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要旨 
 
従来のシステムを保守運用する形態とは異なり、ネットワーク上のシステムを共有する

クラウドシステムが普及している。クラウドサービスの提供サービスモデルの一形態とし

て、サーバから業務アプリケーションまでを提供する SaaS（Software as a Service）があ

る。インターネット上でアプリケーションを利用し、保守運用を行うため、利用者にとっ

てサービスの品質が見えにくい。そのため、サービスマネジメントが重要となる。そのサ

ービスマネジメントでは、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。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．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． 
本研究では、まず従来提案されているサービスレベル管理方法を用いて、実際に稼働し

ているクラウドサービスへの適用評価を行ってその効果を検証した。結果は、システムの

性能に着目する技術要件の項目でのサービス品質の「見える化」を可能にしたが、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． 
そこで、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．財務会計の業務プロセスの分類・詳細化を行ってシステムモデルの作成を行い、そ

のシステムモデルを参照してデータの関係を体系化した。作成したシステムモデルや体系

化したデータを用いて、業務プロセス毎の応答性などの性能要件、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、

業務依存 SLO 項目表の作成を行った。 
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、それに関わる

ステークホルダー、必要書類を明らかにし、それらを含めた手順書の作成を行った． 
以上の開発の状況とともに、グローバル企業の会計システムに関わっている米国公認会

計士や、実際システム開発に携わっている技術者本研究の成果の評価を頂いた。それを踏

まえて、今後適用評価と改良拡張を進める方向について述べる． 
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第１章 序論 
1.1 本研究の背景 

 近年の情報システムの投資を数年見ていくと、経営状況と密接に関係しており、長引く

不況と震災の影響により減少傾向にあることが窺える。さらに、投資の内訳を情報システ

ムの開発費と保守運用費に分けて見ていくと、企業は開発よりも保守運用に重点を置いて

いることが分かった。 
また、クラウドコンピューティングという技術が登場した。クラウドを利用することで、

情報システムの保守運用がインターネット上で他ベンダに委ねられることとなった。しか

し、インターネット上での保守運用は、サービスの品質が捉えにくく、利用者と提供者の

間で、サービスの品質を明確にする必要がある。そこで、サービスマネジメントを行い、

サービスの品質の明確化を図ることが重要となる。 
 一方、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®の普及が進んでいる。ITIL®では、サービスレベル管理を中心として、IT サービスの目

標を利用者と合意形成を行うプロセスを定義している。この IT サービスの目標の合意形成を

SLA（Service Level Agreement）という。SLA については、電子情報産業協会から SLA の考

え方からSLAの合意契約までPDCAサイクルでサービスレベル管理を行う手引書である、「SLA

ガイドライン」が発行されている。しかし、「SLA ガイドライン」は、技術要件に関するサー

ビスレベル項目のみを扱っておりクラウドサービスのなかでも最も成長が期待されている、

SaaS（Software as a Service）が実現する業務要件に関する品質については、それを評価

する項目を有していない。 
  

1.2 本研究の目的 

 前述の背景を踏まえ、本研究ではクラウドシステム特に SaaS サービスにおいて、従来の

技術要件からの SLO 項目だけではなく、それを含めた業務要件のSLO 項目の設定を行い、

サービス品質の「見える化」を図る。また、業務要件の SLA を含めたサービスマネジメン

ト手順の提案を目的とする。 
 

1.3 論文の構成  

本論文は全 6 章から構成される。 
 第 1 章では、本研究を行うにあたっての背景と目的を述べた。 
 第 2 章では、システム運用形態の変化とサービスマネジメントの必要性、内容について

述べた。 
 第 3 章では、業務非依存 SLO を用いた適用評価について述べた。 
 第 4 章では、会計システムを例とした業務要件 SLO の設定について述べた。 
 第 5 章では、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方法の手順につい
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て述べた。 
 第 6 章では、適用評価及び業務要件の SLO とその活用手順の評価を述べた。 
 第 7 章では、結論と今後の展望について述べた。 
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第 2 章 システム運用形態の変化とサービスマネ

ジメント 
 

2.1 IT 産業を取り巻く環境の変化 

2.1.1 IT 投資コスト 

 以下の図 2-1 は、経済産業省から公表されている「平成 22 年度企業の IT 投資動向に関

する調査報告書（以下企業 IT 動向調査と称する）[1]」と、その委託先である社会法人日本

情報システム・ユーザー協会かから平成 25 年に公開された「企業 IT 動向調査 2013 プレ

スリリース[2]」から、近年における企業の IT 予算の増減を抜粋しまとめたものである。 
 

 

図 2-1  IT 予算の増減 
（出典：参考文献[1][2]） 

 

 図 2-1 では、11 年度の予算までは、IT 予算を増加または現状維持する企業の合算値が、

徐々に増加している一方で、震災の影響で 12 年度の IT 予算の増加・不変の合算値は減少

している。また、13 年度の予測は、不変の割合が一番多い結果となっており、企業の IT 投

資に対する現状維持の姿勢がうかがえる。以上のことから、会社の経営状況と IT 予算の増

減が密接に関わっているといえよう。 
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2.1.2 開発費用と運用費用 

表 2-1 一企業当たりの開発費と保守運用費 
（出典：参考文献[1]）

 
 
表 2-1 は、「企業 IT 調査 2011 [1]」に掲載されている、情報システムに関する開発費と保

守運用費の推移をまとめたものである。開発費は、08 年度計画の 839 百万円から 09 年度

計画の 680 百万円に 19.0％減少しているが、一方の保守運用費は、09 年度計画の 981 百円

から 10 年度計画の 971 百万円に 1.0％減少しているに止まり、その他は増加している。全

体で見ると長引く不況や震災の時期にあたりながらも保守運用費はほぼ横這い傾向となっ

ている。 
 

 
図 2-2 売上高別 開発費と保守運用費の推移 

（08 年度の保守運用費=100 とした指数）（出典：参考文献[1]） 
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図 2-2 は、売上別に、100 億円未満、100～1000 億円未満、1000～1 兆円未満、1 兆円以

上に企業を分類し、開発費と保守運用費の推移を表した図である。この図から、売上高 100
～1 兆円未満の企業では、開発費の減少と増加に、保守運用費の減少と増加が比例しており、

関係性が見受けられる。しかし、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。また、売上高 100 億円未満の企業においては、開発費が 19％減少であるのに対し、保

守運用費は 2％増加している。 
 

 
図 2-3 売上別 IT 予算の増減 

（出典：参考文献[1]） 
 
 図 2-3 は、09 年度から 11 年度における IT 予算の推移である。100 億円未満、100～1000
億未満、1000～1 兆円、1 兆円以上の四つの企業分類を設け、企業分類毎に IT 予算の増減

についてまとめたものである。この図から、09 年度の IT 予算において、売上高 100～1000
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億円未満の企業で 48％、1000～1 兆円の企業では 65％、1 兆円以上の企業に至っては、67％
と、半数程度かそれ以上の企業が、IT 予算を減少させていることが分かる。 
 しかし、図 2-2 の開発費と保守運用費の推移を見ると、09 年度の開発費は、どの企業分

類も減少している。一方の保守運用費は、売上高 100～1 兆円の企業では保守・運用費がわ

ずかに減少しているものの、100 億円未満の企業と 1 兆円以上の企業では、保守・運用費は、

前年度に比べ増加している。つまり、大幅な、IT 予算の減少が行われる中、開発費を重点

的に減少させ、保守運用費は減少させずに保持している。 
また、売上高 100 億円未満の企業に注目すると、09 年度から 10 年度まで、IT 予算を減

少させる企業が増加企業を上回っている。11 年度では、IT 予算が不変の企業が全体の半数

近くに上ることから、09 年度から 11 年度にかけて、売上高 100 億円未満の企業の IT 予算

は、減少している傾向にあるといえる（図 2-3）。その一方で、図 2-2 の保守運用費の推移

を見ると、年々増加していっていることが分かる。このことから、売上高 100 億円未満の

企業においては、保守運用費が IT 予算を占める割合が年々大きくなっていることが分かる。

総じて、各企業を見ると全体的に開発費よりも保守運用費に重点を置いているといえる。 
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2.2 クラウドサービス 

 クラウドサービスとは、インターネットを経由して様々なサービスを多様なデバイスか

ら利用できるサービスである（図 2-4）。クラウドは、サーバの仮想化やタスク／ストレー

ジの分散処理などの技術を用いて構成され、単一の利用者へのサービスではなく複数の利

用者が利用できるマルチテナント型サービスである。アプリケーション、コンテンツ、デ

ータベース、開発環境、デスクトップ環境、ネットワーク機器、サーバなど多種多様なサ

ービスが提供可能であり、利用者はそれらのサービスを、カスタマイズや組み合わせを行

ってサービスを利用していく。利用者がサーバなどの設備を保有せず、保守運用をインタ

ーネットで行う為、設備費などのコストがかからない利点がある。 

 

図 2-4 クラウドサービスの概要図 
 
2.2.1 クラウドコンピューティング 

 図 2-5 は、米国国立標準技術研究所（NIST：National Institute of Standards and 
Technology、以下 NIST と称する）によって、実装モデル（Deployment Models）、サービ

スモデル（Service Models）、基本的な特徴 Essential Characteristics）共通的な特徴

（Common Characteristics）の 4 つの視点から見た、クラウドの定義フレームワークであ

る[3]。NIST ではクラウドコンピューティングの定義を、「共用の構成可能なコンピューテ

ィングリソース（ネットワーク、サーバ、ストレージ、アプリケーション、サービス）の

集積に、どこからでも、簡便に、必要に応じて、ネットワーク経由でアクセスすることを

可能とするモデルであり、最小限の利用手続きまたはサービスプロバイダとのやりとりで

速やかに割当てられ提供されるものである」としている[4]。 
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図 2-5  NIST によるクラウドの定義フレームワーク 

（出典：参考文献[3]） 
 
 クラウドコンピューティングには、実装モデル形態、サービスモデル形態に依存しない

形で、基本的な特徴、共通的な特徴が存在する。基本的な特徴は、クラウドを構成する技

術面での優位性を示す要素である基本的な要素である。共通的な特徴は、クラウドサービ

スにおいて共通して追求されている特性であり、これらのすべてが利用者にもたらされる。

例えば、災害や需要対策に役立つ地理的分散型配布は、規模が小さい会社では実現が難し

い場合が多い。しかし、クラウドを利用することで、結果的に地理的分散を行う場合と同

様の効果が得られる。つまり、クラウドによって少ない資金で大きな効果が得られるので

ある。以下が、NIST のクラウドの定義による基本的な特徴と共通的な特徴をあげる。 
 
【基本的な特徴】 
 オンデマンド・セルフサービス（On Demand Self-Service） 
 幅広いネットワークサービス（Broad Network Access） 
 リソースの共用（Resource Pooling） 
 スピーディな拡張性（Rapid Elasticity） 
 サービスが計測可能であること（Measured Service） 
【共通的な特徴】 
 大規模（Massive Scale） 
 同質性（Homogeneity） 
 仮想化（Virtualization） 
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 回復力のあるコンピュータ（Resilient Computing） 
 低コストソフトウェア（Low Cost Software） 
 地理的分散型配布（Geographic Distribution） 
 サービス指向（Service Orientation） 
 先進的セキュリティ技術（Advanced Security） 
 
2.2.2 クラウドの提供サービスモデル 

 NIST が定義するクラウドの提供サービスモデルには 3 種類ある。IaaS（Infrastructure 
as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、そして SaaS（Software as a Service）で

ある。以下の図 2-6 は、クラウドの提供サービスモデルとその対象範囲の図である。 
 

 

図 2-6 クラウドのサービスモデルと提供範囲 
 

IaaS は、データセンタなどのサーバ設備、ネットワーク機器などのハードウェア、OS
などの基本ソフトウェアまでのコンピュータシステムの基盤となる部分を対象範囲として

いる。サーバ環境の提供が主となる為、SaaS や PaaS に比べて極めて自由度が高いサービ

スである。 
PaaS は、データセンタからデータベースなどのインフラソフトウェアまでを対象範囲と

し、アプリケーションの機能を、稼働環境整えたプラットフォーム機能をサービスとして

提供している。ただし、開発言語や開発ツール、運用環境がある程度限られている。 
 SaaS は、データセンタから運用までを提供範囲とし、サーバ側で稼働させたアプリケー

ションの機能を、ネットワークを経由して利用者に提供するサービスである。既存のシス

テムと連動させるためにカスタマイズが必要な場合も多いが、必要な機能だけを既存シス

テムと連結させることも可能であり、既存のシステムを補完していく利用方法がスタンダ

ード化されようとしている[5]。 
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2.2.3 クラウド利用動向 

 図 2-7 は、株式会社ノークリサーチがプレスリリースで公開した、クラウドサービスモデ

ルの SaaS、PaaS、IaaS それぞれの国内クラウド市場規模の推移予測である[6]。この図か

ら、クラウドサービス全体が、2013 年から 2015 年まで市場が増加していく予測が立てら

れている。また、個別で見ると SaaS の市場規模が一番大きく、PaaS、IaaS 双方の約 6 倍

の規模となっている。以上から、クラウドの利用は今後増加していくと予測され、また、

その中でも SaaS の利用が中心となっていくことが考えられる。 
 

 

図 2-7 形態別国内クラウド市場規模の予測 
（出典：参考文献[6]） 

 

2.3 サービスマネジメント 

2.3.1 サービスマネジメントの必要性 

 企業が保守運用に力を入れ、クラウドサービスの利用を進めている。クラウドサービス

登場以前から、ハードウェア、ソフトウェア、データなどを自分自身で保有せず、IT ベン

ダのデータセンタなどにあるものを利用する IT サービスやアプリケーションサービスが存

在した。しかし、クラウドサービスが普及することによって、「利用者がインターネットの

向こう側からサービスを受け、サービス利用料金を払う」形態が一般化しようとしている。 
そこで、利用者側から見ると、資源が物理的所在の特定が困難であり、同時に複数の利

用者が利用する状況からのセキュリティ面での不安、事業者の管理レベルの把握なども難

しい。また、2011 年に関西情報・産業活性化センターが公開した「コンテンツ産業分野に

おける SaaS／クラウドの普及に関する調査研究報告書[6]」のアンケート調査によると、セ

キュリティや事業継続面などの運用面において 8 割にのぼる回答者が不安ありとしている。

従って、クラウドサービスではサービスマネジメントを行い、「サービス品質の見える化」

と業務の最適化を図ることが重要である。 
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2.3.2  ITIL® 

ITIL®（Information Technology Infrastructure Library）とは、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[7][8]。「サービス全体を包括する

もの」であり、提供させる IT サービスの品質の継続的な測定と改善に、事業と顧客双方の

観点から焦点をあてている。 
 ITIL®v3 では、戦略の立案を行う「サービスストラテジ」、戦略に基づいたサービスの設

計を行う「サービスデザイン」、背景に基づいたサービスの導入を行う「サービストランジ

ション」、サービスの日々の運用によって、顧客にサービスの価値を直接提供する「サービ

スオペレーション」、IT サービスとプロセス改善の管理を行う「継続的サービス改善」の各

フェーズがある（図 2-8）。各フェーズを通じて、IT サービス、プロセスの効率性、有効性

を改善し、顧客にとって価値を創出、維持する活動を行う。 
 

 

図 2-8 サービス・ライフサイクル 
 
2.3.2.1 サービスデザインと SLA の重要性 

 ITIL®v3 のサービスデザインでは、IT サービスの戦略やビジネスの要件を基に IT サー

ビスの設計を行う。ここで設計の中心となるものは、サービス・カタログ管理とサービス

レベル管理である。サービスレベル管理では、サービス・カタログにまとめている顧客に

提供している IT サービスの目標について利用者と合意する。これを SLA（Service Level 
Agreement）という。サービスデザインでは、利用者と合意した SLA を満たすように、可

用性管理、キャパシティ管理、IT サービス財務管理、IT サービス継続性管理、情報セキュ

リティ管理、サプライヤ管理などで IT サービスを設計する（図 2-9）。ここで設計したキャ

パシティ管理、可用性管理、IT サービス継続性管理、情報セキュリティ管理を用いて、「サ
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ービストランジション」で IT サービスを本番環境に導入できる状態に移行させる。さらに

サービスデザインで合意した SLA に基づき、「サービスオペレーション」で日々の運用の

モニタリングとデータ収集を実施する。つまり、SLA に基づくサービスレベル管理が、「サ

ービストランジション」や「サービスオペレーション」のフェーズに深く関わり、ITIL®
の中で重要な役割を担っている。 
 

 

図 2-9 サービスデザインと SLA の関係性 
 
2.3.3 SLA 

 SLA（Service Level Agreement）とは、通信サービス事業者が利用者にサービスの品質

を保証する制度である。例えば、回線の最低通信速度やネットワーク内の平均遅延時間、

利用不能時間の上限など、サービス品質の保証項目などのサービスレベル項目がある。ま

た、品質を保証するために、サービスレベル項目の目標値を実現できなかった場合の、利

用料金の減額に関する規定などをサービス契約に含め、サービス事業者と利用者の間で合

意する必要がある。 
SLA では、顧客と合意する際に目標値を設定するサービスレベル目標（SLO：Service 

Level Objective）を設定し、設定したサービス品質を保証する為、顧客に提供するサービ

スの品質を定義し、保証した値を実際に遵守しているか評価を行う必要が生じてくる。そ

こで、サービスレベルの合意の後に、一定の周期で IT サービスの成果に対する監視、レビ

ュー・報告及び低品質なサービスを取り除く活動を行い、IT サービスの品質を維持し、段

階的に改善していく（図 2-10）。これらの活動を SLM（Service Level Management）と呼

んでいる。 
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図 2-10 SLA と SLM の役割 

 
 図 2-11 は、情報システムのライフサイクルと SLA の関係の図である。情報システムのラ

イフサイクルには、経営戦略フェーズ、IT 戦略フェーズ、IT 資源調達フェーズ、IT 導入フ

ェーズ、IT サービス活用（IT 運用）フェーズがある。経営戦略フェーズには事業部門、IT
戦略フェーズから TI 導入フェーズには IT 企画部門、IT 設計部門、IT 開発部門、IT サー

ビス活用フェーズには IT 運用部門が関わっている。SLA は、IT 戦略フェーズに重要で影

響度の強い SLA の規定を行い、IT 資源調達フェーズには目標であるサービスレベル値の規

定を行い、IT 導入フェーズでは運用の設計に SLA を反映させる。 
 

 

図 2-11 情報システムライフサイクルと SLA の関係 
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ITIL®の標準化に伴い、SLA の概念と活用プロセスに関しては広く知られるようになっ

たが、現状サービスレベル項目や SLO の設定については、各企業の状況に応じて定義され

ていることが多い。表 2-2 は後述の電子情報技術産業協会が発行している SLA ガイドライ

ンに掲載されている、2009 年に行われた SLA の利用実態把握のためのアンケートの結果で

あり、SLA の普及率に関しては言及されていないが、SLA が必要・不必要である理由が記

載してある。運用やサービスレベルの品質改善が可能になること、実態の把握が容易にな

ること、費用対効果を把握できることが SLA 必要である理由に挙げられている一方で、SLA
の活用の仕方が分からない、SLA がよく分からないこと、SLA を活用することの有効性が

分からないことなど、SLA に対する理解が乏しいことから SLA の必要がないという理由に

繋がっている。 
 

表 2-2 SLA は必要・必要ないの理由 
（出典：参考文献[7]） 
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2.3.4 SLA のガイドライン 

 「民間向け IT システムの SLA ガイドライン（以下 SLA ガイドラインと称する）[9]」は

電子情報技術産業協会（以下 JEITA と称する）から 2004 年度に第一版が発行されて、現

在（2013 年 2 月）まで計四版出版されている。SLA 導入にあたり、SLA の考え方から SLA
合意契約まで標準的なプロセスと基準を紹介した手引書である。 
 特徴は、SLA 導入のチェックリストから契約までの手順が詳細に記されており、その際

に使用する書類の雛形が提示されていることが特徴である。以下の図 2-12 は、SLA ガイド

ラインで定義されている SLA の作成手順と提供されているツールと、インプット・アウト

プットされる書類の関係図である。SLA ガイドラインで提供されているツールを使用し、

SLA の作成手順を実行していく。 
セルフアセスメントのステップにおいては、システムの弱点を分析し、対象業種・業務・

サービスの選択を行うステップでは、システムの対象範囲を選択する。業種、業務・サー

ビスによって求められるサービス品質が異なるためである。影響度の選択やサービスレベ

ル項目の選択、レベル値の選択では、サービス品質の低下が与える影響の大小やコストを

鑑みた SLO の選択、サービスレベル値の設定を行う。指標評価・検証では、設定したレベ

ル値が顧客に適しているかの確認を行う。ここで不適切なレベル値があった場合には SLO
の見直しをし、レベル値の選択から再度選択を行う。その後、契約書を作成し、合意が得

られると仮運用を経て本運用を開始する。ここでは、適切な形で運用されているかを定期

的に見直すことが必要となる。 
 

 
図 2-12 SLA の作成プロセスとツール 
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また、SLA ガイドラインでは、サービスレベル項目を 3 つ（IT サービス、IT プロセスマ

ネジメント、IT リソース）のサービスカテゴリに分類している。図 2-13 は、3 つのサービ

スカテゴリとそこに含まれるサービス対象の分類を記載している。 
IT サービスは、セキュリティサービスや保守サービスなど 6 つのサービス対象があり、

顧客と合意すべきサービス内容を主体としている。IT プロセスマネジメントには、アプリ

ケーション管理やコンピュータ管理など 5 つのサービス対象があり、提供者の内部プロセ

ス管理と内部監査の仕組みを主体としている。IT リソースにはファシリティやコネクティ

ビティなど 6 つのサービス対象があり、IT リソースの管理などを主体としている。これら

のサービスカテゴリのサービス対象の分類により、約 480 ものサービスレベル項目を分類

し評価観点を明確にしている。 
 

 
図 2-13 3 つのサービスカテゴリとサービス対象 
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 本研究では、主に JEITA が提唱している SLA ガイドラインの内、以下 3 つを参照・利

用している。 
① 民間向け IT システムの SLA ガイドライン 
② 民間向け IT システムの SLA ガイドライン－追補版：SaaS 対応編（以下、ガイドラ

イン SaaS 対応版と称する） 
③ 民間向け IT システムの SLA ガイドライン 第四版 

 
① 民間向け IT システムの SLA ガイドライン 

標準 SLA 表のサービスレベル項目群の参照を行った。 
 

② 民間向け IT システムの SLA ガイドライン－追補版：SaaS 対応編[10] 
平成 20 年 1 月に公開されたものであり、SaaS における SLA ガイドライン手順を紹介し

ている。また、SaaS における SLO の項目例を紹介している。 
「ガイドライン SaaS 対応版」では、SaaS サービスにおいて、サービス提供者と利用者

の双方で SLA の着眼点が異なっているとしている。サービス提供者においては、IT システ

ムに SaaS サービスのアプリケーション機能を提供する上で、IT システムによる実装が必

須要件である為、IT システムに着目した要件が中心となる傾向が多い（図 2-14）。一方、

利用者においては、SaaS サービスのアプリケーションを業務で利用している為、SLA に対

する要求は業務要件が中心となる傾向が多い。従って、サービス提供者と利用者の視点の

違いを共通認識とし、SLA を取り決めていくことが重要であると指摘している。 
 

 
図 2-14 SaaS における SLA の視点 
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 また、「ガイドライン SaaS 対応版」では、SaaS における SLA 標準項目例も示している。

例示された項目は、業務要件からの SLO の分類をシステム要件からの SLO に再構築され

ている。 
以下の図 2-15 が例示されている業務要件からの SLO である。業務要件に即して、サー

ビス時間、可用性、信頼性、サポート、性能基準、セキュリティの 6 つにサービスレベル

項目分類が分類されている。 
 サービス時間では、使用可能時間や使用不可の時間を明記し、突然停止防止のコントロ

ールを行っている。可用性では、サービスの稼働率やサービスの継続性などの SaaS サービ

スが常時使用可能であるかコントロールを行う。信頼性では、システムの異常を検知する

手段や、バックアップ／データ保証を行うことによりシステムの信頼性を確保する。サポ

ートでは、障害時の対応やサポートデスクの品質の確保を行っている。性能基準では、オ

ンライン応答時間やバッチ処理時間などの項目により、システムの性能をコントロールし

ている。セキュリティでは、公的認証取得の要件や情報取扱者の制限を取ることで、シス

テムのセキュリティの安全性を確保している。 

 
図 2-15 業務要件からの分類とサービスレベル項目の例 
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③ 民間向け IT システムの SLA ガイドライン 第四版[11] 
ガイドライン SaaS 対応版の SLA 項目の分類においては、サービス時間、可用性、信頼

性、サポート、性能基準、セキュリティの 6 区分となっていた。一方、第四版では、クラ

ウド活用時のリスクによる分類を採用しており、さらにクラウドの利用場面の意識が高く

なっている。図 2-16 は、「ガイドライン SaaS 対応版」の SLO 項目の分類と第四版でのリ

スクコントロールの考えに基づく SLO 項目の分類との比較である。「サービス時間」、「サ

ポート」の区分がなくなり、「データ管理」、「移行」、「責任範囲」、「法令」、「拡張性」の 5
つの区分が追加された。第四版では SLO 項目が「可用性」、「信頼性」、「セキュリティ」、「性

能」、「データ管理」、「移行」、「責任範囲」、「法令」、「拡張性」の 9 区分に分類されており、

以下に 9 区分の内容を示した。 
 

 
図 2-16 リスクコントロールに基づく SLO の新分類 

 
【可用性】 

利用者側から見ると、クラウドサービスの停止リスクと、インターネットの利用不可リ

スク、性能低下リスクが存在している。 
【信頼性】 
 インフラが共用であるため、他の利用者対応で発生した障害の影響が波及するリスクや

障害復旧に想定以上の時間がかかるリスクがある。 
【セキュリティ】 
 サービスのセキュリティ対策が不十分な為、情報漏洩やネットワーク攻撃の対象となっ

てしまうことがある。 
【性能】 
 インフラが共用であることから、サーバやネットワークで他の利用者の利用負荷増大で、

性能機能低下の影響を受けるリスクがある。 
【データ管理】 
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 クラウドサービスでは応答性を高めるためのデータ一貫性が完全に保証されないリスク

や、コンピュータ資源の共用によりデータ改竄や破壊のリスクがある。 
【移行】 
アプリケーションやデータ形式に制限があり、サービス提供者間でアプリケーションやデ

ータの移行ができないリスクがある。 
【責任範囲】 
 クラウドサービスの障害の場合、利用者側で確認できる範囲が限られる可能性があり、

サービス提供者が他のサービスを利用することで仕組みが複雑になり、障害時の責任範囲

が不明確になるリスクがある。 
【法令】 
 データを社外におくことで監査要件を満たさなくなるリスクや国外へのデータ保存に関

する制約を受けるリスクがある。 
【拡張性】 
 利用者の業務変更に伴うアプリケーションの変更ができないリスクや利用者のユーザ数

増加でサービス性能が低下するリスクがある。 
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第 3 章 業務非依存 SLA の適用評価 
 

3.1 適用評価の目的と概要 

 前章ではて運用形態の変化とサービスマネジメントについて述べた。本章では、実際に

従来のサービスレベル項目群を実際のクラウドサービス業務に適用した手順とその適用評

価の効果について述べる。今回の適用評価では、クラウドサービスのサービス品質の「見

える化」、標準化が目的であり、顧客との SLA 契約の実施は対象範囲外である。 
尚、本事例評価は株式会社 TOKAI コミュニケーションズとの共同研究で評価を進めた。 

 
3.1.1 対象サービス 

 株式会社 TOKAI コミュニケーションズ（以下 TOKAI-COM 社）は、昭和 52 年創立さ

れた静岡市に本社を構える IT サービス会社である。本研究では、TOKAI-COM 社の提供す

るクラウドプラットフォーム型サービス「CPS」を対象において適用評価を行った。 
 
3.1.2 使用したサービスマネジメント 

 適用評価で用いたサービスマネジメントは、JEITA から公開された「ガイドライン SaaS
対応版[10]」と、SLO 項目の抽出に「SLA ガイドライン[9][11]」を利用する。 
 
3.1.3 適用評価の手順 

 CPS をはじめとした提供サービスの標準化を図るにあたり、クラウドサービスで重要と

される提供されるサービスの性能・信頼性などに注目しマネジメントを行う必要がある。

本研究では、サービスの性能・信頼性を管理する SLA を利用する。SLA を利用することで

サービス品質の「見える化」だけでなく、サービスレベルの管理を行うことができる。そ

して、サービス品質の「見える化」を行うことによって、サービスの強み・弱みを把握す

ることが可能となる。また、マネジメント基盤を整えることによって、サービスレベル管

理の保守が容易となり、サービスレベルの向上、つまりクラウドで提供されるサービスの

品質の向上につながる。 図 3-1 は、SLA を用いた適用評価の手順であり、詳細は以下で

述べる。 
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図 3-1 SLA を用いた適用評価の手順 
 
＜Step1＞SLO 項目表の作成 
 適用評価での SLO 項目表は、「ガイドライン SaaS 対応版[10]」付録「SaaS 対応サービ

スレベル項目一覧表」に例示された SaaS におけるサービスレベル項目例を基にし、SLA
ガイドラインで設定されている標準 SLA 項目表から対応する SLA 項目を抽出し、SLO 項

目表を作成した。尚、作成した SLO 項目表は、「SaaS 対応サービスレベル項目一覧表」と

比べ、規定項目の内容、測定方法、判定単位、判定基準、測定値、判定、対策、項目の考

察、備考を追加した。逆に、表 S/P/R、解説、管理区分の項目を削除を行った。 
 
＜Step2＞SLO 項目のレベル値についての検討・調整 
 SLO 項目表に実際のサービスレベル値を入力して検証を行う前に、作成した SLO 項目表

の判定基準のサービスレベル値が適切な値であるか、その妥当性について検討・調整を行

う必要がある。 
 
＜Step3＞SLO の項目毎にレベル値の判定入力 

TOKAI-COM 社の「CPS」のサービスレベル値の検証を行う。対象のサービスレベル値

は、仕様書や担当技術者、実際の測定値を基に、項目表の該当サービスレベル値の項目に

色づけを行う。また、サービスレベルの値に関して自社独自の説明があれば記載を行う。 
 
＜Step4＞レビュー 
 サービスレベル値の入力後、SLO 項目表のレビューを行う。今回は自社の強みや弱点の

分析し、値が低い項目は何故低いのかの調査を行った。また、強みを特化するために自社

のサービスの強みのサービスレベル項目の追加を行った。 
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3.2 適用評価による成果物 

 表 2-1 の作成した SLO 項目表は、適用手順の Step1 で作成される成果物である。列項目

のうち、S/P/R は「SLA ガイドライン」におけるサービスレベル項目の分類の 3 種類を示

している。表 S/P/R にて新規と表示されているサービスレベル項目は、今回新規に追加さ

れた項目である。また、削除した管理区分の項目は測定対象下部に記載している。 
尚、表 3-1 の SLO 項目表は、業務要件からの SLO 部（①）とシステム要件からの SLO

部（②）の対応付けを行っている。業務要件からの SLO は前章の 2.3.4 を参照して頂きた

い。尚、業務要件からの SLO 部を①とし、システム要件からの SLO 部は②とし、以下に

項目表に用いた列項目を記載する。尚、適用評価で作成した SLO 項目表は、付録 1SLO 項

目表として記載している。 
 

表 3-1 作成した SLO 項目表 

測定値

(とその

推移)

判定 対策 項目の考察 備考

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

1 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時間

平日8:00～

20:00
特定時間帯のみ規定なし

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 可用性 稼働率
アプリケーション運用サービス

業務共通

障害によりサービスが停止した時間を月延べ時間

で割り算した値が運用ルールに規定されているこ

と

稼働率=計画停止時間を除いた月当たりの運

用時間を測定し、稼働比率で示した値
％ 99.99％以上 99.95％以上 99.90％以上

99.90%未満

または規定な

し

8 可用性 平均稼働率
ネットワークサービス

回線通信
回線の利用可能な確率を平均稼働率に定める

平均稼働率=月間の稼働時間に対する実質

有効稼働時間の平均比率
％ 99.99％以上 99.95％以上 99.90％以上

99.90%未満

または規定な

し

9 完全性 業務復旧規定
アプリケーション運用サービス

業務共通

システム復旧から業務復旧までの手続きを規定

すること
有無 あり なし

10 完全性 [バックアップの復旧目標時間]
コンピュータ管理

IT継続性管理

障害が発生から復旧までの時間が規定されてい

ること

復旧時間＝障害が発生してから復旧するま

での時間
時間（ｈ） １時間以内 ３時間以内 ６時間以内 規定無し

完全性 バックアップの復旧時点時間
コンピュータ管理

IT継続性管理

障害が発生し、復旧する状態があらかじめ運用

ルールとして規定されていること

復旧時点時間＝障害が発生し、復旧した状

態までの時間(RPO)
時間(日)

障害直前トラ

ンザクションま

で

復旧前日バッ

クアップデータ

まで

復旧前回（複

数日前）バック

アップデータ

まで

規定無し

11 可用性 [代替センタの配備要件]
ファシリティ

施設(構造・基準)

万が一の場合に切り替え可能な代替センタが準

備できることを定める
有無 あり なし

12 応答性 [交通手段の確保(移動時間)]
ファシリティ

施設(構造・基準)

センタへ駆けつけるまでの交通手段とその移動時

間が確保されていることを定める

移動時間＝センタ入館するまでに要する移

動時間
移動時間 30分以内 １時間以内 ３時間以内 規定無し

13 可用性 [地理的分散機能の要件]
コンピュータ

機器仕様

場所が離れたところでもサーバ装置間で分散して

稼動できる機能を有することを定める
有無 あり なし

14 可用性 [ハード冗長性]
アプリケーション運用サービス

業務共通

サービスに対し冗長構成レベルが規定されている

こと
有無

センタ2重化＋

システム2重

化＋データ

バックアップ

システム2重

化＋データ

バックアップ

データバック

アップ
規定無し

15 信頼性
[障害通知の対処方法に関する要

件]

アプリケーション管理

問題管理

ハードウエア・基本ソフトウエア障害時の対応方

法が明確に規定されていること。
有無

対応方法が明

文化されてい

る

障害対応時間

が明示されて

いる

特に記載はな

い

16 確実性 [復旧時点時間]
アプリケーション管理

ITサービス継続性管理

どの時点までのリカバリを実施するか規定されて

いること
復旧時点時間＝RPO 時間(日)

障害の直前の

状態まで復旧

する

障害の前日の

状態まで復旧

する

障害の数日前

の状態まで復

旧する

規定無し

17 可用性 [回線の多重化構成の要件]
コネクティビティ

冗長回線(バックアップ)
WANの冗長構成を定める

バックアップ回線と接続された冗長構成の

ネットワーク（ＷＡＮ）構成を有していること
有無 あり なし

18 (2-4) アップグレード方針 信頼性 改版/パッチ適用の適用間隔
アプリケーション管理

リソース管理

プログラムプロダクト等のソフトウエアに対して

パッチ適用の運用ルールが規定されていること

時間間隔＝パッチのリリースからパッチ適用

までの時間間隔を設定する
時間（日） 1日以内 7日以内 1ヶ月以内 規定無し

可

用

性

(2-1) サービス稼働率

(2-2) ディザスタリカバリ

(2-3) 重大障害時の代替

手段

サ
ー

ビ

ス

時

間

(1-1) サービス時間

(1-2) 計画停止予定通知

業務要件からのSLO システム要件からのSLO

通番 分類項目Noサービスレベル項目

サービスレベル主要規定項目

分類 規定項目 測定対象 測定方法 測定単位

判定基準

内容
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① 業務要件からの SLO の列項目 
(a) 通番 

サービスレベル項目の識別番号である。 
(b) 分類 

業務要件からの SLO のサービスレベル項目の 6 つのカテゴリである。 
(c) 項目 No. 

業務要件の SLO のサービスレベル項目の項目番号である。 
(d) サービスレベル項目 

業務要件からの SLO のサービスレベル項目である。経済産業省の「SaaS 向け SLA
のためのサービスレベル項目のモデルケース」に対応している。 

 
② システム要件からの SLO の列項目 

(a) サービスレベル主要規定項目 
分類と規定項目から構成される。分類は、「SLA ガイドライン」における主要規定

項目であり、可用性、機密性、完全性、信頼性、確実性(回復)、性能(応答性)、拡張

性、保守性(期間)の 8 区分がある。規定項目は、システム要件からの SLO における

サービスレベル項目である。 
(b) 測定対象 

システム要件からの SLO におけるサービスレベル項目の対象範囲を記している。

また、「SLA ガイドライン」の規定項目区分も下部に記載している。 
(c) 内容 

システム要件からの SLO におけるサービスレベル項目の内容を記載している。 
(d) 測定方法 

システム要件からの SLO におけるサービスレベル項目を測定する方法を記載して

いる。 
(e) 測定単位 

システム要件からの SLO におけるサービスレベル項目を測定する際に用いる単位

を記載している。 
(f) 判定基準 

システム要件からの SLO におけるサービスレベル項目におけるサービス品質のレ

ベルである。「レベル 3」「レベル 2」「レベル 1」「レベル 0」の 4 段階があり、上位

レベルである程、品質・性能が良い。 
(g) 測定値 

実際の値を入力する欄である。 
(h) 判定 

設定しているサービスレベルと実際の値とを比較し、設定したサービスレベルに達
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しているかを記載する欄である。 
(i) 対策 

設定したサービスレベルに達していない場合に、設定したサービスレベルに到達す

るための対策案を記載する欄である。 
(j) 項目の考察 

サービスレベル項目に対する考察を記載する欄である。 
(k) 備考 

備考欄である。 
 
3.2.1 サービスレベル値の変更 

 適応事例では SLA ガイドラインの標準 SLA 項目表のサービスレベル値の値を参照して

利用した。しかし、サービスレベル値がクラウドサービスでは現実的ではない場合があり、

その部分は修正した。ここでは、稼働率のサービスレベル値について説明を行う。 
システムの稼働時間は、企業毎、または使用する業務の特性に深く関わる。例えば、始

業から終業まで利用する企業システム、また業務システムがある一方で、24 時間の稼働を

求められるシステムも存在する。稼働率は、クラウドと基本的な特徴の一つでもある、オ

ンデマンド・セルフサービスに深く関わる（第 2 章 2.2.1）。その為、SaaS を始めとしたク

ラウドサービスは、利用する顧客企業の幅広いニーズに対応するため、全体を通して、安

定した高いサービス稼働率が求められる。 

 

図 3-2 調整前と調整後のサービスレベル値 
 

 
図 3-3 クラウドサービス提供会社各社のサービス稼働率 
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 図 3-2 の上部の表は、調整前のサービスレベル値である。SLA ガイドラインに記載され

ている「稼働率」は、上位レベルから順に 99.9％以上、99.5％以上、95％以上、規定無し

である。一方、図 3-3 の日経コンピュータ／ITpro 主催の第 3 回「クラウドランキング」に

掲載されたクラウドサービス各社のサービス稼働率を見ると、ほとんどが 99.95％以上であ

り、乖離が大きい。 
また、クラウドサービスの共通的な特徴である故障率が低い仮想化技術を用いる為、稼

働率が高いサービスの提供が可能である。クラウドサービス提供会社各社の値も既存の項

目値の最上レベル以上の値を示している。SLA ガイドラインのサービスレベル値の最上値

と比較しても高い稼働率を掲げている。そこで、図 3-2 の下部の表のように稼働率のサービ

スレベル値を見直した。最上値を 99.99％に設定し、順に 99.95％、99.90％以上、99.90％
未満にレベル値の設定を行った。尚、経済産業省から平成 20 年に公開された「SaaS 向け

SLA ガイドライン[12]」では、稼働率の設定値が 99.9％（基幹系）と示されている。 
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3.2.2 サービス値の判定入力 

表 3-2 は、測定値をサービスレベル項目の該当箇所に色づけを行ったものである。尚、サ

ービスレベル値は、実在するクラウドサービスの値ではなく、架空の値である。判定基準

の該当レベル値に色づけを行うことで、視覚的にもサービス品質の「見える化」を行った。 
 

表 3-2 レベル値入力後の SLO 項目表（イメージ） 

 

 
  

測定値

(とその

推移)

判定 対策 項目の考察 備考

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

1 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時間

平日8:00～

20:00
特定時間帯のみ規定なし

2 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

3 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

4 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

5 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。

6 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

7 可用性 稼働率
アプリケーション運用サービス

業務共通

障害によりサービスが停止した時間を月延べ時間

で割り算した値が運用ルールに規定されているこ

と

稼働率=計画停止時間を除いた月当たりの運

用時間を測定し、稼働比率で示した値
％ 99.99％以上 99.95％以上 99.90％以上

99.90%未満

または規定な

し

8 可用性 平均稼働率
ネットワークサービス

回線通信
回線の利用可能な確率を平均稼働率に定める

平均稼働率=月間の稼働時間に対する実質

有効稼働時間の平均比率
％ 99.99％以上 99.95％以上 99.90％以上

99.90%未満

または規定な

し

9 完全性 業務復旧規定
アプリケーション運用サービス

業務共通

システム復旧から業務復旧までの手続きを規定

すること
有無 あり なし

10 完全性 [バックアップの復旧目標時間]
コンピュータ管理

IT継続性管理

障害が発生から復旧までの時間が規定されてい

ること

復旧時間＝障害が発生してから復旧するま

での時間
時間（ｈ） １時間以内 ３時間以内 ６時間以内 規定無し

完全性 バックアップの復旧時点時間
コンピュータ管理

IT継続性管理

障害が発生し、復旧する状態があらかじめ運用

ルールとして規定されていること

復旧時点時間＝障害が発生し、復旧した状

態までの時間(RPO)
時間(日)

障害直前トラ

ンザクションま

で

復旧前日バッ

クアップデータ

まで

復旧前回（複

数日前）バック

アップデータ

まで

規定無し

11 可用性 [代替センタの配備要件]
ファシリティ

施設(構造・基準)

万が一の場合に切り替え可能な代替センタが準

備できることを定める
有無 あり なし

12 応答性 [交通手段の確保(移動時間)]
ファシリティ

施設(構造・基準)

センタへ駆けつけるまでの交通手段とその移動時

間が確保されていることを定める

移動時間＝センタ入館するまでに要する移

動時間
移動時間 30分以内 １時間以内 ３時間以内 規定無し

13 可用性 [地理的分散機能の要件]
コンピュータ

機器仕様

場所が離れたところでもサーバ装置間で分散して

稼動できる機能を有することを定める
有無 あり なし

14 可用性 [ハード冗長性]
アプリケーション運用サービス

業務共通

サービスに対し冗長構成レベルが規定されている

こと
有無

センタ2重化＋

システム2重

化＋データ

バックアップ

システム2重

化＋データ

バックアップ

データバック

アップ
規定無し

15 信頼性
[障害通知の対処方法に関する要

件]

アプリケーション管理

問題管理

ハードウエア・基本ソフトウエア障害時の対応方

法が明確に規定されていること。
有無

対応方法が明

文化されてい

る

障害対応時間

が明示されて

いる

特に記載はな

い

16 確実性 [復旧時点時間]
アプリケーション管理

ITサービス継続性管理

どの時点までのリカバリを実施するか規定されて

いること
復旧時点時間＝RPO 時間(日)

障害の直前の

状態まで復旧

する

障害の前日の

状態まで復旧

する

障害の数日前

の状態まで復

旧する

規定無し

17 可用性 [回線の多重化構成の要件]
コネクティビティ

冗長回線(バックアップ)
WANの冗長構成を定める

バックアップ回線と接続された冗長構成の

ネットワーク（ＷＡＮ）構成を有していること
有無 あり なし

18 (2-4) アップグレード方針 信頼性 改版/パッチ適用の適用間隔
アプリケーション管理

リソース管理

プログラムプロダクト等のソフトウエアに対して

パッチ適用の運用ルールが規定されていること

時間間隔＝パッチのリリースからパッチ適用

までの時間間隔を設定する
時間（日） 1日以内 7日以内 1ヶ月以内 規定無し

前回パッチ適用からの間

隔ではなく、パッチのリ

リースからの間隔として

定義。

可

用

性

(2-1) サービス稼働率

(2-2) ディザスタリカバリ

(2-3) 重大障害時の代替

手段

サ
ー

ビ

ス

時

間

(1-1) サービス時間

(1-2) 計画停止予定通知

業務要件からのSLO システム要件からのSLO

通番 分類項目Noサービスレベル項目

サービスレベル主要規定項目

分類 規定項目 測定対象 測定方法 測定単位

判定基準

内容
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3.3 適用効果 

 本章 3.2.2 で示したように、評価に標準的な SLO 項目表を用いることで、クラウドサー

ビスのサービス品質の「見える化」を行うことができ、クラウドサービスのサービス品質

の弱み、強みを客観的に観測することも可能となった。また、図 3-4 は、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に示したものである（値は架空のものである）。適用

評価によって、項目の考察を行い他者と共有を行うことによってサービスレベル項目への

共通認識を自社内で共有することが可能となり、サービスの改善方針の早期立案に効果を

もたらした。 
 

 

図 3-4 サービス値に基づくレーダーチャート（イメージ） 
 
しかし、この適用評価では課題が残った。業務要件の SLO の性能基準の分類を例にみる

と、業務アプリケーションに強く依存している（表 3-3）。このような項目では、サービス

レベル値を顧客の業務視点から用いるべきでると考えられる。また、そのように業務アプ

リケーションに依存したサービスレベル項目を設定する必要があるといえる。 
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表 3-3  SLO 項目表の性能基準分類のサービスレベル項目群 

 
 
総合的にみると、性能品質の「見える化」には成功したといえるが、業務依存部のサー

ビス品質の「見える化」が十分に行えないという結果に至った。そこで、次章からアプリ

ケーションの業務依存部分を含めたサービス品質の「見える化」を目指す。 
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第 4章 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 開発方法 

 

4.1.1 対象範囲 

 業務依存 SLO ガイドライン開発では、企業会計のうち、財務会計を対象とする。企業会

計には、大きく分けて財務会計と管理会計がある。財務会計は、株主、債権者や取引先な

どの外部へ企業の実態を報告する旨を目的としている。商法や証券取引法などの諸法規に

基づいて、貸借対照表などの財務諸表を作成し、公開している。その為、企業間での差異

が少ない。一方、管理会計は内部管理に活用する旨を目的としており、予算管理や原価計

算などの分析を通して、経営者の戦略立案や組織や人の業績評価を行う材料として利用さ

れる。このため、企業での固有のプロセスを用いる場合も多く、標準化を図ることが難し

い。 
 
図 4-1 は、会計システムの体系を示した図である。会計システムは大きく、財務会計シス

テム、会計関連業務システム、管理会計システム、経営管理システム、内部統制システム

に分けられる。本研究で対象とする範囲は、前述した財務会計システムと、それに関係し

た会計関連業務システムである。広義の財務会計システムは、総勘定元帳の管理が中心で

あるが、日常業務である財務管理、買掛金管理、固定資産管理などや、特定の期日に行う

決算機能も担っている。財務会計システムは、単体で機能する場合もあるが、販売管理シ

ステムや購買管理システムなどのデータを、自動仕分け機能を通じて受け取るなど、他の

システムとも連携を行っている。従って、本研究では、総勘定元帳を中心とする財務会計

システムと、自動仕訳機能を通じて財務会計システムにデータを送る会計関連業務システ

ムを対象範囲とする。 
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図 4-17 会計システムの体系 

（出典：参考文献[13]） 
 
4.1.2 開発手順 

 業務依存 SLO 項目の設定は、図 4-2 の手順で行った。まず、SLO 項目の設定において使

用するシステムモデルを業務プロセスの分類・詳細化を行い作成する（本章 4.2）。次に、

各業務プロセスにおいてデータの洗い出し・関係づけを行い、データの体系化を行う（本

章 4.2）。そして、効率性の要件、機能性及び利用性に関する要件、業務サービスの品質の

視点を用いて SLO の設定を行う（本章 4.3）。 

 
図 4-18 業務依存 SLO 項目の設定の手順 
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4.1.3 業務分析の参照モデル 

経済産業省が、平成 16 年に公開した「経理・財務サービス スキルスタンダード[14][15]」
では、業務プロセスの可視化・標準化が図られている。「経理・財務サービス スキルスタ

ンダード」は、鳥瞰図、業務マップ、プロセスマップ、【知識】スキルディクショナリ、【知

識】スキルサマリ、【行動】スキルディクショナリ、【行動】スキルサマリの書類から構成

から成る。成果物の作成にあたって、「製造業」、「上場企業、かつ、ある程度の規模のグル

ープ企業を有している企業」、「自社の業務の棚卸や見直しを行った経験」というモデル企

業の要件に加えて、「精密機械のみ」あるいは「輸送用機械のみ」といった業種の偏りを回

避することを考慮している。そのため「製造業」における経理・財務の業務プロセスにお

いて一定の標準化がなされているといえる。そこで、本研究では、「経理・財務サービス ス
キルスタンダード」を基に、製造業の財務会計に関して、業務プロセスの洗い出しを行っ

た。 
 

4.2 システムモデル作成 

対象会計システムは、図 4-1 で示した財務会計システムと会計関連業務システムであり、

会計システムや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

細化を行い、システムモデルの作成を行った。表 4-1 は、販売プロセスにおける業務プロセ

スの分類・詳細化を実行したものである。業務プロセスを大分類から小小分類まで分類を

行い、さらに、小小分類の業務プロセスに関して業務フロー図を作成することにより、業

務プロセスにおいて使用される参照／作成データの漏れをなくすことを目的としている。 
ここで、大分類から小小分類までの業務プロセスは「経理・財務サービス スキルスタン

ダード」に記載されたものを基本として用いられている。ただし「IT コンサルタントのた

めの会計知識[13]」に用いられている観点を使って、「経理・財務サービス スキルスタンダ

ード」において大分類の販売プロセスと購買プロセスに含まれている債務・債権管理プロ

セスを独立プロセスとして抽出した他、新たに「人事給与プロセス」と「税務管理プロセ

ス」を設けた。 
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また、中分類においても変更点がある。販売プロセスの「見積書作成」、「受注受付」、「注

文請書発行」、「出荷処理、計上処理」の項目を設け、小分類や業務フロー図の構築を行っ

た。同様に、購買プロセスの中分類に、「見積書評価」、「発注処理」項目を設け、構築を行

った。大分類で新たに設けた、人事給与プロセスと税務管理プロセスにおいても、同様に

中分類の項目を設けた。 
 

表 4-1 販売プロセスにおける業務プロセスの分類表 
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4.2.1 プロセスの分割 

 以下の①～⑤が業務プロセスの分類・詳細化の手順である。各段階で、TOKAI-COM 社

の方とレビューを行うことによって、現実のシステムとの整合性の観点から内容の精査を

行った。 
① 対象業務分野を大分類に区分 
② 業務の内容から中分類に分類 
③ 中分類から小分類に分類 
④ 小分類における業務フロー図の作成 
⑤ 小小分類の抽出 

① 対象業務分野を大分類に区分 
対象システムにおける業務プロセスに関して、業務分野を大分類として 9 つの範囲

に分類した（表 4-2）。大分類は、個々の業務内容を示しており、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、月次決算プロセス、決算プロセスから構成される。 
 

表 4-2 対象業務プロセスにおける大分類 

 

 
② 業務の内容から中分類に分類 

中分類は、会社機能における業務手順の区分である。「経理・財務サービススキルス

タンダード」を参照し、大分類それぞれのフェーズから会社機能の業務手順の区分に

分類を行った。この際、大分類と中分類の間に会社機能という区分を設けることで、

その業務手順の洗い出しを比較的容易に行うように配慮した。 
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③ 中分類から小分類に分類 
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、全体に占める業務の割合や、

帳簿に入出力する頻度の少ない業務に関しては、中分類までの分類とした。該当プロ

セスは、表 4-2 の 6.人事給与プロセス、7.税務管理プロセスである。6.人事給与プロセ

スでは、人事給与を会計システムではない他のシステムで管理することが多く、帳簿

の出入力に関しては、月に一度全体の給与総額と退職給付金引当金を帳簿に入力する

のみとなっているため、全体の業務作業量と比較すると非常に少なくなっている。従

って、今回は、中分類までの業務プロセスにとどめた。また、7.税務管理プロセスも同

様の理由で省略した。 
④ 小分類における業務フロー図の作成 

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 4-3）。業務フロー図は、業務因

子という単位を用いて、小分類の業務手順のフロー図を作成した。尚、ここで業務因

子毎に、その業務を行う上で、帳簿や他のシステムからデータを参照する必要がある

場合がある。例えば、「各種元帳データ確認」や「赤残」、「消し込み漏れ」を参照する

「内容不明分抽出」である。業務フロー図では、このような業務因子を赤色の業務因

子として表示した。本研究で作成した業務フロー図は、付録 2 で標準業務プロセス体

系図として記載している。 

 
図 4-19 標準業務プロセス体系図の見方 
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図 4-3 において①~④は、それぞれ大分類、会社機能、中分類、小分類を示している。⑤

のように、システム化が標準化されている領域は薄緑の背景で表示している。⑥のように、

企業によって対応が分かれている領域は、基本的に黄色の業務因子で表示を行っている。

しかし、データ参照を行っている業務因子と重複してしまった場合は、橙色の背景を用い

て表示を行っている。 
 

⑤ 小小分類の抽出 
小小分類は、データの参照を行う、またはデータの作成を行う業務因子である。注

意する点は、参照するデータや業務因子が複数存在する場合に、最終的に行う業務因

子を小小分類として抽出することである。例えば、図 4-3 の業務フロー図の下部の「部

門共通費」、「賞与月割相当分」は、「月次計上必要分抽出」の業務因子を行う上で必要

となる部分である。このような場合には、データを参照する上で、最終的にアウトプ

ットとなる業務因子を小小分類として定義を行う。そして、表 4-1 のように、販売プロ

セスから決算プロセスまでを一覧表にまとめた。 
 

4.2.2 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、以下の、4 つの資料の作成を行った。 
① 標準業務データ一覧表（付録 3） 
② 元帳・台帳関連データ種別（付録 4） 
③ 元帳・台帳格納データ（付録 5） 
④ 標準プロセス・データ一覧表（付録 6） 

 
① 標準業務データ一覧表 
標準業務データ一覧表においては、縦軸に業務プロセス、横軸に参照／作成するデータ

の格納先（台帳／元帳）をとり、業務に使用する業務データの洗い出しを行った（表 4-3）。
業務プロセス体系図の対象業務因子に関わる業務因子に着目して、小小分類毎に必要とな

るデータ抽出を行った。尚、本研究で作成した標準業務データ一覧表は付録 3 として記載

している。 
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表 4-3 在庫管理プロセスの標準業務データ一覧表 

 
 
表 4-3 は、標準業務データ一覧表から表 4-2 の分類における 4.在庫管理プロセスの業務デ

ータを抜粋したものである。左側の No.～小小分類までは、前述した通りである。右側の「デ

ータ種別」、「台帳／元帳」、「R／W」の項目に関しては、以下で詳細を説明する。 
(a) データ種別 

対象となる小小分類の業務因子において、参照または作成するデータ名を記載す

る。名前が重複している箇所があるが、複数のデータから構成しているデータであ

る。 
【例】表 4-3 における小小分類「個別取引検証」において、個別取引の検証を行

う場合に、受払帳票データが必要となる。この場合、受払帳票データは、販売して

在庫が減少した際の取引検証に必要となる売上帳のデータと、購入して在庫が増加

した際の取引検証に必要となる仕入帳のデータの 2 種類のデータが必要となる。そ

こで、単一の「受払帳票データ」であるものの、参照先の台帳／元帳が異なるため、

売上帳と仕入帳と分けて種別データを入力していく。 
(b) 台帳／元帳 

 参照／作成するデータの格納先を記載している。台帳／元帳が主だが、電子デー

タの証憑書や他のシステム（人事給与システム）など、台帳／元帳に当たらないも

のもある。 
(c) R／W 

 対象の種別データが参照／作成のどちらに属しているか記載する欄である。記

載例は「R（▲▲）」では、対象種別データが▲▲回数ごとに参照を行うデータで

あると示している。▲▲が、データを参照する頻度である。「W（■■）」は、同様

に、対象種別データが■■回数ごとに作成を行うデータであると示している。 
 業務データを、業務プロセス体系図と一覧として洗い出し、参照／作成頻度を

明らかにすることで、業務プロセスを実行する際にシステムに掛かる負荷の値を

算出することが可能となる。また、格納先を明らかにすることで、格納先に掛か

る負荷も同時に算出することが可能となる。 

No .

大

分

類

会

社

機

能

No. 中分類 No . 小分類 小小分類 データ種別 台帳／元帳 Ｒ／Ｗ データ種別 台帳／元帳 Ｒ／Ｗ

個別取引検証 受払帳票データ 売上帳 R(検証ごと） 受払帳票データ 仕入帳 R(検証ごと）

不突合分原因究明 受払帳票データ 売上帳 R(究明ごと） 受払帳票データ 仕入帳 R(究明ごと）

残高照合検証 帳簿残高データ 在庫管理元帳 R(検証ごと） 価格テーブルデータ 商品台帳 R(検証ごと）

差異分原因究明 帳簿残高データ 在庫管理元帳 R(究明ごと） 価格テーブルデータ 商品台帳 R(究明ごと）

修正伝票計上 修正伝票データ 在庫管理元帳 Ｗ（計上ごと） 価格テーブルデータ 商品台帳 R(参照ごと）

修正伝票承認 修正伝票データ 在庫管理元帳 R（承認ごと） 価格テーブルデータ 商品台帳 R（承認ごと）

比較検証 適正在庫データ 適性在庫基準 R（検証ごと） 実在在庫高データ 在庫管理元帳 R（検証ごと）

適性数量超過分確認 適正在庫データ 適性在庫基準 R（確認ごと） 実在在庫高データ 在庫管理元帳 R（確認ごと）

原因究明 適正在庫データ 適性在庫基準 R(究明ごと） 実在在庫高データ 在庫管理元帳 R(究明ごと）

比較検証 滞留年齢データ 滞留年齢基準 R（検証ごと） 実在庫年齢確認 在庫管理元帳 R（検証ごと）

年齢超過分確認 滞留年齢データ 滞留年齢基準 R（検証ごと） 実在庫年齢確認 在庫管理元帳 R（検証ごと）

原因究明 滞留年齢データ 滞留年齢基準 R(究明ごと） 実在庫年齢確認 在庫管理元帳 R(究明ごと）

4

4.3
適正在庫管

理業務

4.3.1 適正在庫検証

4.3.2 在庫年齢管理

在

庫

管

理

プ

ロ

セ

ス

在

庫

管

理

4.1
在庫受払

（受払管理）
4.1.1 受払検証

4.2
実地棚卸

（残高管理）
4.2.1 実地棚卸検証
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② 元帳・台帳関連データ種別 
 台帳／元帳にて授受されるデータを管理するため、台帳／元帳（それらに準する電子デ

ータ）において、関連するデータ一覧を作成した。以下の表 4-4 が、台帳／元帳で授受され

るデータ種別（一部抜粋）である。データ種別は、標準業務データ一覧表で扱ったデータ

名となっている。尚、本研究で作成した元帳・台帳関連データ種別は、付録 4 として記載

している。 
 

表 4-4 元帳・台帳関連データ種別（一部抜粋） 
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③ 元帳・台帳格納データ 
元帳／台帳に格納されているデータを把握する為に、元帳・台帳格納データの作成を行

った。以下の表 4-5 が、元帳／台帳に格納されているデータを一部抜粋したものである。台

帳データや元帳データは、日付、摘要など、授受されるデータ種別を構成する要素である。

元帳／台帳以外のデータ格納先については、他のシステムや単一のデータの参照となる為、

格納データでの記載は行っていない。尚、本研究で作成した元帳・台帳格納データは付録 5
として記載している。 
 

表 4-5 元帳・台帳格納データ（一部抜粋） 

 
 
④ 標準プロセス・データ一覧表 

以下の表 4-6 は、小小分類毎に授受されるデータとデータ格納先の関係を表した標準プロ

セス・データ一覧表である。縦軸に業務プロセス、横軸に台帳名を記載し、「R/W（参照/
作成）」を用いて業務プロセスと台帳／元帳の関係を示した表である。尚、本研究で作成し

た標準プロセス・データ一覧表は、付録 6 として記載している。 
 

表 4-6 標準プロセス・データ一覧表（一部抜粋） 

 

元帳名 元帳データ 台帳名 台帳データ

・日付　　　　　 ・企業名

・摘要 ・代表者氏名

・内訳 ・本社住所

・金額 ・与信データ

・受付Ｎｏ ・決済日

・契約 ・取引先Ｎｏ

・決済方法 ・商品名

・日付　　　　　 ・標準単価

・商品名 ・単位原価

・数量 ・仕入原価

・単価 ・単位

・売上金額 ・出荷単位

・受け入れ金額 ・保管場所

・差引残高

売上帳

得意先元帳

取引先台帳

商品台帳
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4.3 業務要件 SLO 抽出方法 

会計システムにおける業務視点からの SLO 基本項目の抽出指標は、図 4-4 に示したよう

に 3 つある。一つ目は「業務プロセスに基づく効率性の要件の設定」、二つ目は「機能性及

び利用性に関する要件の設定」、そして三つ目は業務サービス品質に関するサービスレベル

の設定である。本節は、この 3 つの指標を用いた業務依存 SLO 基本項目の抽出方法を述べ

る。 

 
図 4-20 SLO 基本項目の 3 つの抽出指標 

 
4.3.1 業務依存 SLO 抽出の考え方 

ISO/IEC 9126[16]は、ソフトウェア品質モデルと測定法に関する国際規格である。平成 3
年 12 月に初版が発行され、その後平成 13 年に改正版が発行された。高品質ソフトウェア

製品を開発、或いは選択することが重要となる中、ISO/IEC 9126 では、ソフトウェア製品

の使用目的を考慮しつつ、可能な限り妥当性が確認、または広く受け入れられている測定

法を用いて、ソフトウェア製品の品質特性を仕様化し、適切な品質特性を定義することを

目的として発行された。 
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図 4-21 外部及び内部品質のための品質モデル 

 
 図 4-5 は、ISO/IEC 9126 における外部及び内部品質のための品質モデルである。品質モ

デルは、ソフトウェア製品属性を 6 つの特性（機能性、信頼性、仕様性、効率性、保守性

及び移植性）に分類している。業務視点からの SLA 設定に使用した項目は、図 4-5 の赤文

字の部分である。以下に、本研究で用いた項目の説明を行う。 
【合目的性】 
 指定された作業（業務）及び、利用者の具体的目標に対して適切な機能の集合を提供す

るソフトウェアの能力のことである。業務の目的により適合した機能を提供できるよう、

業務分析と適合評価の作業を強化する必要がある。 
【正確性】 
 必要とされる制度で、正しい結果若しくは正しい効果、又は同意できる結果もしくは同

意できる効果をもたらすソフトウェア製品の能力のことである。精度の高いデータが用い

られ、計算誤りが少ないことが求められる。 
【相互運用性】 
 一つ以上の指定されたシステムと相互作用するソフトウェア製品の能力のことである。

他のシステムとの連携が容易であるように、関連するシステム仕様を調べ、整合性を保つ

必要がある。 
【セキュリティ】 
 許可されていない人又はシステムが、情報・データを読んだり、修正したりすることが

できないように、また、許可された人又はシステムが情報・データへのアクセスを拒否さ

れないように、情報・データを保護するソフトウェア製品の能力のことである。データの

漏洩、破壊無断使用などのリスクを低くする必要がある。 
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【利用性】 
 指定された条件の下で利用するとき、理解、習得、利用でき、利用者にとって魅力的で

あるソフトウェア製品の能力のことである。ターゲットの利用者にとって仕様の理解が容

易であることや、使用を繰り返すことで使い易くなること、利用者環境への導入やカスタ

マイズが容易であることが求められる。 
【効率性】 
 明示的な条件の下で、ソフトウェアの機能を実行する際の資源の量及び資源の種類を適

切に使用することに加え、使用する資源の量に対比して適切な性能を行うソフトウェア製

品の能力のことである。作業や処理型に即した適切なシステム応答時間であることが求め

られる。 
 
4.3.2 業務プロセスに基づく効率性の要件の設定 

 ソフトウェアの性能に関する機能要件をサービスプロセスの小小分類毎に設定し、ソフ

トウェアの動作を測定することで品質を検証する。性能の機能要件の設定に関しては、

ISO/IEC 9126 の効率性の指標を参考にする。効率性の要件設定は、以下の手順となってい

る。 
① 処理特性の分類 
② 応答性の要件の設定 
③ 業務データの取引量の推測 

 
① 処理特性の分類 

処理特性の分類は、小小分類毎にその業務がどの処理型で行われているかを分類する。

分類基準は 4 つ（対話型、一覧出力、帳票出力、バッチ）に分類している。表 4-7 は、処

理特性の分類と概要である。対話型は利用者との応答型であるが故に、応答の即時性が求

められる。その他の種別は、出力や処理が即時の場合でなくとも利用者の業務自体に支障

が出ない為、短時間内での出力或いは処理完了が求められる。 
 

表 4-7 処理特性の分類と概要 
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② 応答性の要件の設定 
応答性の要件として、小小分類毎に求められる応答時間の定義を行う。応答時間は 3 つ

（即時、短時間、長時間）の種別を設け、それぞれに応答時間のサービスレベル値の設定

を行った。表 4-8 は、定義した応答時間の概要とレベル値である。この応答時間のレベル値

が SLO となる。 
 

表 4-8 応答時間の定義とレベル値 

 

①処理特性と②応答性の要件の設定を用いることで実際の業務プロセスに即した時間効

率性の要件 SLO の設定を行うことができる。尚、①処理特性と②応答性の要件は、付録 3
の標準業務データ一覧表の処理系と応答時間の列項目で記載している。 
 
③ 業務データの取引量の推測 

業務データの取引の推測には、本章 4.2.2 で記載した標準業務データの一覧表を利用する

（付録 3）。業務データ一覧表には、データを参照／作成する頻度、参照／作成するデータ

の格納先が記載されている為、業務データ取引量の推測を行うことができる。 
業務データ取引量の推測を行うことにより、システムの資源効率性を図り、応答性を確

保するための検討指標の一つになる。 
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4.3.3 機能性及び利用性に関する機能要件の設定 

 業務システムと利用者の双方の働きにより業務の遂行をする場合、システムの効率性だ

けではなく、システムと利用者を合わせた視点から効率性を図る必要がある。そこで、セ

キュリティを除いたソフトウェアの機能性、及び利用性に関する機能要件を、ソフトウェ

アの動作に連動する人間の活動に関する要件を含めて、小分類を基本単位として設定する。

また、ソフトウェアの動作内容を確認することで品質の検証を行う。以下は、ISO／IEC 
9126 の品質モデル（本章 4.3.1）の指標のうち、合目的性、正確性、相互運用性、セキュリ

ティ、利用性に関する機能要件の設定の例である。 
 機能性のうち合目的性に関する機能要件 
 明文化された業務ルールが存在し、それがシステムに実装されているか、または業

務ルールの見直しが随時実施されているか。 
 不正防止と業務効率確保の両面から、承認業務が適切に組み込まれているか。など 

 機能性のうち正確性に関する機能要件 
 入力や処理の誤りの防止の観点から、データの相互チェックが組み込まれているか。

など 
 機能性のうちの相互運用性に関する機能要件 
 転記によるミスや効率低下など業務連携の不備を防止する観点から、システム間の

データ連携をより完全にしているか。など 
 機能性のうちのセキュリティに関する機能要件 
 不正防止の為に、承認する部署が分離していること、人員の定期的交換がされてい

ているか。など 
 利用性に関する機能要件 
 ユーザインタフェースと利用者の行動との整合性が高いか。 
 ユーザインタフェースを業務上の用途や利用者の要求に従ってカスタマイズするこ

とが容易か、あるいはカスタマイズ基準が遵守されるか。など 
 
 尚、下記の表 4-9 は、本研究で作成した見積書作成と販売基本契約締結の中分類での機能

性及び利用性に関する SLO の一例である。付録 7 の業務依存 SLO 項目表（機能性及び利

用性）に販売プロセスにおける機能性及び利用性に関する SLO 項目表を記載している。 
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表 4-9 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

1.2.1
限度確

認
合目的性

限度設定の

基準の明文

化

限度設定の基準に関し

て明文化されており、

チェック手順や保守の

手順が確立している

チェック手順

があり、保守

の手順が確立

している

明文化されて

おり、チェック

手順がある

明文化されて

いる
なし

1.2.2
契約内

容検証
合目的性

検証基準の

明文化

検証基準に関して明文

化されており、チェック

手順や保守手順が確

立している

チェック手順

があり、保守

の手順が確立

している

明文化されて

おり、チェック

手順がある

明文化されて

いる
なし

判定基準

見積書

作成
1.1.1

見積書

作成

販売基

本契約

締結

中分類 No. 小分類 分類 項目名 項目の説明

 
 
4.3.4 業務サービスの視点からの設定 

 ソフトウェアと人間の活動と合わせて実施される業務サービスの品質に関して、小分類

プロセス毎のその総合的な業務サービスの観点からサービスレベル項目を設定する。そし

て、業務プロセス管理の立場から品質を測定評価する。 
(a) 業務サービスの正確性についてサービスレベル項目を設定する。 

 日付、金額などの記帳と転記のミスの比率 
 他のデータを参照して行う業務において正確に参照されていないミスの比率 

(b) 業務サービスのスピードについてサービスレベル項目を設定する。 
 案件ごとに１つの業務プロセスがはじまってから終わるまでの時間 
 一定時間の間に実施可能な案件の数 

(c) 業務サービスのリスク対応についてサービスレベル項目を設定する。 
 基準外の条件による契約の実施の件数 
 後の工程でエラーとして戻される案件の比率 など 

 
 尚、表 4-10 は、販売プロセスの見積書作成、販売基本契約締結の中分類における業務サ

ービス品質に関する SLO の一例である。付録 7 の業務依存 SLO 項目表（業務サービス品

質）に販売プロセスにおける業務サービス品質に関する SLO 項目表を記載する。 
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表 4-10 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

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

正確性
確認作業の

内容

限度額と予定限度額の

確認を行う際に正確に

参照されていないミスの

比率

1％以内 3％以内 5％以内 5％以上

スピード 確認時間
限度額の充足確認をす

るまでの時間
５分以内 １０分以内 ３０分以内 1時間以上

リスク 確認ミス

確認ミスによる基準外

の契約により後の工程

でエラーとして戻される

案件の比率

1％以内 3％以内 5％以内 5％以上

正確性
日付、金額

等の整合性

日付、金額、譲渡条件

などの確認を行う際に

正確に参照されていな

いミスの比率

0.1％以内 0.5％以内 1％以内 1％以上

スピード
契約書のレ

ビュー時間
契約書のレビュー時間 １時間以内 ２時間以内 ３時間以内 ５時間以内

リスク 不利な契約

基準外の不利なう条件

による契約の実施の件

数

0.1％以内 0.5％以内 1％以内 1％以上

判定基準

見積書

作成
1.1.1

見積書

作成

販売基

本契約

締結

1.2.1
限度確

認

1.2.2
契約内

容検証

中分類 No. 小分類

パフォーマ

ンス指標

の分類

項目名 項目の説明
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第 5 章 クラウドにおける業務要件を含むサービ

スマネジメント方法の手順 
 

5.1 サービスマネジメントの目的と要件 

 クラウドサービスを利用する上で、サービスレベルマネジメントが重要となることは第 2
章で述べた通りである。そこで、本研究では、クラウドにおけるサービスレベルに基づく

サービスマネジメント手順の提案を行う。提案するマネジメント手順の要件は、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。

従来のサービスレベル項目の弱みだった、アプリケーションごとに依存する業務依存の部

分のサービスレベル項目を補填する。 
2 つ目は、サービサーのヒアリングの有効化・効率化である。本研究の成果物である標準

業務プロセス体系図を用いることにより実際の業務内容に則ったヒアリングが可能とする。

また、標準業務データ一覧表、標準業務プロセス・データ一覧表を用いることで、精通す

る担当者の確認が容易になる。総じて、ヒアリングの有効化・効率化を図る。 
最後の要件は、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。顧客側、サービサー側の双方に向

けたサービスマネジメントの理解支援を行うだけでなく、顧客側の業務理解、担当者の範

囲の指定から SLA 合意形成まで記したマネジメント手順の提案を行う。 
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5.2 サービスマネジメントの体制 

5.2.1 ステークホルダーの定義 

 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、サービスを利用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。以下は、本マネジメント

手順で関わるステークホルダーの分類・定義である。 
【業務・アプリケーション全体責任者】 
 顧客側の業務・アプリケーションの全体責任者である。顧客側を取りまとめ、最終的な

合意を下す担当者である。SLA で契約を行う場合の顧客側責任者でもある。 
【アプリケーション担当者】 
 顧客側のアプリケーション担当者である。業務・システムの管理で主にアプリケーショ

ンに関わる。 
【業務プロセス担当者】 
 顧客側の業務プロセス担当者である。業務・システムの管理において、ある区分の業務

プロセスに精通し関わりを持つ者を指す。業務プロセス担当者と同一の場合もある。 
【業務データ担当者】 
 顧客側の業務データ担当者である。業務・システムの管理において、ある区分の業務デ

ータに精通し関わりを持つ者を指す。業務データ担当者と同一の場合もある。 
【サービスレベル管理者】 
 サービサーに属し、サービスレベルを管理している担当者である。SLA の契約における

サービサー側の責任者として、顧客とサービサーの技術者の間で SLA 設定の調整を行う共

に、SLA 項目の監視を行う。 
【アプリケーション運用・技術基盤全体責任者】 
 サービサー側のアプリケーション運用・技術基盤全体責任者である。サービサー側で技

術担当者を取りまとめ、SLA に基づいてサービスの運用を行う。 
【アプリケーション運用担当者】 

サービサーのアプリケーション運用担当者である。 
【技術基盤担当者】 
 サービサー側の技術基盤担当者である。 
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図 5-1 ステークホルダーの関係図 

 
 図 5-1 は、各ステークホルダーの相関図である。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。そこで、各ステークホルダーが、図 5-1 のように構成され、顧客

側、サービサー側それぞれの担当者間で連携を取ることが必要となる。 
顧客側では、関係する各顧客部門からアプリケーションに関わる担当者、業務プロセス

に関わる担当者、業務データに関わる担当者の選出を行い、それらの各担当者を業務・ア

プリケーションケーション全体責任者が統括し、サービサーの担当者と調整を行う。 
 サービサー側では、アプリケーション運用・技術基盤全体責任者がアプリケーション運

用担当者と技術基盤担当者の技術的担当者の統括を行うが、SLA の合意に関してサービス

レベル管理者がサービサー内の統括を行い、アプリケーション運用・技術基盤全体責任者

は SLA に基づいたサービス運用を行っていく。 
 
5.2.2 授受する書類 

 提案する手順を実行する際に必要となる書類は SLA 項目表だけではなく、顧客の業務・

アプリケーションを理解するための資料や、サービサーの運用・技術基盤の構成資料など

多くの種類がある。表 5-1 は、提案する手順を利用する際に必要となる資料を定義、分類し

たものである。尚、「区分」には、2 つ（既存、作成）の区分を設けた。「既存」とは、顧客

側、サービサー側で既に存在している書類又は本研究で作成した書類であり、「作成」とは

手順を実行する際に担当者が作成していく書類である。 
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表 5-1 授受する書類の定義 

 
 
【業務非依存 SLO 項目表】区分：既存（付録 8） 
 JEITA が提唱しているリスクコントロール表を基に、第 3 章で利用した SLO 項目表を再

定義した項目一覧表である（本章 5.5）。業務部分に依存しないサービスレベル項目をまと

めた一覧表であり、項目理解や SLA の設定で主に使用する。 
【業務依存 SLO 項目表】区分：既存 （付録 7） 
 業務に依存する SLO 項目一覧表である。業務に依存しているサービスレベル項目をまと

めている。業務品質の保持からの観点と、パフォーマンス指標を用いたものと 2 種類ある。

項目の理解や SLA の設定で主に使用する。 
【標準業務プロセス体系図】区分：既存（付録 2） 

分類 書類名 説明 区分

業務非依存ＳＬＡ項目表
業務非依存に関するＳＬＡ項目表を一

覧表としてＳＬＡ項目をまとめたもの。
既存

業務依存ＳＬＡ項目表
業務依存に関するＳＬＡ項目表を一覧

表としてＳＬＡ項目をまとめたもの。
既存

標準業務プロセス体系図 業務プロセスを体系付けたもの。 既存

標準業務データ一覧表 体系図に基づいた利用データの一覧。 既存

標準プロセス・データ関連表
業務プロセスと利用データを関連付け

たもの。
既存

業務項目コンテンツ ≒プロセス体系図、データの例など 既存

品質項目解説コンテンツ
≒SLAガイドライン、品質における具体

的な数値例など
既存

業務・アプリケーション体系図
顧客企業における業務・アプリケーショ

ンの体系を記したもの。

既存（顧客企

業）

業務・アプリケーション管理体

制図

顧客企業における業務・アプリケーショ

ンの管理体制を記したもの。

既存（顧客企

業）

顧客担当者情報 業務担当者の情報を記したもの。 作成

固有業務情報
SLA項目表と顧客固有の業務内容を

記したもの。
作成

固有品質情報

顧客の品質管理資料を調査し、固有の

概念を業務非依存ＳＬＡ表の項目と関

係と関係付けて記録したもの。

作成

ヒアリングメモ
議事録・課題管理表など顧客要件を大

まかに書いたもの。
作成

顧客要件情報
ヒアリングメモや課題管理表などを基

に顧客要件が記載されているもの。
作成

アプリケーション運用・技術基

盤構成図

アプリケーションの運用・技術基盤の

構成が記されたもの。

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

構成図に担当者の情報が加わったも

の。

既存（サービ

サー企業）

技術担当者情報 技術担当者の情報を記したもの。 作成

技術制約情報 技術制約に関する内容を記したもの。 作成

見積もり情報 見積情報を記したもの。 作成

顧客請求費用
顧客に請求する費用に関する内容を

記したもの。
作成

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

基

本

書

類

顧

客

書

類

サ
ー

ビ

サ
ー

書

類
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 業務プロセスの体系付けを行い、まとめた資料である。個々の業務をどのように行うか

フロー図としてまとめ、データを参照又は作成する業務を区別した資料である。主に業務

理解やヒアリングで使用する。 
【標準業務データ一覧表】区分：既存（付録 3） 
標準プロセス体系図に基づいた業務利用データの一覧表である。業務において参照又は

作成データを洗い出し、参照又は作成頻度を合わせて一覧表としてまとめた。顧客の業務

理解やシステムに掛かる負荷の推測に利用する。 
【標準プロセス・データ関連表】区分：既存（付録 6） 
標準業務データ一覧表を基に、業務プロセスと利用データを関連付けたものである。業

務のプロセスと参照又は作成データの格納先をマトリックス状にまとめた。 
【業務項目コンテンツ】区分：既存 
プロセス体系図、データの例などである。 

【品質項目解説コンテンツ】区分：既存 
SLA ガイドライン、品質における具体的な数値例などである。 

【業務・アプリケーション体系図】区分：既存 
 顧客企業における業務・アプリケーションの体系を記したもの。顧客の担当者の確認や

業務理解を行う際に利用する。 
【業務・アプリケーション管理体制図】区分：既存 
 顧客企業における業務・アプリケーションの管理体制を記したもの。顧客の対象業務担

当者の確認を行う際に利用する。 
【業務担当者情報】区分：作成 
業務担当者の担当範囲を記したものである。顧客業務担当者の確認を行う際に利用する。 

【固有業務情報】区分：作成 
 SLO 項目表と顧客固有の業務概念・内容を業務依存 SLO 項目表と比較し関係付けて記し

たものである。標準プロセス体系図、標準業務データ一覧表、標準プロセス・データ関連

表と対比し、顧客固有の業務概念・内容を記録する。主にヒアリングや SLA の設定で利用

する。 
【固有品質情報】区分：作成 
 顧客の品質管理資料を調査し、固有の概念を業務非依存ＳＬＡ表の項目と関係と関係付

けて記録したもの。主にヒアリングや SLA の設定で利用する。 
【ヒアリングメモ】区分：作成 
議事録・課題管理表など顧客要件を大まかに書いたもので、主にヒアリング時に作成を

行い、顧客要件情報の基となる書類である。 
【顧客要件情報】区分：作成 
 ヒアリングメモやそれと同等の資料を基に顧客要件が記載されているものである。この

書類を基に SLA の設定などを行っていく。 
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【アプリケーション運用・技術基盤構成図】区分：既存 
 アプリケーションの運用・技術基盤の構成が記されたものであり、サービサーの技術者

の確認に用いる他、アプリケーションの運用や技術基盤の構成と体制の定義や確認に利用

する。 
【アプリケーション運用・技術基盤管理体制図】区分：既存 
 構成図に担当者の情報が加わったものであり、サービサーの技術者の確認に用いる他、

アプリケーションの運用や技術基盤の構成と体制の定義や確認に利用する。 
【技術担当者情報】区分：作成 
 技術担当者の担当範囲を記したものである。サービサーの技術者の確認に使用する。 
【技術制約情報】区分：作成 
 技術制約に関する内容を記したものであり、管理体制の確認の他、SLA の設定に使用す

る。 
【見積もり情報】区分：作成 
 見積情報を記したもので、SLA の設定の際に作成する。顧客への説明や SLA 合意の調整

に使用する。 
【顧客請求費用】区分：作成 
 顧客に請求する費用に関する内容を記したものである。 
 

5.3 提案するサービスマネジメント全体手順 

図 5-2 は、提案するサービスマネジメント手順である。全部で 6 フェーズあるが、実際

には細かい作業を同時進行して行う場合もあるため、以下の順序で実行しない場合もある。

本手順の特徴は、③SLA の設定において、業務非依存のサービスレベル項目を用いるだけ

ではなく、第 4 章 4.3 で抽出した顧客の業務に依存した業務依存のサービスレベル項目を用

いる点である。 

 
図 5-2 サービスマネジメント全体手順 
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5.4 サービスマネジメント手順と書類の関係 

 図 5-3 は、本章 5.3 での提案するサービスマネジメント全体手順と、本章 5.2.2 で述べた

授受する書類との関係図である。①概念理解では、SLA の概念理解と顧客の業務確認、シ

ステムの管理体制の確認を顧客側とサービサー側で行う為、多くの書類を参照し作成する。

②ヒアリングでは、SLO 項目表や顧客情報の参照を行い、要件情報の作成を行う。③SLA
の設定では、要件や顧客企業の管理体制、サービサー側の管理体制や技術情報を参照し、

顧客に合わせた SLO 項目表の設定を行う。④顧客企業への説明では、SLO 項目表、要件や

管理体制を参照し、SLO の調整を行いながら顧客に設定した SLO の合意を求める。⑤技術

者への説明では、SLO 項目表や顧客情報、技術情報を参照し説明を行う。⑥システム運用

の実施と SLA 項目の監視と見直しでは、システムの運用管理を行い、SLA 項目の監視と見

直しを行う為、多くの情報の参照を行い、SLO 項目表の変更を行う。 
 

 
図 5-3 マネジメント手順と授受される書類の関係 
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5.5 マネジメントプロセスの詳細 

 本節では、本章 5.3 で提案した、サービスマネジメントの手順の各 6 フェーズについて詳

細な説明を行う。本章 5.2.1 において定義したステークホルダーの定義と、本章 5.2.2 で述

べた授受する書類群を用いて業務に即した手順書を作成した。 
 
① 概念理解 
このプロセスでは、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。まず、概念理解を行う前に、顧客の業務・システム管理体制

の調査とサービサーの管理体制に関する資料の調査を行い、担当者の確認及び担当する範

囲の確認を行う。そして次に、対象となる顧客の業務とプリケーションの概念理解を、業

務依存 SLO 項目表（付録 7）の横軸や標準業務プロセス体系図（付録 2）を利用して行う。

またこの時、顧客固有の業務概念がある場合は、SLO 項目表に関係付けて固有業務情報と

して記録をとる。次にシステムの品質とサービスレベル項目の概念理解を行う。 
 
業務依存・業務非依存の SLO 項目表の理解、技術基盤などの理解を行う。 

SLO 項目表の概念理解 
 SLO 項目表の概念理解は、SLO 項目表（付録 7・8）の縦軸である項目毎を中心に

説明を行う。主に内容理解と項目値を詳しく説明を行う。 
 

業務部分の概念理解 
 顧客の業務部分に関する概念理解は、後述の業務依存 SLO の設定の手順で作成した

業務プロセスを区分・分類し、業務ごとにフロー図化した、標準業務プロセス体系図

を利用する（図 5-4）。 

 

図 5-4 標準業務プロセス体系図 
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② ヒアリング 
まず、ヒアリングの前に、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

の確認を行う。特定の範囲で重複している場合、該当担当者に通知を行い、そこでヒアリ

ング担当者の調整をする。また、特定の範囲に該当担当者が不在の場合は、業務アプリケ

ーション全体責任者と相談し、ヒアリング担当者の設定を行う。 
 顧客担当者をヒアリングの対象範囲に振り分けた後、業務非依存部・業務依存部のサー

ビスレベル項目に関して顧客担当者に要件のヒアリングを行っていく。議事録や課題管理

表などで、顧客の要件を大まかに確認した後、業務非依存部の項目に関しては、企業固有

の固有品質情報などを担当者毎に聴取を行い、要件として調整・集約する。 
 
③ SLA の設定 
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 SLA を設定する。

この際に、ヒアリングで聴取した項目毎の影響度やコストを鑑みて調節を行う。また、SLA
導入における PDCA サイクルの定義も合わせて行う。SLA の設定には、「業務非依存 SLO
項目表（付録 8）」と 4 章で作成した「業務依存 SLO 項目表（付録 7）」を利用する。 
業務非依存の SLO 項目表は、3 章の成果物である SLO 表（付録 1）を、第 2 章 2.3.4 で

紹介した「SLA ガイドライン第四版」のリスクコントロール表に基づいて再構築したもの

である（図 5-5）。図 5-5 のⅠ．の部分がリスクコントロール表であり、Ⅱ．の部分がサー

ビスレベル項目部である。 
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図 5-5 リスクコントロールに基づく SLO 項目表 

 
 作成した「業務非依存 SLO 項目表」の構成は以下の通りである。 
① リスクコントロール表部 

(a) No. 
リスク項目の識別番号である。 

(b) 分類 
第 2 章で述べた 9 つのリスク分類である。 

(c) クラウドサービス活用時のリスク 
クラウドサービスを活用した際に発生する可能性があるリスク内容を記載している。 

(d) リスク評価 
影響度と可能性の区分があり、それぞれ大・中・小を記載している。リスク評価の

項目を用いて、重要なリスクを特定していく。 
(e) 実装区分 

リスクをコントロールする方法を実装するためのサービスレベル項目の区分である。

自動、手動、仕様の 3 種がある。 
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 自動：定量的に表現ができ、自動的に測定が可能なもの 
 手動：定量的に表現するものではなく、できた／できなかった、ある／ない等

を人により確認するもの 
 仕様：SLA で規定するのではなく、サービス要求、契約事項サービス仕様とし

て規定されるもの 
(f) サービスレベル項目例 

リスクをコントロールするための具体的なサービスレベル項目の例である。 
(g) 備考 

備考欄である。 
② サービスレベル項目部 

(a) 業務要件からみた SLO 
「SaaS 対応サービスレベル項目一覧表」より作成した SLA 項目表での業務要件か

ら見た SLO の項目である。新項目という表示のサービスレベル項目では、今回新

しく追加された項目である。 
(b) サービスレベル主要規定項目 

分類と規定項目から構成される。分類は、「SLA ガイドライン」における主要規定

項目であり、可用性、機密性、完全性、信頼性、確実性(回復)、性能(応答性)、拡張

性、保守性(期間)の 8 区分がある。規定項目は、システム要件からの SLO における

サービスレベル項目である。 
(c) 測定対象 

サービスレベル項目の対象範囲を記している。また、「SLA ガイドライン」の規定

項目区分も下部に記載している。 
(d) 内容 

システム要件からの SLO におけるサービスレベル項目の内容を記載している。 
(e) 測定方法 

サービスレベル項目を測定する方法を記載している。 
(f) 測定単位 

サービスレベル項目を測定する際に用いる単位を記載している。 
(g) 判定基準 

サービスレベル項目におけるサービス品質のレベルである。「レベル 3」「レベル 2」
「レベル 1」「レベル 0」の 4 段階があり、上位レベルである程、品質・性能が良い。 

(h) 測定値 
実際の値を入力する欄である。 

(i) 判定 
設定しているサービスレベルと実際の値とを比較し、設定したサービスレベルに達

しているかを記載する欄である。 
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(j) 対策 
設定したサービスレベルに達していない場合に、設定したサービスレベルに到達す

るための対策案を記載する欄である。 
(k) 項目の考察 

サービスレベル項目に対する考察を記載する欄である。 
(l) 備考 

備考欄である。 
 
④ 顧客への説明 

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。合意が得られない場合は、③SLA のサービスレベル値の設定と費用

を調整し、顧客への説明を繰り返す。 
 

⑤ 技術者への説明 
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。 
 

⑥ システム運用の実装と SLA 項目の監視と見直し 
 日々のシステムの運用管理を行うと共に、設定した SLA 項目の監視を行うと同時に、顧

客責任者へ定期的に連絡を取り、顧客要件に合わない SLA 項目の把握を行う。そこで、見

直すべき SLA 項目に関しては再検討を行う。 
 
5.5.1 SLA ガイドラインとの比較 

 図 5-6 は、SLA ガイドラインの SLA 作成プロセスと、本研究で提案したサービスマネジ

メント手順の比較の図である。図 5-6 での提案したマネジメント手順は、次節で説明する中

プロセスまで記載している。尚、SLA 作成プロセスの青いフェーズは、本研究のマネジメ

ント手順に該当する手順が存在し対応がとれているステップである。一方の橙色のステッ

プは、本研究のマネジメント手順では対応できていない部分である。また、SLA ガイドラ

インの Step1~Step3 に関しては、本研究の対象範囲が、製造業の会計システムである為今

回は範囲外としている。 
この図で、SLA ガイドラインの手順と本研究のマネジメント手順を比較すると、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」までのステップにおいて、SLO の扱いに業務依存 SLO を加え、

且つ手順と成果物をより具体化したことが分かる。 
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図 5-6 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 

 
5.5.2 サービスマネジメントの手順書 

表 5-2 は、作成したサービスマネジメントの手順書である。本章 5.3 で述べた 6 つのフェ

ーズを大プロセスとして定義し、その内容を中プロセス、さらには小プロセスに階層分け

し、プロセスの詳細化を行い、本章 5.2 で定義した、ステークホルダーと書類を使用する。

また、小プロセスの内容を実行する為、小プロセス毎に、該当ステークホルダーと必要書

類の洗い出しを行い、該当のステークホルダーとそのプロセス実行に必要となる書類、プ

ロセス実行時に記録する書類を明記してプロセスの説明を行っている。以下が表の横軸の

項目の概要である。 
 

【No.】 
 大プロセスの識別番号である。 
【大プロセス】 
 6 つ（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）の大プロセスの分類である。 
【No.】 
 中プロセスの識別番号である。 
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【中プロセス】 
 大プロセス実行するための具体的な指針が中プロセスの分類である。 
【No.】 
 小プロセスを識別するための識別番号である。 
【小プロセス】 
 具体的な指針である中プロセスの具体的な実行内容が小プロセスの分類である。 
【説明】 
 小プロセスで実行する内容を説明している。 
【利用／作成する書類】 
 本章 5.2.2 で述べた授受する書類であり、小プロセスを実行する上で使用もしくは作成す

る書類を記載している。書類の識別の為に、書類名の前にアルファベットの「R」と「W」

が振当てており、R は小プロセスを実行する上で参照する書類を表し、W は小プロセスを

実行する中で作成する書類を表している。 
【該当ステークホルダー】 
 本章 5.2.1 で定義したステークホルダー分類であり、小プロセスを実行する上で実行内容

に関わるステークホルダーを記載している。概念理解の SLO 項目表の理解においては、全

体の理解が必要となるステークホルダーと、全体理解が望ましいが自身が担当箇所の理解

でも問題がないステークホルダーが存在している。従って、「必須」と「担当部分必須」と

欄を分けている。必須の欄が、全体理解が必要なステークホルダーであり、担当部分必須

の欄が、自身が担当する範囲の理解のみでも問題がないステークホルダーである。 
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表 5-2 サービスマネジメントの手順書（1／4）

 

No. 大プロセス No. 中プロセス No. 小プロセス 説明 利用／作成する書類

業務プロセスの担当者に関して、業務プロセス体

系図等の資料を参考にして該当する業務対象範

囲の担当者として顧客担当情報に記録する。

R：業務・アプリケーショ ン体系図

R：業務・アプリケーショ ン管理体制図

R：標準業務プロセス体系図

R：標準業務データ一覧表

R：標準業務プロセス・データ関連表

W：顧客担当者情報

業務データの担当者に関して、業務プロセス・

データ関連表などを参考にして、そのデータを処

理する業務プロセスに該当する業務非依存項目

の担当者として顧客担当者情報として記録する。

R：業務・アプリケーショ ン体系図

R：業務・アプリケーショ ン管理体制図

R：標準業務プロセス体系図

R：標準業務データ一覧表

R：標準業務プロセス・データ関連表

W：顧客担当者情報

アプリケーショ ンの担当者に関して、標準業務プ

ロセス体系図などを参考にして、担当者そのアプ

リケーショ ンに関係する業務非依存項目の担当

者として記録する。また必要に応じて、そのアプリ

ケーショ ンが担う業務プロセスまたは業務データ

に関係する業務非依存項目の担当者として記録

する。

R：業務・アプリケーショ ン体系図

R：業務・アプリケーショ ン管理体制図

R：標準業務プロセス体系図

R：標準業務データ一覧表

R：標準業務プロセス・データ関連表

W：顧客担当者情報

アプリケーショ ン運用担当者に関して、顧客の業

務アプリケーショ ン体系図や、提供するアプリ

ケーショ ン運用と技術基盤の管理体制に関する

資料の調査を行い、技術担当者情報に記録す

る。

R：業務アプリケーショ ン体系図

R：アプリケーショ ン運用・技術基盤構成図

R：アプリケーショ ン運用・技術基盤管理体制図

R：技術制約情報

W：技術担当者情報

技術基盤担当者に関して、顧客の業務アプリケー

ショ ン体系図や、提供するアプリケーショ ン運

用と技術基盤の管理体制に関する資料の調査を

行い、技術担当者情報に記録する。

R：業務アプリケーショ ン体系図

R：アプリケーショ ン運用・技術基盤構成図

R：アプリケーショ ン運用・技術基盤管理体制図

R：技術制約情報

W：技術担当者情報

1.2.1
業務依存ＳＬＯ表の縦軸項目

の理解

業務依存ＳＬＯ項目表の業務項目解説コンテンツ

を利用する。

Ｒ：業務依存ＳＬＯ項目表（縦軸を参照）

Ｒ：業務項目解説コンテンツ

【必須】

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーショ ン全体責任

者

【担当部分必須】

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーショ ン担当者

・アプリケーショ ン運用・技術版

全体責任者

・アプリケーショ ン運用担当者

・技術基盤担当者

1.2.2
対象顧客における固有項目

の調査と理解

顧客の業務・アプリケーショ ン体系に関する資

料を調査し、標準業務プロセス体系図、標準業務

データ一覧および標準業務プロセス・データ関連

表と対比して、顧客固有の概念があれば、ＳＬＯ表

の項目（業務依存項目）と関係付けて記録する

（固有業務情報）。

Ｒ：業務・アプリケーショ ン体系図

Ｒ：業務・アプリケーショ ン管理体制図

Ｒ：標準業務プロセス体系図

R：標準業務データ一覧表

R：標準プロセス・データ関連表

R：業務依存ＳＬＯ項目表

W：固有業務情報

1.3.1
業務非依存ＳＬＯ表の縦軸項

目の理解

業務非依存のＳＬＯ項目表の品質項目解説コンテ

ンツを利用する。

R：業務非依存ＳＬＯ項目表（縦軸を参照）

R：品質項目解説コンテンツ

【必須】

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーショ ン全体責任

者

【担当部分必須】

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーショ ン担当者

・アプリケーショ ン運用・技術版

全体責任者

・アプリケーショ ン運用担当者

・技術基盤担当者

1.3.2
対象顧客における固有項目

の調査と理解

顧客の品質管理資料を調査し、品質管理に関す

る固有の概念があれば、業務非依存ＳＬＯ表の項

目と関係と関係付けて記録する （固有品質情

報）。

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

W：固有品質情報

1.4
システムマネジメン

トの概念理解
1.4.1 ＳＬＯ表の横軸の項目の理解 ＳＬＯ項目表の横軸の項目の理解を行う。

R：業務依存ＳＬＯ項目表（横軸を参照）

R：業務非依存ＳＬＯ項目表（横軸を参照）

【必須】

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーショ ン全体責任

者

【担当部分必須】

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーショ ン担当者

・アプリケーショ ン運用担当者

・技術基盤担当者

1.5

提供するアプリケー

ショ ン運用と技術

基盤の理解

1.5.1
ＳＬＡ項目の実現に関する制

約関係の理解

提供するアプリケーショ ン運用と技術基盤の資

料を調査し、ＳＬＡ項目の実現に関する制約関係

を理解しておく。（技術制約情報）

R：アプリケーショ ン運用・技術基盤構成図

R：技術制約情報

該当ステークホルダ

1 概念理解

1.1
担当者及び担当範

囲の確認
1.1.1

顧客の業務・システム管理体

制の調査

・業務・アプリケーショ ン全体責任者

・業務プロセス担当者

・サービスレベル管理者

・アプリケーショ ン運用・技術基盤全体責任者

・業務・アプリケーショ ン全体責任者

・業務データ担当者

・サービスレベル管理者

・アプリケーショ ン運用・技術基盤全体責任者

・業務・アプリケーショ ン全体責任者

・アプリケーショ ン担当者

・サービスレベル管理者

・アプリケーショ ン運用・技術基盤全体責任者

1.3

システムの品質と

サービスレベル項

目の概念理解

・サービスレベル管理者

・アプリケーショ ン運用・技術基盤担当者

・アプリケーショ ン運用担当者

・サービスレベル管理者

・アプリケーショ ン運用・技術基盤全体責任者

・アプリケーショ ン運用担当者

・技術基盤担当者

サービサーの管理体制に関

する資料の調査

・業務・アプリケーショ ン全体責任者

・アプリケーショ ン運用担当者

・サービスレベル管理者

・アプリケーショ ン運用・技術基盤全体責任者

・業務・アプリケーショ ン全体責任者

・技術基盤担当者

・サービスレベル管理者

・アプリケーショ ン運用・技術基盤全体責任者

1.2

対象となる業務とア

プリケーショ ンの概

念理解

・業務・アプリケーショ ン全体責任者

・サービスレベル管理者

・アプリケーショ ン運用・技術基盤担当者

・アプリケーショ ン運用担当者
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表 5-2 サービスマネジメントの手順書（2／4）

 
 
 
 

No.
大プロ

セス
No. 中プロセス No. 小プロセス 説明 利用／作成する書類

一つのＳＬＯ項目について複数の業務担当者が記録

された場合には、そのことを業務担当者たちに通知

し、必要あればヒアリング担当者調整する。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

W：顧客担当者情報

業務担当者が一人も設定されていない項目があれ

ば、業務・アプリケーションの全体責任者と相談し、

担当者を設定する。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

W：顧客担当者情報

2.2.1 業務非依存項目に

顧客担当者情報に記載された担当者に対して、標準

業務プロセス体系図および固有品質情報を参考にし

ながら、業務非依存項目に関する要件及びその影

響度を聴取し、その内容をヒアリングメモとして記録

する。

R：顧客担当者情報

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：標準業務プロセス体系図

R：固有品質情報

W：ヒアリングメモ

2.2.2

業務非依存項目

に関する

ヒアリングメモの

調整

業務非依存のサービスレベル項目毎に、業務担当

者とヒアリングメモに記載された要件を調整する。

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

W：ヒアリングメモ

2.2.3

業務依存項目に

関する

ヒアリングメモの

集約と調整

業務依存のサービスレベル項目毎に、ヒアリングメモ

に記載された要件を集約させ、顧客要件情報とす

る。必要であれば調整作業を行う。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

W：ヒアリングメモ

W：顧客要件情報

2.2.4 業務依存項目に関

顧客担当者情報に記載された担当者に対して、固有

業務情報を参考にしながら、業務依存項目に関する

要件及びその影響度を聴取し、その内容をヒアリン

グメモとして記録する。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：顧客担当者情報

R：固有業務情報

W：ヒアリングメモ

2.2.5

業務依存項目に

関する

ヒアリングメモの

調整

ＳＬＯ項目毎に、業務担当者とヒアリングメモに記載し

た要件を調整する。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

W：ヒアリングメモ

2.2.6

業務依存項目に

関する

ヒアリングメモの

集約と調整

ＳＬＯ項目毎に、ヒアリングメモに記載した要件を集約

させ、顧客要件情報とする。必要であれば調整作業

を行う。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：ヒアリングメモ

W：顧客要件情報

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーション全体責任者

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーション担当者

・アプリケーション運用・技術基盤全体責任者

該当ステークホルダ

2
ヒアリ

ング

2.1
顧客担当者情報

の確認
2.1.1

顧客担当者情報

の精査

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーション全体責任者

・業務プロセス担当者

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーション全体責任者

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーション担当者

2.2

業務・アプリケー

ション毎のヒアリ

ング

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーション全体責任者

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーション担当者

・アプリケーション運用・技術基盤全体責任者

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーション全体責任者

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーション担当者

・アプリケーション運用・技術基盤全体責任者

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーション全体責任者

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーション担当者

・アプリケーション運用・技術基盤全体責任者

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーション全体責任者

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーション担当者

・アプリケーション運用・技術基盤全体責任者

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーション全体責任者

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーション担当者

・アプリケーション運用・技術基盤全体責任者
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表 5-2 サービスマネジメントの手順書（3／4）

 
 
 

No.
大プロ

セス
No. 中プロセス No. 小プロセス 説明 利用／作成する書類

3.1
実現可否とコスト

の見積もり
3.1.1

実現可否とコス

トの見積もりの

回答

顧客要件情報を技術担当者情報に記載され

た担当者に示し、実現の可否とコストの見積

もりを回答してもらう。

R：顧客要件情報

R：技術担当者情報

R：固有業務情報

R：固有品質情報

W：見積もり情報

3.2.1

項目毎のサービ

スレベル値の設

定

顧客要件情報と見積もり回答をもとにサービ

スレベル値を項目毎に設定する。

R：顧客要件情報

W：業務依存ＳＬＯ項目表

W：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：固有業務情報

R：固有品質情報

R：見積もり情報

3.2.2 設計内容の調整
ＳＬＯ項目全体を見て影響度やコストを参考

に設計内容を調整を行う。

W：業務依存ＳＬＯ項目表

W：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：顧客要件情報

R：見積もり情報

3.3.3
ＰＤＣＡサイクル

の定義

ＳＬＯ設定後の保守作業を含めたＰＤＣＡサイ

クルの定義を定め、その運用基準を設ける。

W：業務依存ＳＬＯ項目表

W：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：顧客要件情報

R：見積もり情報

R：アプリケーション運用・技術基盤構成図

R：アプリケーション運用・技術基盤管理体制

図

R：業務・アプリケーション体系図

R：業務・アプリケーション管理体制図

3.3 費用の設定 3.3.1 費用の設定 顧客に請求する費用を設定する。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：顧客要件情報

W：顧客請求費用

R：見積もり情報

4.1.1

全体責任者への

概要と費用の説

明

ＳＬＡ項目全体の概要と費用について、業務・

アプリケーションの全体責任者に説明し、理

解を得る。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：顧客要件情報

R：顧客請求費用

R：見積もり情報

4.1.2
担当者への設定

内容の説明

技術担当者情報に記載された顧客担当者に

対して、ＳＬＡ項目の設定内容を説明する。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：顧客担当者情報

R：顧客要件情報

R：固有業務情報

R：固有品質情報

4.2
SLA設定と費用

の調整
4.2.1

SLA設定と費用

の調整

顧客との合意が得られれば、技術者への説

明へ進む。合意が得られなければ、ＳＬＡ設

定と費用を調整し、顧客への説明を繰り返

す。

W：業務依存ＳＬＯ項目表

W：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：顧客要件情報

R：固有業務情報

R：固有品質情報

W：顧客請求費用

W：見積もり情報

4

顧客

への

説明

4.1 概要・費用及び設

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーション全体責任者

・サービスレベル管理者

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーション担当者

・サービスレベル管理者

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーション担当者

・アプリケーション運用技術基盤全体責

任者

・アプリケーション運用担当者

・技術基盤担当者

・サービスレベル管理者

・アプリケーション運用・技術基盤全体責

任者

・アプリケーション運用担当者

・業務アプリケーション全体責任者

・技術基盤担当者

3

ＳＬＡ

の設

定

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーション全体責任者

・業務プロセス担当者

・業務データ担当者

・アプリケーション担当者

・アプリケーション運用・技術基盤全体責

任者

3.2 ＳＬＡの設定

・サービスレベル管理者

・アプリケーション運用・技術基盤全体責

任者

・アプリケーション運用担当者

・技術基盤担当者

・サービスレベル管理者

・アプリケーション運用・技術基盤全体責

任者

・アプリケーション運用担当者

・技術基盤担当者

・サービスレベル管理者

・アプリケーション運用・技術基盤全体責

任者

・アプリケーション運用担当者

・技術基盤担当者

該当ステークホルダ
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表 5-2 サービスマネジメントの手順書（4／4）

 
 

No.
大プロ

セス
No. 中プロセス No. 小プロセス 説明 利用／作成する書類

5.1.1
全体責任者への

内容説明

顧客との合意内容の概要を、アプリケーショ

ン運用・技術基盤の全体責任者に説明し、理

解を得る。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：顧客要件情報

R：固有業務情報

R：固有品質情報

R：技術制約情報

5.1.2
担当技術者への

内容説明

技術担当者情報に記載された担当者に対し

て、ＳＬＡ項目の内容を説明する。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：顧客要件情報

R：固有業務情報

R：固有品質情報

R：技術担当者情報

R：技術制約情報

5.2 構成と体制の定義5.2.1 構成と体制の定義

アプリケーション運用・技術基盤の構成と体

制を定義してもらい、顧客要件との合致を確

認する。

R：アプリケーション運用・技術基盤構成図

R：アプリケーション運用・技術基盤管理体制

図

R：顧客要件情報

6.1 システムの運用管6.1.1
システムの運用

管理

定義された構成と体制に従い、日々の運用を

行う。

R：アプリケーション運用・技術基盤構成図

R：アプリケーション運用・技術基盤管理体制

図

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

6.2.1
SLA項目の達成

状況の監視

ＳＬＡ項目の達成状況を監視し、異常値を発

生させているＳＬＡ項目を洗い出す。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：顧客要件情報

6.2.2
要件が変化した

SLA項目の把握

顧客の業務とSLAの適合性について定期的

に調査し、要件が変化しているＳＬＡ項目を把

握する。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：顧客要件情報

6.3 SLA項目の再検討6.3.1
SLA項目の再検

討

見直すべき項目について、サービスレベル管

理者を中心にして、担当者間で「2.2.1業務非

依存項目に関する要件の聴取」から作業を

繰り返し行う。

R：業務依存ＳＬＯ項目表

R：業務非依存ＳＬＯ項目表

R：固有業務情報

R：固有品質情報

R：業務担当者情報

R：ヒアリングメモ

R：顧客要件情報

R：業務アプリケーション体系図

R：業務アプリケーション管理体制図

W：業務非依存SLO項目表

W：業務依存SLO項目表

該当ステークホルダ

5

技術

者へ

の説

明

5.1 合意内容・ＳＬＡ項

・アプリケーション運用技術基盤全体責

任者

・アプリケーション運用担当者

・技術基盤担当者

・サービスレベル管理者

・アプリケーション運用技術基盤全体責

任者

・サービスレベル管理者

・アプリケーション運用技術基盤全体責

任者

・アプリケーション運用担当者

・技術基盤担当者

・サービスレベル管理者

・アプリケーション運用技術基盤全体責

任者

・アプリケーション運用担当者

・技術基盤担当者

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーション全体責任者

6

シス

テム

運用

の実

施とＳ

ＬＡ項

目の

監視

と見

直し

6.2 SLA項目の監視・把

・サービスレベル管理者

・業務アプリケーション全体責任者

・全担当者
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第 6 章 評価 

 

6.1 業務非依存部 SLO の適用評価に関して 

適用結果に関して、TOKAI-COM 社から評価を行って頂いた。適用評価の結果、SLO 項

目表による現行サービスの可視化は、技術者にとってサービスの品質に対して一つの鑑み

る資料となった。また、レーダーチャート化することで、会社上層部への分かりやすい資

料となり、事業立案策定の議論に対して、それを促す要因となり得る成果物であるといえ

る。しかし、項目毎のサービス全体の価値への影響度を考える必要がある。特に、特定の

SLO 項目の項目数が少ないレーダーの次元での表示を変化させている場合には、誤解の内

容に取り扱う必要がある、との評価を頂いた。 
 

6.2 業務依存 SLO 項目とネジメント手順に関する評価 

 マネジメント手順と業務依存 SLO 項目に関しては、TOKAI-COM 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。 
 

6.2.1 TOKAI-COM 社運用業務の視点から机上レビュー 

 まず、今回の業務依存 SLO 項目の抽出に関して行ったシステムモデルについて評価を行

った。業務プロセスの分類と詳細化に関しては、よく分類ができており、標準化された業

務プロセス体系図として、実際に顧客への説明にも使用できるものと思われる、と評価を

頂いた。 
 次に、データの体系化に関して、論理モデルとしてそれなりの評価ができる。しかし、

データはシステムの内部構造に依存している部分も多く、正確には分析が難しい。その為、

その都度検証が必要である。現状では、パッケージの中身がこのようであろうといった抽

象的なモデルにとどまり、実際の物理モデルにまで達していない、との評価を頂いた。 
 そして業務依存の SLO 項目に関しては、内容の精査を行うことで、顧客バリューに即し

た業務を提案できる可能性があると考えられる、と評価を頂いた。同時に、管理対象とす

る業務の内容をどの程度どの範囲に広げるか大きな課題であるとした。例えば、技術依存

SLO 項目は、基本的にシステム全体の要件である。しかし、業務依存 SLO 項目は、現在小

プロセス分類での設定となっている。そこで、SLO 設定の範囲をこのまま小分類毎に設定

するか、大プロセス、または全体の範囲とするか課題となる。業務とその価値は業種によ

っても違う為、その考慮も必要となる。 
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とは言うものの、きちんと値を取って継続的に計測していけば、業務のクリティカルパ

スや業務の脆弱な部分が見えるようになる。その為には、定量的、或いは定性的に項目を

観測できることが必要不可欠である。そのようになれば、業務の標準化が可能となり、客

観的な基準で顧客と話すことができ、他の顧客企業との業務品質の比較も可能になる、と

の評価を頂いた。 
 サービスマネジメント手順に関しては、以下の評価を頂いた。現場では、このようなサ

ービスの契約に関して、担当者個々の経験に頼っている部分がある。経験主導だと、主観

だが約 10％の割合で漏れが生じ、精度が落ちる場合がある。そのため、このように手順と

して順序立てができていると、完了事項に随時チェックを行うことで、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

い。手順書も後 2 段階ほど手順の細小化を図り、細かい設定を行うべきである。また、実

際のクラウドサービスに適用し、手順そのものの評価を行う必要がある、と評価を頂いた。 
 
6.2.2 手順や管理項目にする専門家の意見交換 

 本研究における手順や管理項目に関する意見を、グローバル企業の会計システムに携わ

っている米国公認会計士の方から頂いた。尚、観点は 2 つあり、最後に今後検討すべき課

題についてご意見を頂いた。 
一つ目は、業務面まで拡張した SLA でマネジメントを行うという本研究のアプローチに

対する期待、ニーズの観点である。これには、会社の規模や業態に応じた対応、業務の幅

（範囲）、バリエーションモデル、応用事例の提供を行うと良い、とのご意見を頂いた。ま

た、3 つの視点からのアプローチ方法のご提案を頂いた。実務的な視点から、アウトプット

としてサービスレベルの「提案依頼書（RFP：Request For Proposal）」や「契約条件」へ

の落とし込みと、「モニタリング」、「価格設定（改定）」の具体化を行うことが必要である。

また、ワークフローの視点から、「いつ」、「どの部門」、「どの職務レイヤ（部長、課長、担

当、外部者）」が「データの登録」を行い、「チェック・承認」を行い、「参照（活用）」す

るかのモデル拡張を行うことが必要である。さらに BPM（Business Process Management）
の視点から、登録して溜まったデータをどのように「報告」、「活用」するか、どのように

サービスとして提供するかということ、また、データのトランザクションをどのポイント

で「測定」、「評価」、「管理」するかを考える必要がある、とのご意見を頂いた。 
2 つ目の観点は、業務面にＳＬＡを拡張する上で、上記のアプローチは妥当であるか、ま

た注意すべき点は何であるかという観点である。ベンダのサービスレベルを客観的に評価

するにあってのモデルとしては適切であるとのご意見を頂いた。ただし、業務依存 SLO 項

目については、分類の軸をもう少し工夫したほうが、整然とするかもしれない。合目的的

性、正確性、セキュリティ以外にも、①実在性や権利義務などの会計監査の視点、②業務

改善提案を含むマネジメント品質の視点、③効率性の向上による還元などのコストの視点、

④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など、多面的な視点が想定
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される。尚、サービス範囲、サービス品質、委託コストに関しては、短期と長期で内容が

変わってくる為、サービス要員を長期に抱えるか、短期のスポットで抱えるかによっても

コスト構造も変わってくる、とのご意見を頂いた。 
最後に、関連して今後調査・検討すべきことは、上記 2 つの観点に関連したモデルの拡

張が望まれる、としたう上で、特に業務プロセスの検討においては、①業務の機能と②業

務のフロー（役割分担、システム系と人間系）の検討が両輪になると思われるので、サー

ビスレベルの評価もその２方面から行うことが望まれる、とのご意見を頂いた。 
 

6.3 全体評価 

 外部評価の結果を、システムモデル、業務依存 SLO の項目と設定方法、サービスマネジ

メント手順のそれぞれでまとめると、以下の図 6-1・図 6-2・図 6-3 となる。 
 

 
図 6-1 システムモデルの評価 

 

 
図 6-2 業務依存 SLO 項目と設定方法の評価 
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図 6-3 システムモデルの評価 

 
 全体を見てみると、利点は大きく 2 つある。顧客への説明資料として利用できることと、

サービサー側の作業漏れを防ぐことが可能であるという点である。 
システムモデルと業務依存 SLO 項目と設定方法は、顧客への説明に役立つ資料として利

用が可能であるという評価を得た。特にシステムモデルは、一定の業務プロセスの標準化

がなされている参照モデルにて業務分析を行っている為、自社の業務プロセスが繁雑な状

態の顧客企業に対して、標準的な業務プロセスと比較しながら説明を行うことが可能にな

ると考えられる。また、業務依存 SLO 項目と設定方法に関しては、整備が進み業務のクリ

ティカルパスや業務の脆弱な部分が分かるようになれば、客観的な基準で顧客と業務内容

について会話することが可能になると同時に他の顧客企業との業務品質の比較も可能とな

るとの評価を頂き、業務の標準化向けて一歩踏み出すことができたといえる。 
サービスマネジメント手順に関しては、SLA の合意形成までの SLA に関わるマネジメン

トだけでなく、業務理解や管理体制の調査など迄を考慮し手順とした為、利用することに

よりサービサー側の作業漏れを防ぐ効果が期待できるとの評価を得た。 
しかし、全体を通してみると、対象範囲やなどの精査が必要な段階であり課題が多いと

いえる。システムモデルに関しては、9 つの大分類までしか対象としておらず、他の会計業

務に展開する必要がある。また、業務プロセス体系図やデータの体系化を行ったが、その

段階でのステークホルダーなどの設定が行えていなかったことや、論理モデルに止まって

いる為、ワークフロー化を行い、物理モデルへの拡張が必要であるといえる。 
業務依存 SLO 項目と設定方法に関しては、大きく 3つの課題があるといえる。一つ目は、

全体で顧客企業の規模や業種の確定、項目の対象範囲などに関する対象範囲の確定である。

二つ目は、視点の追加である。本研究では、業務プロセスの効率性の要件、機能性及び利

用性の要件、業務サービス品質の機能要件との 3 つの指標としたが、その他にも、会計監
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査の視点、マネジメント品質などの視点などサービスレベルを多角的に見る必要がある。

また、測定方法は、継続的な計測ができるように定量的、定性的の指標が必要であり、ト

ランザクションを図るタイミングも考慮する必要がある。 
 

 
図 6-4 業務依存 SLO 項目と設定に関する課題 

 
 そして、サービスマネジメント手順に関しては、業務 SLA の管理や報告のタイミングを

どのようにするかなどの手順の方法の詳細化を行い、実際に適用評価を行う必要がある。

また、企業規模・業種への対応を行いバリエーションモデルの作成を行うことで、適用を

行える事例が増え、精査作業が行えると考えられる。 
 
6.4 開発状況 

 システムモデルの作成、データの体系化、業務依存 SLO 項目の設定の各開発状況を述べ

る。システムモデル及びデータの体系化については、開発が終了している。業務依存 SLO
の設定に関しては、設定指標の決定を行い、業務プロセスに基づいた効率性の要件の設定

までは完了している。しかし、残りの 2 つの指標に関しては、販売プロセスについて開発

を行ってレベル値の妥当性の検証を行う段階である。 
 サービスマネジメント手順に関しては、提示資料の「業務担当者情報」、「固有業務情報」、

「固有品質情報」、「ヒアリングメモ」、「顧客要件情報」、「アプリケーション運用・技術基

盤構成図」、「アプリケーション運用・技術基盤管理体制図」、「技術担当者情報」、「技術制

約情報」、「見積り情報」、「顧客請求費用」のサンプル作成が終了していない。 
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第 7 章 結論 

 

7.1 結論 

従来の独自のシステムを保守運用する形態とは異なり、利用者にとってサービスが見え

にくいクラウドシステムでは、サービスマネジメントが重要となる。そこで、本研究では

まず、既存の SLA ガイドラインの項目を用いて、業務非依存部である技術要件によるサー

ビスレベル項目でクラウドシステムの適用評価を行い、サービス品質の視覚化を図った。

しかし、SaaS においては、アプリケーションの特性に依存する業務依存部のサービスレベ

ル項目が多く、従来からの技術要件によるサービスレベル項目だけでは、システムの品質

全体の「見える化」が果たされているとは言えない状況であった。そこで、SaaS に向けた

業務要件に基づくサービスレベル項目を拡張したサービスレベルのマネジメント方法を開

発し、製造業における会計システムを題材に、業務のプロセスやデータをモデル化してシ

ステムの負荷や業務の品質やリスクのサービスレベル項目を抽出する手順、及びそれらの

項目に関して顧客や技術者間で合意を形成する手順の開発を行った。 

 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目指した。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できるようになった。

この成果を用いることで、性能要件の洗い出しを容易に行うことができた。 
 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業務要

件に関する SLO を洗い出せたことである。しかし、まだ販売管理のプロセスのみであり、

これからレビューを開始する段階である。業務の視点に関しては、要件で対象とする範囲

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く、精査を行ってい

く必要があるといえる。 
 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 で提唱されている 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。マネジメント手順も提案した段階でとど

まっている為、こちらもこれから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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7.2 今後の展望 

 今後の展望は、現在 SLO 項目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。 
業務依存 SLO 項目の抽出の視点に関しては、外部からの評価にもあるように、取り入れ

るべき指標や視点も多い。また、項目の対象範囲や測定方法の確立など課題といえる要素

も多い。そこで、会計士の方や JEITA の方々などの専門家の意見や、実務サイドの方々の

意見を取り入れて、業務依存 SLO が業務品質を図る一つの指標になるように、さらに比較

検討を進めて内容を精査していきたい。 
また、サービスマネジメント手順も実務サイドの担当者の方々の意見を基に内容の詳細

化を行い、実際のクラウドサービスで適用評価とその事例の公開をし、クラウドにおける

サービスマネジメント手順として広げていきたい。 
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