しているケースも見受けられます。 

モデル ISV では、1 年目には 4 人の顧客サポート・マネージャーが必要で、5 年目にはそれが 8 人 (FTE) に増

えると想定しています。顧客サポート費用は 1 年目が 33 万 5,000 ドルで、5 年目には 67 万ドルにまで増加し

ます (表 10 を参照)。 

表 10 

顧客サポート 

参照番号 評価項目 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

F1 
顧客サポート・マネー

ジャーの人数 
  4 5 6 人 7 人 8 人 

F2 
顧客サポート・マネー

ジャーの平均年間給与  
$67,000 $67,000 $67,000 $67,000 $67,000 

F3 
諸手当等のオーバー

ヘッド (%) 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Ft 顧客サポート F1*(F2*(1+F3)) $335,000 $418,750 $502,500 $586,250 $670,000 

資料：Forrester Research, Inc. 

 

 

 



 

 

   27 

IT 運用 

インタビューに協力した ISV の場合、運用サポートは主に SaaS プラットフォームの技術的運用を担当してい

ます。SaaS 運用サポートが受け持つ活動内容は、ビジネス・ニーズの拡大/縮小に応じて適切な量と構成のリ

ソースを割り当てた運用環境の維持、SaaS 顧客サポート・チームからエスカレーションされた問題の分析と

解決、問題特定およびトラブルシューティング作業におけるサポートと開発との仲介、インフラストラクチャ

全体にわたる信頼性/パフォーマンス/サポート可能性の最適化など、多岐にわたります。人員の規模は、イン

フラストラクチャの適用対象範囲、規模、複雑度と、シングルテナント環境のカスタム・ユース・ケースが存

在するかどうかによって異なります。 

モデル ISV の IT 運用に必要なスタッフは 1 人 (FTE) であると想定しました。年間の運用サポート費用は 9 万 

3,750 ドルです (表 11 を参照)。ただし、必要な人員のレベルは ISV 各社のニーズに応じて異なり、時を経るに

つれて増大する可能性もあります。読者の皆様には、実際のユース・ケースに適したレベルの必要人員を見積

もることをお勧めします。 

表 11 

IT 運用 

参照番号 評価項目 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

G1 
運用サポート・ 

スタッフの人数 
  1 1 1 1 1 

G2 

運用サポート・ 

スタッフの平均年間

給与 
 

$75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 

G3 
諸手当等のオーバー

ヘッド (%) 
  25% 25% 25% 25% 25% 

Gt IT 運用 G1*(G2*(1+G3)) $93,750 $93,750 $93,750 $93,750 $93,750 

資料：Forrester Research, Inc. 

 

一般管理費用 

モデル ISV の一般管理費の大きさは、収益の 16% を想定しています。一般管理費の各種見積もり金額は、

2015 年の『Pacific Crest SaaS Survey』に基づいています (付録 D を参照)。年間の一般管理費用の詳細は表 

12 のとおりです。 

表 12 

一般管理費用 

参照番号 評価項目 計算式 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

H1 年間収益   $2,407,443 $7,101,958 $15,895,146 $29,737,645 $50,206,647 

Ht 一般管理費 16% $385,191 $1,136,313 $2,543,223 $4,758,023 $8,033,064 

資料：Forrester Research, Inc. 
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リスク 

Forrester は本費用便益分析について 2 種類のリスクを想定しています。それは「導入時のリスク」と「影響度リスク」で

す。「導入時のリスク」とは、SaaS 製品への投資に伴うリスクであり、当初予想された投資の枠組みから逸脱し、結果

的に予想以上に費用がかかるリスクのことです。「影響度リスク」とは、企業のビジネス・ニーズまたは技術ニーズが 

SaaS 製品への投資によって満たされず、総合的な収益や利益率が低下するリスクのことです。このような不明確さが高

いほど、費用と便益の見積りに対する影響範囲が大きくなります。 

費用や便益の見積もりを直接調整することで「導入時のリスク」と「影響度リスク」を定量的に評価すると、より正確で

実用的な見積もりになり、この結果、ROI をより正確に把握できます。一般に、リスクを当初より高めに見積もると費用

に影響し、低めに見積もると便益に影響します。この調査内容に記載されている数値はリスク調整後のものです。つま

り、リスクを考慮した上で期待できる「現実的な」予測値であると考えられます。 

収益と利益率に影響し得る「影響度リスク」は次のとおりです。 

› 売上高成長率は達成されないおそれがあります。 

› 収益ベースの離脱率は ISV の実際の離脱防止能力に応じて異なります。 

› 利用開始支援費用は ISV の実際のニーズに応じて異なります。 

 

費用とコストに影響し得る「導入時のリスク」は次のとおりです。 

› 初期開発費用と継続的開発費用は、製品の複雑度/機能/機能性と、配備環境のアーキテクチャがマルチテナント/シング

ルテナントのいずれであるかによって異なります。 

› AWS 費用は、SaaS 製品の機能性と、使用する AWS リソースによって異なります。 

› 実際の給与およびそれに関連する諸費用等の率は、想定とは異なります。 

› 各部署に必要な人員のレベルは ISV の実際のニーズに応じて異なります。 
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Amazon Web Services: 概要 

Amazon Web Services (AWS) は、クラウド上のインフラストラクチャ・プラットフォームです。信頼性の高さ、スケーラ

ビリティ、低コストを特長とし、世界 190 か国のエンタープライズ企業、政府機関、新興ビジネスなど 100 万を超える数

の組織で利用されています。Amazon Web Services は 2006 年のサービス提供開始時から、Amazon 自身のバックエン

ド・テクノロジ・プラットフォームを基盤として、デベロッパー顧客による Web サービス (現在は「クラウド・コン

ピューティング」という言葉で広く知られるようになった概念) の利用を公式にサポートしています。 

テクノロジのイノベーションは常に Amazon.com の企業文化の中核をなすものであり続け、成長を推進する力であり続け

ています。高いスケーラビリティを備えた Web アプリケーションである Amazon.com を構築・運用して 10 年余りが経

ち、他社の追随を許さない莫大な規模のテクノロジ・インフラストラクチャとデータ・センターを築き上げた 

Amazon.com は、いっそう大きな任務の遂行に乗り出しました。Web サービスのプラットフォームによって、デベロッ

パーおよび企業という新たな顧客セグメントにサービスを提供する任務です。 

それ以来 AWS はサービスの拡充を続け、ほとんどあらゆる種類のクラウド・ワークロードをサポートしてきました。今

では、コンピュート、ストレージ、ネットワーキング、データベース、アナリティクス、各種アプリケーション・サービ

ス、配備、管理、モバイルを含む 70 余りの広範なサービスを提供しています。 

AWS の詳細については、http://aws.amazon.com/jp/ をご覧ください。 

  

http://aws.amazon.com/jp/
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付録 A: Total Economic Impact™ の概要 

Total Economic Impact (TEI) 法は、Forrester Research が開発した評価方法です。企業の意思決定プロセスの構築に役立

ち、ベンダーは、評価結果に基づいて自社の製品やサービスの価値を顧客に紹介することができます。また、TEI 手法を

使用することで、経営幹部や重要な利害関係者に対して IT プロジェクトの実質的な価値を実証、正当化、および実現する

ことができます。TEI 法は、IT ベンダーによる顧客の獲得と維持、および顧客サービスの向上に役立ちます。 

TEI 法では、「便益」「費用」「柔軟性」「リスク」の 4 項目により投資対効果を評価します。 

便益 

便益とは、提案された製品やプロジェクトによってユーザー企業 (IT 部門や業務部門) にもたらされる価値のことです。

通常、製品やプロジェクトの価値を評価するときには、IT 関連の経費や経費削減のみが強調されがちで、IT 投資が企業

全体に与える影響の分析は後回しにされてしまいます。TEI 法および調査結果に基づいて作成される財務モデルでは、便

益の計測と費用の計測に同じ重みを与えることで、IT 投資が企業全体に与える影響を徹底的に評価することができま

す。また、便益分析では、ユーザー企業と率直な話し合いを行い、実際にどのような価値創出につながるのかを理解する

ことが重要になります。さらに、Forrester では、プロジェクト完了後の便益の見積もりに関する説明責任と見積もりの

根拠に関する説明責任を明確に区別しています。これにより、便益の見積もりを直接最終的な収益へとつなげることがで

きるのです。 

費用 

費用とは、提案されたプロジェクトから価値 (便益) を得るために必要な投資のことです。IT 部門や業務部門は、人件費、

材料費、外注費等の経費を「費用」として実質的に負担することになります。提案された価値を実現するために必要な投資

と経費すべてが「費用」として考慮されます。さらに、TEI 法の費用区分では、ソリューションに関連して既存の環境で継

続的に発生する追加費用もすべて考慮されます。費用はすべて、プロジェクトから得られる便益に結びつくはずです。 

柔軟性 

TEI 法では、直接的な便益は投資価値の一部にすぎません。一般に、プロジェクトを正当化するためには直接的な便益が

非常に重要になりますが、Forrester は、企業は投資の戦略的価値も測定する必要があると考えています。柔軟性とは、実

行済みの初期投資に加えて、将来行うはずの投資を前倒しで行ったときに得られる価値のことです。たとえば、社内にあ

るすべてのオフィス生産性向上スイートをアップグレードするための投資を行った場合、標準化が推進されて効率が向上

する可能性や、ライセンス費用を削減できる可能性があります。一方、組み込みのコラボレーション機能を使用すると、

従業員の生産性向上につながる可能性がありますが、この機能を実際に使用できるようになるのは、将来のある時点で社

員研修に追加投資をした後のことです。しかし、このような便益が得られるという可能性自体に、見積もり可能な現在価

値があるのです。TEI 法の柔軟性とは、このような価値を把握することです。 

リスク 

リスクとは、投資における便益と費用の見積もりの不確かさを測定したものです。不確かさを測定するときには、1) 便益

と費用の見積もりが当初の期待値に一致する可能性、および 2) 見積もりを長期間にわたって確認し、追跡できる可能性を

検討します。TEI 法では入力値に「三角分布」の確率密度関数を適用します。各費用および便益のリスクを見積もるとき

には、少なくとも 3 つの値を計算します。  
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付録 B: SaaS の収益計算方法 

サブスクリプションによる SaaS 収益の計算方法を下の表に示します。 

  

RA1 シートあたり平均価格 $150

RA2 1 年目の販売シート数 16,500

RA3 年間平均離脱率 5.0%

RA4 月間離脱率 (換算) 0.43% 月間離脱率 =  1 - ( 1 - 年間離脱率 )  ̂1/12

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目

RA5 年間売上高成長率 100% 90% 60% 50%

RA6 年間売上高 $2,475,000 $4,950,000 $9,405,000 $15,048,000 $22,572,000

参照名 1 年目 計算式 1 月 2 月 … 11 月 12 月

R1 当初 R4 $205,370 $2,014,729 $2,211,506

R2 正味の新規 MRR RA6/12 $206,250 $206,250 $206,250 $206,250

R3 月間離脱金額 (R1+R2)*RA4 $880 $1,756 $9,473 $10,313

R4 月末 MRR R1+R2-R3 $205,370 $409,865 $2,211,506 $2,407,443

2 年目 計算式 1 月 2 月 … 11 月 12 月

R5

1 年目から繰り越した

契約分の収益 R4 $2,407,443

R6 2 年目の正味新規売上高 RA6 $4,950,000

R7 当初 R10 $2,407,443 $2,807,916 $6,336,165 $6,719,880

R8 正味の新規 MRR R6/12 $412,500 $412,500 $412,500 $412,500

R9 月間離脱金額 (R7+R8)*RA4 $12,028 $13,736 $28,785 $30,422

R10 月末 MRR R7+R8-R9 $2,807,916 $3,206,679 $6,719,880 $7,101,958

3 年目 計算式 1 月 2 月 … 11 月 12 月

R11
1+2 年目から繰り越

した契約分
R10 $7,101,958

R12 3 年目の正味新規売上高 RA6 $9,405,000

R13 当初 R16 $7,101,958 $7,852,073 $14,460,757 $15,179,484

R14 正味の新規 MRR R12/12 $783,750 $783,750 $783,750 $783,750

R15 月間離脱金額 (R13+R14)*RA4 $33,635 $36,835 $65,023 $68,088

R16 月末 MRR R13+R14-R15 $7,852,073 $8,598,989 $15,179,484 $15,895,146

4 年目 計算式 1 月 2 月 … 11 月 12 月

R17
1+2+3 年目から繰り越

した契約分
R16 $15,895,146

R18 4 年目の正味新規売上高 RA6 $15,048,000

R19 当初 R22 $15,895,146 $17,075,999 $27,479,586 $28,611,029

R20 正味の新規 MRR R18/12 $1,254,000 $1,254,000 $1,254,000 $1,254,000

R21 月間離脱金額 (R19+R20)*RA4 $73,147 $78,183 $122,558 $127,384

R22 月末 MRR R19+R20-R21 $17,075,999 $18,251,816 $28,611,029 $29,737,645

5 年目 計算式 1 月 2 月 … 11 月 12 月

R23
1+2+3+4 年目から繰り越

した契約分
R22 $29,737,645

R24 5 年目の正味新規売上高 RA6 $22,572,000

R25 当初 R28 $29,737,645 $31,483,781 $46,867,640 $48,540,712

R26 正味の新規 MRR R14/12 $1,881,000 $1,881,000 $1,881,000 $1,881,000

R27 月間離脱金額 (R25+R26)*RA4 $134,864 $142,311 $207,928 $215,065

R28 月末 MRR R25+R26-R27 $31,483,781 $33,222,470 $48,540,712 $50,206,647
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付録 C: 用語解説 

割引率: キャッシュフロー分析で、貨幣の時間的価値を考慮するために使用する利率。各企業は、通常、自社の事業環境

や投資環境に基づいて独自の割引率を設定します。Forrester はこの分析において、年間割引率を 10% に設定していま

す。企業は通常、現時点の事業環境に基づき、割引率を 8 ～ 16% の範囲で設定しています。これを適用する場合は、各

企業の経理部と相談の上、企業内で使用する適正な割引率を設定することをお勧めします。 

正味現在価値 (NPV): 利率 (割引率) が設定されている場合の (割引後の) 将来の正味キャッシュフローの現時点での価値。

あるプロジェクトの正味現在価値が正であれば、通常は、投資すべきであることを意味します。ただし、他のプロジェク

トの正味現在価値の方が高い場合は別です。 

現在価値 (PV): 利率 (割引率) が設定されている場合の (割引後の) 見積もり費用および便益の現時点での価値。費用および

便益の現在価値からキャッシュフローの正味現在価値の合計を計算します。 

回収期間: 投資金額が回収され、損益分岐点に到達するまでの期間。損益分岐点とは、純便益 (便益から費用を差し引いた

値) が初期投資金額に等しくなる時点のことです。 

投資利益率 (ROI): プロジェクトに投資した金額に対する、期待される利益の割合。ROI は、正味利益 (便益から費用を引

いた値) を費用で割ることによって求められます。 
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付録 D: 補足資料 

Related Forrester Research 

エンタープライズ環境における SaaS アプリケーション普及状況の見積もりは、Forrester Research の報告書

『Application Adoption Trends 2016: SaaS Expands Across The Enterprise And Across The Globe』(Forrester Research, 

Inc.、2016 年 3 月 30 日) に基づいています。 

オンラインリソース 

一般管理費の各種見積もり金額は、2015 年の『Pacific Crest SaaS Survey』に基づいています 

(http://www.forentrepreneurs.com/2015-saas-survey-part-2/ を参照)。 

DevOps の詳細については、https://aws.amazon.com/devops/ をご覧ください。 

 

http://www.forentrepreneurs.com/2015-saas-survey-part-2/
https://aws.amazon.com/devops/

