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情報化の進展に伴いビジネスにおける ITへの依存度は増す

一方である。来るべきユビキタス時代には、ITへの依存はビジ

ネスにとどまらず生活全体に及び、そのことが逆にビジネスに

強い影響を及ぼす。当社は ITサービス事業者としてユビキタ

ス時代に大きく貢献していく自負を“IT in all, Based on IT”

というキャッチフレーズに込めている。

昨今のビジネスと ITを取り巻く環境の変化を「サービス指

向」「プロセス指向」「TCO指向」の３つの観点から説明する。

1.1 サービス指向
昨今、「患者の視点に立った医療サービス」「住民の期待に応

える行政サービス」「福祉からヒューマンサービスヘ」など、

巷には「サービス」という言葉が溢れている。ITにおいても同

様に、例えばxSP（Service Providers）、Service

Oriented Architectureなどサービスという言葉が溢れてい

る。

かつて、モノの提供からサービスの提供へと需要と供給の関

係が変化し、第三次産業が生まれた。サービスの登場により、

第三次産業にとどまらず第二次/第一次産業においても、単に

良いものを作れば売れる、というわけにはいかなくなってきて

いる。また、ビジネスにとどまらず、行政や福祉の分野でも

サービスの提供が必要とされてきている。

特集2 プロセス改善

概要
現在、運用のプロセス改善手法として、ITILが注目されている。ITILとは英国商務局 （OGC：Office

of Government Commerce） が公表した ITサービスマネジメント・プロセスのベストプラクティスで

あり、ITサービスマネジメントの事実上の業界標準である。

ITILの適用方法について考察した結果、運用の品質を継続的かつ段階的に改善し、経済的かつ効率的

な運用と、お客さまの満足を得るためには、ITILで挙げられているプロセス化に関する問題点をクリア

すればよいとの結論に達した。

そのためには、ITILの本質を正しく理解し、IT組織をお客さま指向のサービスプロバイダへとマイン

ドセット/パラダイム・シフトさせ、ITILの適用を組織のあらゆるレベルでコミットし、スモールスター

トで段階的かつ継続的に改善することが必要である。

萓原　渉
KAYAHARA Wataru

運用のパラダイム シフト
－ITIL：IT Infrastructure Libraryについて－

Paradigm Shift to The IT Service Management 
-- ITIL : IT Infrastructure Library --

*ITILは英国政府OGC（Office of Government Commerce）の登録商標です。
*PMBOKはProject Management Institute の登録商標です。
*CMMI はカーネギーメロン大学の登録商標です。

1. ビジネスとITを取り巻く環境の変化
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1.2 プロセス指向
ITILと共にCMMI/PMBOK/ISO９０００等プロセス化された

管理手法に注目が集まっている。プロセス指向（プロセスアプ

ローチ）について文献（１）p.１１では次のように説明している。

「情報時代においては全てがすばやく、よりダイナミックに

なりました。伝統的な階層構造の組織では変わりゆく市場へ敏

速に対応することが難しい場合があるため、多くの組織が階層

の少ないフレキシブルな構造を持つようになりました。同時に、

組織内においては部門毎の縦割り機能から組織全体にわたる横

割りプロセスに重点が置かれるようになり、より下位のスタッ

フに意思決定を行う権利が段々と与えられるようになりまし

た。」

プロセスにフォーカスする理由については、ISO９０００のプ

ロセスアプローチに端的に表されている（２）。

「組織が効果的に機能するためには、数多くの相互に関連し、

作用し合うプロセスを明確にし、運営管理しなくてはならない。

一つのプロセスのアウトプットは、多くの場合、次のプロセス

への直接のインプットになる。組織内で用いられるプロセスお

よび、特にそのプロセス間の相互作用を体系的に明確にし、運

営管理することを“プロセスアプローチ”と呼ぶ。」

1.3 TCO（Total Cost of Ownership）
指向

システムのライフサイクルにおいて、運用コストは全体の

７０～８０%を占めると言われている。また、一般的に、開発期

間は数ヵ月程度でしかなく、年単位ということは稀となってい

るが、運用期間は１、２年ということは少なく、十年以上続く

ことも普通の事である。

２００４年３月、経済産業省の「情報システムに係る政府調達

へのSLA導入ガイドライン」により、政府調達においては IT

サービス調達にSLA（Service Level Agreement）導入を

図ることが決定された（３）。TCOの観点からコストを意識する

ようになってきており、今後、ITILのような効率的運用を実施

していることが調達の前提条件になることも十分考えられる。

IT組織が抱える課題について文献（４）p.１３では次のように

説明している。

「組織は、多くの場合、ITサービスに大きく依存しており、

ITサービスには組織をサポートするだけではなく、組織の達成

目標を実行するための新しいやり方を提示することまでもが期

待されています。また ITサービスの顧客が抱く高い期待は、

時が経つにつれ大きく変化する傾向があります。ITサービスの

プロバイダは、もはや技術と内部組織にのみを注視することは

許されず、提供するサービスの品質について考え、顧客との関

係に焦点を当てなければならなくなっています。」

2.1 サービスとは何か？
IT に限らず、一般的にサービスと聞いて思い浮かべるもの

は何であろうか？

「本日のサービスランチ」「出血大サービス」「一年間無償修

理サービス」…「無料」とか「お得」がサービスであろうか？

では、ITで言うところのサービスとは、何であろうか？例え

ば、Internetご利用明細照会サービスは、利用者にとって特

に値引きがあるわけでもなく、むしろインターネット接続の費

用負担を利用者に課している。

ITIL によれば、サービス（IT Service）の定義は以下のと

おりである（５）。

● ビジネス・プロセスを可能にする１つまたは複数のITシス

テム。

● 顧客から見た、ITサービス組織の提供物。サービスとは、

単にコンピュータ・リソースを顧客に使用できるように

することだけではない。

2.2 サービスと品質
サービスの品質について、文献（４）p.１３では以下のように

説明している。

「サービスというものは顧客との関わり合いを通じて提供さ

れます。サービスを事前に確かめることは不可能で、提供され

て始めて評価することができます。サービスの品質はサービ

ス・プロバイダと顧客との関係に、ある程度左右されます。顧

客とサービス提供者は製造プロセスとは異なり、サービスの提

供中でも変更できます。」

一方の製造業については、一般に、製品の品質は既に工場で

2. IT組織の課題
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作り込まれており、購入の段階では既に製造された製品の品質

は変化しない、としている。（もっとも、製造業においても、

アフターサービスを通して後の製品の品質を向上させることは

可能であるが）

そして、お客さまがサービスの品質を評価する基準を、文献（４）

pp.１３-１４では以下のように列挙している。

●サービスは期待通りか？

●次回も同じ様なサービスが期待できるか？

●サービスは妥当なコストで提供されているか？

人は、繰り返しの体験では最悪のケースが記憶に残る。時に

は期待を超えるサービスを提供する一方で、時には失望させら

れるようなサービスを提供するサービス・プロバイダに対して

お客さまは不満を抱くであろう。

また、人間には「慣れ」というものが存在する。例え同じレ

ベルのサービスをきちんと提供し続けていても、お客さまはや

がて満足しなくなるであろう。

つまり、サービスの提供に際しては、一貫した品質を提供す

ること、および到達した品質のレベルを維持するだけでなく、

品質方針に向かってPDCAのサイクルを廻し続け、継続的で

段階的な改善を推進していくことが必要なのである。

2.3 品質とプロセス（文献（６）を要約）
プロセス活動はあらゆる組織に存在する。しかし、一般的に

成果重視レベルの組織ではプロセスの流れと活動は全く認識さ

れていない。焦点は成果にあり、管理とコントロールは欠如し

ている。つまり、その活動は組織全体で実行されているものの、

プロセス指向の調整はほとんど何もされていない。

サービス提供においては、サービスを構成する複数の部分的

なプロセスの品質の結果がお互いに影響しあって全体の品質と

なる。部分的なプロセスの調整を効果的に行うには、それぞれ

のプロセスの品質が十分であるというだけでなく、その品質が

一貫していることも求められる。

ほとんどのビジネスは階層的に組織化されており、各従業員

グループに対して責任を有する部門がおかれている。部門は、

お客さま別、製品別、地域別、分野別、などさまざまな形で構

成されている。ITサービスも例外ではなく、複数の部門、お客

さま、分野にまたがる。しかし、活動をプロセスに整理するに

当たっては、現在割り当てられているタスクや現行の部門や部

署を利用しない。現在のタスクや部門の代わりに、プロセスの

達成目標や他のプロセスとの関係に着目する。

活動がどのようなもので、どういった入力が必要で、プロセ

スの結果としてどんな出力が生じるのかを定義することによっ

て、より効率的で効果的な方法で仕事をすることができる。活

動を測定し、舵取りをすることは、この効果を増大させる。最

終的にはプロセスに基準を追加することにより、出力への品質

尺度を加えることができる。このアプローチは、あらゆる品質

管理システムの「計画－実行－チェック－対策」（PDCA）サ

イクルを支える。

2.4 お客様満足度とSLA
サービスの品質とお客様の満足について、文献（７）では以下

のように述べている。

「サービスの品質は、どの程度サービスが顧客の要件と期待

に応えるか、ということにかかっています。サプライヤは高い

品質を提供するため、顧客がサービスで経験したこと、また、

顧客が今後期待することを常に評価しなければなりません。」

「評価の結果は、サービスを修正するべきかどうか、顧客によ

り多くの情報を与えるべきかどうか、サービスの価格を変更す

るべきかどうか、を決定するために活用することができます。」

「サービスが期待に応えられるかどうかは、優れたサービス

の提供というより、むしろ顧客との対話の中でどのくらい効果

的に成果についての合意を行うかにかかっています。顧客との

継続的な対話は、サービスを向上させ、顧客とサプライヤの両

者がサービスに何を期待しているかを知るために欠かせないこ

とです。」

つまり、お客さまの期待をコントロールすることが必要であ

る。これは、最初に適切な期待を設定し、「満足」＝「認

識」－「期待」として満足が向上するように管理するための組

織的なプロセスを導入することを意味する（８）。即ち、SLAが

ないとお客さまの期待は限りなく膨らみ、お客さま満足度を引

き出すことは難しくなるということである。

日本でのSLAの導入は、インターネットサービス・プロバ

イダによるインターネット接続サービスの品質保証制度が先駆

けであったが、これはService Level Agreementというより

は、一歩踏み込んだService Level Assuranceというべきも

のであり、指標を下回った場合のペナルティを謳い文句にして

いた。また、経済産業省の「SLA導入ガイドライン」におい

ても、ペナルティについて言及されている。こうした先行事例

から、SLA はペナルティによってコストダウンするもの、と

いう誤った認識が一部に見られる。
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2.5 パラダイム シフト
IT に携わる者の犯しやすい誤謬は、ITを手段ではなく目的

と勘違いしてしまうことである。しかし、お客さまが求めてい

るものは、ビジネス・ゴールの達成である。ITサービス・プロ

バイダには、単にビジネスをサポートするだけではなく、ビジ

ネス・ゴールを達成するためのソリューションを提示すること

までもが求められているのである。

ならば、IT組織がサービス・プロバイダとしてお客さまに提

供すべきものは、単なる「テクノロジ」ではなく、「ビジネ

ス・プロセスを可能」にし、お客さまのビジネスに貢献する

サービス（IT Service）でなければならない。

ITサービスの提供とは、ITインフラストラクチャの管理全般、

即ち、保守と運用を指している。そこで今、運用のプロセス改

善の手法として注目を集めているのが ITILである。

ITILとは、あらゆる組織に適用可能な、ITサービス管理プロ

セスのベストプラクティスであり、事実上の業界標準である。

itSMF（IT Service Management Forum）は、英国で

１９９１年に非営利団体（NPO）として設立された会員制ユー

ザ・フォーラムであり、ITILの普及促進を目的として設立され

た。現在、itSMF は欧米を中心に全世界で活動を展開してお

り、itSMF Japan（http://www.itsmf-japan.org/）はアジ

アで最初の itSMFとして２００３年５月に設立され、活動を開始

した。

3.1 歴史
１９８０年代、英国政府は膨大な IT投資を行ったにもかかわら

ず期待した効果が得られなかった。そこで、専門のプロジェク

トチームを設け、ITの活用で成功している先進企業の事例を調

査し、その方法論をまとめた。それが１９８９年に中央コン

ピュータ・電気通信局（CCTA：Central Computer &

Telecommunications Agency － 現在はOGCに統合）が公

表した ITILの第１版である。第１版は、サービスサポートと

サービスデリバリに関する１０冊の中核的な書籍と３０冊の補完

書籍から構成されていた。

２０００年にOGCから公表された第２版では、サービスサポー

トとサービスデリバリに関する１０冊の書籍は２冊に統合され

た。ITILのドキュメントは今も改良が進められており、２００４

年１１月、OGCおよび itSMF internationalは ITILの改定

（Ver.３）プロジェクトに着手した。

3.2 ITILドキュメントの構成
ITILのドキュメント（Ver.２）は、ビジネスと ITとを結ぶ架

け橋のようなものであり、以下の７冊から構成されている。

（1）Service Support － サービスレベルを維持/向上させる

ための日常的活動を管理し、以下の機能とプロセスを含

む。

●Service Desk（サービスデスク）

● Incident Management

（インシデント管理プロセス）

●Problem Management（問題管理プロセス）

●Change Management（変更管理プロセス）

●Release Management（リリース管理プロセス）

●Configuration Management（構成管理プロセス）

（2）Service Delivery － 経済的で効率的なサービスの提供

方法を管理し、以下のプロセスを含む。

●Service Level Management

（サービスレベル管理プロセス）

●Financial Management

（ITサービス財務管理プロセス）

●Capacity Management

（キャパシティ管理プロセス）

●Availability Management（可用性管理プロセス）

●Continuity Management

（ITサービス継続性管理プロセス）

（3）Planning to Implement Service Management

（4）Business Perspective

（5）ICT（Information and Communication Technology）

Infrastructure Management

（6）Application Management

（7）Security Management

特に、ITILの中心となるのがService Managementという

コア・プロセスであり、Service SupportおよびService

Deliveryという２冊の書籍に記述されている。

ITILドキュメントの日本語化は itSMF Japan によって進め

られており、既にサービスマネジメントの２冊が「サービスサ

ポート」および「サービスデリバリ」として、そして

3. ITIL
（IT Infrastructure Library）
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Planning to Implement Service Managementが「サービ

スマネジメント導入計画立案」として出版されている。

3.3 ITサービスマネジメント（サービス
サポートおよびサービスデリバリ）
の特徴

ITILの特徴を文献（９）pp.１-２では、以下のように挙げている。

●パブリックドメイン ・フレームワーク

●ベストプラクティス・フレームワーク

●事実上の標準 （デファクト・スタンダード）

●品質アプローチ

しかし、ITILの良さはそれだけではない。

（1）包括的管理体系

１０個の管理プロセスと１つの機能が、バラバラではな

く有機的に結合している。しかし、段階的（部分的）構

築が可能である。

（2）３つの「P」

サービスである以上、人を抜きにすることはできない。

しかし、終身雇用制の崩壊や雇用の流動化などの変化に

対応するには、標準化/プロセス化などにより属人化を排

除するしかない。また、今日の複雑多岐にわたるITイン

フラストラクチャを経済的かつ効率的に管理するには

ツールの利用が必要となる。つまり、People、Process、

Productのどれが欠けてもITサービスマネジメントは成

り立たないのである。

（3）ロールとマルチハット

ITILでは、プロセスにおける機能や活動を実行するため、

いくつもの役割（roll）が定義されている。役割の目的は、

組織のリストラクチャリングではなく、責任の所在を明

確にすることである。組織替えを行うのには多大な工数

がかかるが、ITIL は特定の組織形態を想定していない。

ITILを適用する組織は組織の実態にあわせ、１個人に複数

の役割を割り当てたり、グループに１つの役割を割り当

てたり、プロセスにおける役割を兼務やシェアすること

で、組織の規模や形態に柔軟に対応することが可能である。

（4）成功のためのガイドライン

勘と経験と度胸と言われていた運用の世界を、科学的

に計測可能な数値でコントロールするためのメトリック

（重要業績評価指標KPI：Key Performance Indicator）

が多数定義されている。また、実務の経験に基づいたベ

ストプラクティスなので、示唆に富んでおり、失敗/成功

のポイント、教訓（主要成功要因、利点、助言、起こり

得る問題、リスク）が多数記載されている。

3.4 ITILにおけるプロセスアプローチ
ITIL におけるプロセスとは、文献（１０）によれば、「目的を

満たす、または、最終目標を達成する意図を持った人や機能に

よって実行される関連した一連の処置、活動、変更等」であり、

プロセス管理が目指すものは、プロセスが効果的かつ効率的で

あるよう計画立案し、コントロールすることである。

プロセスに関する説明は、手順や作業指示書によって行われ

る（文献（１１）を要約）。

●プロセスにおける一連の活動は、一般的にフローチャート

で表記される。

● 手順（procedure）とは、論理的に関連のある活動を説

明し、誰がそれらの活動を行うかを述べたものであり、

これもフローチャートで表記される。

● 作業指示書（work instruction）は、手順における活動

をどのように行うべきかを定めたものである。

また、プロセスには複数の役割が存在する。

●プロセス・オーナは、組織に存在する複数の境界線をまた

がるプロセス定義そのものおよび成果について責任を持

つ。

●プロセス・マネージャは、プロセスの実現と構造に責任が

あり、それらについてプロセス・オーナへ報告を行う。

● プロセス運用者は、定められた活動について責任があり、

これらの活動についてプロセス・マネージャへ報告を行

う。

プロセスによって得られる成果についての情報を提供するた

め、業績評価指標（PI：Performance Indicator）や基準を

利用して各プロセスの入力と出力を関連付けする。それによっ

て、何が組織に入っていくのか、どのような結果になるか、ま

た、組織が提供するサービスの品質を監視するポイントがわか

るようになる。

各プロセスからの出力の基準は、各プロセスがその基準に従

えば、一連のプロセス連鎖全体が企業の達成目標を満たすよう

設定されなければならない。プロセスの成果が定められた基準

を満たしている場合、そのプロセスは効果的なものとなる。プ

ロセスにおける活動が必要最小限の労力とコストにより行われ

る場合、そのプロセスは効率的なものとなる。



55

特
集
2

I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L 2005

3.5 ITIL におけるSLA
ITIL におけるSLAとは、お客さまとのコミユニケーション

およびサービスマネジメントの品質改善の為のツールである。

そしてSLAを管理するサービスレベル管理プロセスの第一の

役割は、真のパートナシップの構築にある。

SLAとは、文献（１２）p.２８によれば「ITサービス・プロバイ

ダと IT顧客の間の文書化された合意であり、重要なサービス

目標値と両当事者の責任を定義している。SLA は、合意する

ことに重点が置かれなければならず、一方が他方から賠償金を

得る手段として使用されるべきではない。」（同p.３０）「真の

『パートナシップ』が構築されると、問題の識別と解決は、よ

り容易に、そしてより生産的になる。しかし『非難』のカルチャ

が構築されている場合には、両者が互いにその取引において保

守的かつ防衛的になるので、これは本質的にサービス品質の改

善を妨げる。」

つまり、SLA はペナルティによってコストダウンを図るも

のではない。お客さまとサービス・プロバイダとが、互いのビ

ジネス・ゴールに向かって合意し、真のパートナシップを構築、

win: winの関係を結ぶためのものである。

3.6 ITIL の実装例
ITIL は、単なるフレームワークなのでそのまま利用する必

要はない、というよりむしろ実装に際してはカスタマイズを加

える必要がある。

● Hewlett-Packardでは、ITILを拡張したものをHP IT

Service Management Reference Model（HP ITSM）

と呼び、製品開発のコンセプト/コンサルティング/

マネージドサービスに利用している。

● IBMでは、汎用機の運用経験を元に ITサービス管理の独

自ノウハウを体系化したものをInformation Technology

Process Model（ITPM）と呼び、コンサルティング等

に利用している。ITPMは１９９８年に策定された ITIL第１

版に準拠し、現行の ITIL第２版に影響を与えている。

●Microsoftでは、ITIL に準拠した運用サービスのプロセス

モデルであるMicrosoft Operations Framework

（MOF）プロセスモデルを作成し、コンサルティング等

に利用している。

● Sun Microsystemsのサービス・プロバイダに対する

サービス内容・品質管理体制等の認証プログラムである

Suntoneサービス認証の監査・認証基準は ITILをベース

としている。

3.7 インテックにおけるITILへの取り組み
当社での ITILへの取り組みを以下に列挙する。

● インターネットデータセンタとしてSun Microsystems

社のSunToneサービス品質（QoS）認証プログラムを取

得。

● itSMF Japanへの会員登録。

● ２００４年６月２３日にプレスリリースしたとおり（１３）、日本

ヒューレット・パッカード（株）と大規模基幹システム

の構築サービスと ITIL に準拠した運用サービスの２つを

軸に、オープン環境での大規模基幹システムの構築と運

用について協業を推進。

● 業務プロセス標準 IP３（INTEC Processes for best

Performance and high Productivity）の１つとして

IT I Lのエッセンスを取り入れた運用プロセス標準

（OPS:Operation Process Standard）を制定。

ITIL に限らず、プロセス化のプロジェクトは一般的に、プ

ロセスのドキュメント作成や認証の取得が目的にすり替わり、

現場の実態から遊離した形式的で官僚的な手続きに陥るリスク

をはらんでいる。プロセス化に際しての問題点について、文献

（１４）では以下のように列挙している。

●構想が過大で、導入に長い時間と莫大な労力がかかり、目

標が達成できずフラストレーションがたまる。

●組織のカルチャが変わることに抵抗する。

●プロセスの構築自体が目標になってしまい、手順が管理主

義的な障害となる。

●プロセスから得られること、パフォーマンス指標、プロセ

ス・コントロール方法などに対する理解不足により、改

善が見られない。

●組織全体のコミットがなく、構築プロジェクトに任せ切り

で、プロジェクトが組織から遊離し、他から受け入れら

れない方向に進んでしまう。

●サポート・ツールに対する投資が不十分で、プロセスが正

しく実行されない、或いは改善が行われない。

●組織が通常の活動に手一杯なのに、リソースの追加をしない。

4. プロセス化の課題
（何故プロセス化に失敗するのか？）
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●十分目に見える形でサービス提供の改善やコスト削減が行

われない。

長年の運用経験を元に考察した結果、プロセス化に失敗しな

いためには、これらの問題点をクリアすればよいとの結論に達

した。

● マインドセット/パラダイム・シフト… IT組織ではなく、

サービスプロバイダとしてお客さまのビジネスをどうサ

ポートすべきなのかを常に意識しなければならない。

●トレーニングに参加するなどして、プロセスを正しく理解

する。

●スモールスタート…まずは効果の得られやすいインシデン

ト管理あたりから着手し、問題管理、変更管理etc...と適

用範囲を拡大する。

●トップダウンでコミットし、組織のあらゆるレベルが参画

する。

●必要なツールやリソースに投資をする…これらは経費では

なく、将来のための投資と捉えるべきである。

ITIL は、

●銀の弾丸ではない。…明日から突然コストダウンはできな

い。PDCAサイクルを廻す継続的で段階的な品質改善活

動によって、効率的かつ効果的な運用が実現した最終結

果のひとつとしてコストダウンが達成されるのである。

●外部から導入するものではない。…ツールを買えばついて

くるものではない。

● 中身のない机上の空論ではない。…単なる手法ではなく、

不可欠なプロセスや役割、活動を計画立案するためのフ

レームワークを、相互の関連付けや必要なコミュニケー

ションの形態を示しながら提示するベスト・プラクティ

スである。

●既存の管理手法を否定するものではない。…個々の管理手

法による個別最適だけを求めるのではなく、組織として

の全体最適を追求するように個別の管理手法をプロセス

として再構築するためのものである。
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