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クラウドシステムの一形態として SaaS（Software as a Service）の普及が進んでいる．必要とするシステムの品質を維持

する方法としてサービスレベル管理が用いられているが，従来のサービスレベル管理では技術要件の項目のみを扱ってい

るため，SaaS が提供するアプリケーションの業務的品質を管理することが困難であった． 
本研究では，従来提案されている技術要件に関するサービスレベル項目を実システムに適用し，品質の「見える化」の

効果を検証するとともに，財務会計システムを例として業務要件に関するサービスレベル項目の拡張を行った．財務会計

のプロセスとデータの関係をモデル化し，そのモデルに従って，業務プロセス毎の性能要件，機能性・利用性などソフト

ウェアの要件，あるいは業務遂行のスピード・正確性・リスクに関する要件を抽出した． 
さらに，技術要件および業務要件の両者を含むサービスレベル項目表の概念の理解をもとに，顧客へのヒアリング，SLA

案の作成，顧客とサービサー技術者との合意形成を経て，サービスレベル管理者が継続的にサービス品質を管理していく

ための手順と必要書類を明らかにした．以上の開発の状況とともに，今後適用評価と改良拡張を進める方向について述べ

る． 
 

SaaS (Software as a Service) as a kind of cloud system has spread. In order to keep system qualities service level management is 
introduced. Conventional service level management methods use technical service objectives, but do not use business service 
objectives to be realized in SaaS. 

In this paper, developments and evaluations of business service objectives and their application methodology for SaaS service 
management are reported. 

In the scope of financial systems, business processes, data and their relations are analyzed, and based on the analyzed model, 
business process performance objectives, functionality objectives, usability objectives, and objectives from business speed, accuracy 
and risk are defined. The service management methodology to use the business objectives and technical objectives to be reported in 
JEITA guideline, include several steps; service objective concept understanding step, customer hearing step, service level setting step, 
agreement step and check & adjustment step.  
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1. はじめに 
 

クラウドコンピューティングの利用により，保

守運用がインターネット上で他ベンダに委ねるこ

となり，サービス品質の見える化が重要となって

いる．そこで，サービス品質を総合的に管理する

方式としては，サービスレベル管理が用いられて

いるが，従来のサービスレベル管理は，技術要件

しか対象としていないため，クラウドコンピュー 
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ティングのなかでも普及が進んでいる SaaS
（Software as a Service）における業務要件を管理

しにくい． 
そこで，本研究では，サービスレベル項目を業

務要件に拡大したマネジメント方法を提案する．

サービスレベル項目は，電子情報技術産業協会（以

下 JEITA と称する）が公開している「民間向け IT
システムの SLA ガイドライン[1]」で提示された

項目をもとに拡張する． 
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2. システム運用形態の変化とサービスマネジメ

ント 
 
2.1 開発費と保守運用費 
長引く不況や震災の影響で IT 投資コストが減

少している．しかし，その内訳を見ると，システ

ムの開発費が大きく減少しているのに対し，保守

運用費は横這い又は微増となっている．経済産業

省から公開されている「企業の IT 投資動向に関す

る調査報告書[2]」によると，2008 年度から 2011
年度にかけて，売上高 1 兆円以上の企業において

は，平均して開発費が 26％減少であるのに対し，

保守運用費は 2％増加している． 
 
2.2 クラウドサービス 
近年，クラウドコンピューティングの技術の登

場により，企業の情報システムの保守運用が自社

内からインターネット上へと移行している．クラ

ウドの提供サービスモデルとして SaaS があるが，

インターネットからアクセスするだけで，サーバ

機能から業務アプリケーションまでの幅広いサー

ビスが利用可能である．クラウドの市場規模も

SaaS を中心に拡大していくと予想されており，情

報システムの新しい運用形態として注目されてい

る． 
しかし，クラウドはインターネットを介して利

用するためにサービス品質が見えにくく，利用す

るにあたって品質の見える化が重要となる． 
 
2.3 サービスマネジメントと SLA 

IT サービスマネジメントのベストプラクティ

スをまとめたフレームワークである ITIL®では，

サービスデザインのフェーズにおいて，サービス

レベル管理を中心として，サービスの品質のマネ

ジメントを行うことが示されている（図 1）．サー

ビスレベル管理では，IT サービスの品質目標につ

いて，利用者と合意を形成し，契約（SLA：Service 
Level Agreement）を行う． 

 
図 1 サービスデザインと SLA の関係性 

 

2.4 民間向け IT システムの SLA ガイドライン 
SLA は，サービスマネジメントの重要な要素で

あり，概念と活用プロセスに関して広く知られる

ようになったが，現状サービスレベル目標（SLO：
Service Level Objective）については企業の状況に

応じて定義されることが多い．そんな中，JEITA
から「民間向け IT システムの SLA ガイドライン

[1]」の発行がされている．JEITA ソリューション

サービス委員会の SLA/SLM 専門委員会が，2002
年から SLA に関する研究を実施して，その成果を

基に策定されたものである．また，2008 年には，

SaaS に対応する SLA のガイドラインの追補版[3]
もインターネット上で公開された． 
 このガイドラインでは，480 種に及ぶサービスレ

ベル項目が解説されている．ただし，上記 SaaS
対応追補版も含めて，技術要件に関する項目のみ

を扱っており，SaaS が実現する業務要件に関する

品質を評価する項目は有していない． 
 
3. 技術要件 SLA の適用評価  
 
3.1 適用評価の目的と概要 

まずは，従来の技術要件に関するサービスレベ

ル項目を実際のクラウドサービス業務に適用を試

み，SLA の導入効果を検証することにした．適用

対象は，株式会社 TOKAI コミュニケーションズ

（以下，T 社と称する）のクラウドプラットフォ

ーム型のサービスである． 
 
3.2 適用評価の手順 
適用評価は，①SLO 項目表の作成，②SLO 項目

のレベル値についての検討・調整，③SLO 項目毎

にレベル判定の入力④レビューの順序で行った． 
 
①SLO 項目表の作成は，上述した SLA ガイド

ライン SaaS 対応版[3]を活用し作成を行った．SLO
項目のサービス値は SLA ガイドラインに準拠し，

4 段階のレベルに分ける． 
②レベル値の検討・調整に関しては，主に稼働

率に関して行った．クラウドでは，仮想化技術や

分散処理技術を用いるため，稼働率が急速に向上

している．そこで，雑誌上に記載されている最新

の IT ベンダの公開クラウドサービスを用いてレ

ベル値の見直しを行った． 
③SLO レベル判定の入力は，仕様書や実際の測

定値を項目表のサービスレベル値の該当項目に色

づけを行い，特記事項がある場合に記載を行った． 
④レビューは，レベル値の低かった値や項目，

特出している項目に関する考察などを行った． 
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3.3 適用効果 
 SLO 項目表を用いたことにより，客観的にサー

ビスを評価し，サービスレベル項目表の該当箇所

に色づけを行うことにより，分かりやすく視覚化

ができた（表 1）． 
 また項目群を，6 つの区分（可用性，信頼性，

サポート，性能基準，セキュリティ）を用いて分

類し，区分ごとのレベル値の集計をレーダーチャ

ート（図 2）に示した．これにより，提供サービ

スの強み弱みを明確に示すことができたので，T
社においては，サービスの改善方針の早期立案に

効果をもたらした． 
 
表 1 レベル値入力後の SLO 項目表（イメージ） 

内容 項目の考察
レベル3

(上位レベル)
レベル2

(中位レベル)
レベル1

(下位レベル)
レベル0

可用性
サービス時
間

アプリケー
ション運用
サービス
業務共通

アプリケーションサービ
スを提供する時間帯

サービス時間=アプ
リケーションサービ
スの稼働を開始し
てから終了するま
での時間

時間帯 365日24時
平日
8:00～
20:00

特定時間規定なし

保守性 [点検時間]

保守サービ
ス
HW障害対
策(予防保
守)

予防保守に要した時間
が運用ルールに規定さ
れていること

点検時間＝予防保
守に要した時間

時間(ｈ)
１時間
以内

３時間
以内

３時間
以内

規定無
し

機器の自己
診断機能を
利用

保守性
[パッチ適用
時間]

保守サービ
ス
SW障害対
策(予防保
守)

パッチ適用に要した時
間が運用ルールに規定
されていること

パッチ適用時間＝
パッチ適用に要し
た時間

時間(ｈ)
１時間
以内

３時間
以内

６時間
以内

規定無
し

保守性
[定期点検
間隔]

ファシリティ
管理
問題管理

ファシリティに関する点
検期間を実施する運用
ルールが規定されてい
ること

定期点検間隔=ファ
シリティ関連機器を
定期的に点検する
時間間隔

間隔(月) 1ヶ月 6ヶ月 1年以内 規定無し
機器の自己
診断機能を
利用

信頼性
[計画停止
の通知対
応]

アプリケー
ション運用
サービス
業務共通

計画停止時間はサービ
ス時間の一要素として
規定されるが、停止予
定を事前に通知するこ
とを規定していること

有無 無停止 あり なし

ユーザから
見たシステ
ム停止がな
いケースを
追記。

信頼性
[計画停止
の通知対
応]

ネットワーク
ワービス
運用管理

定期的な保守停止の連
絡確認を実施すること
を規定していること

有無 無停止 あり なし 同上

業務要件からのSLO システム要件からのSLO

分類 項目No
サービ
スレベル
項目

ービスレベル主要規定項

分類 規定項目 測定対象 測定方法 測定単位
判定基準

サ
ー

ビ
ス
時
間

(1-1) サービ
ス時間

(1-2) 計画停
止予定
通知

 
 

 
図 2 サービスレベル値に基づく 
レーダーチャート（イメージ） 

 
4. 会計システムを例とした業務依存 SLOガイド

ラインの開発 
 
4.1 業務プロセスモデルの作成 

業務要件の SLO 項目の設定を行う上での対象

業務システムは，現在クラウドで提供されている

業務サービスの中から，製造業における財務会計

システムを選択して題材とする．財務会計は，歴

史の古い会計システムの中でも，特に形式の定ま

った帳簿や帳票の管理が主であり，企業間で業務

内容の違いが比較的少ないためである． 
経済産業省が 2004 年に公表した「経理・財務サ

ービス スキルスタンダード[4]」を参照モデルと

し，会計システムを扱う業務や関連する業務プロ

セスに関して，トップダウン形式で分類・詳細化

を行った．分類・詳細化は，以下の 5 段階（A～E）
で進めた． 
 

A． 財務会計を 9 つ（販売プロセス，債務・債

権管理プロセス，在庫管理プロセス，固定資産管

理プロセス，人事給与プロセス，税務管理プロセ

ス，税務管理プロセス，月次決算プロセス，決算

プロセス）の大分類に分割した． 
B．大分類それぞれのフェーズから会社機能に

おける業務手順である中分類の区分に分類を行っ

た． 
C．小分類は，経理・財務機能における業務手

順の区分であり，会社機能の業務手順毎に，経理・

財務機能に注目して詳細化している．ここで，人

事給与プロセスと税務管理プロセスは，全体に占

める業務の割合や帳簿に入出力する頻度が少ない

ため，中分類までの分類に止めた． 
D．業務作業毎における参照／作成データの洗

い出しのために，小分類の経理・財務機能の業務

手順毎に，業務フロー図の作成を行った（図 3）． 
E．業務フロー図を基にして，次の節で定義す

るところのデータの参照を行う，あるいはデータ

の作成を行う業務因子を小小分類として抽出する． 

 
図 3 業務プロセス毎の業務フロー図 

 
4.2 データの体系化 
会計システムにおいて，主に参照／作成するデ

ータは各種台帳と各種元帳である．そこで，デー

タの体系化を行うにあたり，システムの参照モデ

ルの分類を基に，参照／作成データの洗い出しを

行った（表 2）．また，業務プロセスとデータの関

係を「R/W」（参照／作成）で示したプロセス・デ

ータ一覧を作成し，業務プロセスと一貫性をもつ

データの体系化を行った．先の節で述べた業務プ

ロセスとこの節で述べたデータの体系化を合わせ

て，システムモデルと称することとする． 
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表 2 販売プロセスの業務データ一覧（抜粋） 

 
 
4.3 業務要件 SLO 抽出方法 
財務会計システムにおける業務視点からの

SLO 基本項目の抽出の指標は 3 つある．システム

モデルに基づいて， 
ア．業務プロセスに基づく効率性の要件の設定 
イ．機能性及び利用性に関する機能要件の設定 
ウ．業務サービスの品質に関するサービスレベ 

ル項目の設定 
の観点から SLO の設定を行った．尚，アとイの機

能要件の 3 つの指標に関しては，ISO/IEC 9126[5]
の品質モデルの項目を参照した． 

ア．効率性の要件は，各小小プロセスの業務因

子の処理型を 4 つ（対話型，一覧出力，帳票出力，

バッチ）に分類し，求められる応答時間をそれぞ

れ 3 つのレベル（即時，短時間，長時間）で定義

する．その応答時間の長短が SLO となる． 
イ．機能性及び利用性に関する機能要件の設定

に関しては，業務プロセスの小分類単位毎に，合

目的性，正確性，相互運用性，利用性に関する機

能要件の設定を行い，SLO を策定した（表 3）． 
 
表 3 機能性及び利用性に関する SLO の一例 

レベル3
(上位レベル)

レベル2
(中位レベル)

レベル1
(下位レベル)

レベル0

合目的性
見積書作成
のガイドライ

ン

チェック手順が
あり、ガイドライ
ン保守の手順
が確立している

手順があり
保守の手
順がある

手順があり
チェック手
順がある

手順があり
再現率が
低い

手順なし

合目的性
承認の回
数・経路の
区分詳細化

見積書の承認
の回数やその
承認の経路の
区分詳細化・規
則化がされてい
る

詳細化・規
則化がさ
れている

詳細化が
されている

詳細化さ
れていない

正確性

過去の作成
例の参照お
よび照合
チェック

過去に作成した
見積書の参照
および照合の確
認を行っている

異常チェッ
クが多面
的に行わ
れている

異常値
チェックが
行われて
いる

作成時の
参照のみ

参照なし

利用性

見積書作成
インタフェー
スのカスタマ

イズ

見積書作成のイ
ンタフェースのカ
スタマイズの基
準値がある

個人・品目
ごとにカス
タマイズ基
準あり

個人・品目
ごとに可能

事業所ごと
に可能

なし

判定基準

見積書
作成

小分類 分類 項目名 項目の説明

 
 
ウ．業務サービスの品質に関するサービスレベ

ル項目の設定は，小分類に対して，ソフトウェア

と人が関わる業務サービスに関して，正確性，ス

ピード，リスクのパフォーマンス指標を用いて設

定を行った（表 4）． 

表 4 業務サービス品質に関する SLO の一例 

レベル3
(上位レベル)

レベル2
(中位レベル)

レベル1
(下位レベル)

レベル0

正確性
記載内容
の整合性

見積書に記載
する内容の転
記ミスの比率

0.1％以内 0.5％以内 1％以内 1％以上

スピード
作成まで
の時間

見積書作成ま
での時間

１営業日
以内

３営業日
以内

１週間
２週間以
上以上

リスク 作成誤り

見積書作成誤り
による後の工程
でエラーとして
戻される比率

1％以内 3％以内 5％以内 5％以上

小分
類

パフォー
マンス指
標の分

類

項目名 項目の説明

判定基準

見積
書作
成

 

 
5. クラウドにおける業務要件を含むサービスマ

ネジメントの手順 
 
5.1 サービスマネジメント手順の目的と要件 

本研究で提案する手順の要件は 3 つある．1 つ

目は，クラウドサービスにおける業務依存部分の

サービスレベル項目の設定である．2 つ目は，サ

ービサーによる顧客へのヒアリングの有効化・効

率化である．そして 3 つ目は，SLA に関する基本

事項をステークホルダーが理解することから，

SLA の作成~合意形成に至るまでの手順を網羅す

ることである． 
技術要件 SLO 及び業務要件 SLO を含んだ SLO

項目表とサービスレベル管理を中心にして，サー

ビス品質に関する情報共有をもれなく円滑に行う

ことも目指す．  
 
5.2 サービスマネジメントの体制 

本研究では，サービスマネジメントに関わるス

テークホルダーを 9 つに区分した．それぞれ顧客，

サービサーに属している．顧客は，サービスの利

用をする側の企業であり，サービサーはサービス

を提供する側の企業（IT ベンダなど）である．サ

ービスレベルマネジメントでは，顧客側とサービ

サー間でサービスの性能や品質の要件聴収や説明，

サービスレベル項目の調整などを行う必要が生じ

る．  

 
図 4 ステークホルダーの関係図 
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そこで各ステークホルダーが，顧客側，サービ

サー側それぞれの責任者に統括されるように構成

され，双方それぞれの担当者間で連携を取ること

が必要となる（図 4）．また，授受する書類の定義

を行い，マネジメント基本書類，顧客書類，サー

ビサー書類に分類を行った．また，授受する書類

は全部で 20 種類あり，他の部署から取得する既存

の書類，サービスレベル管理のために新規作成す

る書類の区分を設けた（表 5）． 
表 5 授受する書類の定義 

分類 書類名 区分

業務非依存ＳＬＡ項目表 既存

業務依存ＳＬＡ項目表 既存

標準業務プロセス体系図 既存

標準業務データ一覧表 既存

標準プロセス・データ関連表 既存

業務項目コンテンツ 既存

品質項目解説コンテンツ 既存

業務・アプリケーション体系図 既存（顧客企業）

業務・アプリケーション管理体制
図

既存（顧客企業）

顧客担当者情報 作成

固有業務情報 作成

固有品質情報 作成

ヒアリングメモ 作成

顧客要件情報 作成

アプリケーション運用・技術基盤
構成図

既存（サービサー
企業）

アプリケーション運用・技術基盤
管理体制図

既存（サービサー
企業）

技術担当者情報 作成

技術制約情報 作成

見積もり情報 作成

顧客請求費用 作成

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

基
本
書
類

顧
客
書
類

サ
ー

ビ
サ
ー

書
類

 
 

5.3 提案するサービスマネジメントの手順 
本研究で提案するサービスマネジメントの手順

は，大きく分けて 6 プロセス（概念理解，ヒアリ

ング，SLA の設定，顧客への説明，技術者への説

明，システム運用の実施と SLA 項目の監視と見直

し）で構成される．また，それぞれのプロセスに

中プロセス，小プロセスと分類を設け，小プロセ

ス毎に 5.2 で述べた書類の参照，参照した情報に

基づく検討・活動，成果の書類への記載など，手

順の詳細化を行った． 
 
Ⅰ．概念理解では，SLA の概念理解の他に業務

理解，担当者の確認，顧客サービサー双方の管理

体制の確認を行う． 
Ⅱ．ヒアリングでは，顧客担当者の担当範囲が

必要な範囲を網羅しているかどうかの確認を行い，

議事録などのヒアリングメモを中心に，顧客担当

者に要件のヒアリングを行っていく． 
Ⅲ．SLA の設定では，技術者からコストの見積

もりの回答を得，顧客要件などの情報を基に 4 章

で作成した SLO 表を用いて，SLO 項目の選択か

つ SLO のレベル値選択を行って SLA の設定を行

う．また，SLA 導入における PDCA サイクルの定

義も合わせて行う． 
Ⅳ．顧客への説明では，顧客の責任者・担当者

に SLA 項目の設定内容の説明を行い，理解を得る．

さらに SLA と費用の調整を行う． 
Ⅴ．技術者への説明では，サービサーの技術責

任者・担当者に対して SLA 項目の内容の説明を行

い，理解を得る．また，技術者に運用や技術基盤

の構成と体制の定義を行ってもらい，顧客の要件

との合致を確認する． 
Ⅵ．システム運用の実装と SLA 項目の監視と見

直しでは，日々のシステムの運用管理を行うと共

に，SLA 項目の監視や顧客要件に合わない SLA
項目の把握を行い，見直すべき SLA 項目に関して

は再検討を行う． 
 

 また，作成した手順と SLA ガイドラインにおい

て示されている SLA の作成プロセス手順との比

較を行った（図 5）．本手順では，SLA ガイドライ

ンの SLA 作成プロセス手順における「影響度の選

択」から，「SLO の選択」，「レベル値の選択」ま

でにおける SLO の扱いに業務要件 SLO を加え，

且つ手順と成果物をより具体化したことになる． 

 
図 5 SLA ガイドラインの手順と 
提案マネジメント手順との比較 

 
6. 評価 
 
6.1 技術要件の適用評価に関して 
 適用結果に関して，T 社から評価を行って頂い

た．適用評価にて，現行サービスの品質の可視化

ができ，技術者にとってサービスの品質に対して

鑑みる一つの資料となった．しかし，今回の適用

評価では，項目毎の影響度を考えておらず，影響

度を反映しない場合，項目数の数によって結果が

レーダーチャートに反映されてしまう．しかし，

事業立案策定の議論に対して，それを促す要因と
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なりえる成果物である．との評価を頂いた． 
6.2 サービスマネジメント手順及び業務要件

SLO に関して 
サービスマネジメント手順及び業務要件 SLO

の設定に関して，T 社及びグローバル企業の会計

システムを担当されている米国公認会計士の方か

ら評価を頂いた． 
サービスマネジメント手順に関しては，現場に

おいて，契約に関して個々の経験に頼っている部

分がある．そのため，このように手順として整理

がなされていると完了事項に随時チェックを行う

ことにより，作業漏れを防ぐことができる．しか

し，このようなマネジメント手順を現場に一気に

浸透させることは難しく，手順もさらに詳細化を

行い，精度をあげるべきである．さらに，会社の

規模や業態に応じた対応，業務の範囲などに応じ

たバリエーションモデルの提供や，RFP などへの

落とし込み，部門などの対象範囲の設定・拡張を

盛り込む方が良い，との評価を頂いた． 
業務要件 SLO に関しては，業務プロセスにおい

て，業務の機能とシステムとヒトとの役割を含め

た業務のフローの検討が必要となるため，サービ

スレベル管理もその両面から行うことは適切であ

る．また，SLO の設定項目では，実在性や権利義

務などの会計監査の視点，業務改善提案を含むマ

ネジメント品質の視点，組織構造を考えたコスト

の視点，グローバルにおける言語対応などのデリ

バリーに関する視点があり，このような視点を

SLO に取り入れると良い，との評価を頂いた． 
 

7. おわりに 
 
 本研究では，クラウドシステムにおいて重要と

なってくるサービス品質の「見える化」を，非業

務依存部での適用評価の実績を基に，業務依存部

分を含めて推進した．本研究の成果は 3 つあると

言える． 
 まず一つ目は，業務プロセスとそこで作成・参

照されるデータの区別のモデル化を行ったことで

ある．製造業の財務会計システムという限られた

分野ではあるが，これらのプロセスやデータの体

系付けや整理を行うことで，性能要件や留意事項

の把握が容易となった． 
 二つ目は，販売管理プロセスのみの範囲ではあ

るものの，指標に従って一通りの要件を洗い出し

たことである． 
そして最後は，PDCA サイクルを用いたマネジ

メント手順の提案ができたことである．SLA の設

定だけではなく，それを中心とした顧客とサービ

サーでのやり取りや授受される書類を明示した． 

マネジメント手順では，JEITA の SLA ガイドラ

インのものをより詳細化し，書類の体系を明確化

できた． 
今後の展望としては，まず現在 SLO の設定が販

売管理のプロセスのみであるので，これを財務会

計システム全体に広げ，各方面とのレビューを進

めていきたい．業務の視点に関しては，外部から

の評価にもあるように，対象とする範囲によって

外部からの評価にもあるように，取り入れる指標

や視点も多いので，さらに比較検討を進めていき

たい．また，マネジメント手順も詳細化を行い，

実務サイドとの整合性をチェックしていきたい． 
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