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IPセキュリティシステムの

価値の最大化

総所有コスト (TCO) と投資利益率 (ROI) の
見直しによる、より適切な意思決定の実現

概要
総所有コスト (TCO) は、多くの事業分野において、システムの寿命全体を通してコストの
見積りを行うためのツールとして確立されているコンセプトです。投資利益率 (ROI) もま
た、新しいシステムへの投資利益を計算するためのツールとして、広く知られているモデ
ルです。
本書では、アクシスが2016年のホワイトペーパーで初めてご紹介したTCOモデルを、さらに
掘り下げて考察します。リスクコストを取り入れることにより、TCOコンセプトの改善を図
ります。調達、導入、運用、およびリスクのコストをシステムの寿命全体にわたって検証し
ながら、TCOアプローチを使用して、さまざまなシステムを比較する方法を定義します。ま
た、システムによって創出される価値のコンセプトも取り入れます。システムの推定価値と
総コストを比較することにより、システムの寿命期間におけるROIを予測することができ
ます。
TCOとROIのコンセプトを使用して、40台から1,500台のカメラによる実際の映像監視シス
テムを分析した、3つの事例を詳しく検証していきます。この事例ではTCOの配分に大幅な
差が見られ、ケースバイケースで各プロジェクトを検討することの重要性を明確に見てと
ることができます。ROIについては、システムの寿命期間の非常に早い段階で大幅な投資
利益を獲得し、損益分岐点に到達していることがわかります。
TCOとROIは、プロジェクトのコスト計算や入札評価を行う際に有用なツールです。コスト削
減のための重要エリアを示し、さまざまなメーカーによる入札を比較するための基盤を
確立するとともに、意思決定者がIPセキュリティシステムに予測される全コストや価値を
より明確に把握することを可能にします。
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1. はじめに
1.1 IPセキュリティ向けTCOコンセプト
総所有コスト (TCO) は、多くの事業分野、特にIT業界に
おいて、戦略的買い手が初期費用だけでなく、システム
の調達、導入、運用に関連するすべてのコストを理解す
るための手段として非常に確立されているコンセプト
です。
アクシスは、2016年に発行されたアクシスのホワイト
ペーパーで、IPセキュリティにおける総所有コストのモ
デルをご紹介しました。そこでは、TCOを以下のように
定義づけています:
「映像監視ソリューションの寿命期間全体を通して発
生する、関連コストの数値化」
また、コストを3つの主要カテゴリー、総購入コスト、総
運用コスト、総廃棄コストに分類した、TCOの全体的な構
造も提示しています (図1を参照)。
さらに、サンプルプロジェクトにTCOモデルをどのように
適用できるかについてもご紹介しました。使用したの
は、1,500台のカメラによる、エンタープライズクラスの市
街地監視システムのプロジェクトです。この架空のサンプ
ルプロジェクトにおける総購入コストは67%、総運用コ
ストは31%、総廃棄コストは2%でした。

1.2 TCOが買い手にもたらす利点
アクシスはこの1年間、TCOアプローチに取り組み、その
結果製品を購入する際にTCOを導入することにより、以
下の2つの明確な利点が得られることがわかりました:
1. TCOを使用することにより、システムの長期的な運用
を詳細に検証し、改善すべき領域を特定することができ
ます。たとえば、運用における人件費がコストの大きな
部分を占めていることをTCOが示している場合、特定のプ
ロセスの自動化を検討する価値があると考えられます。
2. TCOは、販売者からの提案を比較し、情報に基づい
た意思決定を行うためのより良い基盤を作り出します。
初期費用の交渉だけに焦点を当てるのではなく、総所
有コストを削減する方法を確認し、初期費用と同程度ま
たはそれ以上にもなり得る、システムの運用に関連して
発生するその他のコストについてメーカーと交渉するこ
とが可能になります。たとえばインテルは、2015年の記
事「Total Cost of Ownership: Factors to Consider」で、ITシス
テムのコストの70〜80%がサポート段階で発生すると明
記しています。

総購入コスト
> 契約前コスト
> 契約コスト
> 導入コスト

総運用コスト
>
>
>
>
>

オーバーヘッドコスト
システム運用コスト
メンテナンスコスト
システム障害コスト
システム再設計コスト

総廃棄コスト
> 廃棄コスト

図1 TCOモデル: ライフサイクル期間中の
コスト
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1.3 より適切な意思決定を可能にするTCOの活用
TCOの有用性を理解するため、図2のシンプルな例を見てみましょう。買い手はメーカーAとメー
カーBによる、2つのシステムを検討しています。メーカーAは初期費用は高いものの、長期的な
信頼性に優れた大手メーカー、一方メーカーBは、品質と動作面が劣る低コストオプションです。
左側のグラフでは価格のみが示されており、Bの方が低価格であることは明らかです。
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図2: さまざまな要素別に見た、2つのシステムのコスト比較
中央のグラフには、設置、トレーニング、プロジェクト管理などの導入コストが追加されていま
す。メーカーAのシステムは、より迅速に設置でき、必要なトレーニングが少ないと仮定してみま
しょう。たとえば、メーカーAは導入を迅速化する、より先進的なデザインと設置ツールを提供し
ます。もしくは、メーカーAの製品は箱から出してすぐに設置できるのに対し、メーカーBの製品
は組立てが必要なパーツで納品されるとします。この場合、わずかにBの方が低コストであるも
のの、AとBの総コストはほぼ同程度になります。しかしこれはまだ、初年度に発生するコストし
か反映されていません。
右側のグラフでは、初年度だけでなく予想されるシステムの寿命全体を通して検証しています。
運用、メンテナンス、故障など、その他継続的に発生するコストが追加されています。メーカーA
のシステムは、メンテナンスの労力が小さい上、稼働率が高く低消費電力であるということを示
す、信頼性の高いデータを提供していると仮定しましょう。たとえば、メーカーAは現場試験に
よって製品が顧客の使用環境で動作することを実証している、または低故障率を示す事例を
提示しているとします。この場合、システムの寿命全体で見たTCOは、メーカーBの方が高額にな
ります。
2012年に発行されたホワイトペーパー、
「Unpacking best value」では、SKFの事例を挙げ、同様の
モデルを使用して競合するソリューション間における、コストの差を説明しています。

2. TCOへのリスクの織り込み
長年にわたり、TCOコンセプトは進化を遂げ、TCOアプローチにはより多くの要素が取り入れられ
ています。セキュリティ業界にとって特に興味深いのは、リスクコストに関する考察です。上述の
2012年のホワイトペーパーでは、さまざまなリスクに関連するコストは極めて重要で、あらゆる
TCOの判断に織り込むべきであるとしています。実例として、玩具会社のMattelを挙げています。
この会社は、米国の規格に違反する中国メーカーの製品を輸入したことにより、230万ドル
(2.5億円)の罰金を科されました。また、罰金に加えて、消費者の信頼の喪失による費用を負うこ
とはもちろん、2,000万個の製品をリコールしなければなりませんでした。

2.1 リスクコスト
もちろんリスク管理は科学そのものであり、企業はさまざまなシナリオの可能性と、その潜在的
な悪影響を評価する独自の方法を見つける必要があります。しかし手段にかかわらず、リスクコ
ストはTCOの一部として考慮されるべきであり、リスクコストは購入の決定に影響を及ぼす要素
であると言えます。
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以下は、購入を検討する際に特に重要なリスク領域です:
> 極めて重要な事業データを失うリスク。たとえば、POS (店舗販売時点管理) システムと統合さ
れた損失防止用のカメラシステムを使用している場合、各取引に関する信頼性の高い映像を取
得できることが期待されます。しかし、もしシステムが故障し、取引の映像を取得できなかった
場合、コストはどれくらいかかるでしょうか?
> サイバー攻撃のリスク。システムが攻撃され、その結果システムのダウンタイムやデータ損失、
そしておそらく最大の損害である顧客の信頼の喪失につながった場合、コストはどれくらいかか
るでしょうか?
> 自社のブランドに対するリスク。サプライヤーが環境、社会、経済、倫理面などの持続可能性
に関する基準を満たしていないと判明した場合、コストはどれくらいかかるでしょうか?それは自
社のブランドにどのような影響を与えるでしょうか?
上述のケースで、買い手がリスクアセスメントを行い、さらにメーカーAとBをリスクの観点から
評価したと仮定します (図3を参照)。この場合、メーカーBは買い手にとってリスクがより大きい
と考えられます。そしてそのコストを下の図のモデルに追加すると、 メーカーAを選択した方が
良いと言う根拠がさらに明確になります。
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図3: リスクコストを追加した場合の、2つのシステムのコスト比較

2.2 TCOで考察すべき5つの点
TCOの分析は複雑に見えるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。まずは数値化する
ことができ、重要であると思われる要素から少しずつ始め、そこから徐々に拡大していくことを
お薦めします。以下は、TCOを把握するための5つのステップです:
1.	
価格の詳細な検証。価格には、実際に何が含まれているのかを、詳細に確認します。取り付
け用アクセサリーが必要か、もしくはオールインワン型か? 照明を追加する必要があるか、
照明がなくても十分に動作する感度を備えているか?
2. 導
 入における主要要素の検証。システムの設置は容易ですか、それとも複雑ですか?既存の
システムに簡単に統合できますか?スタッフには、どの程度のトレーニングが必要ですか?
3. 運
 用における主要要素の検証。メンテナスの所要時間はどれくらいですか?一般的な故障率
はどれくらいですか?システムのその他の部分で発生するコストに注意します。たとえばIPカ
メラシステムの場合、ネットワークとストレージの拡張が必要になると考えられます。そのた
め帯域幅の要件が高い製品は、コストの増加につながります。また、消費電力に対するコス
トについても検証します。
4. 「
 隠れた」コストの検証。将来システムに変更や調整を加えるのは容易ですか?システムの
使用にスタッフが要する時間はどの程度になるでしょうか?輸送費や倉庫料はかかりますか?
5. リ
 スクコストの検証。システムに関連する主要リスクは何ですか?リスクコストを完全に数値
化できない場合でも、少なくともリスクを特定し、意思決定に慎重に織り込みましょう。
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3. TCOからROI、そして顧客価値へ

TCOを正確に算出するもう1つの大きな利点は、システムの価値や投資利益率 (ROI) を見積もる
ための基礎を得られることです。2012年発行のホワイトペーパー、
「Unpacking best value」に記
載されているように、
「TC Oの従来の定義では、顧客価値のコスト面が重視されています
が、TCOの真価は、最も価値の高い調達に対する意思決定を行うための基盤を得られるという
ことです」。

3.1 価値の見極めが必要な理由
システムのコストは、予測される利益またはシステムの価値と比較されます。この価値は、業
種、顧客、用途など、多数の要素に応じて異なります。2016年に発行されたホワイトペーパー、
「Total Cost of Ownership: Realizing Procurement's Full Potential in Value Creation」では、価値を
「組織にとって有意義な一連の属性と期待値、つまり投資に対する適正な利益」と定義して
います。
セキュリティ業界では、盗難や破壊行為の低減など、ほとんどの買い手が考える明確な価値が
あります。IPセキュリティまたはカメラシステムのその他の主な利点としては、市民、顧客または
スタッフの安全性や安心感の向上、小売店舗や製造業などのビジネスやプロセスの改善などが
あります。

3.2 価値の見積り
TCOにおける価値の役割を明確にするため、上記のシンプルなケースを再度見てみましょう (図4
を参照)。左側のグラフのTCO分析によると、システムBの方が低価格である一方、システムAの寿
命を通じたTCOはBよりもはるかに低く、コストの観点から見て、システムAが最適な選択肢であ
ることは明らかです。
次に、買い手がシステムAとBの期待値を分析し、システムAの方がシステムの寿命にわたり、よ
り高い価値を提供することがわかったとしましょう。たとえば、システムAは、顧客の既存のシス
テム (小売店舗のPOSシステムなど) との緊密な統合を可能にし、さらなる収益を生み出すといっ
た場合です。右側のグラフでは、この価値が、それぞれシステムAとBから創出される総価値とし
て示されています。コストを差し引いた後の値を見ると、その違いはさらに明らかです。
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図4: 創出される価値を追加した場合の、2つのシステムのコスト比較
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この情報に基づいて、システムAとBを使用した場合に予測される、買い手の投資利益率 (ROI)
を計算することもできます。ROIは通常、パーセンテージで表され、次の計算式で算出されます:

ROI =

投資による価値 - 投資コスト
投資コスト

上記の例では、大幅な差があります。システムAが67%のROIをもたらす一方、システムBのROIは
わずか20%です。システムAがより良い選択肢であることが、一層明確になりました。

3.3 重要度の高い価値の特定
セキュリティ業界では、利点の多くは無形であるため、導入されたシステムの価値を数値化する
ことが難しい場合があります。しかし、価値を特定することは、信頼性の高いビジネスケースを
作成するために極めて重要です。
上記の2012年のホワイトペーパーでは、製品やサービスの調達時に買い手が価値基準をうまく
使用した方法や、プロジェクトに入札しているさまざまなメーカーが提示した持続可能性、外
観、安全性、多様性、能力、応答性などの、ほぼ無形の価値をどのように含めたかに関する実例
を挙げています。
2016年のホワイトペーパー、
「The (Real) Price of Security Solutions」で筆者は、
「security dividends
(セキュリティ配当)」という用語を作り、高品質のシステムが創出する無形の利益を見極めるこ
との重要性を、次のように主張しています。
「高品質のセキュリティソリューションを使用する
もう1つの利点は、企業のビジネスチャンスを拡大し得るということである。こういった無形の
効果は、
「セキュリティ配当」と表現することができる。」

3.4 メーカーによるサポート
購入の過程で価値を数値化することが難しいと感じた場合、最適なパートナーとなるのはメー
カーです。複雑な製品やサービスの提供において長年にわたる実績を持つメーカーは、自社の
システムによる一般的な成果と価値をよく把握しています。また、価値に関する質問には喜んで
応じてくれるはずです。
価値について説得力のある裏付けを提示するようメーカーに求めたり、同様のソリューションを
展開した他の顧客からの事例や証言を精査したりすることは、対象のシステムの潜在的価値に
ついて知るために効果的なアプローチです。

3.5 価値の算定において考慮すべき5つの点
以下は、潜在的な価値を明確にするための方法です:
1.	
重要度の高い価値の特定。直面している課題と可能性を把握します。同僚と話をしたり、
事例を調査したり、システムから得られる利点についてより理解できるようメーカーにサ
ポートを求めたりしましょう。
2.	
直接的な価値の検証。損失防止の向上、盗難や破壊行為の減少、強盗の防止などから創
出される価値はどれくらいですか?
3.	
間 接的な価値の検証。転倒事故による申し立ての減少によって、訴訟費用は低減されま
すか?保険料について再度交渉できますか? より堅牢なセキュリティシステムを使用するこ
とによって、公共交通機関における金属の盗難やセキュリティの問題によるサービス停止
関連費用などのコストを削減できますか?
4.	
新たな領域で創出される価値の検証。店舗の最適化ソリューションによって、経営する小
売店舗の収益は向上しますか? 交通システムの導入によって、駐車料金による収益は増加
しますか?
5.	
ソフト面における重要な価値の検証。小売店舗のセキュリティシステムによって、人材定
着率やカスタマーエクスペリエンスは向上しますか? 学校のセキュリティシステムは、いじ
めを減少させ、より多くの学生を集めるために役立ちますか? 市街地監視ソリューション
は、交通渋滞の緩和や公害の最小化、市民、訪問者、企業などからの評判の向上に貢献
しますか?
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4. 3つの事例 – TCOとROIによる実際のシステムの分析
過去数年間にわたり、アクシスはTCOとROIのアプローチを使用して実際のシステムを多数分析
しました。お客様やAxisパートナーによるサポートにより、これらのシステムの長期的な所有コス
トと、IPシステムによって創出される価値を提示することが可能になりました。

4.1 スマートな市街地監視システムに対するTCO

ビセンテロペスは、アルゼンチンの大ブエノスアイレス都市圏の北部に位置する、人口約30万人
の街です。地方自治体は市民にとって安全な環境を整備するため、アクシスのカメラをベースに
した大規模な映像監視ソリューションを導入しました。
4.1.1

ビセンテロペスのTCO

1,500台のカメラによるこのプロジェクトのTCO分析は、2017年初期に実施され、10年間の推定
寿命にわたって計算されました。分析の結果、TCOは約2,900万ドル(31.3億円)になりました。こ
の分析では、総コストの約34%が主にハードウェアとソフトウェアへの投資で構成されてお
り、66%が設置、メンテナンスおよび運用中に発生することが示されています。
最大のコストは、システムの運用と契約に関連するコストです。その他の関連コストは、オー
バーヘッドコストとメンテナンスコストで、合わせてTCOの15%を占めています。TCOにおける
高額なオーバーヘッドコストは、主に新人スタッフ (オペレーターなど) の継続的なトレーニン
グによるものです。
システムの主要カテゴリーにおけるTCOコストの配分は、図5の通りです。
メンテナンス
9%

システム障害
4%

再設計
0%

契約
34%

運用
ステージ
43%

廃棄ステージ
0%

その他の
ハードウェア
および
ソフトウェア
19%

カメラ
15%

オーバーヘッド
6%

導入
3%

契約前
1%

図5 ビセンテロペスのTCO。
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4.1.2

ステージごとのコスト配分

購入ステージ
購入ステージのコストは1,103万5千ドル(11.9億円)で、約38%を占めています。購入ステージで最
も多くを占めるのは、契約コストとも呼ばれる製品への初期投資で、TCOの34%を占めています。
この契約コストの半分以上 (TCO全体の19%) は、ビデオ管理ソフトウェア、ネットワーク、スト
レージ、初期トレーニングおよびカメラ以外のハードウェアに関連するものです。残りの半分は
カメラのコストで、システムのTCOの約15%を占めています。
初年度に発生するその他のコストには、契約前コストと導入コストがあります。契約前コストに
は、システム設計やメーカー評価にかかる費用などが含まれます。導入コストには、設置、設定
および統合に関連する費用がすべて含まれます。契約前コストと導入コストは、合計でTCOの約
4%を占めています。

運用ステージ
運用ステージのコストは1,755万5千ドル(18.9億円)で、約62%を占めています。監視システムの運
用期間中には、さまざまなコストが発生しますが、最も多くを占めるのがメンテナンスにかかる
費用です。この中には、カメラ、サーバー、ソフトウェアなどの計画的な定期メンテナンス (清掃
など) が含まれます。運用コストにはさらに、システム障害によって発生する費用に加え、ソフト
ウェアのライセンス料や電気代も含まれます。システム運用コストはTCOの約43% (システムの監
視コストだけでなく電気代も含む) と、このシステムのTCOで最大のシェアを占め、 以下、メンテ
ナンスコスト (約9%)、オーバーヘッドコスト (約6%) と続いています。オーバーヘッドコストに
は、オペレーターの定期的なトレーニング、サーバールームのメンテナンス、保険料などが含まれ
ます。
廃棄ステージ
廃棄はアクシスのTCOモデルの第3ステージで、重要な要素でありながら、プロジェクトの初期原
価計算段階において見落とされる傾向にあります。持続可能性の観点から、ライフサイクルの終
了時には機器を適正に解体してリサイクルすることが重要です。そのために必要な費用は、シス
テムのTCOの中にコスト要素として取り込む必要があります。ただし、このビセンテロペスのTCO
分析では、簡略化するため、廃棄コストはゼロに設定されています。
4.1.3

ビセンテロペスに関する結果と考察
アラームの障害や、システムのダウンタイムによって運営中に発生するコストなど、一部のコスト
要素は考慮されていません。また、上述の廃棄コストのように、一部のコストはゼロに設定され
ています。
アクシスのTCOに関する2016年のホワイトペーパーでは、ストレージと帯域幅を最小限に抑える
アクシスのZipstreamなど、さらなる削減を可能にするテクノロジーを詳しくご紹介しています。ビ
センテロペスのケースではTCOを使用し、カメラにZipstreamを導入することによって実現する削
減をシミュレーションしました。分析結果では、45万ドル (4,854万円。カメラ1台につき約300ド
ル、3.2万円) を削減できる可能性が示されています。
システムの利点には、緊急スタッフの応答時間の大幅な短縮、スムーズな交通の流れ、市民の
全体的な安心感の向上などがあります。市街地監視プロジェクトでは珍しいことではありません
が、こういった利点を数値化することは簡単ではなく、正確なROIの見極めは困難です。
TCO分析のもう1つの利点は、これによりビセンテロペス市の管理者がシステム関連コストをより
正確に予測し、システムの予算編成と将来の拡張について、地方自治体のその他の意思決定者
と具体的かつ建設的な対話をできるようになったことです。
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4.2 ホテル業界におけるコストの削減

クリスティーロッジは、アメリカのロッキー山脈のエイボンにあるホテルです。ゲストやスタッフ、
そして資産を保護するため、約40台のアクシスカメラを使用した、AXIS Camera Stationベースの
映像監視ソリューションを導入しました。
4.2.1

クリスティーロッジのTCO

米国コロラド州のエイボンにあるクリスティーロッジの、このTCO分析は、2017年の中旬に実施
されました。システムが最初に設置されたのは2014年で、7年間の寿命を想定しています。シ
ステムの準備、設置、運用、メンテナンスに費やした時間と費用に基づくと、クリスティーロッ
ジの推定総所有コストは、7年間で91,000ドル(981.7万円)に達します。詳細については、図6を
参照してください。
TCOの約54% (50,000ドル、529.4万円) は購入コストで、計画、設備購入、設置およびトレーニン
グに関連しています。TCOの44% (40,000ドル、431.5万円) は、運用、メンテナンス、故障をカバー
する運用コストです。最終的な廃棄コストとして、TCOの約2% (2,000ドル、21.6万円) を見積もり
ました。
全体として見ると、システムには年間約5,600ドル、60.4万円のコストがかかります。

メンテナンス
24%

システム障害
0%

廃棄ステージ
2%

契約
39%

運用
ステージ
19%

オーバーヘッド
0%

その他の
ハードウェア
および
ソフトウェア
17%
カメラ
22%

導入
7%

契約前
9%

図6 クリスティーロッジホテル向けシステムのTCO。
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4.2.2

クリスティーロッジのROI
クリスティーロッジは、導入した監視システムで多数の利点を得ています。スタッフの安心感が向
上しただけでなく、多くのゲストの苦情、車両事故、さらにはクリスティーロッジと隣接する施設
で発生した盗難事件の解決にも、ビデオが使用されています。しかし、クリスティロッジの主な
削減は、2つの要素、派遣セキュリティスタッフの削減と賠償請求の低減に起因しています。
アクシスのシステムを導入する前は、警備員に1日に16時間施設内を巡回させていましたが、監
視システムが稼動してからは、これを毎晩8時間に短縮し、フロントの警備と施設内の巡回を行
なっています。
さらに、クリスティーロッジは賠償請求を受けることがあります。典型的なケースは転倒事故に
よる申し立てで、カーペット上や階段、駐車場などで滑ってけがをしたという理由で、医療費な
どの補償金を要求されます。映像監視システムを導入する前は、こういった申し立てに異議を唱
えることができる可能性は限られていました。しかし現在は、高品質映像により、それぞれの事
故を目で確認し、有効な申し立てと詐欺的な申し立てとを区別できるようになりました。
クリスティーロッジは、この新しいシステムによって、合計で年間約40,000～50,000ドル(431.5万
円～539.4万円)を削減できると予想しています。これは、投資が運用2年目の終わりにすでに回
収されており、7年目の終わりには257%以上のROIが得られることを意味します。図7のROIグラ
フを見ると、2年目に損益分岐点に達していることがわかります。
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図7: クリスティーロッジホテル向けシステムのROI。
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4.3 小売店舗における在庫減少の低減による大幅なROIの向上

アメリカのソルトレイクシティにあるRCウィリーは、アメリカ西部全体にわたり小売店舗と流通セ
ンターを持つ、家庭用家具の大手小売業者です。800台のアクシスカメラを使用したエンタープ
ライズクラスの映像監視システムを導入し、店舗と流通センターに設置しました。
4.3.1

RCウィリーのTCO

米国にあるRCウィリーの、このTCO分析は、2017年の中旬に実施されました。予想されるシステ
ムの寿命7年間を通したRCウィリーの総所有コストは、約139万ドル(1.5億円)になります。TCOの
詳細な配分については、図8を参照してください。
TCOの約76% (105万ドル、1.1億円) は購入ステージで発生するコストで、計画、設備購入、設置
およびトレーニングに関連しています。TCOの23% (34万ドル、3,667.7万円) は、運用、メンテナン
ス、故障に関連するコストです。約1%は、廃棄コストの推定値です。
システムを稼動するための年間コストは、46,000ドル(496.2万円)をわずかに上回ります。
システム障害
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廃棄ステージ
1%

メンテナンス
7%
運用
ステージ
13%

契約
66%

オーバーヘッド
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その他の
ハードウェア
および
ソフトウェア
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カメラ
29%

契約前
6%

図8 RCウィリーのTCO。
4.3.2

RCウィリーのROI
映像監視システムによるRCウィリーの主な削減は、在庫減少の低減によるものです。RICウィ
リーは、在庫減少が大幅に低減されたのは、主に新しいカメラシステムとシステムがカバーす
る領域、そして高品質録画映像に起因していると考えています。
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RCウィリーはさらに、このシステムを使用して訴訟を低減しました。大手の小売事業者である
RCウィリーには、顧客が店舗内や店舗周辺でけがをしたと主張する、転倒事故による多額の申
し立てが毎年多数あります。こういった申し立ては、10万ドル(1078.7万円)以上にもなることが
あります。しかし高解像度ビデオの導入により、各ケースで何が起きたのかを正確に証明する
ことができるようになりました。これにより、不当な請求と戦ったり、公平な合意に達したりす
ることが可能になったのです。
RCウィリーは、アクシスの映像監視システムによる年間の削減額を、約570万ドル(6.1億円)と
推定しています。初期投資額が105万ドル(1.1億円)、年間のコストが46,000ドル(496.2万円)とい
うことは、システムのコストはすでに初年度には回収され、7年後の最終ROIは2,768%以上に
もなることを意味しています。RCウィリーのROIについては、図9を参照してください。
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図9 RCウィリーのROI。

5. TCOとROIは各プロジェクトによって異なる

上述のケースからわかるように、TCOは状況に応じて大幅に異なります。コストのある一定の割
合は必ず製品やメンテナンス関連であるといった、単純な規則はありません。すべてのプロジェ
クトには独自のコスト配分があり、プロジェクトごとにTCO分析を行って現実を把握する必要が
あります。
システムの価値、つまりROIについては、その差異はさらに顕著です。市街地監視のケースで
は、ROIを完璧に計算するには、利点が十分に数値化されていませんでした。小売店舗とホテル
のケースでは、コストの削減費は明確かつ具体的で、推定ROIを計算することができました。ど
ちらのケースもROIが非常に高く、システムの寿命期間の早い段階で損益分岐点に達していまし
た。しかし、2つのケースの規模の違いは注目に値します。
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6. まとめ
TCO分析は、購入予定のシステムや既存のシステムのコストをより正確に計算するために役立
つ、強力なツールです また、TCOとROIは、システムが創出することのできる価値の見積りにも役
立ちます。購入プロセスにTCOとROIの観点を含めることで、競合する製品やサービスをより確実
に評価できます。たとえば、モデルを使用して、製品価格の高い高品質ソリューションが、長期
的にはコストを節約し、より大きな価値を創出するかどうかを判断することができます。
ホテルと小売店舗のケースはどちらもROIが高く、基本的にシステムのコストが1～2年以内に回
収できるという結果でしたが、上記の事例は、TCOとROIは各状況に応じて異なるということを示
しています。
本書でご紹介したTCOまたはROIについて、より詳細な情報やお客様のプロジェクト要件について
のご相談をご希望の場合は、お近くのアクシス代理店までご連絡ください。最寄りの代理店
は、www.axis.com/contact/で検索できます。

7. リンク
7.1 アクシス関連資料
1.	
アクシスの総 所有コストに関するページおよび2 016 年発行のT C Oホワイトペーパー
www.axis.com/tco
2. RCウィリー事例 www.axis.com/global/en/customer-story/4093
3. ビセンテロペス
a. 事例 www.axis.com/global/en/customer-story/4567
b. 事例 (動画) www.youtube.com/watch?v=WgoU1vBSPAQ
4. アクシス製品の品質についてのWebページおよびホワイトペーパー www.axis.com/quality
5. アクシスのZipstreamについてのWebページおよびホワイトペーパー www.axis.com/zipstream
6.	
アクシスの持 続可能性への取り組みについてのWe b ページおよびホワイトペーパー
www.axis.com/sustainability

7.2 その他の参考資料
インテルの記事「Total Cost of Ownership: Factors to Consider」(2015年)
https://software.intel.com/en-us/articles/total-cost-of-ownership-factors-to-consider
2.	SIG発行ホワイトペーパー「Unpacking Best Value: Understanding and Embracing Value Based
Approaches for Procurement」(2012年)
www.vestedway.com/wp-content/uploads/2012/11/TCO-Best-Value-White-Paper.pdf
3.	NIGPビジネスカウンシル発行ホワイトペーパー「Total Cost of Ownership: Realizing
Procurement's Full Potential in Value Creation」(2016年) http://www.nigp.org/docs/default-source/
New-Site/white-papers/totalcostofownership-white-paper-final.pdf
4. BSIA発行ホワイトペーパー「The (Real) Price of Security Solutions」(2016)
www.bsia.co.uk/Portals/4/Publications/the-real-price-of-security-solutions.pdf.pdf
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Axis Communicationsについて
アクシスは、インテリジェントなセキュリティソリューションを通じて、よりスマートで
安全な環境の実現を目指しています。ネットワークビデオ市場をけん引するリーダーと
して、アクシスはオープンプラットフォームを基盤とした革新的なネットワーク機器を
次々と開発し、製品化しています。また、パートナーとのグローバルな連携体制を通じ
て、お客様に付加価値の高い製品をお届けします。アクシスでは、長年にわたってパー
トナーと協力関係を築いてきました。アクシスはこうしたパートナーに向け、蓄積され
た知見と、既存および新規市場における画期的なネットワーク製品を提供しています。
アクシスは全世界50ヶ国以上に2,700人を超える熱意にあふれた従業員を擁し、90,000
以上のグローバルパートナーから成る連携体制に支えられています。スウェーデンに本
社を置くアクシスは1984年に設立され、NASDAQ Stockholm (ティッカーシンボルAXIS)
に株式上場しています。
より詳しい情報はwww.axis.comをご覧ください。
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