
18

第18号

2018特集

特
集

攻めの品質、守りの品質

18

アプリケーション運用･保守サービス
継続的改善への取り組み

　相澤　武　　　　田中　拓也　　　　内田　理仁

概要
　アプリケーションの運用・保守サービスは、従来出来上がったシステムの維持管理を主体に行う活動という
考え方が中心であったが、デジタルビジネス時代の今、システムの安定運用はもちろん、運用・保守を起点とし
た、お客様の経営戦略の迅速な策定・遂行や、IT システムの全体最適の実現に寄与する活動への転換が求め
られている。
　本稿では、インテックが取り組んでいるアプリケーションの運用・保守サービスの継続的改善への取り組み
について紹介する。
　紹介する取り組みは、SI 事業本部が取り組んでいるアプリケーション運用・保守サービスを提供する個々の
保守プロジェクトにおいて継続的な改善を目指す「計画書に基づくプロジェクト運営」と「組織的な保守改善施
策」の 2 つである。

  1.  はじめに
　インテックにおける保守プロジェクトでは表1にあげるよ

うな特性を持っている。

　このような特性から、保守プロジェクトには以下にあげる

ような課題がある。

（ 1 ）属人化による作業のブラックボックス化

（ 2 ）保守作業の過剰サービスや過小サービス

（3 ）維持管理作業に注力してしまい改善サイクルを回すとい

う意識が疎かとなりがちになる

　これらの課題を解決するための方策の一つとして、計画書

に基づくプロジェクト運営が必要であると考えられる。

　本稿では、個々の保守プロジェクトにおける計画書に基づ

くプロジェクト運営をベースに、組織的な保守改善施策と結

びつけている取り組みについて紹介する。

要
員
構
成

 ● プロジェクトメンバーが 10 人を超えるところもあれば、1 人プ
ロジェクトもある

 ● 小規模プロジェクトでは、ほとんどのプロジェクトで、メンバー
が他プロジェクトも兼務している

保
守
作
業
範
囲

 ● 問い合わせ対応を中心としたインシデント管理のみ
 ● インシデント管理、機能改善、定常業務サポート等、保守サービ
    ス全般を担当
 ● 保守契約の中で月単位で機能改善のための改修工数を持っている
    ところ、改修案件毎に別契約としているところがある

毎
年
継
続

 ● 基本的に保守開発対象ソフトウェアが全て廃棄され、保守支援が
    必要なくなるまで何年も続く
 ● 長年慣れ親しんだ独自のプロジェクトルールが確立されている場
    合が多い

表 1　保守プロジェクトの特性
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  2.  計画書に基づくプロジェクト運営
　保守プロジェクトの実施にあたっては、お客様と締結して

いる保守契約内容に基づいたサービスを提供することが原

則である。そのためには、標準プロセスに基づき保守実施計

画（保守プロジェクトのプロジェクト計画のことを指す）を策

定し、保守に関わるメンバー全員が共通認識として保守内容

や保守実施手順を把握しておくことが重要となる。インテッ

クでは、全社レベルで業務プロセスの標準を定めており、そ

の標準プロセスのプロジェクトへの適用効果を最大限に高

めるためには、前述した保守プロジェクトの特性に合わせた

標準プロセスの取捨選択（テーラリング）とメリハリをつけ

たプロジェクト運営が必要不可欠である。図1は計画書に基

づくプロジェクト運営の全体像である。以下でそれぞれのポ

イントについて説明する。

2.１　保守プロジェクトの特性に合わせた
　　　テーラリング
　保守プロジェクトの特性にあわせたテーラリングの流れに

ついて説明する。

（1）保守契約内容の確認と見直し

　長い間保守を行っているプロジェクトでは、契約が毎年

自動更新されており、改めて保守契約書を見直すという機

会がないケースもある。また、プロジェクトのメンバーも世

代交代などにより、保守契約の内容自体をみたことがな

いというメンバーがいるケースもある。サービス品質の

向上とサービスの適正化を図るためには、プロジェクト

メンバー全員が保守契約の内容について理解しておく

必要がある。

（ 2 ）保守タイプの選択

　インテックにおける保守サービスの代表的な契約パ

ターンを分類した「5つの保守タイプ」の中から、プロ

ジェクトの契約パターンに一番近いものを選択する。契

約パターン毎に保守タイプを設定することで、特に規模

が小さい保守プロジェクトでは、最低限、どのレベルの

サービスまでを実施すればよいかを明確にしている。各

タイプのサービス内容は表2のとおりである。

保守タイプ サービス内容

Entry

お客様からの問合せ（システムに対する質問、システム

の操作方法）への回答を行う。

業務パッケージのライセンス保守（パッチ提供など）も

このタイプに含む。

インテック側ではシステムの動作確認に必要な環境のみ

を保有し、プログラムなどのモジュール管理は行わない。

問合せに対する調査の結果、障害対応を含むプログラム

改修等が必要となる場合は、スポット対応として、別途

見積りのうえ対応する。この場合、インテック側では、

改修モジュールの本番環境への適用は原則行わない。

Basic

Entry タイプの内容を包含する。

インテック側でプログラムなどのモジュール管理を行い、

障害対応時のプログラム改修から本番環境への適用まで

を行う。問合せ履歴はインシデント管理として一元管理

する。

Standard

Basic タイプの内容を包含する。

決められた改修枠内での改善対応（お客様からの要望、

インテックからの提案の両方を含む）を行う。資源（ハー

ドウェア、ソフトウェア、ネットワーク）の利用状況を

監視する。

Advanced
Standard タイプの内容を包含する。

お客様業務の定常運用サポートを行う。

Premium

Advanced タイプの内容を包含する。

サービスレベルを設定し、PDCA サイクルでの継続的な

改善を行う。

保守の契約
内容の確認
と見直し

保守タイプ
の選択

作業内容
を体系化

保守実施
計画書の
作成

保守実施計
画書に基づ
くプロジェ
クト運営

プロセス
チェックの
仕組み

図 1　計画書に基づくプロジェクト運営の全体像

表 2　5 つの保守タイプ
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（ 3 ）作業内容を体系化（タスクへのマッピング）

　選択した保守タイプで標準的に実施するタスクの一覧

に、自プロジェクトで実施している作業内容をマッピングす

る。表3は、保守タイプがBasicタイプのプロジェクトのマッ

ピング例である。Basic欄に○印のあるタスクが、Basicタ

イプで標準的に実施するタスクである。それに対して作業

内容欄には、実際にプロジェクトで実施している作業内容

をマッピングしている。表3の例からは、Basicタイプにな

いタスク「改善要望対応」を実施していることがわかる。

この例のように、選択した保守タイプのサービス内容に過

不足がある場合は、自プロジェクトの保守内容に応じて適

宜見直しを行い、自プロジェクト用のタスクを定義するこ

とが必要である。プロジェクトの中には独自のルールを確

立しているところもある。そのようなプロジェクトに対して

は、新たに作成した標準プロセスに沿ってプロジェクトの

ルールを作り直すというよりも、これまで実施してきたこと

が、標準プロセスのどの部分に該当するのかといったマッ

ピングを行い、既に実施できている部分は、これまでのや

り方を踏襲し、不足部分があれば追加するという考え方を

導入している。

2.２　保守実施計画書の作成によるメリハリ
　　　をつけた活動
　保守プロジェクトの運営では、「プロジェクトは毎年継続する」

「工程というマイルストンがない」などの保守プロジェクトの特

性がある。そのため、「維持管理作業に注力してしまう」「プロ

ジェクト開始時終了時の目標設定や評価が難しい」という問題

が発生する。そこでこれらを解決するために、PDCAサイクルに

基づくプロジェクト運営の考え方を導入した。ポイントは以下の

とおりである。なお、本稿では、PDCAサイクルに基づくプロジェ

クト運営のことをメリハリをつけた活動と定義している。

（1）「保守実施計画書」の作成（Plan）

　保守契約自体は何年も継続するものであるが、期間（1年

を想定）を設定し、期初に計画を立て、期末に1年間の評価

をすることを目的に、保守実施計画書を作成する。保守実

施計画書には、プロジェクトの契約範囲や体制、それぞれの

作業の管理方法（作業フローや管理ツール、作業手順書）な

どを纏める。保守実施計画書は、定期的に振り返りを行い、

内容の見直しを行う。

（ 2 ）保守実施計画に基づくプロジェクト運営（Do）

　保守実施計画に基づいたプロジェクトを遂行する。

プロセス アクティビティ タスク Entry Basic 作業内容

業務サポート

3-2 サービスデスク
（問合せ受付） 3-2-1 サービスデスク ○ ○ ・一次窓口受付対応

3-3 インシデント管理
（問合せ対応）

3-3-1 サービス回復 ○ ○ ・システム操作の問い合わせ
・データ 2 次加工支援
・ミドルウェアの Verup 作業3-3-2 サービス変更 ○

3-4 問題管理
3-4-1 是正処置 ○

・トラブル調査
・データリカバリ
・不具合パッチ提供、報告

3-4-2 予防処置 ○
3-5 変更管理・リリース管理

3-5-1 変更管理 ○
3-5-2 リリース管理 ○

機能改善 保守開発 改善要望対応 ・要望事項対応

定常運用
サポート 3-1 定常運用

3-1-1 運用計画策定
3-1-2 調達活動
3-1-3 業務運用オペレーション
3-1-4 マシン・オペレーション
3-1-5 日常改善

IT サービス
資産維持 3-6 構成管理

3-6-1 ハードウェア管理
3-6-2 ソフトウェア管理
3-6-3 ネットワーク管理
3-6-4 ファシリティ管理
3-6-5 ユーザＩＤ管理
3-6-6 ソース・モジュール管理 ○ ・ソフトウェア管理

・ドキュメント / プログラム管理3-6-7 ドキュメント管理 ○

IT サービス
レベル維持

3-7 サービスメニュー管理 3-7-1 サービスメニュー・マネジメント

3-8 キャパシティ管理
3-8-1 キャパシティコントロール
3-8-2 キャパシティプランニング

3-9 IT サービス財務管理
3-9-1 IT サービス実績管理 ○ －
3-9-2 コスト・プランニング

3-10 IT サービス継続性管理
3-10-1 障害時対応訓練計画
3-10-2 障害時対応訓練実施
3-10-3 障害時対応訓練評価

3-11 可用性管理
3-11-1 サービス監視・測定
3-11-2 運用改善

3-12 情報セキュリティ管理
3-12-1 データ・コントロール ○ ・情報セキュリティ管理
3-12-2 セキュリティの監視と状況分析

表 3　Basic タイプのマッピング例



第18号

2018

特
集

2121

（ 3 ）プロセスチェックの仕組み（Check＆Act）

　実際に標準プロセスが適用されているかをチェックする

ための仕組みも大切である。今回の取り組みでは、保守実施

計画が作成されているか、保守実施計画に基づいて保守サー

ビスが適切に遂行されているか、保守実施計画に基づくプロ

ジェクト活動が遂行されたかを「計画時（期初）」「実行時（期

中）」「評価時（期末）」の3つのタイミングで第三者がチェッ

クする運用とした。期末の評価時には、1年間の評価結果をも

とに、改善点などを盛り込んだ次年度の計画を立案する。

  3.  組織的な保守改善施策の事例
　組織的な保守改善施策の取り組みとして、SI事業本部の

事例を紹介する。取り組みは、保守プロジェクトの計画と実

績の見える化を目的とした「保守プロジェクト版方針管理」、

保守担当者のモチベーション向上を目的とした「保守コンテ

スト」、保守業務サービス品質の底上げを目的とした「保守

業務確認会」の3つの施策である。各施策の関係は図2のと

おりである。各施策の取り組み経緯は表4のとおりである。

年　月 施　策
2011 年 6月 保守コンテスト開始（～ 2017 年まで 13 回実施）

2012 年 4月 保守プロジェクト版方針管理の導入
（～ 2017 年まで継続実施中）

2012 年 保守業務確認会の開始を決定
2013 年 6月 保守業務確認会開始　（～ 2017 年まで 6 回実施）

表 4　保守施策の取り組み経緯

3.１　保守プロジェクト版方針管理
　保守プロジェクト版方針管理では、保守担当者が明確な

目標を元にアプリケーション運用・保守サービスの継続的

改善が行えるよう、計画と実績の見える化を行っている。

（1）特徴

特徴は次の2点である。

● プロジェクト活動にリズム感をつける

　維持管理作業に終始しがちとなってしまう保守プロ

ジェクトにおいて、PDCAサイクルに基づくプロジェクト

運営を行うことで、プロジェクト活動に一定のリズム感を

つける。また、評価では結果だけに着目するのではなく、

計画と実績の対比を意識することで次の改善に結びつ

ける。

● 上位方針とプロジェクト活動を連結する

　上位方針（本部年度方針、部門の方針管理、アカウン

トプラン）で設定されている各施策のうちお客様やプロ

ジェクトに関連する施策について、保守プロジェクトはプ

ロジェクト版方針管理の方法でプロジェクト活動を推進

することにより、プロジェクト活動の一つ一つの積み重ね

が上位方針に結びついていることを意識できるようにし

ている。

（ 2 ）実施方法

　上記の特徴を実現するために、保守プロジェクト版方針

管理シートを用いる。プロジェクト属性情報、今期の重点施

※本部で保管・蓄積
全保守プロジェクトが対象
・書面審査
改善度評価

全保守プロジェクトが対象
・ドキュメント事前検査 
・対面確認
改善指導

保守プロジェクト版
方針管理
半期実績

保守業務サービス品質の底上げモチベーション向上

※保守プロジェクト側で実施

※保守プロジェクト側で実施

年度毎に実施

半期毎に実施

毎月運用

保守本部年度方針策定

プロジェクト半期計画作成

保守プロジェクト版
方針管理

評価項目策定

保守コンテスト

表　彰

確認項目策定

保守業務確認会

改善指導

保守プロジェクト版
方針管理

保守プロジェクト版
方針管理 保守実施計画書

図 2　 保守改善施策の全体像
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策と目標値、保守プロジェクトの指標項目（目標、実績）の

3つのパートでシートを構成している。

　本部のすべての保守プロジェクトは保守本部年度方針を

施策に展開する。施策は保守プロジェクト版方針管理シー

トに記載する。施策には目標値を設定し、月次で目標と実

績の差異分析を実施する。月次での差異分析の結果は、当

該保守プロジェクトにフィードバックし、それを受けて保守

プロジェクト側では、指摘事項や改善事項を次月以降の改

善施策立案につなげている。

　なお、保守プロジェクト版方針管理シートはSI事業本部

において2.2でいう保守実施計画書の一部という位置付け

で運用している。

3.２　保守コンテスト
　保守作業は、開発にくらべて成果が見えにくくなりがちであ

る。SI事業本部では保守コンテストによって保守作業に公正

かつ適切な評価を与えるようにしている。公正かつ適切な評

価は次の（ 1）評価観点、（ 2 ）実施方法の内容によって実現し

ている。

（1）評価観点

　評価は、定量、定性の両面の観点で行っている。

　定量面の評価は、営業力、組織力、お客様満足度、既存ビ

ジネス安定度の4つの観点で行っている。評価指標の例と

しては、「受注件数」、「時間外作業時間」、「クレーム未対

応率」、「利益率」などがある。元となるデータは、保守プロ

ジェクト版方針管理シートで収集しているデータである。

　定性面の評価は、旺盛な改善意欲、多数の改善実施数、

独創的なアイディアの実施、高い改善効果、本部重点方針と

一致した活動、長期にわたる保守案件継続、など定量的な

評価が難しい項目を定性的な観点で補完している。

（ 2 ）実施方法

　半期に1回、本部長表彰として保守コンテストを実施して

いる。定量面の評価は、各保守プロジェクトから収集した

保守プロジェクト版方針管理シートを元に行っている。定

性面の評価は、保守プロジェクト版方針管理シートの記述

を参考に、最終的には本部部長会にて評価を行っている。

3.3　保守業務確認会
　保守業務確認会では、保守プロジェクトへの改善指摘対応

フォローを行うことにより、保守業務サービス品質の底上げを

行っている。

（1）保守業務サービス品質

　保守業務のサービス品質を評価する観点としては、保守

コンテストでの定量評価と共通する4つの観点を含め、次

の5つで定義している。（保守における『品質の5特性』とし

て位置付けている）

図 3　 保守業務確認会でのヒアリングシート（一部）とレーダーチャート

可視化

×
×
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● お客様業務への理解性

　お客様ニーズ・要求の正確な把握

● 営業力向上への行動性

　お客様への改善提案

● 組織力向上への行動性

　一定レベルでのお客様へのサービス提供

● お客様満足度向上への行動性

　障害の未然防止と発生時の迅速対応

● 既存ビジネス安定への行動性

　お客様へのサービス安定提供のための利益確保

（ 2 ）実施方法

　本部の品質担当者が評価者となり、保守プロジェクトと

対面で評価シートに基づく確認を行う形式をとっている。

　評価シートには、保守業務サービス品質の5特性に対応

する質問項目がリスト化されており、その項目毎に確認を行

う。評価者は事前に評価対象プロジェクトの保守ドキュメン

トの調査を実施しており、保守担当者の発言に信ぴょう性

があるのかの判断を行っている。確認結果は、評価シートに

まとめ、保守プロジェクトにフィードバックしている。評価者

が定期的に保守プロジェクトにおける改善指摘の対応状況

を監視し、改善対応の完了までを捕捉している。

　以上が定性評価の方法である。

　また、保守プロジェクトの対面確認における発言を数

値化し保守における『品質の5特性』を軸としたレーダー

チャートで可視化している。レーダーチャートには、保守プ

ロジェクトがその形状を見て取り組みが弱い分野を把握す

る目的がある。以上が定量評価の方法である。

　保守業務確認会で使用する保守プロジェクトへのヒアリ

ングシート（一部）、およびレーダーチャートを図3に示す。

  ４.  おわりに
　本稿では、アプリケーション運用・保守サービスの継続的

改善のための取り組みとして、個々の保守プロジェクトでの

取り組みと組織での取り組みの2つについて紹介した。組織

的な保守改善施策の事例で紹介したように、プロジェクトの

活動と組織の活動とがそれぞれの違いを意識せず連携してい

くことで、お客様のビジネスに貢献できる提案やシステムの

構築に結びつけ、お客様とのWin-Winの関係を構築していき

たいと考える。




