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エグゼクティブサマリー 

ITサービス管理 (ITSM) は、ITインフラストラクチャ・ライブラリ (ITIL) と

同等に扱われることが多く、ITインフラストラクチャの複雑さが増す中で、

ITサービスをより効率的かつ効果的に提供する方法が根本的に求められて

いました。過去数年にわたる急速なデジタル開発に応じ、機敏性 (アジリテ

ィ) と速度の大幅な向上へのニーズに応えるため、ITSMは最新のテクノロ

ジー (例：AI、機械学習 (ML)) およびプロセス (例：DevOps) を取り込み、

進化してきました。ITSMツールは、サービスリクエストの管理に加え、イ

ンシデント管理や変更実現 (Change Enablement) などのより効果的なプラ

クティスでITチームをサポートするよう展開されています。これらの統合

力により、ビジネスに直接的な悪影響を与える可能性のあるサービスのダ

ウンタイムを削減し、サービスの中断を最小限に抑えることができます。 

ITサービス管理のソリューションとしてのITSMツールの成功により、そ

の機能はビジネス中心のユースケース (例：人事、施設、エンジニアリン

グ、法律、その他の社内共有サービス) にまで拡張されました。これは、

エンタープライズ・サービスマネジメント (ESM) と呼ばれています。 

ESMでは、ITSMを基盤として、自動化機能およびセルフサービス機能の

パワーを活用した、エンタープライズビジネスおよびITサービスの両方に

対する情報、アシスタンス、承認への迅速かつシームレスなアクセスをユ

ーザーに提供します。ESMソリューションはまだ初期段階にありますが、

従業員の経験が中心となるので、ESMが将来もたらす可能性のある巨大な

エンタープライズ統合の潜在的価値により、ESMを採用する企業が増え続

けています。 

さらに、従業員がサービスリクエストへの応答を得るために、電子メール、

電話、対面形式のヘルプデスクに頼っていた時代は終わりました。デジタル

化の台頭は、運用効率への期待の高まりに拍車をかけただけでなく、セルフ

サービスの文化を生み出しました。Atlassian のJira Service Desk (JSD) は、

ITSMおよびESMへの適合可能なアプローチを採用することで、複雑で柔軟

性の低いワークフロー全体を通じて、使いやすさ、コラボレーション、知識

共有を実現します。エージェントは、サービスリクエストのより簡単な選別

と解決策を使用して効率を高めることができます。ユーザーの場合、簡単な

ワンストップのセルフサービス・ポータルを使用して、リクエストを送信し

たり、質問に対する回答を個別に検索することが簡単に実施できます。  

Atlassian社はForrester Consulting社に委託してTotal Economic Impact™ 

(TEI) 調査を実施し、Jira Service Desk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。本調査の目的は、Jira Service Desk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。  

この投資に関連する利益、コスト、リスクをよりよく理解するために、

ForresterはJira Service Deskを複数年使用した経験を有する5社の顧客に面接

調査を行いました。Jira Service Deskを採用する前、面接対象顧客の大半は

従来型のITSMツールまたはさまざまな相互通信手段 (例：電子メール、電話、

対面形式のヘルプデスク) の組み合わせを使用して、サービスリクエストを

管理していました。それにより、これらの顧客は、現在のサービス管理アプ

ローチにおける非効率性を解消するソリューションとしてJira Service Desk

を検討しました。この目標を達成するために、異なるチーム間のコラボレー

ションの改善と、より肯定的なユーザー体験を実現しました。 

Forresterは、調査結果と顧客企業の面接調査のフィードバックを統合して表

現するために、「Deagon Travel」と命名されたモデル組織を設計しました。 

利益とコスト 

 

 
 

チケット処理時間の改善： 

61% 

 
 
従来型 ITSMツールの廃止による

コスト削減： 

$819,169 

 
 

セルフサービス機能による 

チケット削減率： 

20% 
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主な調査結果 

定量的利益。 以下のリスク調整後の現在価値 (PV) で示される定量化利

益は、面接調査の対象となった企業の経験を表しています。 

› サービスエージェントの生産性の向上 ($2,023,906)。この利益では、

Jira Service Deskのセルフサービス機能により可能となった、サービス

リクエストの達成速度の改善およびチケット数の削減により、IT、人事、

金融サービスのエージェントなどのサービスチームが達成した効率の向

上に焦点を当てています。Confluence (Atlassianのコラボレーション・

ソフトウェア) を知識ベースとして統合することで、ユーザーは、サー

ビスリクエストを提出することなく、知識ベースの記事、ガイド、FAQ

のライブラリから質問に対する回答をより簡単に見つけることができま

す。Jira Service Deskから Confluenceへのクリック率が大幅に増加す

るとともに、20%のチケット削減率が確認されました。具体的には、

Jira Service Desk実装後の Confluenceへの訪問数が、人事チームだけ

で 230%の増加が確認されました。  

› インフラストラクチャ・サポートチームの生産性の改善 ($918,789)。

この利益では、Jira Service Deskプラットフォームにより可能となった、

インフラストラクチャ・サポートチームと、エンジニアリングおよびソ

フトウェアの開発チームとの間のコラボレーションおよびコミュニケー

ションの改善による、チケット処理時間の削減に焦点を当てています。

サポートスタッフは、依頼者間のやり取りやサイロ化された情報の代わ

りに、提出されたチケット内で十分な情報を受け取り、インシデントお

よびインフラストラクチャの要求をより迅速に解決できるようになりま

した。そのため、サポートスタッフは生産性を 61%向上させただけで

なく、SLA目標の 85%を達成しました。 

› 従来型 ITSMツールの廃止によるコスト削減 ($819,169)。 Jira Service 

Deskの採用により、従来型 ITSMツールが廃止され、その結果、毎月

のサブスクリプション料金と契約費が減少したため、直接的なコスト削

減が達成されました。実装時間の短縮と、複雑なワークフローの実装に

専門コンサルタントの必要性が減少したことから、追加のコスト削減も

維持されました。 

› エンドユーザーの生産性の向上 ($322,689)。 改善されたサービスリク

エスト・プロセスにより、ユーザーの満足度が向上しただけでなく、 

ユーザーポータルで利用できるセルフサービス機能によりユーザーの生

産性も向上しました。そのため、ユーザーのクエリに対する回答を取得

するまでの時間が短縮され、ユーザーはサービスリクエストをより迅速

に提出できるようになりました。平均して、従業員は四半期ごとにサー

ビスリクエストの時間を平均 30分節約することができます。 

非定量化利益。 面接調査の対象となった企業は、この調査では定量化さ

れていない以下のような利益を得ていたことが分かりました。  

› チーム間コラボレーションの改善。 Jira Service Deskのそのまますぐ

に利用できる機能により、多種多様なチームが共同で作業できるように

なりました。たとえば、チーム間でチケットをリンクするプラットフォ

ームの能力により、ITチームはサービスデスク/開発チームに送られて

くるバグ修正リクエストをプラットフォーム内で選別してハンドオフす

ることができるようになります。 
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› ユーザー体験の改善。 エンドユーザーは Jira Service Deskの簡単で分

かりやすいインターフェースから利益を得ています。CSAT (顧客満足

度) を測定する Jira Service Deskの簡単な組み込みメカニズムの導入に

より、面接対象組織はユーザーフィードバックを収集するプロセスを開

始しました。現在この組織は毎月 40人から 50人のユーザーフィード

バック・レポートを受信しており、その平均満足度は 5点満点中 4.8点

です。苦情の数が減ったことと、Jira Service Deskプラットフォームの

使いやすさを伝える意見が、最も一般的に送られてくる肯定的なフィー

ドバックの 1つです。 

コスト。 面接調査を受けた組織では、以下のようなリスク調整後の現在

価値 (PV) 費用が発生しました。 

› Jira Service Deskソリューションコスト ($391,729)。 この調査のソリ

ューションコストは、1,000人のエージェントのライセンスコストと、

次の 2種類の Jira Service Deskアドオン・アプリケーションの購入費

で構成される自己管理型データセンター製品に基づいています。1) 

Refined for Jira Service Deskおよび 2) Riada Insight。読者には、

Atlassian社のウェブサイトを参照して、企業のニーズを予想使用量に

基づく定価の設定サンプルを確認することをお勧めします。  

› 初期設定コスト ($312,627)。 このコストは、主として、Atlassianデー

タセンター製品への組織の移行と並行して実行された Jira Service Desk

の実装に関連するコストで占められます。このコストには、設定 (統合

およびワークフロー構成など) のためのサードパーティのコンサルティ

ング料金、エージェントのトレーニング時間、組織の残りのユーザーの

学習時間が含まれます。  

› プロフェッショナル・サービス料金 ($476,381)。 面接対象組織は、組織

全体における Jira Service Deskの管理を専用でサポートするための管理

費と社内正規従業員の人件費として継続的なコストを負担しました。 

Forresterの既存の顧客5社への面接調査とその後の財務分析によると、面

接調査対象の組織は3年間で$1,180,737の推定コストに対して4,084,553ド

ルの推定利益を計上し、合計2,903,816ドルの正味現在価値 (NPV) と

246%の投資収益率 (ROI) を達成しました。 

 

 

 

投資収益率 

(ROI) 246% 

利益の現在価値 

(PV) 
$4,084,553 

正味現在価値 

(NPV) 
$2,903,816 

回収期間 

6 か月未満 

エンドユーザーの生産

性の向上、 

32万 2700ドル 

従来のシステ

ムの廃止によ

るコスト削

減、81万

9200ドル 

インフラストラクチャ・

サポートチームの生産性

の改善、 

81万 9200ドル 

サービスエー

ジェントの生産

性の向上、  

200万ドル 
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TEIのフレームワークと調査手法 

面接調査で得られた情報を基に、ForresterはAtlassian Jira Service Deskの

導入を考慮する組織のために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、投資の意志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Atlassian Jira 

Service Deskが組織にもたらす影響を、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 

Jira Service Deskに関連するデータを収集するために、Atlassianの利害

関係者および Forresterのアナリストに面接調査を行いました。 

顧客企業への面接調査 

Jira Service Desk を使用する組織 4 社に面接調査を行い、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  

インタビューの対象となった組織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手法とインタビュー対象組織の課題と懸念に基づいてリスク調整した

財務モデルを使用し、インタビュー結果から導かれる典型的な財務モデ

ルを作成しました。 

ケーススタディ 

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 Atlassian Jira Service Deskの影響をモデル化しました。IT投資に関

連する ROI分析について、企業がますます高度なテクニックを駆使する

ようになりつつあることを考慮すると、Forresterの TEI手法は購買意思

決定に際して総合的な経済的影響の全体像を把握するのに役立ちます。

TEI手法に関する詳細は、付録 Aを参照してください。 

 
 

TEI手法は、企業が IT

の具体的な価値を上級

管理職やその他の主要

なビジネス上の利害関

係者に実証・正当化・

実現するのに役立ちま

す。 

開示事項 

読者は以下の点に注意してください。 

本調査は Atlassian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、他の企業における潜在的な ROIについては一切想定していませ

ん。Atlassian Jira Service Deskへの投資の妥当性を判断する際には、本調査

報告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。  

Atlassian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

認しません。 

Atlassianは面接調査を行う顧客名を提供しましたが、面接調査には参加して

いません。 
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Jira Service Deskの顧客の経験 

JIRA SERVICE DESKへの投資前と投資後 

面接調査を受けた組織 

本調査では、ForresterはAtlassian Jira Service Deskの顧客5社に面接調

査を実施しました。面接調査の対象となった顧客は以下の通りです。 

主な課題 

5社の面接対象組織はJira Service Deskを導入する前に以下の主要課題に

直面していました。 

› 従来型 ITSMツールの柔軟性のなさと高コスト。レガシーITILベースの
サービスデスクを使用すると、ワークフローに厳格さと複雑性が生じ、
サービスチームがサービスリクエストを効果的に構成、管理する能力が
制限されました。たとえば、従来型 ITSMツールの多くは、管理者がサ
ービスエージェントやエンドユーザーのニーズに最適な方法でワークフ
ローおよびサービスリクエスト・フォームを簡単にカスタマイズできる
柔軟性を備えていませんでした。そのため、チケットが間違ったサービ
スエージェントにルーティングされる可能性があり、管理者はすばやく
臨機応変にワークフローを適合させることができませんでした。また、
サービスリクエストのチケット内にキャプチャされた情報が不十分なた
め、その結果、ユーザーとの頻繁なやり取りが必要になり、解決時間が
大幅に延長されました。ユーザーが応答するのに通常 1時間から 2時間
かかったので、15分以内に完了できたサービスリクエストに 3時間か
ら 4時間を要しました。さらに、これらの従来型 ITSMツールの保守に
は高い維持費がかかるので、サービスチームはカスタマイズの余地が大
きい代替ソリューションを模索しました。 

› 面倒なサービス管理プロセス。サービスデスク機能を持たないサービ
スチームには、電子メール、電話、対面形式のヘルプデスクからのサ
ービスリクエストが殺到しました。これらのサービスリクエストの解
決策をタイムリーに分類または管理する構造化された方法はありませ
んでした。複数のサービス提供部門を切り替え、非アクティブなリク
エストを追跡するのに非常に長い時間を費やしました。また、サービ
スエージェントはユーザーを手動でリダイレクトしたり、誤ったサー
ビスリクエストを適切なサービスチームにルーティングする必要があ
りました。知識はプロセスに統合されておらず、サービスエージェン
トとユーザーの両方が必要な情報を簡単に見つけることはできません
でした。 

業種 地域 面接対象組織 ユーザー数 

アプリケーション・パフォー

マンスの管理  
グローバル 

Atlassian製品エンジニアリング主

任兼 Jira管理者 
~2,100  

コンシューマー・エレクトロ

ニクス 
グローバル Jira管理者 ~4,500 

教育 米国 ITアーキテクト主任 ~58,000 

公共部門 米国 Jiraグローバル管理者 (請負業者) ~100,000 

旅行 グローバル 
Atlassianシニア・インフラエンジ

ニア 
~9,000 

「Jira Service Deskを実装して

以来、当社の ITサポートエー

ジェントの数は増えていませ

ん。実際には減少していま

す。各々の ITサポートエー

ジェントはよリ多くの従業員

をサポートできるようになり

ました」 

エンジニアリング主任、アプリケー

ション・パフォーマンス管理会社 

「当社は Jira Service Deskに従

事するフルタイムのエンジニ

アを採用し、他の製品よりも

低コストで組織全体に展開す

ることができるようになりま

した」  

主任 ITアーキテクト、研究大学 
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› サービス品質の可視性の欠如。 Jira Service Deskを使用する以前、ほ

とんどのサービスチームは合意されたサービス基準に対してパフォー

マンスを測定する重要業績評価指標 (KPI) やサービスレベル契約 

(SLA) を用意していませんでした。解決までの平均時間、初回解決率、

バックログの規模などの重要な運用指標は追跡されなかったため、チ

ームのサービス効率に関する洞察は得られませんでした。同様に、サ

ービスリクエストの取り扱いに関するユーザーの満足度とフィード

バックは収集されず、ユーザーの問題点を理解して対処する取り組み

は成されていませんでした。 

ソリューションの要件 

面接調査を受けた組織は、以下を可能とするソリューションを求めてい

ました。 

› ワークフローの構成とサービスリクエストの管理において、より大き

な柔軟性と使いやすさを提供します。 

› サービスエージェントがより重要で緊急のサービスリクエストに高い

優先順位を設定し、その解決に集中できるようワークフローの自動化

を可能にします。 

› さまざまなサービス間および開発チーム間のコラボレーションを改善

します。 

› 重要業績評価指標 (KPI) およびサービスレベル契約 (SLA) に対してサ

ービスのパフォーマンスを簡単に追跡、測定できます。 

› 費用対効果を高め、実装までの時間を短縮します。  

主な結果 

面接調査により、Jira Service Deskへの投資により得られる以下の主な

結果が明らかになりました。  

› サービス管理へのより柔軟なアプローチ。 Jira Service Deskにより、

管理者は自動化および構成機能を使用して、チームのニーズに最適な

ワークフローを設計できます。また、市場では 900種類を超えるアプ

リケーションが入手できるので、ニーズに応じたサービスデスクのカ

スタマイズが可能になります。そのため、チームは、サービスリクエ

ストを迅速に完了し、透明性を促進し、アジャイルチームや開発運用

チーム (DevOps) との連携を強化しながら、組織の成長に合わせて組

織運用を標準化する貴重な ITILベストプラクティス (成功事例) をサポ

ートすることができます。 

› 従業員の生産性向上。 Jira Service Deskの導入により、組織全体の生

産性が向上しました。サポートスタッフは、より連携して作業しなが

ら、サービスリクエストをより効率的に解決し、重要度が高く、特に

注目すべきサービスリクエストに集中することができます。たとえば、

インフラストラクチャのサポートチームは生産性を 61%向上させ、同

じチームサイズでより多くのユーザーに従事することができます。強

力な知識ベースにサポートされたユーザーポータルのセルフサービス

機能を使用すると、ユーザーは問いに対する回答を検索したり、サー

ビスリクエストをより迅速に提出して解決することができます。  

 

「Jira Service Deskを使用する

と、SLAの目標を非常によく

維持できます。当社は 80%か

ら 85%の割合で目標を達成し

ています」  

Jira管理者、オーディオエレ 

クトロニクス会社 
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› ユーザー体験の改善。 Jira Service Deskの簡単で分かりやすいユーザ

ーインターフェースにより、サービスエージェントとエンドユーザー

の両者のユーザー体験が改善しました。訓練された少数のパワーユー

ザーのみに限定された複雑なワークフローの代わりに、このアプリケ

ーションは、その使いやすさにより、組織全体でより迅速かつ広範囲

に採用できます。サービスパフォーマンスを追跡、測定するプロセス

がこれまで存在しなかった場合、Jira Service Deskの実装は、組織が

ユーザーのフィードバックを収集して分析するための構造化されたア

プローチを管理するのに役立ちました。次に、特定されたユーザーの

問題点が調査され、引き続いてこれらの課題に対処するための改善が

もたらされます。このように、ユーザー体験にさらに重点を置くこと

により、5点満点中 4.8点の平均満足度が得られました。  

モデル組織 

面接調査に基づき、ForresterはTEIフレームワーク、モデル組織、関連

する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。

コンポジット組織はForresterが面接調査した5社を代表する会社であり、

次のセクションでは総合的財務分析を示すために使用されています。

Forresterが顧客の面接調査から抽出したモデル組織は、次の特性を備え

ています。  

Deagon Travel 

モデル組織の説明。 Deagon Travelは、米国サンフランシスコに本社を

置き、現在9,000人の従業員を擁する、大手オンライン市場・ホスピタ

リティサービスの仲介会社です。この組織はテクノロジースタートアッ

プとしての初期段階に、デジタルブームに乗ることができ、過去10年間

に指数関数的な成長を遂げました。 

展開の特性。Jira Service Deskを採用する前、エンジニアリングおよび

ソフトウェア開発チームは、すでにJira ソフトウェアを使用して、ソフ

トウェア開発プロジェクトをアジャイルかつ協力的な方法で管理してい

ました。Jiraソフトウェアの使用で達成された効率の向上により、組織

全体のサービスリクエストを効果的に管理するためのソリューションと

して、組織はJira Service Deskの採用を検討しました。さらに、Jiraにつ

いての既存の知識により、チームはJira Service Deskを迅速に展開し、

簡単に保守するための知識を得ることができました。6か月間の成功し

た概念実証 (POC: proof of concept) は、Jira Service Desk採用の強力な

ビジネスケースを提供し、その結果、組織はAtlassianの自己管理型デー

タセンター製品への組織の移行と並行してJira Service Deskの実装を実

行しました。この間、レガシーITILベースのサービスデスク・プラット

フォームに加え、電子メールや電話などの従来のツールは排除されまし

た。  

このユーザーフレンドリなプラットフォームがもたらす利益に触発され、

技術チーム以外のチームでも採用が増加しています。現在Jira Service 

Deskは、今日のサービスリクエストの管理のために、IT、人事、金融か

ら、インフラサポートチームに至るまで、組織全体の様々なチームによ

って展開されています。  

さらに、Jira Service Deskは、インシデント管理プロセスおよび変更の

有効化プロセスのサポートにも効果を発揮することが実証されています

計画済みまたは計画外のサービスインシデントの両方に対して、Jira 

Service Deskポータルを使用してユーザーに詳細情報を警告したりユー

 
モデル組織の前提条件：  

• Jira Service Deskユー

ザー数：9,000 

• エージェント数：750 

「当組織には適切な役割の最適

な人材がおり、リクエストに

迅速に応える方法を知ってい

るので、リクエストを完了す

るまでの時間を大幅に改善し

ました」  

Jiraグローバル管理者、 

米国政府機関 
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ザーと通信することができます。Confluenceに関する必要な情報をユー

ザーに示すためにコミュニティ・チャットルームも開設されています。

変更実現(Change Enablement)に関しては、Jira Service Deskを使用し

て、変更要求のタイプに基づく適切なサポート層を最初に決定します。

たとえば、ワークフローの変更は第2層、権限管理方式の変更は第1層に

分類されます。一般的にソフトウェア開発チームが使用する変更要求プ

ロセスでは、Jiraソフトウェア・プロジェクトにリンクする課題を作成

することができます。その後、Jira Service Deskの自動化により、リン

クされた課題に加えられる変更に基づいて、アクションをトリガするこ

とが可能になります。  

Jira Service Deskの使用が拡大するに伴い、組織全体でより効率的なサ

ービスの管理プロセスを実現するよう、より多くの使用事例が継続して

検討されています。  
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上記の表は、下に掲載された領域全体

にわたる総利益と、10%の割引適用済

みの現在価値 (PV) を示します。3年間

にこのモデル複合組織にもたらされる

と推定される総利益のリスク調整後 

の現在価値 (PV) は 400万ドル以上 

です。 

利益の分析 

モデル組織に適用される定量化利益データ 

 

サービスエージェントの生産性の向上 

Jira Service Desk以前は、さまざまなまったく異なるサービスデスク・

プラットフォームと、電子メールや電話などの従来のツールが組織全体

で使用されていました。しかし、組織の規模が拡大するにつれ、増加し

たチケットの数量を管理することがますます困難になり、サービスチー

ムは、成長し続けるユーザーベースのニーズによりよく対応できるよう、

チームの効率を強化する機能が追加された、より柔軟で使いやすいサー

ビスデスクの必要性を認識しました。  

ITチームは、レガシーITILベースのサービスデスクシステムを置き換え

るJira Service Deskの採用を主導しました。ユースケースの成功により、

人事チームや金融チームなどの組織内の他のチームがJira Service Desk

を採用する結果につながりました。 

Jira Service Deskの使いやすさと、チーム中心の機能によって、サービ

スエージェントはサービスリクエストをより迅速かつ協力的な方法で解

決できます。たとえば、チーム間でチケットをリンクするプラットフォ

ームの能力により、人事チームはサービスデスクに送られてくるIT研修

のクエリをプラットフォーム内で選別してITチームにハンドオフするこ

とができるようになります。また、ワークキュー・インターフェイスは、

サービスリクエスト解決プロセスの一般的なビューをサービスエージェ

ントに表示し、これを用いてエージェントはより重要なタスクに集中し

ながらリクエストを効率的に掌握することができます。このため、サー

ビスエージェントは生産性の向上を経験し、サービス速度改善のリクエ

ストに貢献しました。  

さらに、Jira Service DeskとConfluenceの統合によって可能になったセ

ルフサービス機能により、チケット削減率によるチケット数量の削減が

実現しました。セルフサービス・ポータルのSmart-Graphテクノロジー

は、ユーザーがリクエストを記入する間にユーザーの回答を学習および

推奨し、サービスリクエスト・チケットの提出を削減する可能性があり

ます。組織全体でJira Service DeskからConfluenceへのクリック率が大

幅に増加するとともに、20%のチケット削減率が確認されました。具体

的には、Jira Service Desk実装後のConfluence記事へのヒット数が、人

事チームだけで230%の増加が確認されました。このモデルでは、0.64

時間の保守的なチケット平均処理時間を仮定しています。1 

総利益 
参照 利益 1年目 2年目 3年目 合計 現在価値 

Atr 
サービスエージェント

の生産性の向上 
$754,721  $816,230  $882,753  $2,453,704  $2,023,906  

Btr 

インフラストラク

チャ・サポートチーム

の生産性の改善 

$342,619  $370,543  $400,742  $1,113,904  $918,789  

Ctr 
従来型 ITSMツールの

廃止によるコスト削減 
$329,400  $329,400  $329,400  $988,200  $819,169  

Dtr 
エンドユーザーの生産

性の向上 
$120,332  $130,139  $140,745  $391,216  $322,689  

 

サービスエージェントの

生産性の向上：  

総便益の 50% 
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影響リスクとは、組織の業務ニーズま

たは技術的ニーズが投資によって満足

されず、全体的な利益が低下するリス

クです。不確実性が高いほど、利益 

の潜在的な見積もり範囲が広くな 

ります。 

Forresterは、モデリングにおいて生産性変換率が現実的かつ保守的になる

よう調整して、生産性の公式を補正しました。生産性変換では、１分間の

生産性の向上が生産的な仕事に直接戻されるわけではないと考えます。従

業員は追加時間を利用して、休憩を長くとったり、定時に退社することも

できます。この調査では、生産性変換率を50%に設定しています。 

また企業は、生産性の潜在的影響と、従業員がそれを達成できるように

すること (たとえば、もう１つのサービスリクエストの解決) を考慮する

必要があります。Forresterは、これらの潜在的アクションを推測して
ROIモデルに組み込むことを推奨していませんが、企業はこれらを潜在

的かつ柔軟性のある要因として考慮する必要があります。  

このモデルでは、利益の値に影響を与える可能性のある以下のリスクを

考慮しています。 

› Jira Service Deskのユーザー導入率の差異。 

› 役職別給与の差異。 

› エージェントの処理時間の差異。  

これらのリスクを考慮するために、Forresterはこの利益を10%下方修正し、

リスク調整後の３年間の現在価格 (PV) を2,023,906ドルとしました。 
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サービスエージェントの生産性の向上：計算表 

参照 評価項目 計算 1年目 2年目 3年目 

A1 JSDに含まれる使用者数 

1年目：モデル組織 

2年目および 3年目：
A1py*105% 

9,000 9,450 9,923 

A2 
JSD以前のユーザー１人当たり年間 

チケット数 
前提条件 42 42 42 

A3 
JSD以前に提出されたチケットの 

平均年間総数 
A1*A2 378,000 396,900 416,745 

A4 
セルフサービス機能によるチケット 

削減率 
モデル組織 20% 20% 20% 

A5 
JSD後に提出されたチケットの 

平均年間総数 
(1-A4)*A3 302,400 317,520 333,396 

A6 チケットごとの平均処理時間 (時間)  モデル組織 0.64 0.64 0.64 

A7 エージェントの平均給与総支給額 

1年目：前提条件 

2年目および 3年目：
A7py*103% 

$72,100  $74,263  $76,491  

A8 生産性変換率 前提条件 50% 50% 50% 

At サービスエージェントの生産性の向上 
(A3-A5)*A6* 
(A7/2,080)*A8 

$838,578  $906,923  $980,837  

 リスク調整 ↓10%       

Atr 
サービスエージェントの生産性の 

向上 (リスク調整後) 
  $754,721  $816,230  $882,753  
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インフラストラクチャ・サポートチームの生産性の

改善  

インフラストラクチャ・サポートチームはエンジニアリングチームおよ

びソフトウェアの開発チームのニーズに対応し、現在進行中の70を超え

るさまざまなエンジニアリング・アプリケーションの管理を支援します。

ただし、チームが使用していた従来型ITSMツールの使いにくさと柔軟性

の低さは、リクエストのタイムリーな完了を困難にする課題を提起しま

した。多くの場合、チケット内に記録される情報が不十分なため、サポ

ートスタッフはユーザーに戻ってサービスリクエストの完了に必要な情

報を取得する必要がありました。  

インフラサポートチームは、Jira Service Deskを使用して、最初のイン

スタンスで必要な情報が収集できるような方法でサービスリクエスト・

フォームを設計、カスタマイズすることができました。また、インフラ

サポートスタッフと、エンジニアリングチームおよびソフトウェア開発

チームが単一のプラットフォームで作業していたため、スタッフ間およ

びチーム間のコラボレーションおよびコミュニケーションが改善されま

した。これによって、リクエストごとの処理時間が61%改善され、その

結果、サポートチームは、スタッフの数を増やすことなく、サービスリ

クエスト・チケットの増加に対応することができます。チケットの解決

時間も3時間から4時間かかっていたのが1時間から2時間と大幅に短縮さ

れました。SLA目標の85%を達成できるサポートチームの能力は、初回

解決率の改善を示しています。  

実際には、節約された時間の 50%のみが生産的な出力に変換されると推

定して、50%の生産性変換率も、この利益の計算に適用されます。 

このモデルでは、利益の値に影響を与える可能性のある以下のリスクを

考慮しています。 

› チケットの数量の差異。 

› 役職別給与の差異。 

› Jira管理スタッフの処理時間の差異。  

これらのリスクを考慮するために、Forresterはこの利益を10%下方修 

正し、リスク調整後の３年間の合計現在価格 (PV) を918,789ドルとしま

した。 

インフラストラクチャ・

サポートチームの生産性

の改善： 総利益の 22% 
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従来型 ITSMツールの廃

止によるコスト削減：  

総利益の 20% 

 

従来型ITSMツールの廃止によるコスト削減 

従来型ITSMツールの使用は柔軟性が低く、形式ばっているだけでなく、

維持するのにも高額の費用がかかりました。ユーザーベースの拡大に伴

い、ITチームは適応性が高く、スケーラブルで費用対効果の高い代替

ITSMソリューションの調達を開始しました。複数のサービス管理ソリュ

ーションが検討されましたが、手頃な価格でありながら、カスタマイズ

性に優れ、簡単に実装できるJira Service Deskが最終的はチームのソリ

ューションに選ばれました。インフラストラクチャ・サポートチームに

とって、Jiraソフトウェアとのシームレスな統合と、Jiraプラットフォー

ムに対するチームの既存の知識とにより、Jira Service Deskは他のオプ

ションよりも明確に優れた選択肢でした。  

チームがJira Service Deskに移行した際、従来のITSMツールの使用を廃止

したので、そのアップグレード、保守、サポートが不要になりました。 

 

関連するシステムコストの節約を推定するために、次の仮定を行い 

ました。 

インフラストラクチャ・サポートチームの生産性の改善：計算表 

参照 評価項目 計算 1年目 2年目 3年目 

B1 
サポートスタッフ１人当たりの週平均

チケット数 

1年目：モデル組織 

2年目および 3年目：
B1py*105% 

180 189 198 

B2 サポートスタッフ数 モデル組織 6 6 6 

B3 年間平均チケット数 B1*B2*52 56,160 58,968 61,916 

B4 
JSD以前のチケットごとの平均処理時

間 (時間) 
モデル組織 0.64 0.64 0.64 

B5 
JSD後のチケットごとの処理時間 

の改善 
モデル組織 61% 61% 61% 

B6 
JSD後のチケットごとの処理時間  

(時間) 
B4*(1-B5) 0.25 0.25 0.25 

B7 従業員の平均給与総支給額 

1年目：前提条件 

2年目および 3年目：
B7py*103% 

$72,100  $74,263  $76,491  

B8 生産性変換率 前提条件 50% 50% 50% 

Bt 
インフラストラクチャ・サポートチー

ムの生産性の改善 

B3*(B4-
B6)*(B7/2,080)*B8 

$380,688  $411,714  $445,269  

  リスク調整 ↓10%    

Btr 
インフラストラクチャ・サポート 

チームの生産性の改善 (リスク調整後) 
 $342,619  $370,543  $400,742  

 



 

14 | Atlassian ITSMの Total Economic Impact™ (TEI) 調査 

エンドユーザーの生産性

の向上： 総利益の 8% 

› 従来型 ITSMツールは、Jira Service Deskの運用開始日、すなわち 1

年目の初日に廃止されました。 

› 3年間にわたり従来型 ITSMツールのコストは増加しませんでした。 

このモデルでは、利益の値に影響を与える可能性のあるリスク調整を考

慮しています。以下は、留意すべきリスクです。 

› 回避されたアップグレードとメンテナンスのコストの不確実性。 

これらのリスクを考慮するために、Forresterはこの利益を10%下方修正

し、リスク調整後の３年間の現在価格 (PV) を819,169ドルとしました。  

 

 

エンドユーザーの生産性の向上 

Jira Service Deskで利用できる広範囲のカスタマイズ機能によって、魅

力的でモダンなユーザーポータルのデザインが可能になり、それにより、

ユーザーにアピールするだけでなく、組織の強力なデザインカルチャー

にも合致します。Jira Service Deskカスタマポータルの簡単かつ直感的

なユーザーインターフェースは、知識ベースとしてのConfluenceによく

統合され、より効率的な方法でユーザーのニーズに応えるセルフサービ

ス機能をユーザーに提供します。サービスリクエスト・チケットを提出

する前でも、ユーザーの質問や課題を解決する可能性のある、知識ベー

スの記事、FAQ、ガイドなどへユーザーを自動的に向けさせます。また、

サービスリクエストの効果的な選別により、ユーザーとエージェント間

のやり取りを何回も繰り返す必要がなくなります。  

Deagon Travelには9,000人の従業員がおり、Jira Service Deskが提供する

効率性により、このモデルは従業員1人当たり、毎月推定平均10分間の時

間の節約を可能にします。2 この数値は、各従業員がサービスリクエス

ト・チケットに旧来の方法 (書き込み、送信、サービスエージェントとの

やり取りを含む) で費やした30分の平均時間に対し、各チケットにつき約

10%の時間節約 (3分) を仮定して得られたものです。従業員が毎月平均3

枚から4枚のサービスリクエスト・チケットを提出する場合、この値は従

業員1人当たり年間約2時間の作業時間の節約をもたらします。  

従来型 ITSMツールの廃止によるコスト削減：計算表 

参照 評価項目 計算 1年目 2年目 3年目 

C1 
IT エージェント 1人当たりの従来型

ITSMツールのコスト 
モデル組織 $1,080  $1,080  $1,080  

C2 ITエージェント数 モデル組織 250 250 250 

C3 

エンジニアリングおよびソフトウェア

開発チームに対する従来型 ITSMツール

のコスト 

モデル組織 $96,000  $96,000  $96,000  

Ct 
従来型 ITSMツールの廃止によるコスト

削減 
(C1*C2)+C3 $366,000  $366,000  $366,000  

 リスク調整 ↓10%    

Ctr 
従来型 ITSMツールの廃止によるコスト

削減 (リスク調整後) 
 $329,400  $329,400  $329,400  
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TEIの定義によれば、柔軟性とは将来

の追加投資で事業利益に還元可能な機

能または能力の拡大への投資を意味し

ます。これにより、組織は将来のイニ

シアチブを開始する「権利」または能

力を得ることができますが、義務は負

いません。 

実際には、節約された時間の 30%のみが生産的な出力に変換されると推

定して、30%の生産性変換率も、この利益の計算に適用されます。平均的

な従業員は、サービスエージェントと比較して、サービスリクエスト・プ

ロセスからの効率の向上による節約時間を生産的な作業に戻す可能性が低

くなるので、ここではわずかに低い生産性変換率を適用してます。  

このモデルでは、利益の値に影響を与える可能性のある以下のリスクを

考慮しています。 

› ユーザー別節約時間の差異。  

› 役職別給与の差異。 

› 生産性変換率の差異。  

これらのリスクを考慮するために、Forresterはこの利益を10%下方修正

し、リスク調整後の3年間の現在価格 (PV) を322,689ドルとしました。 

 

 

柔軟性  

柔軟性の価値は明らかに顧客ごとに異なり、その価値の尺度も組織によ

って異なります。顧客がJira Service Deskを実装するシナリオは、次の

ように複数存在し、追加の使用やビジネスチャンスを後で実現する場合

もあります。 

› Jira Service Deskの展開を他のチームへ拡張する。 Jira Service 

Deskは、エンタープライズ・サービスマネジメント (ESM) に対する

その直感的でわかりやすく適応性の高いアプローチにより、まだ Jira 

Service Deskを採用していない他のビジネスユニットにも簡単に拡張

できる性能を備えています。単一のプラットフォームに複数のサービ

スデスクを統合すると、複数のサービスチーム間でのコラボレーショ

ンが改善する一方、単一のユーザーポータルは、ユーザーがサービス

リクエストを初回に適切なチームに提出するのを支援します。 

エンドユーザーの生産性の向上：計算表 

参照 評価項目 計算 1年目 2年目 3年目 

D1 JSDに含まれる使用者数 A1 9,000 9,450 9,923 

D2 
サービスリクエスト・プロセスの改善

による毎月の節約時間 (分) 
前提条件 10 10 10 

D3 従業員の平均給与総支給額 

1年目：前提条件 

2年目および 3年目：
D3py*103% 

$51,500  $53,045  $54,636  

D4 生産性変換率 前提条件 30% 30% 30% 

Dt エンドユーザーの生産性の向上 
D1*(D2/60)*12* 
(D3/2,080)*D4 

$133,702  $144,599  $156,383  

  リスク調整 ↓10%       

Dtr 
エンドユーザーの生産性の向上  

(リスク調整済み) 
  $120,332  $130,139  $140,745  
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› Jira Service Deskを他のサービスマネジメント・プロセスに展開す

る。 Jira Service Deskは、サービスリクエストの管理に加え、インシ

デント管理や変更実現(Change Enablement)などの他のサービス管理

のユースケースに利用できます。リクエストフォームを簡単にカスタ

マイズできる柔軟性や、重要な情報を伝えるための Jira Service Desk

ポータルアラート機能の可用性は、インシデントからの回復プロセス

を合理化するのに役立ちます。同様に、異なるタイプの変更要求に対

して適切なサポート層を事前に決定し、変更要求を関連する Jiraソフ

トウェア・プロジェクトに簡単にリンクできる能力により、変更要求

プロセスのトレーサビリティと透明性が確保されます。  

› Jira Service Deskを外部ユースケースに活用。 Jira Service Deskの

使用は、ベンダーや顧客などの外部ユーザーにも拡張できます。たと

えば、サードパーティの開発者にサービスデスクへのアクセス権を提

供すると、内部プロジェクトチームに提起されたクエリまたは問題の

効率とトレーサビリティが向上します。  

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 

(詳細は付録Aに記載)。  



 

17 | Atlassian ITSMの Total Economic Impact™ (TEI) 調査 

上記の表は、以下に挙げる領域全体に

わたる総コストと、10%の割引適用済

みの現在価値 (PV) を示します。3年間

にこのモデル複合組織にもたらされ 

ると推定される総コストのリスク調整

後の現在価値 (PV) は 100万ドル以上

です。  

コスト分析 

モデル組織に適用された定量化コストデータ 

Jira Service Deskソリューションのコスト 

Jira Service Deskのライセンスコストは、データセンター製品に基づい

て計算されます。総ライセンスコストは、組織の展開ニーズ (クラウド、

サーバー、またはデータセンター) およびシステムに契約されたエー

ジェント数によって異なります。定価の設定サンプルはAtlassian社の

ウェブサイトで確認できますが、Atlassianはご要望に応じてより詳細な

見積りを提供することができます。本調査では、3年間契約した1,000人

のエージェントを想定してモデル化しています。  

ソリューションコストには、Jira Service Deskが実装された際の2種類の

マーケットプレイス・アプリケーション、Refined for Jira Service Desk

およびRiada Insightの購入も考慮されています。Refinedを使用すると、

チームはJira Service Deskのテーマをカスタマイズしてブランド化する

だけでなく、リッチコンテンツを追加して顧客サービス体験をさらに向

上させることができます。一方、Riada Insightは、その視覚化と自動化

の機能により資産管理機能を強化します。ScriptRunnerなどのその他の

マーケットプレイス・アプリケーションは、Jira Service Deskの実装前

にJiraソフトウェアに既に存在していたので、このモデルには含まれて

いません。 

このモデルでは、コストの値に影響を与える可能性のある以下のリスク

を考慮しています。  

› Jira Service Deskの展開モデルと組織のニーズの差異。 

› マーケットプレイス・アプリのコストの差異。  

これらのリスクを考慮するために、Forresterはこのコストを10%上方修

正し、リスク調整後の3年間の現在価格 (PV) を391,729ドルとしました。  

 

総コスト 

 

 
代替の資産管理アプリケーション

は Device42の CMDBです。 

 

主な機能： 

- Jira Service Deskの CMDBに

入力する完全自動検出機能。 

- ITインフラストラクチャ・ス

タック全体の依存関係マッピン

グ機能。 

- 高度 IT自動化およびハード

ウェアとソフトウェアの監査の

サポート機能。 

- 一般的に使用される ITソフト

ウェア (例、Confluence、Jira 

Service Desk、Ansibleなどの

自動化ツール、Splunkおよび

Logstashなどの SIEMツール)

とのシームレス統合。 

参照 コスト 初期 1年目 2年目 3年目 合計 現在価値 

Etr 
JSDソリューション 

のコスト 
$0  $157,520  $157,520  $157,520  $472,560  $391,729  

Ftr 初期設定コスト $312,627  $0  $0  $0  $312,627  $312,627  

Gtr 
継続中のプロフェッショ 

ナル・サービス料金 
$0  $189,310  $191,689  $194,140  $575,139  $476,381  

 

総コスト (リスク調整後) $312,627  $346,830  $349,209  $351,660  $1,360,327  $1,180,737  

 
 

1,000人のエージェントの

ライセンス契約でクラウド

サービスを利用して展開す

る場合、ROIは 308%にな

ります。 

ご存じですか？ 
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実装リスクとは、提案された投資が初

期の、または予想される要件から外

れ、予想より高いコストとなるリスク

です。不確実性が高いほど、コスト 

の潜在的な見積もり範囲が広くな 

ります。  

 

初期設定コスト 

初期設定コストは、主として、Atlassianデータセンター製品への組織の

移行と並行して実行された Jira Service Deskの実装に関連するコストで

占められます。Jiraソフトウェアが既に導入されていたため、Jira 

Service Deskの実装は比較的簡単で、時間がかかりませんでした。この

コストには、専門サービスプロバイダーのセットアップ料金、初期シス

テムヘルスチェック料金、エージェントのトレーニング時間、組織の残

りのユーザーの学習時間が含まれます。 

専門サービスプロバイダーは、2カ月の実装期間中に専門的なサポート

を提供してもらうよう提携しました。これには、システムの設定、シス

テムの統合、データ移行、ワークフローの構成などの実行が含まれます。

実装の最後に、システムのヘルスチェックが実行され、Jira Service 

Deskプラットフォームが使用可能な状態になっていることを確認しま

した。 

750人のエージェントのトレーニングは、Atlassian製品シリーズの主題

の専門家である 2人の実装担当社員によって社内で実施されました。 

社内トレーニングには 3時間かかり、事前のトレーニング準備時間は 

40時間でした。 

平均的な Jira Service Deskユーザーについては、新しいユーザーポータ

ルに慣れ、組織による Jira Service Deskのロールアウトプログラムの一

部として社内で実施された情報共有セッションに参加するために、平均

0.5 時間の学習時間が考慮されます。Jira Service Desk を使用する前に、

電子メールや電話などの従来のツールを使用していた従業員は、サービ

スデスク・プラットフォームを使用してサービスリクエスト・チケット

を提出した経験のある従業員と比較して、研修に時間がかかる可能性が

あります。  

このモデルでは、コストの値に影響を与える可能性のある以下のリスク

を考慮しています。  

› 環境および展開の複雑さ。  

› Jira Service Deskに対する訓練の必要性と既存知識の差異。  

› 役職別給与の差異。  

これらのリスクを考慮するために、Forresterはこのコストを10%上方修

正し、リスク調整後の3年間の現在価格 (PV) を312,627ドルとしました。  

 

Jira Service Deskソリューションのコスト：計算表 

参照 評価項目 計算 初期 1年目 2年目 3年目 

E1 JSDライセンスコスト モデル組織   $108,000  $108,000  $108,000  

E2 
JSDマーケットプレイス・アプリ

ケーションのコスト 
モデル組織   $35,200  $35,200  $35,200  

Et JSDソリューションのコスト E1+E2   $143,200  $143,200  $143,200  

  リスク調整 ↑10%        

Etr 
JSDソリューションコスト  

(リスク調整後) 
  $0  $157,520  $157,520  $157,520  

 

2か月 

Jira Service Desk 

の総実装時間  
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初期設定コスト：計算表 

参照 評価項目 計算 初期 1年目 2年目 3年目 

F1 マネージドサービス料金 モデル組織 $100,000        

F2 トレーナー準備時間 モデル組織 40       

F3 エージェント総数 モデル組織 750       

F4 
ユーザー1名あたりのトレーニング

時間 
モデル組織 3       

F5 JSDに含まれる使用者数 モデル組織 9,000       

F6 ユーザー1名あたりの学習時間 モデル組織 0.5       

F7 トレーニングおよび学習の合計時間 
(F3*F4)+ 
((F5-F3)*F6) 

6,375       

F8 従業員の平均給与総支給額 前提条件 $50,000        

F9 システムヘルスチェック料金 モデル組織 $30,000        

Ft 初期設定コスト 
((F2+F7)* 
(F8/2,080))+ 
F1+F9 

$284,207  $0  $0  $0  

  リスク調整 ↑10%        

Ftr 初期設定コスト (リスク調整後)   $312,627  $0  $0  $0  

 



 

20 | Atlassian ITSMの Total Economic Impact™ (TEI) 調査 

継続中のプロフェッショナル・サービスのコスト 

Jira Service Deskおよび ITSMソリューションをサポートするその他の

Atlassianツールに関連する ITSMプロセス、アーキテクチャ、実装、管

理を最適化するために、年間 100,000ドルの管理サービス料金が継続的

に発生します。また、すべての Jira Service Deskサポートと管理に関す

るフルタイムのサポートを提供するために内部リソースが割り当てられ

ます。  

このモデルでは、コストの値に影響を与える可能性のある以下のリスク

を考慮しています。 

› 既存のプロセスの成熟度と新しい環境への移行の容易さ。  

› 環境および展開の複雑さ。  

これらのリスクを考慮するために、Forresterはこのコストを10%上方修

正し、リスク調整後の3年間の現在価格 (PV) を476,381ドルとしました。 

  

 

継続中のプロフェッショナル・サービスのコスト：計算表 

参照 評価項目 計算 初期 1年目 2年目 3年目 

G1 継続中のマネージドサービス料金 モデル組織   $100,000  $100,000  $100,000  

G2 内部フルタイムリソースの数 モデル組織   1 1 1 

G3 エージェントの平均給与総支給額 

1年目：前提条

件 2年目および

3年目：
G3py*103% 

  $72,100  $74,263  $76,491  

Gt 
継続中のプロフェッショナル・ 

サービスのコスト 
G1+(G2*G3)   $172,100  $174,263  $176,491  

  リスク調整 ↑10%        

Gtr 
継続中のプロフェッショナル・サ

ービスのコスト (リスク調整後) 
  $0  $189,310  $191,689  $194,140  
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「コスト」と「利益」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%の値

引率を想定しています。  

財務状況の概要  

3年分のリスク調整後連結評価 

キャッシュフローチャート (リスク調整後) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
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。 

キャッシュフロー表（リスク調整後）  

  初期 1年目 2年目 3年目 合計 現在価値  

総コスト ($312,627) ($346,830) ($349,209) ($351,660) ($1,360,327) ($1,180,737) 
 

総利益 $0  $1,547,072  $1,646,312  $1,753,640  $4,947,023  $4,084,553  
 

純利益 ($312,627) $1,200,242  $1,297,102  $1,401,980  $3,586,697  $2,903,816  
 

投資収益率 (ROI)           246% 
 

回収期間           6か月未満 
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ITSM向けAtlassianの概要 

以下の情報は、Atlassianが提供したものです。Forresterはいかなる主張も検証しておらず、Atlassianまたはそ

の提供物を保証するものではありません。  

 

Atlassian ITSMソリューション 

 
Atlassianは、現代の IT組織が最新のサービスを計画、構築、提供、保証できるよう支援するために、最も重要

なコラボレーション・ワークフローとともにテクノロジーのバックボーンを提供します。当社の ITSMへのアプ

ローチは、すぐに使える基本機能を提供し、クラス最高のアプリケーションの幅広いエコシステムと統合され

ています。当社の ITSMソリューションは、複雑で柔軟性の乏しいワークフローではなく、使いやすさ、コラボ

レーション、知識の共有に重点を置いているため、ITチームは効率を高め、機敏性を維持し、価値の提供に集

中できます。  

 

ITSMソリューションの中核は、すぐに利用できる一般的な ITILプラクティスを網羅する Jira Service Deskで

す。Jiraソフトウェアはプロジェクトの提供を支援し、Confluenceは知識マネージメントを可能にします。

Opsgenieと Statuspageは、最新のインシデント管理ソリューションを構成します。このシームレスな統合に

より、IT運用、ITサポート、開発チームは、インシデントが報告された時点から、開発者のバックログにまで

至り、問題が解決されたらレポーターに戻るまで、完全なフィードバックループを実行できます。 

 

サービス提供を加速 
 

従来型 ITSMツールのコストと複雑さを伴わずに、すぐに始めてすばやく価値を届けることができます。直感的

でわかりやすくコードレスな設定と構成により、新しいサービス、リクエストフォーム、ワークフロー、ルー

ルを作成します。Confluenceを Jira Service Deskに追加すると、顧客はセルフサービス・ポータルおよび自動

化知識ベースの提案を確認して、ヘルプを簡単に見つけることができます。 

 

チームのワークフローに適合 
 

すぐに利用できる ITILワークフローを構成して、チームの作業方法に合わせます。Jira Service Deskを

Atlassianマーケットプレイスの 900種類を超えるクラス最高のアプリとシームレスに統合することにより、

ITSMの能力を拡張してください。 

 

シームレスなコラボレーションの推進  
 

オープンで協力的なワークフローでチームの文化と実践を構築します。Jira Service Deskを Jira Softwareおよ

び Opsgenieとリンクさせ、IT、運用、開発チームを単一のプラットフォームに統合することで、インシデント

を迅速に解決し、自信をもって変化をもたらすことができます。 

 

当社の製品は、事実上すべての業界のあらゆる形状およびサイズの 119,000を超える顧客にサービスを提供し

ます。  

 

ITSM向け Atlassianに関する詳細は、次のサイトをご覧ください。
https://www.atlassian.com/software/jira/service-desk 

 

https://www.atlassian.com/software/jira/service-desk
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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志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手法は、

企業がITの具体的な価値を上級管理職やその他の主要なビジネス上の利

害関係者に実証・正当化・実現するのに役立ちます。  

 

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恩恵を徹底的に評価すること

が可能になります。  

 

 

コストには、製品に提案された価値または利益をもたらすた

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して発生するコスト

のための既存環境上の増分コストが含まれます。  

 

 

柔軟性は、すでに行われた導入時の投資を基礎とした将来の

追加投資で得られる戦略的価値を表します。その利益を獲得

できる能力を入手することは、見積もり可能な現在価値を持

つことになります。  

 

 

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。  

 
 
初期投資の欄には、「時間 0」または 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された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) 

 

 

特定の割引率を使用した場合のコ

ストおよび利益の現在価値 (推定

値)。コストおよび利益のPVは、

キャッシュフローの総NPVに適用

されます。  

 
 
正味現在価値 (NPV 

 
 

特定の利率 (基準割引率) における、

(割引された) 将来の正味キャッシ

ュフローの現在の価値。プロジェ

クトの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) 

 
 

プロジェクトがもたらすと予想さ

れる利益をパーセント値で表した

数値。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金銭

の時間的価値を考慮するために使用

する利率。通常、企業は8%～16%

の割引率を使用します。  

 

 
回収期間期間 

 
 

投資した金額および投資による利

益が同額になるポイント。これは

純利益 (粗利益から費用を引いた

値) が導入時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：補足資料 

 

関連する Forrester の調査 

Forrester Research, Inc. (2018年2月12日)「従業員の体験を改善するためのエンタープライズ・サービスマネジ

メントへの移行 (Shift To Enterprise Service Management To Improve The Employee Experience)」 

Forrester Research, Inc. (2018年8月23日)「The Forrester Wave™: エンタープライズ管理、Q3 2018 (The 

Forrester Wave™: Enterprise Service Management, Q3 2018)」 
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付録C: 注釈 

 
 
1 サービスエージェントによって処理されるチケットは、インフラサポートチームによって処理されるチケットとは異なり

ます。ただし、面接対象となった顧客はサービスエージェントの平均チケット処理時間を提供できなかったので、このモデ

ルでは、インフラサポートチケットの平均処理時間と同様のサービスエージェントチケットの保守的な処理時間を想定して

います。 
2 エンドユーザーの生産性の改善により、従業員 1人当たり毎月平均 10分間の時間節約の推定は、このモデルで使用された

保守的な仮定に基づいています。従業員と組織全体にもたらされる時間の節約は、従業員 1人当たりに提出されるサービス

リクエスト・チケットの平均数およびサービスリクエストの内容の複雑さによって異なります。  


