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概要
Microsoft の委託により、Forrester Consulting は 
Total Economic Impact™ (TEI) 調査を実施し、企業が 
Surface Hub を従来の会議室やそれ以外の場所に配備し
た場合に実現する潜在的投資利益率 (ROI) を調査しまし
た。 この調査の目的は、タッチ方式ではないディスプレイ
とホワイトボードが設置された従来の会議スペースと比較し
て、Surface Hub によって企業が得る通信と共同作業のベネ
フィットが財務に及ぼす潜在的な影響を評価するためのフレームワークを読者に示すことです。企業は、このタッチ対応の
大画面コンピューティング プラットフォームを活用して対面会議での共同作業の成果を高めることができるだけでなく、
ワンタッチ通信オプションを活用して外部参加者を招くこともできます。この調査では、会議管理時間、リモート会議参加
者、その場ですぐにできる共同作業、会議室用備品のコストと複雑さ、クライアントへの説得力に富むインタラクティブな
プレゼンテーションよる契約数の増加に対する、Surface Hub のプラスの効果に注目しています。

Surface Hub の実装に伴うベネフィット、コスト、リスクをよく理解できるように、Forrester は Surface Hub の早期導
入顧客数社との面談調査を行い、導入に伴って発生したコストとベネフィットについて報告します。 読者は、このような
通信と共同作業に着目したベネフィットを、Surface Hub に関する自社での導入分析に適用できます。各企業は、デバイ
スを会議室または共同作業スペースに設置しました (もしくはローリング スタンドに置いて両方の場所で使用できるよう
にしました)。それらの企業が Surface Hub デバイスを使用して行ったのは、Skype for Business でのリモート ユーザー
との連携による効率の向上、対面会議およびビデオ会議での情報への注釈付けや共有、共有コンテンツの表示、お客様との
商談です。この中で典型的な企業が 1 年目の終わりまでに 6 台のデバイスを配備し、2 年目と 3 年目に大規模な拡張を計
画しているという事実に、結果が集約されています。

Surface Hub の導入前、これらの企業で会議室に用意されていたのは、ホワイトボード、プロジェクション スクリーン、
薄型モニターのいずれかまたはすべて、備え付けのデスクトップ PC、大型会議机、スピーカー、スピーカーフォン、その
他の備品でした。 共同作業スペースには、ホワイトボードと椅子がいくつかあればいい方でした。これらの企業では、共
同作業を発展させられることや、会議室のデバイスを単純化できることだけでなく、デジタル インクなどの新機能や、リ
モート ユーザーの会議参加方法の改善をベネフィットと認識しました。

会議の生産性を上げ、コストを削減し、売上増に貢献する SURFACE HUB

Forrester による 5 社の顧客との面談調査とその後の財務分析により、これらの面談対象に基づいて合成したモデル組織
で、リスク調整済み ROI とベネフィットが図 1 のようになることがわかりました。1 モデル組織について詳しくは付録 A 
をご覧ください。

モデル組織 (1 年目に Surface Hub をゆるやかに増やし、2 年目と 3 年目には積極的に配備) を分析すると、1 年目、2 
年目、3 年目それぞれのベネフィットはおよそ 110,000 ドル、685,000 ドル、1000,000 ドルになります。 実装時のコ
ストはおよそ 36,500 ドル、1 年目、2 年目、3 年目はそれぞれ 71,000 ドル、345,000 ドル、315,000 ドルです。要約
メトリックの見積もりは、ROI が 138%、元金回収期間が約 9 か月です。
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「プロジェクトを提案するために、クライアントと
打ち合わせを行いました。ホワイトボードを使う代
わりに Surface Hub を使用しましたが、大成功で
した。」 
~ 建築事務所、デザイン建築担当ディレクター

出典:Forrester Research, Inc.

図 1
財務情報の要約: 3 年間のリスク調整済み ROI および主要ベネフィット

ROI:
138%

売上:
▲ 20%

印刷コスト:
▼ 25 ドル (会議 1 回あたり)

会議時間短縮:
▼ 15～23 分 (会議 1 回あたり)



›  ベネフィット。 1 年目は Surface Hub の配備が慎重に計画されますが、2 年目と 3 年目の配備計画は拡張されま
す。ここで概説するベネフィットも 2 年目と 3 年目はかなり上昇すると予測されます。予測される年間ベネフィット
について詳しくは、9 ページ以降の「ベネフィット」の章をご覧ください。以下に、モデル組織のリスク調整済みベ
ネフィットの要約を示します。

•  会議前後の作業の生産性が 75% 向上し、1 年目の合計はおよそ 48,000 ドルに相当します。 標準的な長さの会
議で、モデル組織の従業員は、リモート参加者のためのビデオまたは画面共有の設定に 10 分程度かかることがよ
くありました。会議が終了すると、従業員は議事録の入力、ホワイトボードの写真撮影、それらのファイルの同僚
への電子メール送信にさらに 20 分を費やしていました。

•  備品の設置や改装が計画されていた部屋について、1 部屋あたり 8,000 ドル以上の会議室用備品コストを回避
できます。 Surface Hub がない場合、通常、会議室や共同作業スペースにはホワイトボードが設置されるは
ずです。多くはアナログ ホワイトボードですが、より高価なデジタル (スマート) ホワイトボードもありまし
た。Surface Hub の組み込み機能を使用することにより、モニター、プロジェクター、スクリーン、スピーカーフ
ォン、ビデオ カメラなど、AV 機器の購入も回避できます。

•  1 年目には印刷コスト約 9,000 ドルを回避できました。 Surface Hub を使う共同作業では、参加者が画面上に直
接メモできるため、メモを取ったり注釈を入れるための印刷資料のニーズを減らすことができます。

•  Surface Hub を設置した会議室で行われた対面の商談による売上が 20% 増加し、1 年目は 44,000 ドルを
超えました。 Surface Hub は特に営業担当者にベネフィットがあります。対面とリモート両方の商談で、プレ
ゼンテーションと共同作業のプラットフォームとして使うことができます。優れたユーザー エクスペリエンス
は、Surface Hub を使用した商談での高い成約率につながります。

•  共同作業の効率や、開発する製品やサービスの品質が向上し、全体として、迅速で適切な経営判断につながります。 
たとえば、複雑な機械部品を製作している製品設計者は、設計の細部を簡単に視覚化でき、それを基に複数の場所で
共同作業が行えます。

› コスト。 モデル組織のリスク調整済みコストは次のとおりです。

•  Surface Hub デバイスのコストは導入時に約 33,000 ドル、1 年目 に 54,000 ドルです。 デバイスのコスト
は、予想される小売価格に基づいて見積もっています。これには最小限のアクセサリ セット (ウォール マウン
ト、ローリング スタンド、予備のペンなど) が含まれます。 ベネフィットと同様に、2 年目と 3 年目のデバイ
ス コストは大幅に増加します。これは、16 ページ以降の「コスト」のセクションで詳しく説明します。

•  実装コスト、継続的管理リソース、その他のコストは、導入時に約 3,500 ドル、1 年目に約 17,000 ドルです。 
これらのコストは、標準の実装と、Microsoft および Microsoft パートナーによって提供されるサポート サービ
スを反映しています。このコストに Surface Hub デバイスのサポートとメンテナンスが含まれています。

情報開示
次の点に留意してください。

›  この調査は、Microsoft の委託により Forrester Consulting が実施しました。 これは競合分析としての使用を 意図し
たものではありません。

› Forrester は、他の組織が得る可能性のある潜在的 ROI に関する仮定は行っていません。 Forrester は、読者が  
Microsoft Surface Hub への投資の妥当性を判断する際、このレポートで提供されるフレームワークの中で各自が見積も
りを行うことを強くお勧めします。

› Microsoft は調査の結果を確認し、Forrester にフィードバックを提供しましたが、Forrester はこの調査および所見に
対する編集権限を保持しており、Forrester の所見に反する変更やこの調査の趣旨を曖昧にする変更については対応いた
しません。

› 面談調査の対象の顧客は Microsoft によって紹介されましたが、Microsoft は面談には参加していません。
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出典:Forrester Research, Inc.

TEI のフレームワークと方法論

はじめに

面談で提供された情報から、Forrester は Microsoft Surface Hub の実装を検討する組織のために 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、投資に関する意思決定に影響を及ぼすコス
ト、ベネフィット、柔軟性、リスクの各要素を明らかにすることです。さらに、具体的なベネフィットを活用し、コストを
削減し、事業全体の目標 (顧客の獲得、サービス提供、維持) を高める方法を組織が理解できるように支援することです。

アプローチと方法論

Forrester は多段階アプローチによって Microsoft Surface Hub が組織に及ぼす影響を評価しました (図 2 を参照)。  
具体的には次のとおりです。

› Microsoft のマーケティング担当者、営業担当者、コンサルティング担当者と Forrester アナリストを交えて面談
し、Surface Hub そのものや Surface Hub の市場に関連するデータを収集しました。

› Microsoft Surface Hub の早期導入顧客で現在も Surface Hub を使用している 5 社の顧客と面談し、コスト、ベネフ
ィット、およびリスクに関するデータを入手しました。

› 面談した組織の特性に基づいてモデル組織を作成しました (付録 A を参照)。

› TEI 方法論を使用して、面談内容を反映する財務モデルを作成しました。 この財務モデルに、面談で得たコスト データ
とベネフィット データをモデル組織に適用してから組み込みます。

› 面談対象の組織が面談で特に強調した問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。リスク調整は TEI 
方法論の鍵となる部分です。 面談した組織からコストとベネフィットの見積もりが提供されますが、その中には、広範囲
に及ぶ反応が含まれていることや、結果に影響する可能性がある外的要因が複数含まれていることがありました。この理
由から、一部のコストとベネフィットの合計がリスク調整されました。それぞれのセクションで詳しく説明しています。

Forrester は、Microsoft/Surface Hub のサービスをモデル作成する際に TEI の 4 つの基本要素、ベネフィット、コス
ト、柔軟性、リスクを使用しました。

企業が IT 投資の ROI 分析に関する知識を高めている状況において、Forrester の TEI 方法論は、購入意思決定の経済的
影響の全体像を提示するものです。 TEI 方法論の補足情報について詳しくは、付録 B を参照してください。
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図 2
TEI アプローチ

適正評価の実行 顧客面談の実施 モデル組織の
設計 導入事例の作成

TEI フレーム
ワークを使用し
た財務モデルの

作成



分析

モデル組織

この調査で Forrester は合わせて 5 件の面談を行いました。対象は次に示す Microsoft 顧客企業の担当者です。

› 米国に拠点を置く民間建築事務所。

› 米国中西部地域に拠点を置く大手法律事務所。

› 欧州の自動車メーカー。

› 米国に拠点を置く大規模医療センター。

› 米国の私立研究大学。

これらの組織は、Microsoft と連携して Surface Hub 早期導入プログラムに参加しました。このプログラムは 2015 年半
ばに 84 インチ モデル 1 台と 55 インチ モデル 1 台の搬入と設置によって開始しました (台数がこれより多い組織もあり
ました)。

すべての組織は、これらのデバイスをよく使う会議室または共同作業スペースに配置し (他のホワイトボードやプレゼ
ンテーション ツールと置き換えるため、またはコラボレーションを強化するための追加のツールとして)、従業員がチ
ームの打ち合わせ、クライアントとの会議、共同作業セッションで使えるようにしました。 面談した組織のいくつかで
は、Perceptive Pixel デバイス (開発元は後に Microsoft が買収) の使用経験があり、Surface Hub に実装されたタッチ 
スクリーンとインク入力の技術を使用していました。

この面談に基づいて Forrester は TEI フレームワークとモデル組織を作成し、モデル組織の ROI 分析を行って財務的に影
響を受ける領域を説明します。 面談の結果から Forrester が作成したモデル組織の特徴を次に示します。

›  米国を拠点とする設計製造業で、大きな営業チームを抱えています (建築事務所や製造企業など。ただし、他の業種の組
織もこの調査に関連します)。

› 従業員数は 2,000 人です。

› 以前から (および現在も)、さまざまな種類の会議室があり、自動化オプションが取り入れられています。 従来の会議用
テクノロジを備えた部屋にはホワイトボードがあり、ほとんどにスクリーンが設置されています。広い会議室にはコンピ
ューティング ソリューションや自動ソリューションがあります。

› 2 つの大会議室は既に改装/改善が計画され、将来には他の部屋の計画も控えています。

この組織は、プログラムに参加する価値を認識し、デバイスの使用開始に大きな関心を寄せていました。 その後、組織は 
Surface Hub デバイスに高い価値を認めます。1 年目にデバイスの追加購入、2 年目と 3 年目には大掛かりな配備を計画
しました。

› 早期導入期間中に 2 台の Surface Hub デバイスを設置し、1 年目にさらに 4 台を設置します。

› 2 年目と 3 年目の計画は規模がさらに拡大し、会議室に設置されるデバイスを増やすと共に、新たな共同作業スペース
を増設します。

面談の注目点

Surface Hub を早期導入した面談対象組織は、主に共同作業と通信に関連してベネフィットを定量化することができまし
た。 このデバイスのフォーム ファクター、テクノロジ、統合ソフトウェアは、会議の生産性向上、コスト削減、顧客に対
する事業開発結果の向上に役立ちます。また、これらの組織はいくつかのベネフィット領域を特定することもできました。
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既に改善を確認できたものや、将来 Surface Hub デバイスを組織
全体に配備して、業務固有のプロセスと密接に統合した際に期待で
きるものも含まれます。ただし、これらは定量化されていません。 

これらの組織によって、Surface Hub 以前と導入以降の状況が要
約され、達成できた主要なベネフィット領域または達成が予期され
る主要なベネフィット領域が示されました。 

状況
面談を受けた組織 (Surface Hub を多様な目的で使用する、さま
ざまな業種で構成される) は、Surface Hub によって対処しよう
と考えていた、あるいはこれから対処する主要な問題と機会をいく
つか提示しました。

› すべての組織が挙げたのは、会議室の準備にかかる無駄な時間
の短縮または解消です。 原因は、コンテンツとスクリーンの接
続、複数の会議ソリューションの操作 (リモート ユーザーを含
む場合)、および会議後の資料の配布にありました。「ほとんどの会議室には専用の PC があり、会議を計画した人物か
会議担当事務員が早めに行って、コンピューターにログインし、必要な準備を行う必要があります」と、米国の医療セン
ターのメッセージング コラボレーション マネージャーは話します。

› いくつかの組織は、従業員やチーム間での共同作業の奨励と促進を目標として挙げました。 提案されたソリューション
には、その場ですぐに使用できる共同作業スペースや新しいタイプの会議室の増設が含まれていました。「Surface Hub 
に期待する可能性は、会議室のビデオ テクノロジの総入れ替えではなく、共同作業を行える会議室への配置です。つま
り、人々が集まることができるスペースです。ボードの前に集まってほしいときや、ボードの内容を共有したり、ボード
に描画したりするときのために使える場所です」と言うのは、建築事務所デザイン建築担当ディレクター。

› 一部の組織は、部屋に Surface Hub デバイスがあることがクライアントに好印象を与え、中身の濃い商談につながり、
新たに大きな売上を得ることができたという経験を伝えてくれました。

› 一部の組織は、会議室の備品を揃えるための高額なコストについて
指摘しました。通常は、会議室内にスクリーン、ホワイトボー
ド、スピーカーフォン、カメラ、大型会議机、会議室用 PC、そ
の他の装置が必要です。「IT 部門と話し合って基本的な数字を
伝えました。私たちの (Surface) Hub 以前のセットアップは、
薄型ディスプレイ、Web カメラ、コンピューターでしたが、統
合されてはいませんでした」と、建築事務所デザイン建築担当デ
ィレクター。

› 法律事務所が説明した目標は、複数オフィス間でチームの共同
作業の効率を上げることと、大型タッチ対応デバイスを使って法
廷で説得力のあるインタラクティブなプレゼンテーションを行う
ことです。 「事務所には 2 つのオフィスがあり、プロジェクト
では両方のスタッフが一緒に働くことがよくあります。そのよう
なチームが、すぐに会議室を押さえてホワイトボードで打ち合わ
せできるチームと同様の効率を上げるにはどうすればよいか悪戦
苦闘していました」と、米国法律事務所の COO。

› 医療センターの目標は、情報キオスク端末と医療情報ディスプ
レイ用にタッチ対応のコンピューティング デバイスを増やすこ
とです。

「ほとんどの会議室には専用の 
PC があり、会議を計画した人
物か会議担当事務員が早めに行
って、コンピューターにログイ
ンし、必要な準備を行う必要が
あります。」
~ 米国医療センター、メッセージング コラボレ
ーション マネージャー

「事務所には 2 つのオフィス
があり、プロジェクトでは両方
のスタッフが一緒に働くことが
よくあります。 そのようなチ
ームが、すぐに会議室を押さえ
てホワイトボードで打ち合わせ
できるチームと同様の効率を上
げるにはどうすればよいか悪戦
苦闘していました。」
~ 米国法律事務所 COO
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› 設計に携わる 2 社 (建築事務所と自動車メーカー) はどちらも、設計の能力、速度、共同作業を改善する高機能ツールの
提供を目的として強調しました。

› 大学の目標は、テクノロジの使用による教育の向上と、講師が概念をより詳しく説明するために役立ち、学生がグルー
プ プロジェクトで効率よく共同作業に取り組むために使用できる (またはすでに使用している) ツールを組み込むことで
す。 「ご推察のとおり、学生は新しいテクノロジをすぐに自分のものにします」と言うのは、私立研究大学のインスト
ラクショナル デザイナー。

ソリューション
55 インチおよび 84 インチの Surface Hub デバイスは、面談対象の組織が上記の問題の多くを解決し、さまざまな機会
を得るために役立ちました。 配備はゆっくりと始まりましたが、2 年目以降は大幅に拡大すると見込まれます。
まだ対処されていない問題や機会については、Surface Hub の将来に向けてのサードパーティ開発アプリケーション (タッ
チ対応 CAD アプリケーションなど) の可能性に組織は期待していました。

結果
面談調査により、Surface Hub によって実現したいくつものベネフィットが明らかになりました。

› 会議の準備から完了までの時間が短縮されました。特に、会議後
の議事録と情報の共有において、またリモート参加者がいる場合に
顕著です。 会議のリモート参加者は Skype for Business を使用
してワン クリックするだけで参加できました。多くの場合に電話
会議やビデオ会議が混在するソリューションを使用していた以前の
状況から改善されました。会議の議事録は OneNote または .png 
ファイルですぐに配布されました。「Surface Hub を使用するす
べての会議で、OneNote ファイルを会議後に電子メールで送信し
て時間を節約できます」と法律事務所 COO は話します。

› 会議室の備品コストを回避できます。 1 台の Surface Hub デバ
イスのおかげで、新規および計画済みの会議室改装コストを回避で
きます。このデバイスはコンピューター、スクリーン、ホワイトボ
ード、電話、ビデオ会議デバイスとして使用できるためです。「IT 
部門と話し合って基本的な数字を伝えました」と、建築事務所デザ
イン建築担当ディレクター。

› 既存クライアントおよび見込みクライアントとの商談成立が増加します。 優れたデザインのディスプレイ兼プレゼンテ
ーション デバイスにクライアントが好印象を持ち、組織が行うプレゼンテーションの質が向上しました。クライアント
に画面の側に来てもらい、図を一緒に描いたり、ブレーンストーミングを行ってリストを作成したりすることができ、会
議の内容を豊かにして、高いレベルのインタラクティビティを提供できました。「プロジェクトを提案するために、クラ
イアントと打ち合わせを行いました。ホワイトボードの代わりに Surface Hub を使用しましたが、大成功でした」と、
建築事務所デザイン建築担当ディレクター。

› プロセス固有あるいは業務固有のタスクに、共同作業を取り入れて完成度を上げることができます。 「状況」のセクシ
ョンで詳しく説明したように、面談対象の組織は、業種や役割に固有のプロセスに関連する問題や機会をいくつか特定し
ました。それらについて、Surface Hub により改善が実現したか、将来の改善が見込まれています。設計、教育、また  
(上記で説明した) 営業など、具体的な共同作業のシナリオは既に実現しています。医療、法律、設計、製造、教育、そ
の他の業種に関連する幅広い適用事例が予期されることから、さらに具体的なプロセスが見込まれます。
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「プロジェクトを提案するため
に、クライアントと打ち合わせ
を行いました。 ホワイトボー
ドを使う代わりに Surface Hub 
を使用しましたが、大成功でし
た。」
~ 建築事務所、デザイン建築担当ディレクター
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ベネフィット

モデル組織では、Surface Hub デバイスの使用開始以来多くのベネフィットが発生しました。 面談対象の各組織はこのデ
バイスを製品ライフ サイクルの初期に使用しているため、提供された情報は、主に Surface Hub が共同作業や通信のベネ
フィットの実現にどのように役立ったかということでした。面談対象組織が挙げた主なベネフィットは次のとおりです。

› 会議の生産性が向上しました (特に、リモート参加者を含む会議の準備や会議後の作業)。

› 会議室の備品コストを削減し、印刷コストを回避できました。

› Surface Hub を設置した部屋で行ったクライアントとの商談の成果が上がり、売上数が増え規模も拡大しています。

› 共同作業の効率とビジネスへの影響が向上しました。 組織はこれらのベネフィットについて検討しましたが、特に垂直
方向のシナリオに関してベネフィットは定量化されませんでした。 これらは最後の「ベネフィット」のセクションで説
明します。

会議生産性の向上
Surface Hub を使用すると、会議前後の作業を迅速に行うことができます。 また、各自のコンテンツを共有
するためにノート PC を接続したり、皆が正しい PowerPoint スライド デッキを開いて正しいスライドを表示
しているかを確認したりといった、会議中のタスクも大幅に縮小されます。Skype for Business アプリによ
ってワンタッチの会議アクセスが提供され、解像度の更新またはプライマリ モニターとセカンダリ モニター
の操作など、デバイスに接続する際に発生するおそれがある問題を回避できます。複数の生産性アプリケーシ
ョンや Web ブラウジング ツールから会議中にキャプチャしたすべての情報は、既にデジタル化されているた
め、OneNote または他のアプリケーションに保存できます。ホワイトボードの写真撮影つまり複写は必要あり
ません。また、操作を忘れても、これらの情報は Surface Hub デバイスから自動的に消去されます。会議終了
後の作業は、OneNote ノートを参加者全員に送るか SharePoint に保存するために何回かクリックするだけに
なりました。「個人的には 5 年間分のホワイトボードの写真を 50 枚くらい携帯電話に保存して、しょっちゅ
う見ています。タイプし直す代わりに、必要になったら自分の写真の中から探すのです。Surface Hub を使用
するすべての会議では、OneNote ファイルを会議後に電子メールで送信して時間を節約できます」と米国法律
事務所 COO は話します。続けて、この法律事務所のコンピューティング担当ディレクターは、このデバイスが
情報セキュリティに役立つことを強調しました。「外を通りがかった人からも見えるような場所で、あちこち
の壁に情報が掲示されるようなことはなくなります。」 

表 1 に、会議参加者がOneNote、タッチスクリーン、ペン インク入力を使用して、会議の情報、ノート、ブレ
ーンストーミング結果を得るためにかかる時間の見積もりを示しています。 これは、Surface Hub デバイスが
設置された会議室の数、1 週間あたりに予定される Surface Hub を活用できる会議の予測数、各会議の平均出
席者数、会議ごとの平均時間を考慮しています。平均 1 時間の会議では、残ってホワイトボードの内容をタイプ
入力したり、ホワイトボードの写真を撮ったり、書類に書き込んだ注釈をデジタル形式に変換したり、図表や画
像に添えるテキストのみの説明を作成したり、さらに 20 分 (平均) が会議後のタスクに費やされています。 

Surface Hub ではインク入力と OneNote を使用して、
文書に注釈を付け、ノートを取り、かつてはホワイトボ
ードに書き込まれていたすべての情報を取得できます。 
地図、画像または図表を見ているとき、会議参加者はデ
ジタル イメージ上に直接書き込むことができます。矢
印やメモを書き直したり、図表を変更したり、テキスト
でメモを入力したりする時間を大幅に節約できると同時
に、テキストのメモを対応する画像や図表に結び付ける
際に 間違うおそれがなくなります。このように、記録係
にとっても、議事録を見直す他の参加者にとっても、会

「Surface Hub を使用するすべ
ての会議では、OneNote ファイ
ルを会議後に電子メールで送信
して時間を節約できます。」
~ 米国法律事務所 COO



議後の作業時間が大幅に短縮されます。モデル組織の見積もりでは平均して 75% の時間の節約になります。

さらに、モデル組織による見積もりでは、すべての会議の 33% にリモート参加者が含まれます。 このよ
うな会議は、ワンタッチでオンライン会議を開始する機能によって迅速かつ容易に行えるようになります。
「Surface Hub を使ってオフィス間の会議を行います。別のオフィスの会議室からこちらのオフィスの 
Surface Hub に接続するのです。場合によっては、こちらの Surface Hub 会議室に、自分のオフィスから 
Surface タブレットを使って Skype for Business 経由で接続する人も何人かいます」と、米国法律事務所コン
ピューティング担当ディレクター。

参照 メトリック 計算式 導入時 1 年目 2 年目 3 年目

A1 Surface Hub デバイスが配備さ
れた会議室およびスペースの数 6 26 41

A2 Surface Hub を活用できる会
議の 1 週間あたりの予定回数 30 260 410

A3 1 会議あたりの平均出席者数 4 4 4
A4 リモート参加者を含む会議の割合 33% 33% 33%
A5 各会議の標準所要時間 (分) 60 60 60

A6
リモート参加者を含む会議で
リモート参加者の接続
にかかる平均時間 (分)

10 10 10

A7
会議後の議事録およびその他
の情報の転記と配布にかかる
平均時間 (分)

20 20 20

A8 Surface Hub によって節約された
会議前後の作業時間の割合 75% 75% 75%

A9 会議参加者の平均時給 70 ドル 70 ドル 70 ドル

A10 業務に費やせるようになった時
間の割合 50% 50% 50%

A2 * A3 * (A6/60
At 会議生産性の向上 * A4 + A7/60) *  

52 * A8 * A9 * 63,609 ドル 551,278 ドル 869,323 ドル
A10

リスク調整 ↓25%

Atr

会議生産性の向上 — リモート会議
の容易なセットアップおよび会議
後の事務作業の迅速化 (リスク
調整済み)

0 ドル 47,707 ドル 413,459 ドル 651,992 ドル

出典:Forrester Research, Inc.
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表 1
リモート参加者の管理と会議後のタスクに関連する会議生産性の向上



特に、さまざまなビデオ、電話、画面共有ソリューショ
ンを現在使用している組織では、参加者全員の接続を開
始してオンライン状態にするだけで時間がかかります。
些細なエラーでさえ会議の開始が大きく遅れる場合があ
ります (モデル組織の見積もりは 10 分)。Surface Hub 
を使うと、1 つのソリューションしかない組織でも、必
要なセットアップ、設置、統合を回避できます。ボタン
を 1 回押すだけで Skype for Business 会議をすぐに開
始し、ビデオと音声を使用して画面も共有できます。モ
デル組織では、この時間を 75% 節約できると見積もっ
ています。

これらのタスクに関する 75% の時間節約は、会議ごとに 
15 ～ 23 分になります。 節約された時間の大部分は、
その他のタスク (個人的な問題の処理、他の業務の遂行、
同僚との付き合いなど) に使われます。モデル組織の見積もりは 1 年目に 63,609 ドルになります。2 年目と 
3 年目には大幅な配備の拡張が予定され、関連するベネフィットの増加は 2 年目に 551,278 ドル、3 年目に 
869,323 ドルになります。

このベネフィットは平均値と予測値に基づいて求められているため、過大評価のリスクがあり、1 つか 2 つが
変わるだけで異なる結果がもたらされるおそれがあります。 この理由から 25% のリスク調整が適用され、リ
スク調整済みの合計は 47,707 ドル (1 年目)、413,459 ドル (2 年目)、651,992 ドル (3 年目) になります  
(表 1)。詳しくは、「リスク」のセクションをご覧ください。

建築事務所からは、もう 1 つのベネフィットが示されました。これは、クライアントをロビーで待たせざるを
得なかった会議が何回かあったことに基づいています。 これは財務モデルには含めていません。従業員は使っ
たばかりの会議室をすぐに片づけなければなりませんでした。これには、ホワイトボードを消すこと、壁に貼っ
たサンプルを外すこと、ホワイトボードのメモの横に「保存済み」と書いた同僚を探し出すことも含まれます。
ホワイトボードを使ってメモを取ることは、機密情報漏えいのリスクを高めます。消えかかったメモでも一部が
読み取れれば、開いたドアの外を通りがかった同僚や、別の会議のために部屋に入ったクライアントが目にする
ことがあります。「Surface Hub 以前は、クライアントが到着する前やクライアントを待たせているときに、
古い図表を外したり、新しい図表を貼ったりするために走り回っていました」と、建築事務所デザイン建築担当
ディレクターは言います。

会議用備品購入の回避や印刷コストの回避によるコストの節約
モデル組織では、Surface Hub を他の複数のデバイスの代わりに使用しました。 84 インチ Surface Hub を設
置した会議室では、ホワイトボード、スクリーン、プロジェクター、会議室専用 PC、ビデオ カメラ、会議用
電話、モニター接続ケーブルは必要なくなりました。モデル組織は、PC 用の鍵付きストレージを備えた会議机
の購入を回避できました。代替のプロジェクターとスクリーンまたはモニターは Surface Hub そのものに比べ
て低コストですが、すべての備品を合わせたコストは Surface Hub のコストにかなり近くなります。一部の組
織、特に 55 インチ Surface Hub デバイスの場合は合計コストが上回ります。ホワイトボードは 1 台数百ドル
です。70 インチ モニターは 10,000 ドル以上になります (ただし節約意識の高い企業であれば、数千ドルで購
入できる 40 インチ画面を選ぶでしょう)。会議通話デバイスとビデオ カメラは少なくとも 1,000 ドル以上で
す。モデル組織の見積もりでは、会議室備品の平均コストは少なくとも 8,300 ドルです。 

これには追加オプション (高性能モニターまたはプロジェクター、電子ホワイトボード、会議室管理システム
の統合または交換) は含まれないことに注意してください。ただし、多くの組織は、このようなオプションの
実装を計画しているか、将来検討することを予定しています。 自動車メーカーは別の方法を示しました。「
私たちは会議室のセットアップを試しているところです。 必ずテーブルとイスがいるとは限りません。」 こ
のメーカーは Surface Hub を利用して、インタラクションとコラボレーションを促進できる柔軟性の高い少

「Surface Hub 以前は、クラ
イアントが到着する前やクライ
アントを待たせているときに、
古い図表を外したり、新しい図
表を貼ったりするために走り回
っていました。」
~ 建築事務所、
デザイン建築担当ディレクター
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人数向けの会議スペースを用意するために、新しい会議室の配置を検討しています。このような配置は、会議
を短時間で済ませるきっかけにもなります。だれもがずっと立っているため、議題に集中して早めに終わらせ
ようとするでしょう。

出典:Forrester Research, Inc.

参照 メトリック 計算式 初期 1 年目 2 年目 3 年目

B1 設置された Surface Hub デバイス
の台数 2 4 20 15

B2 Surface Hub が設置された会議室
の割合 50% 50% 50% 50%

B3
Surface Hub デバイスが設置され
た会議室のうち改装が計画されて
いた会議室の割合

75% 75% 50% 50%

B4 既に計画されていた会議室および
特別スペースの増設や改装 B1 * B2 * B3 1 1 5 3

B5
Surface Hub によって回避できた
ハードウェアおよびソフトウェア  
(ホワイトボード、スクリーンなど) 
のコスト (1 部屋あたりの平均)

8,300 ドル 8,300 ドル 8,300 ドル 8,300 ドル

B6 印刷資料を配布する会議の割合 25% 25% 25%

B7
Surface Hub 会議スペースで行わ
れた印刷資料を配布する会議の回
数 (1 週間あたり)

A2*B6 8 65 103

B8 Surface Hub によって回避できる 
1 会議あたりの合計印刷ページ数 75 75 75

B9 印刷資料に占めるカラー コピー 
の割合 33% 33% 33%

B10 白黒コピーのコスト  
(1 ページあたり) 0.01 ドル 0.01 ドル 0.01 ドル

B11 カラー コピーのコスト  
(1 ページあたり) 1.00 ドル 1.00 ドル 1.00 ドル

B12 1 会議あたりの印刷コスト節約 B8 * ((1-B9) * B10 +
B9 * B11) 25.25 ドル 25.25 ドル 25.25 ドル

Bt 備品購入や印刷のコストに関連す
るコストの節約

B4 * B5+B7 * B8 * 
((1-B9) * B10 + B9 * 

B10) * 52
8,300 ドル 18,805 ドル 126,853 ドル 160,152 ドル

リスク調整 ↓10%

Btr 備品購入や印刷のコストに関連す
るコストの節約 (リスク調整済み) 7,470 ドル 16,925 ドル 114,168 ドル 144,137 ドル

表 2
会議用備品の回避や印刷コストの回避によるコストの節約
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モデル組織にとって、会議室のコスト節約は会議室のみに適用されます。備品のアップグレードを計画してい
た会議室のみが対象です。表 2 に、購入するデバイスの合計数を示しています。さらに、会議室に設置される
予定で、計画されていた改修の代わりとなるデバイスの見積もり台数を織り込みました (繰り上げ)。年数が経
つと、会議室に設置されるデバイスはグループ共同作業スペースよりも少なくなることに注意してください。
この組織の見積もりでは、計画されていた改修を毎年 1 ～ 5 室回避でき、1 部屋あたり平均して 8,300 ドル
の備品コストを回避できると予測しています。

建築事務所が示したもう 1 つのコスト回避は、モデル組織にも適用されています。印刷コストの回避です。  
モデル組織はクライアントとの設計レビュー ミーティングのために、カラー印刷した設計のアイデアとドラフ
トを含むポートフォリオを準備していました。これを壁に貼るか会議テーブルに広げて、レビューを行い、修
正指示を書き込んだり、話し合ったりします。Surface Hub を使えば、このような画像を画面に表示し、ペン
とタッチのインターフェイスを使用して画像に指示を書き込むことにより、カラー コピーのコストをほとんど
なくすことができると考えています (また、「ベネフィット」のセクションで説明したように、会議後の転記
の時間も節約できます)。モデル組織では、カラー コピー 1 枚あたり 1.00 ドル (ただし白黒コピーはかなり少
額) かかることから、会議ごとに印刷される画像の枚数、印刷される画像の部数、1 週間あたりのクライアント 
ミーティング数を考慮すると、かなりの節約が可能な機会になると予測しています。1 回の会議で節約できる
印刷コストは 25 ドル、最初の 1 年間で約 9,000 ドルになります。

表 2 に、モデル組織の印刷コスト節約の見積もりを示しています。 この組織の見積もりでは、4 分の 1 の会議
で資料が使われ、その 3 分の 1 にカラー コピーが含まれます。カラー コピーは非常に高価ですが (特に大判
の場合はカラーの費用がかかるため)、白黒コピーはコピー契約を結んだ大企業にとっては比較的安価です。

会議室備品と印刷コストの回避の合計を表 2 に示しています。これらの見積もりは初期が 8,300 ドルです。改
修が計画されていたメインの会議室に 1 台のデバイスが設置されたためです。 その後、1 年目のコスト節約は 
18,805 ドル、2 年目は 126,853 ドル、3 年目は 160,152 ドルです。印刷や備品コストの過大評価を相殺する
ために 10% のリスク調整が適用され、リスク調整済みの合計は7,470 ドル (導入時)、16,925 ドル (1 年目)
、114,168 ドル (2 年目)、144,137 ドル (3 年目) です。詳しくは、「リスク」のセクションをご覧ください。

Surface Hub を活用したクライアントとの会議による売上増
会議の生産性向上やコストの削減は重要ですが、それよりも重要なのは、Surface Hub によって会議や共同作
業の成果を向上できるかということです。 特に、クライアントはテクノロジに感心するだけでなく、会議がイ
ンタラクティブな参加型であると気付きます。クライアントは自主的に参加し、プロセスの一部であるという
感覚が強まり、成功率の高い商談へとつながります。「私たちはプレゼンテーションを自然に拡張する手段と
してデバイスを使用できます。高品質なプレゼンテーションを提供でき、設計に関する私たちの専門知識やテ
クノロジとの融合を示すことができます」と、民間建築事務所デザイン建築担当ディレクターは話しました。

モデル組織は Surface Hub 設置の会議室でクライアント ミーティングを行って、タッチ対応デバイスで高品
質の営業プレゼンテーションを提供できました。 クライアントが感銘を受けるのは、デバイスだけではなく、
情報量が豊富で質の高いプレゼンテーションをインタラクティブ プレゼンテーション技術を使用して実現でき
ることです。Surface Hub では、会議参加者も一緒に画面に近寄って、スライドにメモを書き入れたり、ブレ
ーンストーミングのために OneNote 画面を呼び出したりすることもできます。Surface Hub 対応会議室で行
われたクライアントとの商談では成約率が向上しています。この組織の見積もりによると、Surface Hub 対応
会議室ではクライアントとの会議が毎週 4 ～ 24 回 行われます (2 年目と 3 年目の配備数増加に伴って回数
は増加しています)。契約成立した平均額は 150,000 ドル、組織が見積もった商談の成約率は 8% です。ま
た、Surface Hub 対応会議室で行ったクライアントとの対面による商談の契約成立数の増加を 20% と見積も
っています。この組織の利益幅から年間ベネフィットを求めると、49,920 ドル (1 年目)、174,720 ドル  
(2 年目)、299,520 ドル (3 年目) となります。
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出典:Forrester Research, Inc.
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参照 メトリック 計算式 初期 1 年目 2 年目 3 年目

C1
見込みクライアントとの Surface 
Hub 会議室での会議回数 (または 
Surface Hub 使用の会議回数)  
(1 部屋、1 週間あたり)

4 14 24

C2 平均契約額
(1 顧客、1 年あたり) 150,000 ドル 150,000 ドル 150,000 ドル

C3 クライアント直接参加による平均商
談成約率 10% 10% 10%

C4 Surface Hub 使用会議による商談成
約率向上 20% 20% 20%

C5 利益幅 8% 8% 8%

Ct Surface Hub による売上増 C1*C2*C3
*C4*C5*52 0 ドル 49,920 ドル 174,720 ドル 299,520 ドル

リスク調整 ↓10%

Ctr
Surface Hub を活用したクライアン
トとの会議による売上増  
(リスク調整済み)

0 ドル 44,928 ドル 157,248 ドル 269,568 ドル

表 3
Surface Hub を活用したクライアントとの会議による売上増

共同作業と業務効率の向上から予期される他のベネフィット
売上の向上のみならず、Surface Hub によって会議や共同作業セッションの成果を向上させることができま
す。 社内チームは、情報、画像、ノートの視覚化やカスタマイズの効率を上げることができ、新たな洞察を素
早く得ることができます。情報をダイナミックに表示でき、上位概念から細部へのドリルダウンでの移行が明
確になり、上層部へのプレゼンテーションの効果が上がります。クライアントはテクノロジに感心するだけで
なく、会議がインタラクティブな参加型であると気付き
ます。クライアントは自主的に参加して、自らがプロセ
スの一部であるという感覚が強まるため、プロジェクト
の進行が速くなり、不明な箇所が残りにくくなります。
「私たちがあるテクノロジ企業と仕事をしたときのこと
です。彼らは、提案したスペースのモデル ショットを
スキャンして、そのスペースをどうするかについてブレ
ーンストーミングを行ったことを高く評価してくれまし
た。彼らも画面の操作に加わって、ノートやアイデアを
リアルタイムで共同作成したのです。信じられないほど
の成功でした」と、建築事務所デザイン建築担当ディレ
クターは語りました。

この時点でこれを財務的に測ることはできませんが、この
事務所では、Surface Hub によって実現したいくつもの財

「私たちがあるテクノロジ企業
と仕事をしたときのことです。 
...彼らも画面の操作に加わって、
ノートやアイデアをリアルタイム
で共同作成したのです。信じられ
ないほどの成功でした。」
~ 建築事務所デザイン建築担当ディレクター

契約の変動性を考慮して 10% のリスク調整が適用されました。 リスク調整済み年間ベネフィットは 44,928 
ドル (1 年目)、157,248 ドル (2 年目)、269,568 ドル (3 年目) です。 詳しくは、「リスク」のセクション
をご覧ください。



出典:Forrester Research, Inc.
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参照 ベネフィットのカテゴリ 初期 1 年目 2 年目 3 年目 合計 現在価値

Atr
会議生産性の向上 — リモート
会議の容易なセットアップおよ
び会議後の事務作業の迅速化

0 ドル 47,707 ドル 413,459 ドル 651,992 ドル 1,113,158 ドル 874,922 ドル

Btr 会議用備品購入の回避や印刷コ
ストの回避によるコストの節約 7,470 ドル 16,925 ドル 114,168 ドル 144,137 ドル 282,700 ドル 225,502 ドル

Ctr Surface Hub を活用したクライ
アントとの会議による売上増 0 ドル 44,928 ドル 157,248 ドル 269,568 ドル 471,744 ドル 373,331 ドル

合計ベネフィット  
(リスク調整済み)

7,470  
ドル

109,559 
ドル

684,875  
ドル

1,065,697 
ドル

1,867,601 
ドル

1,473,756 
ドル

表 4
合計ベネフィット (リスク調整済み)

務ベネフィットと非財務ベネフィットを確認しており、今後もそうしたベネフィットを確認できると考えています。

› 法律事務所は、オフィスをまたがったチームが Surface Hub によって効率的に仕事を進められるようにし、
法廷でインタラクティブで説得力のあるプレゼンテーションを実現し始めています。 「弁護士たちが一度に
オフィスに揃うことはほとんどありません。弁論や公判などで常に出張しているため、作戦司令室に集まって
いるときのように共同で取り組む精神を感じることは難しいのです」と、米国法律事務所 COO。COO はさら
に続けます。「私たちには、このデバイスを公判で裁判官や陪審員に弁論を行う際に使いたいという構想があ
ります。これは陪審員を驚かせるだけではなく、弁論内容をまとまりよくわかりやすく伝える機会と考えてい
ます。画面をタッチするだけで、供述書の一部を拡大したり、ビデオを再生できるのですから。」

› 医療センターは、医療情報コラボレーションを増強するために Surface Hub デバイスの配備を計画していま
す。 「サテライト キャンパスを建設して、そちらにも医師を配置しています。もちろん、サテライトがあれ
ば常にメイン オフィスと連絡を取る必要が出てきます」と、米国医療センター メッセージング コラボレーシ
ョン マネージャー。Surface Hub デバイスは、医師たちのコミュニケーションやビデオ会議の開催に役立ち
ます。また、タッチとペンに対応するディスプレイを使用して、画面上の情報にコメントを書き込むことがで
きます。

› 設計を行う 2 社 (建築事務所と自動車メーカー) はどちらも、設計の能力、速度、共同作業の大幅な向上を
期待しています。サードパーティ ベンダーによって Surface Hub デバイス用の新しいアプリケーションが開
発されているためです。

› 大学の目標は、テクノロジの使用による教育の向上と、講師が概念をより詳しく説明するために役立ち、学
生がグループ プロジェクトで共同作業に取り組むために使用できる (またはすでに使用している) ツールを組
み込むことです。 「学生たちは症例の診断について学んでいますが、Surface Hub を使えば、画像やドキュ
メントをロードして注釈を付けてから、自分自身に電子メールで送ることができます。ホワイトボードを使う
ことはまったくないですね」と、私立研究大学インストラクショナル デザイナー。

合計ベネフィット
表 4 に、すべてのベネフィットの合計と、10% を割引きした現在価値 (PV) を示します。 3 年間でモデル組織は、リ
スク調整済み合計ベネフィットとして 1,400,000 ドル を超える PV を予期します。
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実装、管理、サポートのコスト
デバイスの設置はサードパーティの専門設置業者が行うことが推奨されます。 モデル組織はこれを選択し、 
次の配備計画の実装を開始しました。

› ローリング スタンド (Microsoft から購入)。半数の 55 インチ Surface Hub デバイス用。

›  ウォール マウント。狭い会議室や中心部のオープンな共同作業スペースに置く、残り半数の55 インチ 
Surface Hub デバイス用。

› ウォール マウント。広い会議室に設置するすべての 84 インチ Surface Hub デバイス用。

参照 メトリック 計算式 初期 1 年目 2 年目 3 年目

D1 55 インチ Surface Hub デバイスの
新規購入台数 1 3 15 10

D2 84 インチ Surface Hub デバイスの
新規購入台数 1 1 5 5

D3 55 インチ Surface Hub のコスト  
(付属品含む) 10,400 ドル 10,400 ドル 10,400 ドル 10,400 ドル

D4 84 インチ Surface Hub のコスト  
(付属品含む) 22,700 ドル 22,700 ドル 22,700 ドル 22,700 ドル

Dt Surface Hub デバイスのコスト D1 * D3 + D2 * 
D4 33,100 ドル 53,900 ドル 269,500 ドル 217,500 ドル

リスク調整 0%

Dtr Surface Hub デバイスのコスト  
(リスク調整済み) 33,100 ドル 53,900 ドル 269,500 ドル 217,500 ドル

表 5
Surface Hub デバイスのコスト

出典:Forrester Research, Inc.

コスト

モデル組織では、Surface Hub ソリューションに関連して複数のコストが発生しました。

› Surface Hub デバイスの購入コスト。

› 初期コストおよび継続的コスト (ソフトウェアとハードウェアの管理やサポート、インストール、トレーニング、統合を含む)。

Surface Hub デバイスのコスト
Surface Hub デバイスのリスク調整済みコストを表 5 に示します。 Microsoft は Surface Hub をパッケージ
として販売しています。価格に含まれるのは、ハードウェア、オペレーティング システム、主要なグループ コ
ラボレーション アプリケーション (OneNote や最新バージョンの Word、PowerPoint、Excel など) です。予
備のペンやウォール マウントまたはローリング スタンドといった一般的な付属品も含まれます。
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参照 メトリック 計算式 初期 1 年目 2 年目 3 年目
E1 Surface Hub 設置サービス 3,150 ドル 5,050 ドル 25,250 ドル 20,500 ドル

E2 継続的 Surface Hub 管理リソース 4,350 ドル 17,825 ドル 28,700 ドル

E3 継続的サポートおよび保守ライセンス 5,800 ドル 23,300 ドル 37,800 ドル

Et Surface Hub の設置コストと継続的
コスト E1 + E2 + E3 3,150 ドル 15,200 ドル 66,375 ドル 87,000 ドル

リスク調整 ↑10%

Etr Surface Hub の設置コストと継続的
コスト (リスク調整済み) 3,465 ドル 16,720 ドル 73,013 ドル 95,700 ドル

参照 コストのカテゴリ 導入時 1 年目 2 年目 3 年目 合計 現在価値

Dtr Surface Hub デバイスのコスト 33,100 ドル 53,900 ドル 269,500 ドル 217,500 ドル 574,000 ドル 468,238 ドル

Etr 設置と継続のコスト 3,465 ドル 16,720 ドル 73,013 ドル 95,700 ドル 188,898 ドル 150,907 ドル

合計コスト (リスク調整済み) 36,565 ドル 70,620 ドル 342,513 ドル313,200 ドル 762,898 ドル 619,145 ドル

表 6
実装、管理、年間保守のコスト

表 7
合計コスト (リスク調整済み)

出典:Forrester Research, Inc.

出典:Forrester Research, Inc.

Surface Hub デバイスのセットアップにはある程度の時間と技術が必要です。コストには、ネットワーク デバ
イスおよび会議リソースとしての追加、主要なプリファレンスの設定、アプリケーションのインストールを担
当する IT 部門のリソースと、会議室用備品の購入、会議室の改装、照明システムとの統合 (任意) の管理を担
当する設備または運用部門のリソースが含まれます。他にリソース コストに含まれるのは、すべての潜在的な
会議担当者と参加者に提供されるトレーニングです。Skype for Business を使用した会議との接続方法、ペン
対応画面を使用したメモの取り方、後で配布および使用するための会議情報の保存方法を教えてもらいます。

Microsoft の標準 Surface Hub サポートおよび管理サービスも含まれます。

このような実装コストと継続的なリソース関連コストを加えた、リスク調整済み合計値を表 6 に示します。

合計コスト
表 7 に、すべてのコストの合計と、対応する現在価値 (10% 割引き済み)を示します。 モデル組織は、3 年間で合計コス
トの現在価値が 620,000 ドル近くなると予測しています。



柔軟性

TEI で定義される柔軟性とは、将来事業べネフットを生み出す可
能性のある容量拡張や機能追加への投資を意味します。 つまり組
織は、将来の計画に関与する「権利」または能力を持ちます。た
だし、将来の計画に関与する義務は負いません。顧客が Surface 
Hub の実装を選択した後で、その他の使用方法やビジネス機会に
気付くケースがいくつもあります。柔軟性は特定のプロジェクト
の一部として評価されるときに定量化されます (詳細は付録 B で
説明しています)。

Surface Hub は比較的新しいソリューションであるため、「ベネフ
ィット」のセクションで説明したように、面談調査した組織は、売
上の実現を超えたビジネス領域でのベネフィットを報告しました (あるいは将来のベネフィットを予期しています)。 これ
らの組織はまだ影響を計測できる段階ではありませんでしたが、一部の影響はきわめて大きくなると予想されます。これに
は次のような役割固有または業種固有のベネフィットが含まれます。

› 法律事務所は、法廷でのプレゼンテーションの重要ツールとして Surface Hub を使うことを計画しています。 これに
は、組織内での計画とトレーニング以外に、裁判所の施設部からの支援も必要です。この事務所では、Surface Hub が
使用できるようになれば、このデバイスが説得力のあるプレゼンテーションの提供に役立つと期待しています。「証人に
話しかけながら画面に書き込むのは (もしくは証人に書き込んでもらうのは) マウスを操作するよりも自然で、裁判官や
陪審員にとってもわかりやすいでしょう。ペンで重要な部分を囲んだり、手で図を拡大したり。こうした方法は説得力が
あります」と、米国法律事務所シニア弁護士。この法律事務所は、説得力のあるプレゼンテーションにより、さらに多く
の大規模な訴訟に勝てるようになり、ひいては収益の増加につながると予測しています。

› 医療センターは、Surface Hub を会議室から出して、患者や医療専門スタッフが活用できるようにすることを望んでい
ます。 HIPAA やその他の認定のハードルをクリアしなければなりませんが、センターは、Surface Hub タッチ対応デ
バイスを創造的な方法で使いたいと考えています。たとえば、人体図にタッチするとその部分が拡大されて詳細情報が表
示されたり、レントゲン写真や MRI 画像の診断にデバイスを使ったり、医療ステーションのステータス レポートを拡充
したりといったことです。このような拡張あるいは医療センターが将来実現できるその他の拡張はいずれも、患者のケア
の向上に役立ち、患者が医療センターで過ごす時間を短縮できます。つまり、センターは新しい患者を治療することがで
き、さらに新しい患者を迎えることができます。

› 建築事務所と自動車メーカーはどちらも、Surface Hub を設計プロセスの主要な部分で使おうと考えています。 初期設
計はまだ個人用ワークステーションで行われるとしても、Surface Hub を使用すると、タッチして拡大したり操作した
りしながらアイデアを同僚と共有でき、会議中に細かい変更を加えることもできます。また、大型画面として使用する
と、設計者やエンジニアが作品を細かく見ていくときに役立ちます。やはり、タッチ、ズーム、操作しながら、画面上で
すぐに変更を加えることができます。これらの企業は、Surface Hub によって設計が向上し、それがいくつものベネフ
ィットにつながることを期待しています。たとえば、開発期間の短縮、生産時の問題の減少、製品機能の向上、売上増な
どです。

› 大学は、教える側と学ぶ側をつなぐものとして Surface Hub デバイスを教室に導入したいと考えています。 講師は画
面にプレゼンテーションを表示できます。ペンを使って書き込んだメモを学生にすぐに電子メールで送ることができま
す。あるいは、学生が講義後に復習できるように、プレゼンテーションやメモも含めて講義全体を記録することもできま
す。「黒板をビデオ撮影するよりも簡単に使えるソリューション、できればデジタル方式のものを探していました。そう
したソリューションもいくつかありますが、黒板のように伝統的な教室に馴染むものはありませんでした。現時点では、
黒板を拡大して撮影するためにカメラ スタッフを教室に配置しています」と、私立研究大学インストラクショナル デザ
イナー。 

「証人に話しかけながら画面に
書き込むのは (もしくは証人に
書き込んでもらうのは) マウス
を操作するよりも自然です。」
~ 米国法律事務所シニア弁護士
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ベネフィット 調整

会議生産性の向上 25%

会議室備品のコスト節約 10%

クライアント売上増 10%

コスト 調整

設置と継続のコスト 10%

出典:Forrester Research, Inc.

リスク

Forrester はこの分析に関して 2 種類のリスクを定義しています。 実装リスクと影響リスクです。実装リスクと
は、Surface Hub に関して提案されている投資が元の要件または予測された要件に合わなくなり、予想よりも高いコスト
が必要になるリスクです影響リスクとは、組織のビジネス ニーズまたはテクノロジ ニーズが Surface Hub への投資によ
って満たされなくなり、全体の合計ベネフィットが低下するリスクを指します。不確実性が高いほど、コストおよびベネフ
ィットの見積もり結果の潜在的な範囲が拡大します。 
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表 6
実装、管理、年間保守のコスト

財務上の見積もり値を直接調整して実装リスクと影響リスクを定量的に把握することにより、見積もり値がより正確で意味
のあるものになり、また、ROI の見積もり精度を高めることができます。 一般に、リスクを考慮すると、コストは元の見
積もり値よりも高くなり、ベネフィットは元の見積もり値よりも低くなります。 リスク調整済み値は、リスクを考慮した期
待値を表しているので、リスク調整済み値は "現実的な" 期待値として扱われるべきです。

この分析の一環として明らかになっている、ベネフィットに影響する影響リスクは次のとおりです。

› 生産性のベネフィットは、過大評価された向上を相殺するために高い率で調整されました。

› 会議室コストの節約は、予想よりも低い回避コストに対応できるように調整されています。

› 売上のベネフィットも、予想よりも低い増加または平均契約額に対応できるように調整されています。 
この分析の一環として明らかになっている、コストに影響する実装リスクは次のとおりです。

›  実装と継続のコストは、リソースのコストが予想よりも高い場合や、Surface Hub デバイスに組み込む追加オプション
が増えた場合を考慮して調整されています。

表 8 に、モデル組織のコストおよびベネフィットの見積もりにおけるリスクと不確定要素の調整に使用する値を示しま
す。 このレポートの読者は、コストとベネフィットの見積もりにおける自らの信頼度に基づいて、独自のリスク範囲を適
用してください。
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財務データのまとめ
「コスト」および「ベネフィット」のセクションで計算された財務データを使用して、モデル組織が Surface Hub に投資
した場合の ROI、NPV、回収期間を判断できます。

次の表 9 に、ROI、NPV、回収期間のリスク調整済み値を示します。 これらの値は、「リスク」のセクションの表 8 のリ
スク調整値を、「コスト」と「ベネフィット」のセクションの未調整の値に適用したものです。

図 3
キャッシュ フロー チャート (リスク調整済み)

表 9
キャッシュ フロー (リスク調整済み)

出典:Forrester Research, Inc.

出典:Forrester Research, Inc.

導入時 1 年目 2 年目 3 年目 合計 現在価値
コスト (36,565 ドル) (70,620 ドル) (342,513 ドル) (313,200 ドル) (762,898 ドル) (619,145 ドル)
収益 7,470 ドル 109,559 ドル 684,875 ドル 1,065,697 ドル 1,867,601 ドル 1,473,756 ドル
正味収益 (29,095 ドル) 38,939 ドル 342,362 ドル 752,497 ドル 1,104,704 ドル 854,611 ドル
ROI 138%

回収期間 (月) 9.0
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Microsoft Surface Hub:概要
Microsoft から提供された情報を次に示します。 Forrester はこれらの情報を検証していません。また、Microsoft または 
Microsoft 提供の情報を推薦するものではありません。

魅力的で生産的な会議

Microsoft Surface Hub は、グループの力を解き放つ新しい会議ソ
リューションを提供します。 歩み寄って 1 回のタップで Skype for 
Business の会議に参加し、楽々とコンテンツを共有。技術にではな
く、人とつながることに時間を使うことができます。また、会議のメモ
やコンテンツを簡単に送信できるので、成果やアクション プランを伝
えることができます。

計画的に、または自然発生的に。 Skype for Business で前もって会議
をスケジュールすることも、話し合いに参加してもらいたいタイミングでリモートの出席者を招待することもできます。

ワンタッチで会議を開始。 画面をタップして時間どおりに会議を開始します。セッションが終わったら、会議のコンテン
ツを後で使えるように保存したりグループに送信することもできます。

簡単にコンテンツを共有。 ノート PC、タブレット、スマートフォンから簡単にコンテンツを共有できます。inkback およ
び touchback を使用して、互換性のある個人用デバイスで変更点を表示できます。

全員が参加できる。 どこにいても、全員が平等にコンテンツを見たり書き込んだりできます。クリアなサウンドと高画質
のビデオが会議を充実したものにします。

他者との制作やブレーンストーミングに最適な手段

共同作業を 1 日で最も生産的な時間にします。 イマジネーションと同じ大きさのキャンバスの上で、アイデアを他者と共
有します。チームを自然に 1 つにまとめ、テクノロジが邪魔をすることなく、アイデアを促します。勢いを止めることな
く、その瞬間の成果を高めることに集中できます。アイデアを画像に保存すれば、後から作業することもできます。

OneNote ホワイトボード。 OneNote ホワイトボードを使用して、無限のキャンバスにアイデアを共有し、他のアプリか
らコンテンツを貼り付けたり注釈を付けたりして、リモートの参加者をブレーンストーミングに参加させます。

滑らかで自然なインク。 Microsoft Surface Hub のインクは、非常に滑らかで応答性に優れているので、紙にペンで書い
ているかのような感覚が得られます。2 人で同時にインクを使うこともできます。

チームワークのための設計。 部屋にいるのか地球の裏側にいるのかにかかわらず、Microsoft Surface Hub は全員を共同
作業に引き込みます。

アイデアをいつでもそばに。 ホワイトボードをリッチな OneNote ファイルとして保存し、電子メールで他者に送信し
て、会議が終わってもアイデアが消えてしまわないようにします。

大画面アプリのためのプラットフォーム

Skype for Business、Microsoft Office、および OneNote などで提供
される組み込みのチーム機能に加えて、Microsoft Surface Hub は、
多岐にわたるアプリケーションでカスタマイズできます。 Windows 
10 向けに作られたユニバーサル アプリは、Microsoft Surface Hub 
の大きな画面に拡大することで、さらに魅力的なものになります。ま
た、個人用デバイスからアプリに接続でき、Microsoft Surface Hub 
の外で使用できます。



Windows アプリ。 Windows ユニバーサル アプリを Microsoft Surface Hub からネイティブに実行したり、個人デバイ
スからアプリケーションに接続したりできます。

使い慣れたアプリ。 Microsoft Surface Hub には、Skype for Business、Office、および OneNote など、ビジネスで頼
りになる、使い慣れた Microsoft ソフトウェアおよびサービスが含まれています。

独自のアプリを作成。 Microsoft Surface Hub プラットフォームに、自分たちのビジネスに特化した設計の、すばらしい
体験を構築できます。

統合ソリューション。 Microsoft Surface Hub アプリは、大画面、タッチ入力とインク入力、カメラやセンサーなどのオ
ンボードハードウェアを活用します。

現代の職場向けの先進技術

Microsoft Surface Hub は、現代の職場に美しく溶け込み、大規模な会議室からオフィスのちょっとしたミーティング ス
ペースまで、人が集まって仕事をするあらゆる場所で生産性を発揮できます。 完全に統合されたデザイン、2 つの画面サ
イズの選択肢、柔軟なマウント構造が、ビジネス ニーズに適したソリューションとなります。また、Microsoft Surface 
Hub は、リモートで簡単に展開および管理できるように設計されています。

あらゆるスペースで。 完全に統合されたデザイン、柔軟なマウント オ
プションとスタンド、さらに 2 つのサイズの選択肢が、あらゆるスペ
ースに適したソリューションとなります。

すべてのユーザーに。 Microsoft Surface Hub の前に来れば、すぐに
仕事を始められます。シンプルで直感的なインターフェイスにより、
自然で魅力的なエクスペリエンスが得られます。

つながる。 Microsoft Surface Hub は、ワイヤレス プロジェクタ
ー、HDMI、NFC、Bluetooth、および周辺機器を接続するポートな
ど、さまざまな入力手段を提供しています。

エンタープライズの規模に対応。 Microsoft Surface Hub は、一元的
に管理および更新されるように設計されており、あらゆる規模に展開
できます。
詳しくは https://www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/ をご覧ください。
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付録 A:モデル組織の説明
この TEI 調査で Forrester は、Surface Hub の実装に関して定量化できるベネフィットとコストを説明するためにモデル
組織を作成しました。 モデル組織は、面談調査した顧客企業に基づいており、次の特徴があります。

› 従業員 2000 人の米国を拠点とする設計/製造業で、大きな営業チームを抱えています (建築事務所や製造企業など。た
だし、他の業種もこの調査に関連します)。

› さまざまな種類の会議室があり、自動化が取り入れられています。 すべての会議室にホワイトボードがあり、ほとんど
にスクリーンが設置されています。広い会議室にはコンピューティング ソリューションや自動ソリューションがありま
す。2 つの大会議室は既に改装/改善が計画され、将来には他の部屋の計画も控えています。

› モデル組織は Microsoft の他のソリューションの多くを既に購入しています。

モデル組織は、1 年目に数台を購入し、2 年目と 3 年目には大掛かりな配備を行うことを計画しました。

› 早期導入期間中に 2 台の Surface Hub デバイスを設置し、1 年目にさらに 4 台を設置します。

› 2 年目と 3 年目の計画は規模がさらに拡大し、会議室に設置されるデバイスを増やすとともに、新たな共同作業スペー
スを増設します。

分析に際して、Forrester は、モデル組織が Microsoft Surface Hub の早期導入顧客であるが、参加の特典 (特に Surface 
Hub デバイスの購入コストに関するもの) はないと仮定します。

モデル組織は、Surface Hub デバイスを次のビジネス機会に対処する方法として認識しています。

› 会議の生産性を向上させ、無駄な時間や不満を減らす。

› 会議室の備品コストを削減する。

› 業務改善やビジネス機会 (売上増や適切な経営判断を下すための共同作業の効率向上など) をもたらすツールとしてテク
ノロジを活用する。

フレームワークの仮定

表 10 に、Forrester がこの分析で使用したモデルの仮定を示します。 PV および NPV の計算で使用した割引率は 10% で
す。財務モデリングで使用した計画対象期間は 3 年です。通常、企業は状況に応じて 8% ～ 16% の割引率を使用します。
このレポートの読者は、所属企業の財務部門に相談して、自らの会社にとって適切な割引率を決定することをお勧めします。
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表 10
モデルの仮定

参照 メトリック 計算式 値

F1 年間労働時間 (40 時間/週 * 52 週) 2,080

F2 インフォメーション ワーカー  
(会議出席者) の給与 145,000 ドル

F3 時給換算 (C2/C1) 70 ドル
F4 割引率 10%

出典:Forrester Research, Inc.
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付録 B:Total Economic Impact™ の概要
Total Economic Impact は Forrester Research が開発した方法論です。技術に関する社内の意思決定プロセスに役立
ち、ベンダーが自社の製品やサービスの価値提案を顧客に伝える際にも役立ちます。 TEI 方法論を使用すれば、経営陣や
その他の主要な利害関係者に対して IT 計画の具体的な価値を実証、正当化、実現することができます。TEI は、技術ベン
ダーによる顧客の獲得、サービス提供、維持にも役立ちます。

TEI 方法論は、投資価値を評価する 4 つの構成要素 (ベネフィット、コスト、リスク、柔軟性) から成ります。

ベネフィット

ベネフィットは、提案された製品またはプロジェクトにより、ユーザー組織 (IT 部門およびビジネス部門) にもたらされる
価値を意味します 多くの場合、製品またはプロジェクトの正当化は IT コストおよびコスト削減のみを対象とし、組織全体
への技術の影響を分析する余地がほとんどありません。TEI 方法論とその結果として生じる財務モデルでは、ベネフィット
の測定とコストの測定を同等に扱い、組織全体への技術の影響が十分に評価されますベネフィット見積もりの計算には、生
み出される具体的な価値を理解できるように、ユーザー企業との率直な話し合いが伴います。さらに Forrester では、プロ
ジェクト完了後にベネフィット見積もりの測定と根拠について明確に説明できることも条件としています。これによって、
ベネフィット見積もりと最終的なベネフィットの対応が保証されます。

コスト

コストは、提案されたプロジェクトの価値つまりベネフィットを得るのに必要な投資を意味します IT 部門や業務部門は、
過重労働、下請け業者、資材などの形でコストを負担します。コストでは、提案された価値を実現するために必要な投資と
費用がすべて考慮されます。また、TEI のコスト カテゴリには、ソリューションに関連する継続的コストに加えて、既存
の環境において発生するコストも含まれます。コストはすべて、生成されるベネフィットに関連付けられている必要があり
ます。

柔軟性

TEI 方法論において、直接ベネフィットは投資価値の一部でしかありません。 一般に直接ベネフィットはプロジェクトを
正当化するための主な手段ですが、Forrester は、組織は投資の戦略的価値を測定でき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、将来投資を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には、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 コストを削減できる可能性があります。また、スイートに含まれるコラボレーション機能を有効化すると、従業員の
生産性が上がる可能性があります。コラボレーション機能を実際に利用できるようになるのは、将来のある時点でコラボレ
ーション機能のトレーニングに追加投資をした後です。しかしながら、そのベネフィットを将来得られるということに、見
積もり可能な現在価値があります。TEI の柔軟性コンポーネントによってその価値が把握されます。

リスク

リスクとは、投資に含まれるベネフィット見積もりとコスト見積もりの不確実性を測定したものです。 不確実性を測定す
る 2 つの目安は、コスト見積もりとベネフィット見積もりが元の見積もり値と一致する可能性 (1) と、見積もり値が長期
間にわたって測定および追跡される可能性 (2) です。TEI のリスク ファクターは、入力値に対して適用される "三角分布" 
と呼ばれる確率密度関数に基づきます。各コストとベネフィットに関するリスク ファクターを見積もるために、少なくと
も 3 つの値が計算されます。
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ビッグデー
タの情報をビジネス 
インサイトに変える。

顧客エクスペリエ
ンスを転換する。

顧客の時代

デジタル 
ビジネスを加速する。

モバイル マインド 
シフトを活用する。

Forrester は、顧客の時代の戦略について 4 つの部分で構成される青写真を作成しました。これには新たな競争優位性
を確立するための次の原則が含まれます。

継続維持できる競争優位性を得るために顧客エクスペリエンスを転換する。

ビジネスの成長を刺激する新たな技術戦略によりデジタル ビジネスを加速する。

顧客が必要とするものを必要とするときに提供することで、モバイル マインド シフトを活用する。

革新的分析によって (ビッグ) データをビジネス インサイトに変える。

CMO および CIO はこのような全社的な転換を共同で成し遂げる必要があります。

付録 C:Forrester と顧客の時代
あなたの会社の技術を活用している顧客は、会社の製品やサービス、価格、評判についてあなたよりもよく知っています。 
あなたの競争相手は、あなたの会社が競争に勝つために打つ戦略を真似ることも失敗させることもできます。顧客を獲得
し、サービスを提供し、維持するただ 1 つの方法は、顧客満足度を重視することです。

顧客満足度を重視する企業は、戦略、エネルギー、予算を、顧客に関する知識を増やして顧客とのかかわり合いを強化する
プロセスに集中させ、従来の競争障壁を維持するよりもそちらを優先します。



参照 メトリック 計算式 1 年目 2 年目 3 年目

表 (サンプル)
サンプル表

出典:Forrester Research, Inc.

付録 E:巻末注

1 Forrester は、概要財務メトリックをリスク調整しています。これは、コスト見積もりとベネフィット見積もりの不確実
性を考慮したためです。 詳しくは、「リスク」のセクションをご覧ください。
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付録 D: 用語集
割引率: 貨幣の時間的価値を考慮するためにキャッシュ フロー分析で使用される率。 企業は事業環境および投資環境に基
づいて独自の割引率を設定します。Forrester はこの分析で年間割引率を 10% と仮定しました。通常、企業は状況に応じ
て 8% ～ 16% の割引率を使用します。このレポートの読者は、各自の所属組織に相談して、その環境にとって適切な割
引率を決定することをお勧めします。

正味現在価値 (NPV): 所定の利率 (割引率) に対する、将来の正味キャッシュ フローの現在価値 (割引き後)。 あるプロジ
ェクトの正味現在価値 (NPV) が正である場合、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 (NPV) の方が高い場合を除きます。

現在価値 (PV): 所定の利率 (割引率) に対する、コスト見積もりとベネフィット見積もりの現在価値 (割引き後)。 コスト
およびベネフィットの現在価値 (PV) は、キャッシュ フローの合計正味現在価値 (NPV) に組み入れられます。

回収期間: 投資の損益分岐点。正味収益 (収益からコストを引いた値) が初期投資すなわちコストと等しくなる時点。

投資利益率 (ROI): あるプロジェクトの期待利益をパーセンテージで表した値。ROI は、正味収益 (収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。

キャッシュ フロー表に関する注意事項

この調査で使用したキャッシュ フロー表に関する注意事項を次に示します (後のサンプル表を参照)。 初期投資の列に
は、"時点 0" つまり 1 年目の開始時に負担したコストが記載されます。このコストは割引きされません。1 年目～ 3 年目
のその他のキャッシュ フローはすべて、年末における割引率 (「フレームワークの仮定」を参照) を使用して割引きされ
ます。現在価値 (PV) は、合計コスト見積もりと合計ベネフィット見積もりに対して計算されます。正味現在価値 (NPV) 
は、要約表に至るまでは計算されません。正味現在価値 (NPV) は、初期投資と各年の割引き後キャッシュ フローを合計し
た値です。

合計ベネフィット、合計コスト、キャッシュ フロー表の合計値や現在値は、一部で四捨五入が行われているため計算が正
確に合わないことがあります。


