
 

FORRESTER TOTAL ECONOMIC IMPACT™（TANIUM 委託調査） 

 

 

Taniumの Total Economic 
Impact™ 
 
コスト節減およびビジネス上の利益  
Taniumエンドポイント管理および 
セキュリティプラットフォームによる実現 
 
2021年 10月 



 

 TANIUM の TOTAL ECONOMIC IMPACT™ 

Table Of Contents 
エグゼクティブサマリー ........................................... 1 

Taniumのカスタマージャーニー .............................. 6 
主な課題 ................................................................. 6 
ソリューションの要件/投資目標 ............................ 7 
モデル組織 ............................................................. 7 

利益の分析 ................................................................. 8 
ツール統合の節約 ................................................... 8 
アイドル状態のソフトウェア再生利用によ 
る節約 ..................................................................... 9 
エンドポイントセキュリティ/管理の FTE 
の効率化による節約 ............................................. 10 
非定量的利益 ........................................................ 11 
柔軟性 ................................................................... 12 

コスト分析 ............................................................... 13 
Taniumソフトウェアコスト ................................ 13 
社内企画・トレーニング・導入コスト ................ 14 

財務状況概要............................................................ 16 

付録 A：Total Economic Impact（TEI、 
総経済効果）............................................................ 17 

付録 B：脚注 ............................................................ 18 
 

 
コンサルティングチーム： Tsih Formuluh  

 

FORRESTER CONSULTING について 

Forrester Consultingは、独立した客観的なリサーチに基づいたコンサルティングを提供し、リーダーたちの組織における成功を
支援しています。詳細については、forrester.com/consultingをご覧ください。 

© Forrester Research, Inc. 無断複写・複製・転載を禁じます。本書を無断で複製することは固く禁じられています。本書
の内容は、入手可能で最適な情報源に基づいています。ここに記した見解は、調査時点でのものであり、最新の情報とは
異なる場合があります。Forrester®、Technographics®、Forrester Wave、RoleView、TechRadar、Total Economic 
Impactは、Forrester Research, Inc.の商標です。その他すべての商標は、各社に帰属します。 



 

 TANIUM の TOTAL ECONOMIC IMPACT™  1 

エグゼクティブサマリー 
 Taniumは、単一のプラットフォームからエンドポイントにいたるまで、組織の保護・管

理業務を支援します。Taniumプラットフォームは、エンドポイントが組織のネットワー
クに接続されると、それがどこに存在するのかを識別し、可視性を提供する基礎となる
コアから始まります。これを基盤として、組織が可視性を維持し、大規模かつ高速にエ
ンドポイントを管理・制御するのに役立つモジュールが構築されており、Taniumは、セ
キュリティとリスク軽減の機能を備えたエンドポイント管理ツールとなっています。 

 
 
 

Taniumのエンドポイント管理およびセキュリティプ
ラットフォームは、組織のエンドポイントがどこに
存在しても、アクセスとインテリジェンスを可能に
し、リアルタイムの可視性、コンテキスト、および
より良い管理とセキュリティ環境のためのアクショ
ンを迅速に実行可能です。  

Taniumは Forrester Consultingに依頼して Total 
Economic Impact™（TEI）調査を実施し、Tanium
のプラットフォームを展開することによって企業が
実現しうる投資収益率（ROI）を検証しました。1 本
調査の目的は、読者に Taniumが組織に及ぼす潜在
的な財務的影響を評価するための枠組みを提供する
ことです。  

この投資に関する利益、コスト、リスクをよりよく
理解するために、Forresterは、Taniumのエンドポ
イント管理およびセキュリティプラットフォームの
使用経験を持つ 4人の意思決定者にインタビューを
行いました。Forresterは、インタビューの回答者で
ある顧客の体験を集計し、財務分析のベースライン
となる結果を 1つのモデル組織の回答としてまとめ
ました。 

これらのインタビューによると、Taniumを使用する
前に、彼らの組織は複数のサイロ化したソフトウェ
アソリューションを採用し、エンドポイントの管理
とセキュリティのために他の手動プロセスを使用し
ていたとのことです。しかし、これまでの試みで
は、エンドポイントが特定できず、環境の範囲もよ
くわからないままでした。こうした制約により、管
理・セキュリティ対策が必ずしも保証されていない
ため、脆弱な環境になっていました。  

Taniumへの投資後、インタビュー対象企業は、組織
内の 98%以上のエンドポイントを特定し、可視化す
ることができました。この投資による主な成果とし
ては、組織内の環境をより明確に理解し、エンドポ
イントを正確に管理してセキュリティを確保する能
力を向上できたことが挙げられます。 

  

投資利益率（ROI） 

277% 
正味現在価値（NPV） 

391万ドル 

主な統計情報  

https://www.tanium.jp/platform/
https://www.tanium.jp/platform/
https://www.tanium.jp/platform/
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エグゼクティブサマリー 

主な調査結果 

定量的な効果。 リスク調整された現在価値（PV）の
定量化された効果には、以下のようなものがありま
す。 

• ツール統合で 250万ドル以上の削減を実現。 
Taniumは、インタビュー対象企業がエンドポイ
ントの識別、管理、およびセキュリティに使用
していたサイロ化されたポイントソリューショ
ンの数を減らしました。モデル組織の場合、1年
目に 4つのツールを、2年目にもう 1つのツール
を排除することで、3年間で 250万ドルの節約に
つながります。 

• アイドル状態のソフトウェアライセンスの再生
利用により 170万ドルの節約。 エンドポイント
にインストールされた Taniumの軽量エージェン
トにより、インタビュー対象企業は、使用され
ていない、またはアイドル状態のソフトウェア
を各エンドポイントでスキャンする能力を得ま
した。不要なライセンスを特定して削減するこ

とで、モデル組織の場合、3年間で 170万ドル以
上の節約になります。  

• FTEの効率化による 120万ドルの節約。 インタ
ビュー回答者は、自分たちの環境を管理し、セ
キュリティを確保するために、より多くの FTE
が必要であると述べています。Taniumは、効
率、パフォーマンス、および意思決定を改善す
るためにツールを統合し、顧客が ITリソースを
戦略的プロジェクトに再配置したり、人員管理
によるコスト回避を実現したりすることで、プ
ロセスの実行を改善しました。また、Tanium
は、システムスキャンやパッチ適用など、他の
ツールで手動または非効率に行っていた多くの
作業を自動化しました。これにより、モデル組
織は 3年間で 120万ドル近くを節約することが
できます。 

  

Taniumは、ネットワーク上で永続性
を持てることが大きな利点です。ネ
ットワーク上に散在し、そのサブネ
ット内のすべてのエンドポイントで
エージェントがアクティブに有効に
なっていることを確認することがで
きます。これは、今の他のツールに
はないもので、間違いなくTaniumを
際立たせているものです。」 
— 金融サービス部門グローバルインフラストラク
チャ＆テクノロジーオペレーション担当副社長 
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エグゼクティブサマリー 

定性的利益。本調査のうち、定量化できない利益に
は、以下のようなものがあります。  

• 環境内のすべてのエンドポイントの 98%以上を
可視化。 Taniumは、リニアチェーンアーキテク
チャを採用しており、すべてのエンドポイント
が、その LANにリンクしているすべてのエンド
ポイントを発見するためのベクトルとなりま
す。このパラダイムは、障害が発生したり、利
用できないリレーサーバーがある場合でも、デ
ィスカバリーが行われることを保証します。企
業は目に見えるものしか管理できないため、
98%以上のエンドポイントを可視化すること
で、環境内の管理とセキュリティの成果をより
確実なものにすることができました。 

• エンドポイントに Tanium のエージェントが存
在するため、効率的な脆弱性スキャンが可能。 
リニアチェーンアーキテクチャとエンドポイン
ト上の軽量な Taniumエージェントは、各管理対
象エンドポイントが、近隣のマシンの現在の状
態に関する簡潔な更新情報を得るために Tanium
サーバーに定期的にアクセスすることによっ
て、ネットワーク上の近隣マシンの認識を維持
することを保証します。このため、インタビュ
ー対象企業は、データ侵害や稼働停止による業
務中断を引き起こす可能性のある脆弱性をすば
やく特定して修正する手順が容易になりまし
た。 

• セキュリティチームとオペレーションチームの
コラボレーションを促進。IT運用チームとセキ
ュリティチームは、共通のコンソールとエンド
ポイントデータセットを使用し、コラボレーシ
ョンを容易にするスピードで、真のシングルソ
ースとして機能しました。 

コスト。 リスク調整後の PVコストには以下のもの
があります。  

• Taniumのソフトウェアコストは、3年間で 130
万ドル。 これには、Tanium Core（年間 20万ド
ル）および運用/セキュリティバンドルとなる 5
つのモジュール（年間 30万ドル）のコストが含
まれています。 

• 社内企画、トレーニング、導入コストは、3年間
で 11万ドル。 モデル組織の場合、ハードウェア
と概念実証（POC）の初期コストに 6万ドル、
導入と従業員へのプラットフォームの使用訓練
に 5万ドルを費やします。  

意思決定者へのインタビューと財務分析の結果、モ
デル組織の場合、3年間で 140万ドルのコストに対
して 530万ドルの利益があり、正味現在価値
（NPV）は 390万ドル、ROIは 277%であることが
明らかになりました。 
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エグゼクティブサマリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資利益率（ROI） 

277% 
利益の現在価値（PV） 

530万ドル 
正味現在価値（NPV） 

390万ドル 
回収期間 

6か月未満 

利益（3年間） 

ツール統合による節約 

アイドル状態のソフトウェア再生
利用による節約 

エンドポイントセキュリティ/ 
管理の FTEの効率化 

250万ドル 

170万ドル 

120万ドル 
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エグゼクティブサマリー 

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から、
Taniumのエンドポイント管理およびセキュリティプ
ラットフォームへの投資を検討している組織を対象
に、Total Economic Impact™（総合的な経済効果）
の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、Taniumが組織に
与える影響を評価するために、多段階のアプローチ
を取りました。 

 

 
適正評価 
Tanium関係者や Forresterのアナリストにイン
タビューを行い、Taniumのエンドポイント管
理およびセキュリティプラットフォームに関す
るデータを収集しました。 

 
企業の意思決定者へのインタビュー 
エンドポイント管理とセキュリティのプラット
フォームである Taniumを使用している企業の
意思決定者 4人にインタビューを行い、コス
ト、利益、リスクに関するデータを取得しまし
た。  

 
モデル組織 
インタビュー対象の組織特性に基づき、モデル
組織を作成しました。 

 
財務モデルのフレームワーク 
TEI手法を用いて、インタビュー回答者を表す
財務モデルを構築し、意思決定者の課題や懸念
に基づいて財務モデルのリスク調整を行いまし
た。 

 
事例紹介 
TEIの 4つの基本要素である利益、コスト、柔
軟性、およびリスクを採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 

以下の点に注意してお読みください。 

本調査は、Taniumの委託を受け、Forrester Consulting
が実施したものです。本書は競合分析としての利用を意
図するものではありません。 

Forresterは、他の組織が受け取るであろう潜在的な ROI
については、一切の想定をしていません。Forresterは、
読者が Taniumエンドポイント管理およびセキュリティ
プラットフォームへの投資の妥当性を判断するために、
本調査で提供されたフレームワーク内で独自の推定を行
うことを強くお勧めします。 

Taniumは Forresterに検討とフィードバックを行いまし
たが、Forresterは調査とその結果に対する編集上のコン
トロールを維持し、Forresterの発見と矛盾する、あるい
は調査の意味を不明瞭にするような調査の変更は受け付
けません。 

Taniumは、インタビュー向けに顧客名を提供しました
が、インタビューには参加していません。  
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Taniumのカスタマージャーニー 
Taniumエンドポイント管理およびセキュリティプラットフォームへの投資を促す要素 
 
 

 

主な課題 

インタビュー対象企業に共通してみられた課題に
は、以下のようなものがありました。 

• エンドポイントの数がわからない。ITチーム
は、組織内の環境に存在するエンドポイントの
数を正確に把握することができず、何千ものエ
ンドポイントに対するソフトウェアやパッチの
管理、在庫管理、配布を困難にしていました。
そのため、ソフトウェアのバージョンが混在
し、ネットワーク内の不備による情報漏えいや
業務停止などの脆弱性が頻繁に発生していまし
た。 

• サイロ化したセキュリティと運用のツールやプ
ロセスを使用している。 ITセキュリティチーム
と運用チームが独立して機能し、目標、ツー
ル、プロセスが一致していなかったため、よく
互いの業務活動に干渉していた。  

• セキュリティと運用のための専用のポイントソ
リューションが多すぎる。 また、ITチームが縦
割りで仕事をしていたため、ポイントソリュー
ションが多数あり、組織の環境を管理すること
が困難でした。さらに非常に狭い範囲のポイン
トソリューションの操作を学ぶために、多くの
FTEの時間を費やしていました。 

 

 

• 高価で独占的なポイントソリューションを使用
している。 多くの組織のポイントソリューショ
ンは、非常に高価で独占的なものでした。中に
は、使用中のエンドポイントを混乱させ、ビジ
ネスユニットのコア機能の効率的な実行を妨げ
るツールもありました。 

 

  

  

企業意思決定者へのインタビュー 

回答者 業種 年間収益 管理対象エンドポイント数 

セキュリティ担当役員 アグリビジネス分野 1,140億ドル 100,000 

セキュリティ・運用技術部長 製造 130億ドル 57,000 

IT ディレクター 金融サービス 80億ドル 25,000 

グローバルインフラストラクチャ＆テク
ノロジーオペレーション担当副社長 

金融サービス 690億ドル 100,000 

 

脆弱性管理の分野では、高価なポイントソ

リューションがありました。ネットワーク

上の脆弱性をスキャンし、工場や生産設備

があるような機密性の高いネットワークに

アクセスするたびに、装置を壊したり、時

には停電を起こしたり、さまざまな問題が

発生しました。これにとって代わるものが

必要だったのです。気に入ったのは、

Taniumがすでにデバイスに搭載されてい

ることです。」 
— アグリビジネス、セキュリティディレクター 
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<クライアント>**製品名**のカスタマージャーニー 

ソリューションの要件/投資目標 

インタビュー対象企業では、以下の項目を解決する
方法を模索していました。 

• IT環境内のすべてのエンドポイントを発見し、
可視性を維持しやすくします。 

• 新しいソフトウェアやパッチを迅速かつ正確に
導入できるようにします。 

• 脅威や侵入に備え、より簡単かつ迅速にエンド
ポイントを管理・保護する方法を提供します。 

• 信頼できるソリューションを適正な価格で提供
します。 

複数のベンダーを評価する RFPとビジネスケースの
プロセスを経て、インタビュー対象企業は Tanium
を選択し、導入を開始しました。 

• インタビュー対象企業の 4社すべてが、導入に
際して段階的なアプローチをとることにしまし
た。それぞれ、Tanium Coreから始めて、それ
ぞれの業界で最も重要なモジュールに拡張して
いったのです。  

• インタビュー対象企業のうち、3社はセキュリテ
ィ関連のモジュールから始め、1つはオペレーシ
ョン関連のモジュールから始めています。  

• 投資 2年目には、インタビュー対象の各企業と
もセキュリティとオペレーションの両方をカバ
ーするモジュールに拡張しています。平均して
それぞれ 5つのモジュールを追加しました。 

 

モデル組織 

インタビューに基づき、Forresterは TEIフレームワ
ーク、モデル組織、ROI分析を構築し、財政的に影
響する領域を具体的に示しました。 モデル組織と
は、Forresterが意思決定者に対するインタビュー調
査を実施した 4社を代表する組織であり、次のセク
ションで財務分析の総合結果を表すために使用され
ています。モデル組織の特性は以下のとおりです。  

モデル組織の説明。 モデル組織は、消費者向け製品
の販売、カスタマーサポート、サービス/保証サポー
トを仮想的および物理的に提供する、国際的な 10億
ドル規模の B2Cサービス組織です。強力なブランド
力、国際的な事業展開、約 1,000万人の大規模な顧
客基盤、オンラインとオフラインでの強力なプレゼ
ンスを持っています。その製品の平均価格は 80ドル
です。 

導入の特徴。 このモデル組織は 30か所の地域事務
所と 18,000人の従業員を抱え、国際的に事業を展開
しています。新しい国際市場に参入するため、数年
ごとに 1～2社程度の買収を行い、事務所を増やして
います。 

 

 

主な想定条件 
• 収益 10億ドル 
• 年間 Tanium使用料 50万ドル 
• Tanium Coreと 5つの追加モ

ジュールを使用 
• セキュリティモジュールとオペ

レーションモジュールの両方を
展開 
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利益の分析 
このモデル組織に適用される定量化利益データ 

 
 
 

 

ツール統合の節約 

エビデンスとデータ。 Taniumに投資する前、イン
タビュー対象企業はセキュリティと運用のタスク
に、複数のサイロ化したツールを使用していまし
た。これらのツールでは管理・追跡が困難でした。  

• アグリビジネス業界のセキュリティ担当者はこ
のように語っています。「Taniumを導入する前
は、多くのポイントソリューションがありまし
た。脆弱性スキャン専用ソリューション、ネッ
トワークスキャン専用ソリューション、そして
ハンティングや脅威を防ぐ専用ソリューショ
ン、その他、複数のソリューションがありまし
た。」  

• 同じインタビュー回答者が以下のように述べて
いました。「自社でのセキュリティの使用事例
として Taniumを活用し始め、拡大していきまし
た。セキュリティの領域でできることはほとん
どやったので、今は運用の領域に少しずつ入っ
ています。ポイントソリューションをさらに減
らすため、モジュールをいくつか追加購入する
かもしれません。Taniumを導入したことで、他
のポイントソリューションに費やしていた 100
万ドル以上のコストを削減できました。」 

モデリングと前提条件。 この利益をモデル化するた
めに、Forresterはモデル組織について次のように仮
定しています。 

• モデル組織では、Taniumを導入する前に、7つ
の独立したポイントソリューションをベースラ
インとして使用していました。 

• このモデル組織は、1年目に 4つのサイロポイン
トソリューションを排除し、2年目までにさらに
1つを排除し、Taniumプラットフォームと他の
2つのバックアップソリューションだけを残しま
す。 

• レガシーポイントソリューションの平均年間コ
ストは 25万ドルです。 

リスク。 こうしたメリットに影響を与える可能性の
ある変数には、以下のものがあります。 

• 組織の IT環境の複雑さと、使用されているレガ
シーポイントソリューションの数。  

• Taniumが交換する各レガシーポイントソリュー
ションの平均コスト。  

• 組織が属する業界。 

• 組織がその環境をサポートするために必要な
Taniumモジュール。 

結果。これらのリスクを考慮し、Forresterはこの利
益を 15%下方修正し、3年間のリスク調整済み PV
総額（10%で割引）を 250万ドルとしました。 

  

総利益 

基準 利益 1年目 2年目 3年目 合計 現在価値 

Atr ツール統合による節約 850,000ドル  1,062,500ドル  1,062,500ドル  2,975,000ドル  2,449,098ドル  

Btr 
アイドル状態のソフトウェア再生利
用による節約 684,000ドル  684,000ドル  684,000ドル  2,052,000ドル  1,701,007ドル  

Ctr 
エンドポイントセキュリティ/管理の
FTEの効率化による節約 474,240ドル  474,240ドル  474,240ドル  1,422,720ドル  1,179,365ドル  

 総利益（リスク調整済み） 2,008,240ドル  2,220,740ドル  2,220,740ドル  6,449,720ドル  5,329,470ドル  

 



 

 TANIUM の TOTAL ECONOMIC IMPACT™  9 

利益分析 

アイドル状態のソフトウェア再生利用による節約 

エビデンスとデータ。 Taniumにより、管理されて
いない資産とその中にロードされたソフトウェアの
環境を調査できるようになったとインタビュー対象
者は答えています。また、管理しているエンドポイ
ントにある未使用のソフトウェアを発見することも
できました。その結果、ライセンスのボリュームを
適正化できるようになり、組織のコストを節減する
ことができました。 

アグリビジネス業界のセキュリティ担当者はこのよ
うに語っています。「Taniumでは、企業独自のあら
ゆる情報を収集するためのカスタムコンテンツを作
成することができます。例えば、研究開発部門で使
用する高価なアプリケーションで、ライセンス料が
一人当たり 15,000ドルかかるような場合、ライセン
ス使用料はどうなるのでしょうか？そのため、ライ
センス管理やライセンスレポーティングを行い、そ
の手助けをしています。」 

モデリングと前提条件。 この利益をモデル化するた
めに、Forresterはモデル組織について次のように仮
定しています。 

• モデル組織は、その環境内でライセンス数の多
い 8つのアプリケーションを特定します。 

• Taniumを使用することで、管理されているエン
ドポイントと以前は管理されていなかったエン
ドポイントの両方で、1,000のアイドルライセン
スをスキャンして特定することができます。 

• アイドルライセンスの平均コストは 95ドルで
す。 

リスク。 こうしたメリットに影響を与える可能性の
ある変数には、以下のものがあります。 

• 組織が使用するライセンスアプリケーションの
平均数。 

• 節減または廃止されるアプリケーションのライ
センスコスト。  

• どれだけのライセンスを購入し、維持するかに
ついての組織の内部統制。 

結果。これらのリスクを考慮し、Forresterはこの利
益を 10%下方修正し、3年間のリスク調整後の総 PV
は 170万ドルとしました。 

ツール統合の節約 
基準 評価項目 ソース 1年目 2年目 3年目 

A1 
Taniumを導入する前に使用していたレガ
シーツールの平均数 インタビュー 7 7 7 

A2 Tanium導入後のレガシーツールの平均数 インタビュー 3 2 2 

A3 廃止されたツール数 A1～A2 4 5 5 

A4 レガシーツール 1台あたりの平均コスト インタビュー 250,000ドル  250,000ドル  250,000ドル  

At ツール統合による節約 A3*A4 1,000,000ドル  1,250,000ドル  1,250,000ドル  

  リスク調整 ↓15%       

Atr ツール統合による節約（リスク調整済み）   850,000ドル  1,062,500ドル  1,062,500ドル  

3年間の合計：2,975,000ドル  3年間の現在価値： 2,449,098ドル  
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利益分析 

エンドポイントセキュリティ/管理の FTEの効率化に
よる節約 

エビデンスとデータ。 Taniumは、インタビュー対
象企業の IT機能の統合を支援し、多くのエンドポイ
ントセキュリティと管理タスクを自動化しました。
これにより、環境内のエンドポイントを管理し、セ
キュリティを確保するために必要な FTEの時間が短
縮されました。 

• アグリビジネス業界のセキュリティ担当者はこ
のように語っています。「昨年は、他のポイン
トソリューションからそれぞれ 1～2人の FTEを
再配置することができ、Tanium側には 1人の
FTEを追加しただけでした。」 

• ある製造業のセキュリティ・運用技術担当者は
このように述べています。「パッケージの準備
と配備を 2人で行っています。また、通常、レ
ポートの作成も管理し、他のオペレーションチ
ームをサポートしています。Tanium以前の従来
の環境では、少なくとも 3倍以上の FTEが必要
でした。」 

モデリングと前提条件。 この利益をモデル化するた
めに、Forresterはモデル組織について次のように仮
定しています。 

• 以前は、8人の FTEが 2,080時間ずつ働き、ポ
イントソリューションやその他の手動プロセス
を使ってレガシー環境を管理していました。 

• Taniumを導入した後、Taniumのリニアチェー
ンアーキテクチャを使用した自動化とソフトウ
ェア展開のスピードによる効率化により、5人の
FTEが他の生産的なタスクに割り当てられるよ
うになりました。 

• FTEの全経費込の時給は 48ドルです。 

リスク。 こうしたメリットに影響を与える可能性の
ある変数には、以下のものがあります。 

• 組織がその環境内で使用しているポイントソリ
ューションの数と複雑さ。  

• 配置転換される FTEのスキル。 

• Taniumプラットフォームを操作する FTEのスキ
ル。  

• 組織の IT環境の規模、およびその中に存在する
基本的な非効率性。 

• FTEの給与率。 

結果。これらのリスクを考慮し、Forresterはこの利
益を 5%下方修正し、3年間のリスク調整後の総 PV
は 120万ドルとしました。 

アイドル状態のソフトウェア再生利用による節約 

基準 評価項目 ソース 1年目 2年目 3年目 

B1 発見された未使用アプリケーションの平均数 インタビュー 8 8 8 

B2 
アプリケーションごとの平均未使用ライセン
ス数 インタビュー 1,000 1,000 1,000 

B3 未使用ライセンスあたりの平均コスト インタビュー 95ドル  95ドル  95ドル  

Bt 
アイドル状態のソフトウェア再生利用による
節約 B1*B2*B3 760,000ドル  760,000ドル  760,000ドル  

  リスク調整 ↓10%       

Btr 
アイドル状態のソフトウェア再生利用による
節約（リスク調整済み）   684,000ドル  684,000ドル  684,000ドル  

3年間の合計： 2,052,000ドル  3年間の現在価値：1,701,007ドル  
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利益分析 

非定量的利益 

この他に、定量化されていないものの、顧客企業で
認められた利益は以下のとおりです。  

• 環境内のすべてのエンドポイントの 98%以上を
可視化。 Taniumは、単一の軽量なエージェント
を通じて個々のエンドポイントに直接管理イン
テリジェンスを分散させることにより、ハブ＆
スポークアーキテクチャの制限を克服していま
す。  

各管理下のエンドポイントは、定期的に Tanium
サーバーにアクセスして、近隣のマシンの現在
の状態に関する簡潔な更新を取得することによ
って、ネットワーク上の近隣のマシンの認識を
維持します。  

この相互作用により、各エンドポイントと最適
なクライアントが自動的にペアリングされ、エ
ンドポイントからの情報を受け取りながら、そ
の情報を別のエンドポイントに受け渡すことが
できます。このプロセスにより、効率的に連鎖
した一連のエンドポイントが形成され、ネット
ワーク全体の各エンドポイントにクエリーやア
クションを容易に伝搬させることができます。  

サーバーは、これらの線形チェーンに沿った少
数のエンドポイントに情報を送り、チェーンの
終点にあるエンドポイントから集計結果を収集
するだけです。これにより、ハブ＆スポーク型
アーキテクチャの欠点を解消し、高速化とスケ
ーラビリティの向上を実現しました。  

Taniumは、LAN外のエンドポイントもスキャン
でき、リモートエンドポイント（在宅勤務環境
など）の特定、保護、管理も可能です。 

• エンドポイントに Tanium のエージェントがあ
るので、効率的な脆弱性スキャンを提供可能。 
リニアチェーンアーキテクチャとエンドポイン
ト上の軽量な Taniumエージェントは、リスク軽
減を強化します。より高い可視性と制御性によ
り、Taniumのプラットフォームは、顧客が脆弱
性を発見し、是正することを可能にします。こ
れにより、情報漏えいや業務停止などの頻度、
期間、重大性を低減し、その対応と復旧にかか
るコストを節減することができます。データの
収集、集約、配信をエンドポイントまで分散さ
せることで、Taniumのアーキテクチャは LAN
トラフィックの速度を利用し、クライアントか
らサーバーへの直接通信を節減します。これに
より、データベースの肥大化、接続の過負荷、

エンドポイントセキュリティ/管理の FTEの効率化による節約 

基準 評価項目 ソース 1年目 2年目 3年目 

C1 
Taniumを導入する前に費やした FTEの時
間（時間数） モデル組織 16,640 16,640 16,640 

C2 
Tanium導入後に費やした FTEの時間（時
間数） モデル組織 6,240 6,240 6,240 

C3 節約された FTEの時間（時間数） B1～B2 10,400 10,400 10,400 

C4 FTEの時間単価 想定条件 48ドル  48ドル  48ドル  

Ct 
エンドポイントセキュリティ/管理の FTE
の効率化による節約 C3*C4 499,200ドル  499,200ドル  499,200ドル  

  リスク調整 ↓5%       

Ctr 
エンドポイントセキュリティ/管理の FTE
の効率化による節約（リスク調整済み）   474,240ドル  474,240ドル  474,240ドル  

3年間合計：1,422,720ドル  3年後の現在価値：1,179,365ドル  
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利益分析 

WANセグメント間の膨大なトラフィックによる
非効率性を排除することができます。Taniumを
使用することで、セキュリティインシデント対
応チームは何千ものエンドポイントに存在する
脅威を特定し、修復することができ、IT運用チ
ームは短期間で世界中の資産のインベントリを
正確に実施し、管理することができます。  

• セキュリティチームとオペレーションチームの
コラボレーションを促進。Taniumの広範なモジ
ュールにより、セキュリティチームとオペレー
ションチームを共通のプラットフォームで簡単
に統合することができます。IT運用チームとセ
キュリティチームが共通のコンソールとエンド
ポイントデータセットを使用して作業すること
で、スピードとスケールが向上したため、組織
内でのクロストレーニングやコラボレーション
が一般的になっているとインタビュー対象者は
述べています。 

柔軟性 

柔軟性の価値は、顧客ごとに異なります。顧客が
Taniumのエンドポイント管理およびセキュリティプ
ラットフォームを導入し、後に追加の用途やビジネ
スチャンスを実現するシナリオは複数あります。  

• ITの健全性を向上。 Taniumは、組織が環境の
IT健全性を継続的に改善するための基盤を提供
します。企業規模でのソフトウェア管理、ソフ
トウェアの迅速なインストール・更新・削除、
OSやアプリケーションのパッチの配布・管理・
報告などを行い、裏側で働く軽量エージェント
がアプリケーションを更新するため、他のビジ
ネスユニットの業務に影響を与えないペースで
柔軟に進めることができます。  

• 企業固有の用途に合わせたモジュールのカスタ
マイズ能力を獲得。 アグリビジネス業界のセキ
ュリティ担当者は、Taniumは企業特有の問題を
解決するために、特定のモジュールをカスタマ
イズできる柔軟性を備えていると述べていま
す。「モジュール作品以外では、自分たちでカ
スタマイズしたソリューションをたくさん作っ
てきました。当社は、エンドポイント上にある
知的財産の特定と抽出に役立つ独自のソリュー

ションを構築しました。特定の文書、スプレッ
ドシート、ダイアグラム、または CAD図面に関
するレポートを作成します。それぞれのエンド
ポイントでのファイル名と、ファイルサイズの
合計を算出します。そうすれば、会社を売却し
たりスピンオフしたりする際に、サーバーやワ
ークステーション、ラップトップなどに眠って
いる知的財産をすべて報告できるだけでなく、
そうした情報を大規模に抽出することも可能に
なります。さらに、エンドポイントにあるすべ
てのドキュメントをレポートするソリューショ
ンも構築しました。暗号化され圧縮されたコン
テナに詰め込み、そのコンテナファイルをエン
ドポイントから集中管理されたストレージに引
き出します。」 

柔軟性は特定プロジェクトの一環として評価すれば
数量化できます（詳細は付録 Aを参照してくださ
い）。 
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コスト分析 
モデル組織に適用される定量的コストのデータ 

 

 

TANIUMソフトウェアコスト 

エビデンスとデータ。 インタビュー回答者は、自分
たちの組織が Taniumの投資に関連して、ソフトウ
ェアの代金を支払っていると述べています。 

モデリングと前提条件。 このコストをモデル化する
ために、Forresterはモデル組織について次のように
仮定しています。 

• モデル組織は中堅企業で、その環境は Tanium 
Coreと 5つの追加モジュールのバンドルで管理
することができます。  

• Tanium Coreは、6か月以内に組織内のすべての
エンドポイントを識別するために必要なすべて
のディスカバリーを実行します。 

• 個々のモジュールの平均コストには、ほとんど
ばらつきがありません。 

• 年間契約では、追加モジュール 1つにつき 6万
ドルかかります。

 

リスク。 このコストに影響を与える可能性のある変
数には、以下のものが含まれます。 

• 組織がその業界内でエンドポイントやアプリケ
ーションを効果的に管理するために必要な追加
モジュールの数。 

• 均等な価格ではないため、組織が必要とするモ
ジュールの種類。  

結果。これらのリスクを考慮し、Forresterはこのコ
ストを 5%上方修正し、3年間のリスク調整済み PV
総額（10%で割引）を 130万ドルとしました。 

 

  

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 

Dtr 
Taniumソフトウェア
コスト 0ドル  525,000ド

ル  
525,000ド

ル  
525,000ド

ル  1,575,000ドル  1,305,597ドル  

Etr 
社内企画・トレーニン
グ・導入コスト 

75,504ド
ル  13,728ドル  13,728ドル  13,728ドル  116,688ドル  109,644ドル  

 総コスト（リスク調整
済み） 

75,504ド
ル  

538,728ド
ル  

538,728ド
ル  

538,728ド
ル  1,691,688ドル  1,415,241ドル  
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コスト分析 

 

社内企画・トレーニング・導入コスト 

エビデンスとデータ。 インタビュー回答者は
Taniumを導入するための社内コストが発生したと述
べていました。彼らは次のように話しています。 

• ハードウェアと POCのデモの平均コストは 6万
ドルでした。 

• 彼らの組織は、展開の初期設定段階で平均 3人
の FTEに権限を委譲しました。  

• FTEは、配備期間中、それぞれ平均 60時間勤務
しています。  

モデリングと前提条件。 このコストをモデル化する
ために、Forrester は、モデル組織について次のよう
に仮定しています。 

• FTEの全経費込の時給は 48ドルです。 

• プラットフォームの使用やアップグレードのた
めのトレーニングに、FTE1人あたり週 1時間費
やしています。 

• Taniumを操作する 3人の FTEのバックアップと
して、さらに 2人のスタッフが毎週トレーニン
グに参加しています。 

リスク。 このコストに影響を与える可能性のある変
数には、以下のものが含まれます。  

• FTEの給与率。  

• FTEのスキルと、プラットフォームを適切に操
作するために必要なトレーニングの量。  

• 組織の環境の複雑さと、エンドポイントを効果
的に管理し保護するために必要な FTEの人数。  

結果。これらのリスクを考慮するために、Forrester
はこのコストを 10%上方調整し、リスク調整後の 3
年間の現在価値（PV）総額をおよそ 110,000ドルと
しました。 

 

 

Taniumソフトウェアコスト 

基準 評価項目 ソース 初期 1年目 2年目 3年目 

D1 Tanium Core インタビュー 0ドル 200,000ドル  200,000ドル  200,000ドル  

D2 
5つのモジュールで構成されるオペ
レーション/セキュリティバンドル インタビュー 0ドル 300,000ドル  300,000ドル  300,000ドル  

Dt Taniumソフトウェアコスト D1+D2 0ドル  500,000ドル  500,000ドル  500,000ドル  

  リスク調整 ↑5%         

Dtr 
Taniumソフトウェアコスト（リスク
調整済み）   0ドル  525,000ドル  525,000ドル  525,000ドル  

3年間の合計：1,575,000ドル  3年間の現在価値：1,305,597ドル  
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コスト分析 

 

社内企画・トレーニング・導入コスト 
基準 評価項目 ソース 初期 1 年目 2 年目 3 年目 

E1 ハードウェアと POCの初期コスト インタビュー 60,000ドル  0ドル 0ドル 0ドル 

E2 使用した主な従業員数 インタビュー 3 5 5 5 

E3 FTEの費やした時間（時間数） インタビュー 60 52 52 52 

E4 FTEの平均時間単価  インタビュー 48ドル  48ドル  48ドル  48ドル  

E5 企画・トレーニング・導入 E3*E4*E5 8,640ドル  12,480ドル  12,480ドル  12,480ドル  

Et 社内企画・トレーニング・導入コスト E1+E5 68,640ドル  12,480ドル  12,480ドル  12,480ドル  

  リスク調整 ↑10%         

Etr 
社内企画・トレーニング・導入コスト
（リスク調整済み）   75,504ドル  13,728ドル  13,728ドル  13,728ドル  

3年間の合計：116,688ドル  3年間の現在価値：109,644ドル  
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財務状況概要 
 

リスク調整後の 3年連結評価 
 

  
 

 
 
 
 
 

これらのリスク調整後の
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（リスク調整済み推定値） 

    初期 1年目 2年目 3年目 合計 現在価値 

総コスト   （75,504ドル） （538,728ドル） （538,728ドル） （538,728ドル） （1,691,688ドル） （1,415,241ドル） 

総利益   0ドル 2,008,240ドル  2,220,740ドル  2,220,740ドル  6,449,720ドル  5,329,470ドル  

純利益   （75,504ドル） 1,469,512ドル  1,682,012ドル  1,682,012ドル  4,758,032ドル  3,914,229ドル  

投資収益率（ROI）           277% 

回収期間           6か月未満 

 

キャッシュフローチャート（リスク調整済み） 

総コスト 利益総額 累積純利益 

キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー

 600万ドル 

500万ドル  

400万ドル 

300万ドル 

200万ドル  

100万ドル 

-100万ドル 
 初期 1年目 2年目 3年目 
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付録 A：Total Economic Impact
（TEI、総経済効果） 
Total Economic Impact（TEI）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
ビスの価値をクライアント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
管理職やその他のビジネス上の主要なステークホル
ダーに対して、ITイニシアチブの具体的な価値を説
明し、根拠を示した上で実現に役立てることができ
ます。 

TOTAL ECONOMIC IMPACTの手法 

利益とは、製品がビジネスにもたらす価値を意味し
ます。TEI手法では、利益の測定とコストの測定に
同じ比重を置き、技術が組織全体に与える影響を徹
底的に評価することが可能になります。  

コストでは、製品の価値、つまり利益を提供するた
めに必要なすべての経費が考慮されます。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、すでに行われた当初投資の上に構築さ
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キャパシティーがあ
るということは、見積り可能な現在価値（PV）があ
ることを意味します。  

リスクとは、利益とコストの見積もりの不確かさを
測定したもので、1) 見積もりが初期の予想に見合う
可能性と、2) 時間の経過と共に見積もりが追跡され
る可能性が考慮されます。TEI ではリスク因子は
「三角分布」に基づいています。  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当初投資の欄には、「時間 0」、すなわち 1年目の始まりに
発生するコストが記載されます。これらのコストには割引率
は適用されません。その他すべてのキャッシュフローには、
年度末の割引率が適用されます。現在価値（PV）は、それぞ
れの総コストおよび利益の見積もりに対して計算されます。
サマリーテーブルの正味現在価値（NPV）は、当初投資と各
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）を使用した場合の
（割引後の）コストおよび利益見積もり
の現在価値。コストおよび利益の現在価
値（PV）は、キャッシュフローの総正
味現在価値（NPV）に適用されます。  

 
正味現在価値（NPV） 

特定の利率（割引率）を使用した場合の
（割引後の）将来の正味キャッシュフロ
ーの現在価値。プロジェクトの正味現在
価値（NPV）の値が正であれば、他のプ
ロジェクトの NPV がそれより高くない
限り、通常は投資すべきであると考えら
れます。  

 
投資利益率（ROI） 

パーセンテージで表したプロジェクトの
期待利益。ROIは、純利益（粗利益から
コストを引いた値）をコストで割ること
によって求められます。  

 
割引率 

キャッシュフロー分析において現金の時
間的価値を考慮に入れるために適用する
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。純利益（利益か
らコストを引いた値）が初期投資額また
はコストと等しくなる時点を指します。 
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付録 B：脚注 
 

1 Total Economic Impactは、Forrester Researchが開発した手法で、企業のテクノロジーに関する意思決定プロセ
スを強化し、ベンダーが自社の製品やサービスの価値を顧客に伝えることを支援するものです。TEI手法を使用す
ることで、企業は上級管理職やその他のビジネス上の主要なステークホルダーに対して、ITイニシアチブの具体的
な価値を説明し、根拠を示した上で実現に役立てることができます。 
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