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Forrester のエグゼクティブサマリー： IntelliJ IDEA の Total 
Economic Impact（総経済効果）
 
 
 

Forrester Consulting は IntelliJ IDEA が組織にもたらす
潜在的な財務への影響を評価するフレームワークを読者に提
供するため、Total Economic Impact™（TEI） 調査を実
施しました。この投資に関連するメリット、コスト、リスクを詳細
に把握するため、Forrester は IntelliJ IDEA の使用経験を
持つ複数の顧客にインタビューを行いました。このサマリーは、
「JetBrains IntelliJ IDEA の Total Economic Impact™
（総経済効果）」という表題の完全な TEI 調査に基づくも
のです。 

この調査の TEI の価値と影響を徹底的に調べるため、次の 
4 名の顧客に対してインタビューを実施しました。  

• 米国を本拠地とするハイテク企業の開発リード  

• 英国に拠点を置く小売および物流企業の CTO  

• ポーランドに拠点を置くハイテク企業のソフトウェア開発リード  

• 米国を本拠地とする金融サービス企業の CTO  

Forrester は 4 名の顧客に対するインタビューからデータを集
約した結果、IntelliJ IDEA が今後 3 年間で$770,318 のコ
ストに対して $5,610,206 の財務的影響を及ぼし、結果的
な正味現在価値（NPV）は $4,839,888、ROI は 628% 
となると結論づけました。 

 

主な課題 

• インタビュー対象の顧客は IntelliJ IDEA に投資する
前、開発生産性が低下する原因となっている非効率性
について語っていました。また、エディターやオープンソース
の各種 IDE が重大な非効率性を招いており、開発生
産性に影響を与えていることを 指摘していました。ある開
発プラットフォームのテクニカルリードは「できることなら組織
全体で開発者によるテキストエディターの使用を禁止した
い」と簡潔に述べていました。 

• バグの数を削減できないことは、顧客には受け入れられ
ないことです。あるインタビュー対象の組織は Forrester 
に対し、「当社はリリース後に発生するバグの大部分を解
決するのに 2 週間を要しているという問題を抱えていまし
た。その結果、顧客の離脱率が大幅に増加してしまいま
した。とても辛い経験でした。数ヵ月後も、顧客から対応
の遅さを指摘されました。顧客がこのような不備を忘れる
には数年程度かかるように思われます。また、バグが顧客
に与える影響はかなり深刻であり、それを忘れることは不
可能だと思われます」と語っていました。 

投資収益率  

628% 

コード開発、リファクタリング、コード保守の節約時間  

ユーザーあたり年間 144 時間  

ユーザーあたりの正味年間利益：  

ユーザーあたり年間 $2,027  
 

完全な調査結果はこちらをお読みください 

https://www.jetbrains.com/lp/intellijidea-forrester-tei/
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投資促進要因 

インタビュー対象の組織は、多くの理由で IntelliJ IDEA への
投資を決めました。  

• 使いやすさ。あるメディア企業のソフトウェア開発者は 
Forrester に対し、「開発者にとっては、巷に流通してい
る代替製品を使用するよりも IntelliJ IDEA に慣れるほ
うがはるかに楽です」と語っていました。 

• 効率性の高い機能の数々。顧客は、複数言語対応、
コンテキストデータ、コード補完、リファクタリング、デバッ 
ガー、スタイルガイドの強制などの機能を他社製品とは異
なる IntelliJ IDEA の差別化要因として挙げていました。
インタビュー対象の顧客は Forrester に対し、「現時点で
は市場で最も優れている IDE である」と語っていました。 

 

合成組織 

4 回の顧客インタビューに基づき、この調査の代表的な TEI 
モデルを構築するために次の特徴を持つ合成組織が作成さ
れました。  

• 合成組織の説明。この合成組織は、小売および金融 
サービス分野を専門とするハイテクソフトウェアおよび AI プ
ロバイダーです。その年間売上高は、世界 5 地域全体
で $30 億です。  

• 導入環境の特徴。合成組織には 1,000 名の開発者が
在籍しており、最大 400 名の開発者が IntelliJ IDEA 
ソリューションを使用しています。この合成組織では 3 年
前に旧 IDE からこのソリューションへの移行が実施されて
おり、社内での IntelliJ IDEA の採用が徐々に進んでい
ることが分かります。 

 

コード開発の生産性向上によるコスト削減  
• IntelliJ IDEA により、開発者の作業生産性が向上しま

した。集中力が改善し、ライブ解析やリアルタイムでの提
案機能を利用できるおかげで、開発者の作業速度が 
20% 向上し、作業中断の頻度が下がりました。さらに、
開発者は IntelliJ IDEA を使用して高品質なコードを書
けるようになりました。具体的には、スタイルの一貫性が
維持され、バグや例外の発生頻度が少なく、既存コード
ベースを参照しやすく、構造性に優れたコードを書くことが
できます。  

• Forrester が IntelliJ IDEA による 50% の生産性換算
と今後の段階的な生産性の特質に関する仮定を考慮
してこの利益を 15% 下方修正した結果、リスク調整後
の合計現在価値は 3 年間で $4,038,481 となりました
（10% 引き下げ）。  

 

 

コード品質の改善によるコスト削減  

• インタビュー対象の組織は、IntelliJ IDEA の自動補完と
コードレビューツールによるコード品質の改善が、テストと 
QA プロセスにメリットをもたらすことを言及していました。
IntelliJ IDEA のデバッガーによってテスターの生産性が
向上し、テスト計画が改善され、開発者の欠陥密度が
減少しました。さらに、開発者がテスト段階でデバッグと 
コードの編集に要する時間も削減されました。 

• 開発者はコードレビューを容易に実施し、従来使用して
いた IDE と比較してレビューに要する合計時間を 1% 
以上削減することができました。  

• このソリューションにはコラボレーション機能があるため、レ
ビューを 1 回でまとめて実施する必要はありません。その
ため、開発者はより迅速にコードレビューを実施することが
できました。その結果、コードレビューサイクルの所要時間
がさらに 12.5% 削減されました。  

• Forrester がモデリングの仮定とリスクを考慮してこの利
益を 10% 下方修正した結果、リスク調整後の合計現
在価値は 3 年間で $1,066,120 となりました。 

「以前使用していた IDE と比較すると、作業
スピードが 2 倍になっています。ショートカット
を習得して新機能を発見した後、IntelliJ 

IDEA はかなり直感的で使いやすくなりました」 

グローバルハイテク企業のソフトウェア開発リード 
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コード保守の生産性向上によるコスト削減  

• インタビュー対象の組織は、IntelliJ IDEA によるコード品
質の改善に伴う欠陥密度の低下が、コード保守にメリッ
トをもたらすことを言及していました。開発者が高品質な
コードを書くことで、バグが QA で見逃される可能性が低
くなり、将来的に問題を引き起こす可能性のある技術的
負債が減り、最終的には本番環境に混入するバグの数
が少なくなりました。バグが少なくなると、コードを保守して
問題を解決する必要性も少なくなります。  

• IntelliJ IDEA を使用している開発者の欠陥密度は 8% 
減少しました。その結果、コード保守時間は 3 年間で平
均して 8,424 時間削減されました。  

• Forrester がモデリングの仮定とリスクを考慮してこの利
益を 10% 下方修正した結果、リスク調整後の合計現
在価値は 3 年間で $355,373 となりました。  

 

高効率なオンボーディングによる純生産性の向上  

• インタビュー対象の組織は、技術的負債の減少、ユー 
ザーインターフェースの改善、共有構成ファイル、スタイル
ガイドとテンプレートの実装により、IntelliJ IDEA を使用
する新入社員の全体的なオンボーディング時間が削減さ
れたことを言及していました。 

• 技術的負債の減少とスタイルガイドによって開発者のオン
ボーディングプロセスが楽になった結果、新入社員のオン
ボーディング時間が 20 日から 18 日に削減されました。  

• Forrester がモデリングの仮定とリスクを考慮してこの利
益を 15% 下方修正した結果、リスク調整後の合計現
在価値は 3 年間で $161,730 となりました。 

 

定量化されていないメリット 
顧客が経験したものの、定量化できなかったその他のメリット
には、次のようなものがあります。  

• IntelliJ IDEA ソリューションに対する信頼と自信。この 
ソリューションを使用する開発者は、同ソリューションの自 
動品質管理および提案機能により、より大きな自信を 
持ってコードを送信することができます。その結果、レビューや 
リリースの対象となるコードが単純でより明確になります。  

• コラボレーションの強化。ライブ解析とコード補完によって
コードの品質と一貫性が改善されるため、開発者はより
簡単にお互いのコードを共有し、理解することができます。 

• ピアレビューの強化。ピアレビューは、問題解決方法、ス
タイル、コードの合理化など、大局に焦点を当てることが
できます。以前のソリューションでは、基本的なエラーや些
細な問題が原因でピアレビューが進まなくなっていました。 

 

柔軟性 

• 柔軟性の価値は、顧客ごとに異なっています。次のよう
に、顧客が IntelliJ IDEA を導入した後に付加的な用
途とビジネスチャンスを実現できる可能性のあるシナリオ
が複数存在します。  

• Marketplace からのプラグインの入手と Java 以外の言
語（Scala など）のサポート。 

• 社内用のプラグインを開発する機能。  

• バグ対応にかかるサポートコストの削減。バグが少なくな
ると、顧客からのサポート依頼の頻度も少なくなります。  
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告知 

読者は以下の点に留意する必要があります。 

• この調査は Forrester Consulting が JetBrains から委託を受けて実施したものです。競合分析を意図したものではありません。 

• Forrester は、他の組織が達成しうる ROI については何も仮定していません。Forrester は、このレポートで提供される枠組みの範囲で独自に評価を行い、
JetBrains IntelliJ IDEA に対する適切な投資判断を行うことを強く推奨します。 

• JetBrains はレポートを確認し、Forrester にフィードバックを提供しています。Forrester はこの調査とその結果に対する編集権限を有しており、Forrester  
の結果に矛盾する、またはその意味をあいまいにする変更は受け付けていません。  

• JetBrains はインタビューに際して顧客名を提供しましたが、自身はインタビューに参加していません。 

TEI について 

Total Economic Impact™（TEI）は企業によるテクノロジー関連の意思決定プロセスを強化し、ベンダーが自社製品やサービスの価値提案を取引先に伝えるのを支
援する目的で Forrester Research が開発した手法です。TEI 手法は、企業が経営陣や取引に伴うその他の利害関係者に対して IT 構想の具体的な価値を証明、
正当化、現実化するのに役立ちます。TEI 手法は、メリット、コスト、リスク、柔軟性という 4 つの要素に基づいて投資価値を評価します。© Forrester Research, Inc. 
All rights reserved.Forresterは Forrester Research, Inc.の登録商標です。 

 

総経済効果の分析データ 

詳細は、2021 年 7 月に JetBrains の代理で Forrester Consulting が実施した委託調査「JetBrains IntelliJ IDEA の  
Total Economic ImpactTM（総経済効果）」の全文をダウンロードしてください。 

調査結果 

Forrester は IntelliJ IDEA の使用経験を持つ 4 つの組織に対してインタビューを実施し、その結果を合成組織の財務分析 
（3 年分）にまとめました。リスク調整後の現在価値（PV）によって、次のようなメリットが定量化されました。 

• コード開発タスクの効率が上がり、$4,038,481 のコストが削減されました。 

• コード品質が改善され、レビュー時間が 12.5% 削減されました。 

• コード保守の生産性が向上してコストが削減されたことで、$355,373 の利益が出ました。 

• IntelliJ IDEA によって技術的負債が減少し、UI が強化されたことで、オンボーディングの効率が向上して $150,232  
のコストが削減されました。  

 

投資収益率（ROI） 

628% 

正味現在価値（NPV） 

$4,839,888 
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