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概要
　我々の部署では富山の特長（富山力）を活かし、他社が実施していたシステム保守を数多く引継ぎ、その後
の保守を実施している。その中で蓄積したノウハウを整理し、保守・運用の引継から実行までのプロセスを標準化し、

「ARAGIN-AMO」としてまとめた。ARAGIN-AMO の特長は以下の 3 点である。
　①保守の品質とコストのバランスをお客さまの要望に合わせて調整できる
　② ITIL（Information Technology Infrastructure Library）に準拠した保守プロセスのため、保守実施内容に
　　ついてお客さまが安心感を持つ
　③保守実行後の継続的な改善活動により保守・運用コストを削減可能である
　これらの特長により、ARAGIN-AMO を利用すると、お客さまにとってトータル的なコストダウンを実現できる
のである。
　我々は、多くのお客さまに ARAGIN-AMO を導入し、お客さまの保守・運用の課題を解決し、安全・安心に
システムを利用していただける保守を実現すると共に、ARAGIN-AMO 自体をブラッシュアップしていきたいと考
えている。

  1.  はじめに
　他社のシステム保守のアウトソーシングサービスは、オンサイト

とオフショアの組み合わせが一般的であるが、インテックでは、

オンサイト、オフサイト、ニアショア、オフショアの４階層のロケー

ションで、それぞれのロケーションのメリットを活かしつつシステ

安全・安心なシステム保守を実現する
「ARAGIN-AMO」の紹介

江田　誠　　　　藤村　雅子　　　　山﨑　安佳里　　　　釣沢　詩織

ム保守のアウトソーシングを実施するのが特長である（図1）。

　我々の部署はニアショアというロケーションで、S社様とR社

様向けシステムに関するシステム保守業務を２０１０年から行って

おり、これまでに６０以上のシステム保守を他社から引継ぎ、保

守・運用を担当するまでに至っている。それに伴い、引継ぎ対象

システムの調査・分析や保守業務の引継ぎ実行、保守業務の実



67

第16号

2015個別論文

個
別
論
文

  2.  「ARAGIN-AMO」サービス構築の背景

図１  サイト・ロケーション・フリーの 4 階層モデル

2.1  富山力とニアショア保守
　インテックの発祥の地は富山である。その富山に古くから伝

わる「先用後利」の精神がインテックの企業文化のベースとなっ

ており、それが富山力（図２）となって現れている。この富山力を

活用しシステム保守を実施するのがニアショア保守である。イ

ンテックのニアショア保守は、自発的な業務改善活動を特徴と

し、高度な要求やフレキシブルなリソース要求にも対応可能で

ある。その点は他社やオフショアと比較し、品質面と価格面でメ

リットがあるとのお客さまの高い評価を得て、数多くのシステム

保守を担当している。

図２  富山力

施について多くのノウハウを蓄積し、同じお客さまのシステムで

あれば安定して引継ぎを行い、保守を実施できるようになった。

　そこで我々は、今までのノウハウを集積・整理し、引継ぎ対象

のシステムの調査から保守実行までの標準プロセスを構築し

た。さらに、この標準プロセスを利用したシステム保守サービ

スを「ARAGIN-AMO」サービスと命名し、多くのお客さまに紹

介・提供している。次章以降でその内容を紹介する。

　なお、本稿で言う保守・運用とは、システム利用者からの問

合せの受付といったインシデントの一次受付、一次受付後の問

合せ・作業依頼・障害等への対応、定型・定常作業の実施、シス

テムへの機能追加・変更の対応と本番リリース、プログラムやド

キュメントの構成管理のことである。

日本人力 改善力

ファシリティ力 動員力

要求発生理由を確認するコミュニケーション力と思いやり
機転、気づき、きめ細かさ、臨機応変、
柔軟性（要求に応じた役割配置）
行間を読み取る読解力や確認力

1.
2.

3.

標準化・ドキュメント化・自動化・ツール化
高度平準化によるオペレーションシフト
横串（システムを横断して）で状況管理
PDCA+Mを自立的に実行

1.

2.
3.

【ユーザー密着度の高いシステムに対応可】 【脱属人化、継続的な業務効率向上活動】

万全のセキュリティー
（高規格ファシリティーとセキュリティー教育） 

Web 会議や TV 会議等のコミュニケーションツールが充実

1.

2.

1,000 人ものエンジニアリソース（富山） 　　　　　　
充実したスタッフ機能との連携 
先端技術研究所・品質保証統括部 など

1.
2.

【専用プロジェクトルーム設置】 【強力なバックヤード（技術とリソース）】

サイト・ロケーション・フリーの４階層モデル
ロケーション毎の機能・役割を明確化し責任ある運用を行うことにより、その効果を発揮

①オンサイト ②オフサイト ③ニアショア ④オフショア

サイト

サービス

コスト
削減効果

役割

お客さま　                  最寄の当社事業所　              インテック 富山        　    中国・ベトナム・タイ

● 高いサービスレベルの要
　求に対応

● お客さまと密接した連携
　が可能

● 障害など緊急時にはオン
　サイトに出向き迅速に
　対応

● 日本人でないと、やりづ
　らい業務も対応可能

● 比較的低コストでの運
　用要求に対応すること
　が可能

● 低コストでの運用要求に
　対応可能

● 開発においても低コスト
　で実施することが可能

ー                                     小　                                 中　                                  大

開発、運用・保守全体管理

制約条件業務

業務知識とスピード

社員業務領域

「質」と「量」の管理 オフショア指導

改善 / 効率化

「質」のコントロール

オペレーション業務

「量」のコントロール
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2.2  ARAGINの構築
　我々は、これまでに多くのシステムを他社から引継ぎ、保守を

実行してきた。これらの実績から得られたノウハウを集積・整理

し、多くのお客さまに展開できるように標準プロセスを構築し

た。これが「ARAGIN-AMO」サービスである。

　また、保守（ARAGIN-AMO）を中心として、データーセン

ターでのサーバー運用（ARAGIN-IMO）やBPO（Business 

Process Outsourcing）（ARAGIN-BPO）等の他のサービス

と組み合わせることで、お客さまの保守・運用課題に対し、より

多方面から解決策を見つけ出すことが可能となっている。それ

らを総称してARAGINと呼んでいる（図３）。

  3.  「ARAGIN-AMO」サービスの概要
　ARAGIN-AMOサービスとは、お客さまのシステムの保守・

運用をインテックが請負うサービスであり、システムの構築元

や現行の保守が他社であってもインテックに保守を移管し、保

守を実行していくものである。IT ILとインテックのアプリケー

ション運用・保守プロセス標準（IP３/AMS）[１][２]をベース

に、カスタマイズと拡張を施したものであり、「診断」、「移

行」、「実行」の３つのフェーズで構成され（図４）、保守対象シ

ステムの事前調査から保守実行までをトータルにカバーする

ものである。

図３  ARAGIN の概要

図４  ARAGIN-AMO サービス概要

ARAGIN-AMOとは…？

お客さまのカスタムアプリケーションの ITサービスマネジメント(保守・運用)を請負うサービス　　　

他社が開発したシステムの保守・運用を引継ぐことも可能！

フ
ェ
ー
ズ

診断フェーズ

当社に保守・運用を移行するにあたり、
計画・課題作成、見積の実施

● 事前準備（ヒアリングシート記入依頼）
● ヒアリング（サービスレベル調整）
● 調査
● 分析
● 分析結果報告（改善提案）
● 提案

移行フェーズ

既存ベンダー様から現行業務を引継、
当社の方法論で運用を最適化

● 事前準備
● 環境構築
● 各種プロセス・ルール設計
● Knowledge Transfer
● OJT(Shadowing,Reverse Shadowing)
●ドキュメント整備
● 報告（引継判定）

実行フェーズ

システムマネジメントサービスの実行

● IP3(ITIL)準拠の運用
● 品質指標による評価、改善
● 効率化の促進
● オフショア化推進

■ システム保守運用における課題 ■ 当社のARAGINサービス

システム保守・運用費の削減

維持管理負荷の軽減

技術者の確保と育成属人化の排除

震災・災害への対策

サイバー攻撃や情報漏洩への
セキュリティー対策

ARAGIN（Architecture Renovation Accelerator Generated by Intec NearShore）
ニアショア保守の特性を活かし、お客様のシステムの保守運用を包括的にサポートするサービス

ARAGIN－AMO
（アプリケーション・マネジメント・アウトソーシング）

● 4階層モデル
● 日本人力/改善力
● ファシリティ力/動員力

ARAGIN－BPO
（ビジネスプロセス・アウトソーシング）

ARAGIN－IMO
（インフラ・マネジメント・アウトソーシング）

● 豊富な個別オプション

● DC間広域仮想LAN 
● 高機能データセンター
● 運用イノベーションシステム

お客さまと伴に発展してきた当社の文化「先用後利」の精神
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  4.  ARAGIN-AMOサービスの特長
　ARAGIN-AMOサービスには、以下の３つの特長がある。

(1) 保守業務の実施ロケーションを最適なバランスで組み合わせ

　　可能

　ARAGIN-AMOでは、保守業務の実行プロセスと、保守

サービスの要求レベルを最初に定義し、お客さまと合意

する。そのため、お客さまの状況に応じて保守の実施場所

を、オンサイト、オフサイト、ニアショア、オフショアの４ロ

ケーションへ最適に配置し、保守作業品質の確保が可能で

ある。それにより、コストが高くてもオンサイト要員を重視

することや、多少レスポンスが悪くてもニアショアやオフ

ショアに比重を置きコストを抑える等の、システムの特性

やお客さまのニーズに合わせ、保守業務を最適なQCDバラ

ンスで組み合せることが可能である。

(２) IT IL準拠のプロセスで安心

　当サービスは、インテックにおけるアプリケーション保

守・運用プロセス標準（IP３/AMS）を元に、カスタマイズ

と拡張を施したサービスである。IP３/AMSは、保守・運

用の実行時のみの標準プロセスを定義したものであるが、

ARAGIN-AMOは、実行前のシステム調査と引継ぎにつ

いても標準プロセスを定義している。実行フェーズについ

ては、IP３/AMSと似たものとなっている。そもそも IP３/

AMSは IT ILに準拠しているため、ARAGIN-AMOの実行

フェーズもIT ILに準拠したものとなっている。それにより、

保守業務の実行プロセスが確立されたものとなり、保守品質

が向上し、お客さまは安全かつ安心にシステムを利用する

ことができる。

(３) 継続的な改善活動の実施

　今までに６０以上のシステムの保守を引継ぎ、担当した

経験に基づいたテンプレートを利用することにより、保守

業務の可視化、ドキュメント化、標準化、平準化、効率化、

品質向上の改善活動を実施できる。具体的には、多くの工

数が掛かっている保守作業を分析し効率化すること、作業

ミスの多い作業をミスが発生しにくい手順に改善するこ

と、障害が多発しているシステムの障害恒久対応を実施し

安定化させること等である。これにより、将来的に保守費

用の削減が可能となる。

  5.  「ARAGIN-AMO」の内容
5.1  診断フェーズ
　診断フェーズの目的は、お客さまが保有しているシステムにつ

いて、保守・運用の観点から課題や問題点を洗い出し、解決策

を提案することである。また、お客さまの要望があれば、同時に

ARAGIN-AMO保守プロセスへの適合性、効果、プランニング

を提示する。診断フェーズの概要プロセスを図５に示す。

　診断フェーズの最終成果物は、調査報告書、改善提案書と

ARAGIN-AMOへの移行提案書である。これらを作成するため

に、お客さまのシステムの保守状況の現状と、お客さまが求め

ている保守内容を正確に把握し、その内容とITILをベースとし

たARAGIN-AMOを比較することに加え、これまでの経験で蓄

積された保守の各種指標を参考にお客さまの現状の課題を抽

出していく。抽出された課題に対し、ARAGIN-AMOでのプロ

セスや成果物または、これまでの改善事例を基に対策案を提案

する。

　ここでのポイントはお客さまシステムの保守状況を正確に

把握することだが、ARAGIN-AMOではこれまでの経験によ

るノウハウを活かしたテンプレートを用意し、これらを利用す

ることで、的確な調査・分析・評価をすることが可能となって

いる。また、希望するお客さまにはARAGIN-AMOの導入提案

も実施する。提案の主な内容は、引継ぎスケジュールと引継ぎ

工数と保守実行の工数となるが、それらの工数の算出には、こ

れまでの経験から作成した工数算出シートを用い、それにパラ

メータを入力することで概算の工数を求めることができる。

図５  診断フェーズの概要プロセス

●診断フェーズの概要プロセス

診断フェーズ

1.現状把握 2.課題の抽出 3.対策の検討

インテック主体のタスク

4.報告 5.提案

移行フェーズ
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　テンプレートの一例としてヒアリングシート(図６)について説

明する。ヒアリングシートとは、お客さまの現状を確認するため

のシートである。ヒアリング項目を要件や条件に合わせてテン

プレートからカスタマイズし、ヒアリング項目に対する現状をお

客さまの協力を得て記載していく。テンプレートとして用意した

項目を確認するだけでも現状を詳細に確認することができ、後

続の分析・評価の品質も高いものとなる。

図７  移行フェーズの概要プロセス

5.2  移行フェーズ
　診断フェーズで作成したARAGIN-AMOへの移行提案書を

お客さまが承諾し、移行フェーズを実施する。移行フェーズの目

的は、お客さまから保守業務を引継ぎ、実行フェーズで高品質・

高効率な保守業務を実行できるように準備することである。移行

フェーズでは、インテックが保守を実施するための各種ドキュメン

ト、ツール、環境を準備する必要があり、作成する成果物も多く

●移行フェーズの概要プロセス
移行フェーズ

1. 移行フェーズ事前準備

2. Knowledge
　 Transfer

3.OJT

Shadowing Reverse
Shadowing

4.プロセス・ルール
設計 5.ドキュメント 整備

6. 環境準備

7. 実行フェーズトライアル

8.引継判定

実行フェーズお客さまと当社の共同タスク

インテック主体のタスク

Shadowing : 現行担当者が保守業務を行い、当社担当者がそれを見て習得する OJT
Reverse Shadowing : 当社担当者が主体で保守業務を実施し、現行担当者に作業のチェックをしていただくOJT

図６  ヒアリングシートサンプル
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表２  保守品質指標の例
分類　                 項目　                                   目的　                                                      算出方法　                                KPI

下記は、代表的な指標のサンプルです。

システム
稼働状況

作業状況

工数状況

サービス稼働率・
Batch 成功率
障害発生件数

案件発生件数

案件完了状況

納期遵守率

オペレーションミス状況

セキュリティ事故状況

リリース成功率

障害通知時間遵守率

障害対応状況

工数状況

システム稼働品質の確認

インフラ・アプリケーション品質の確認

月末時点での案件の完了状況
（未完了状況）を確認

納期の達成品質の確認

オペレーション品質の確認

セキュリティ品質の確認

変更管理プロセスを通した、
リリース品質の確認

障害発生時の初期対応状況の確認

月末時点での障害の完了状況
（未完了状況）を確認

インシデント種類別の作業工数の状況
を確認

案件発生傾向の確認

（サービス提供時間 － 停止時間） ÷ サービス提供時間
（全 Batch 数 ‒ 異常終了数）÷ 全 Batch 数

障害発生件数　( 自責／他責別）

案件発生件数

当月完了件数 ÷ 当月発生件数

（納期管理対象案件件数 ‒ 納期遅延件数）
÷ 納期管理対象案件件数

オペレーションミス発生件数

ウィルス感染、情報流出件数等

（全リリース件数 ‒ リリース失敗件数） ÷
 全リリース件数

1 時間以内に通知できた障害件数 ÷ 障害発生件数

（先月繰越件数 + 当月発生件数） ‒ 当月完了件数

工数（時間）

99.9%

自責 0 件

－

90%

100%

0 件

0 件

100%

100%

100%

－

－

なっている。特に、初めて保守を担当するお客さまにおいては、保守

のルールを合意する必要があり、非常に重要なフェーズとなる。

　移行フェーズの概要プロセスを図７に示す。

　図７に示したタスクを表1に簡単に説明する。

　ARAGIN-AMOには、各タスクで作成する成果物のテンプ

レートやサンプルとインシデント管理等のツール類のサンプル

を用意してある。それらを利用することで、決定事項や準備事

項のモレ防止や効率化につながり、さらに、保守業務を無理な

く確実に引継ぐことが可能となっている。

　移行フェーズのポイントは、保守・運用のサービスレベルや、

プロセスをお客さまと合意し、決定することである。それらが決

定すると、保守を実施するロケーションを４階層から組み合わ

せ、ロケーション毎の役割と要員数、引継ぎの深さと引継ぎ方

法、準備するドキュメントの種類などを決めることができる。そ

の組み合わせにより、引継ぎと保守・運用のコストも変わること

になり、お客さまの要望に沿った品質とコストで保守・運用を提

案することが可能となる。これが他社の保守引継ぎサービスと

の大きな違いである。

5.3  実行フェーズ
　実行フェーズの目的は、移行フェーズを経てインテックに移管

したシステムの保守・運用を、確実に実行することである。予め

合意した保守対応フローでインシデント対応することで、お客さ

まとインテックの双方にとって安全・安心な保守・運用を遂行可

能である。

　保守・運用の実施と並行して、実行プロセスや各種手順書の

実行が難しい箇所や無駄な箇所を改善し、手順の標準化や手順

書の修正・整備を実施する。このように標準化やドキュメント化

を進めることで、保守・運用の属人化が排除され、誰でも安定し

た作業を実施できるようになり、保守品質の安定化と共に、要

員ローテーションが容易になる。

　また、保守品質やシステム状態を各種指標で可視化し、お客

さまに報告書として提示し、さらに、各指標に対し設定した目標

値の達成状況や指標の時間的変動の傾向から保守品質やシス

テム状態を分析し、悪化している箇所や障害が発生しやすい箇

所や工数が掛かっている作業などを発見・改善していくことを

標準としている。これを継続することにより、システムの安定化

と保守手順最適化を実現でき、お客さまとインテックの両方に

とって手間のかからないシステムとなり、保守・運用コスト削減

につながるのである。

　保守品質やシステム状態を測定する指標の例を表２に示す。

　一般的には保守の指標を取得するには、ある程度の工数が必

要であるが、ARAGIN-AMOでは、インシデント管理のための

管理ツールからデータを抽出し各種指標を出力するツールも準

備している。これらのツールをセットで利用することで、普段の

インシデント管理をすると同時に指標作成に必要なデータを効

率的に収集することが可能となっている。

表１  移行フェーズのタスク説明

タスク名 説明

2.Knowledge Transfer

3.OJT

4.プロセス・ルール設計

5.ドキュメント整備

6.環境整備

システムの内容（サーバー構成、ソフトウェア
構成やデータベースや処理の内容）と保守・
運用手順を習得するタスク

お客さまと協議しながらARAGIN-AMOの標準
プロセスから必要な物を選択し、保守・運用の
サービスレベルや、プロセスを決定するタスク

保守・運用に必要なドキュメントやツール類で
不足している物を整備するタスク

リモートで保守・運用を実行するための環境
構築をするタスク
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準拠の運用ルールとそれに基づくインシデント管理ツール、各

種の運用ドキュメントの整備を提案し、導入が決定した。その

後、お客さまの保守・運用体制の構築と、保守メンバーの育成サ

ポートも提案し、現在実施中である。ここでも、保守・運用に必

要な役割の洗い出しや、教育メニューの検討にARAGIN-AMO

を活用することができた。保守体制の構築は、引継ぎとは違う

ノウハウが必要であり、今回、実施することで新たなノウハウを

蓄積することができた。

  8.  おわりに
　これまで述べてきたように、ARAGIN-AMOサービスは、シ

ステム運用・保守のコスト削減と品質向上を狙ったものであり、

現状の保守状況を評価したいお客さまや、保守に課題を感じて

いるお客さま、保守費用の削減を検討しているお客さまに導入

し、お客さまの課題を解決していきたいと考えている。多くのお

客さまにARAGIN-AMOを使ったトータル的なコストダウンを

実感して欲しい。

　また、数多くのお客さまに導入することで、多様なフィード

バックやお客さま毎の特性を受け取り、より標準的なプロセス

へのブラッシュアップを図りたい。将来的には、システム保守の

引継ぎから実行までのプロセスと、開発中システムの本番稼動

後の保守準備プロセスについて、全社的な標準プロセスとして

定義していきたい。

  6.  ARAGIN-AMO の効果
　これまでに述べたとおり、ARAGIN-AMOを利用することで、

実行フェーズ開始以降に以下のようなメリットをもたらす（図８）。

　これらは、保守・運用を実施しているインテックにとっても、

お客さまにとってもメリットである。保守・運用を実施していく

中でARAGINのノウハウを利用して改善を行うことで、お客

さまの保守・運用費用のトータル的なコストダウンを実現さ

せる。

  7.  ARAGIN-AMOの提案・導入事例
　次に、現在までのお客さまへのARAGIN-AMOの提案と導入

の実績を述べる。

　これまでに首都圏や西日本、中部、北陸にて、数社に提案をし

た実績がある。保守の移管の提案だけではなく、お客さまが保

守・運用するシステムの状況評価を目的に診断フェーズのみの

提案依頼もある。提案を希望するお客さまの多くは、お客さま

の社員を保守・運用から解放し他の業務を担当させたいという

課題、または、保守・運用のコストを低く抑えたいという要望を

持っている。このような課題や要望の解決にARAGIN-AMOは

マッチする。

　導入の実績の一例を示す。大規模なシステム更新のプロジェ

クトを実行中の新規のお客さまから、本番稼動後の保守・運用

の準備と体制構築の案件を受注し、診断フェーズと実行フェー

ズで使用するプロセス、ツール、ドキュメントを納品した。この

お客さまの保守・運用の現状は、インシデント管理ルールは定

められているが運用が徹底されておらず、かなり属人化した状

態であり、お客さまもその状況を課題として認識していた。そ

れに対し我々は、ARAGIN-AMO実行フェーズで使用するITIL

図８  ARAGIN-AMO のメリット

1 標準化・ドキュメント化による属人化排除
サイト・個人を特定しない

2 適正な品質目標とサービスレベルの設定
品質とコストのバランス。お客さま業務の一部を担当することも可能

3 プロセス・手順の明確化によるミスの排除
リカバリーや後戻り工数の極小化。お客さまの役割の明確化

4 業務改善・ツール化による効率化・品質向上
作業の自動化による効率化とミスの排除

5 保守状況の可視化によるムダの削減
ムダや効率化可能箇所のチェック・改善
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