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運用保守の見える化で練る成長戦略

深刻になるシステム障害の影響
運用保守の環境はますます厳しく

　運用保守を取り巻く環境は厳し

い。今や運用保守の対象となるシス

テムは非常に複雑である。システム

は、多数のハードウエアやミドルウエ

アを組み合わせて構築する。運用保

守の担当者には、システムで利用し

ている製品やその特性に関する膨大

な知識が必要で、各種技術の専門家

で構成するグループが分業・協業し

て当たらなければ、満足なレベルの

運用保守は実現できない。

　社会や企業におけるシステムの重

要性も大きくなっている。ITは社会

インフラや経済活動の隅々に広がっ

ており、障害でわずかな時間停止し

ても組織の業績や信用に悪影響が

出かねない。内部統制の整備や個人

情報管理といった観点から、ルール

に基づく運用保守の必要性も高まっ

てきた。また昨今は経営層から、運

用保守の生産性向上やコスト削減を

一層強く求められているはずだ。

　しかし、当社はこうした厳しい環

境に対して、運用保守サービスの明

確化やサービス状況の把握といった

「見える化」に取り組み、数々の成果

を上げてきた。

　最近では、運用保守の見える化を、

運用保守の現場と経営層/ユーザー

部門がお互いを理解するとともに、

様々な変化を捉えて将来の成長戦

略を練るための道具として活用して

いる。ここでは、その様子を私が所

属する鉄鋼ソリューション事業部の

例をもとに解説したい。

　鉄鋼ソリューション事業部の母体

は、新日本製鐵の情報システム部門

である。現在も同社の運用保守業務

をフルアウトソーシングで受託して

いる。そのシステムは大規模/複雑、

オープン化の進展、要求水準の高さ

といった特徴を持ち、厳しい運用保

守環境を早い時期から経験してき

た。

　当事業部が運用保守の対象とす

る鉄鋼アプリケーションは、約20台

のメインフレームと約1000台のサー

バーで稼働し、1億9000万ロジカル

ステップに及ぶ。これら鉄鋼アプリ

ケーションにはダイナミックな運用保

守が求められる。鉄鋼製品は使用目

的に合わせてすべてオーダーメード

で作り、製造に際して幅/厚みなど

数万項目を定義するため、プログラ

ムは非常に巨大になる。また、工程

の追加など製造工程や設備の変更

に伴い、頻繁にプログラムに手を入

れるなど、変化も激しい。

　最新技術も積極的に導入してき

た。1980年代にはオンラインシステ

ムを基幹として利用し、1990年代に

はクライアント/サーバー・システム

やWebシステムを導入している。

　鉄鋼製品の製造工程では一貫最

適スケジューリングの中、微妙な温

度管理が必要とされていることから、

24時間365日のシステム稼働も不可

欠である。システム障害があれば、

数億円から数十億円の損失が発生

する可能性もあり、周到に計画した

場合以外は一瞬たりともシステムを

止められない。

　運用保守の現場は、このような条

件の下、ユーザー部門に高いレベル

のサービスを提供し、経営層・ユー

ザー部門からは生産性向上や変化に

柔軟なシステム構造などを求められ

る立場にある。見える化は当初、そ

うした運用保守の厳しさを経営層・

ユーザー部門に理解してもらうため

に始まった。

新日本製鐵の巨大システムの
運用を通してノウハウを蓄積

　最初の取り組みは1990年ごろであ

る。当時、日本ではバブルが崩壊し、

経営環境は悪化の一途をたどる。こ

の第1期の活動内容は主に「作業量

の把握」だった。運用保守に関する

作業量やメンテナンス件数/規模、受

付件数/処理中の件数などを計測。

それらの数値をグループごとにまと

め、運用保守現場の実態を経営層・

ユーザー部門がイメージできるよう

にした。

　これに対して2000年ごろの第2期

では「システムの特徴を捉えたサー

ビスを指向」した。第1期は「人（グルー

プ）」をもとに作業量を把握したが、

第2期では「サービス」や「システム」

をもとに把握することに転換してい

る。システムの特徴に合わせた最適

な運用保守サービスを提供するとい

う考えからだ。

　情報収集も「インシデント（事象）」

という単位に変えている。例えば、1

件のメンテナンスや問い合わせを1イ

ンシデントと捉え、どのような現象が、

どんな理由で発生し、どんな対応作

業をしたのか─といった情報を収

集する。

　こうしたインシデントのサービス別

集計と分析からは、後述するように

多くの成果が上がった。

　第3期では、内部統制の整備に取

り組んだ。ユーザーからの問い合わ

せや依頼事項へ適切なルールに従っ

て対応するため、プロセスの整理や

証跡取得ルールの明確化を行った。

■運用保守サービスをお互いに理解しあうことが必要

運用保守サービスの世界は
ますます厳しい環境になってきている

経営層

ユーザー部門 システム部門
（運用保守現場）

運用保守サービスの明確化
サービスレベルの指標化

見える化へ

運用保守の見える化で練る成長戦略
〜変化を捉え提案活動や業務プロセス改善活動を支援〜

運用保守を取り巻く環境が厳しさを増している。ITアーキテクチャがオープン化によって複雑化する
一方、システムの社会的/経営的な重要性が高まったことなどが背景だ。当社は、その課題に「見える化」
の手法で取り組み、サービスレベルを向上させるとともに、提案活動や業務プロセス改善活動などを
支援してきた。今では企業の成長戦略を練る道具として活用している。

安田 菜保美
新日鉄ソリューションズ株式会社
鉄鋼ソリューション事業部
部長

■見える化への取り組みの歴史

時代背景 狙い・活動内容

バブル崩壊

グローバル再編

企業間連携

合理化

1990

2000

2005

現在

1期：作業量の把握
指標：作業量、グループ別作業量実績、メンテナンス件数/規模、
受付件数、繰越件数など

情報整理：システム特性情報
情報収集：インシデント情報としてメンテナンス、問い合せ、臨時業
務の目的、依頼者、理由、作業内容等

2期：システムの特徴を捉えたサービスを指向

プロセス定義：プロセスの整理、証跡取得ルールの明確化

3期：プロセスと証跡の重視

4期：提案へ向けての指標

内部統制

■環境変化を捉えた見える化の事例

●データが複数部門、システムへ波及
●複数のAP/インフラ統合基盤との組み合わせ   
など関係部署・関係者が複数にまたがって
いるケースが増

原因を調査すると…

障害発生件数と対応負荷時間の推移

⇒シンプルなシステム構造への工夫
　（予防保全）
⇒障害が発生した際の対処迅速化
　（防災訓練）

件数は減少（15％減）

障害インシデントを分析

対応時間が増加

負荷時間 発生件数
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運用保守の見える化で練る成長戦略

　現在は第4期に入っている。これ

まで蓄積してきたデータを基に、見

える化が将来の成長戦略を練る道

具として使えるよう、後述する38の

管理指標を作成したところだ。

　運用保守の見える化による成果は

予想以上に大きい。特に第2期以降

では、見える化が様々な変化を捉え、

システム再構築や業務プロセスの改

善につながるような強力な道具であ

ることが実証されている。実例を挙

げよう。

　あるシステムでは長期的に障害発

生件数が減ったものの、運用保守現

場ののべ対応時間が増加するという

奇妙な結果が出ていた。

　原因は、そのシステムが扱うデー

タが多数の部門およびシステムをま

たがり、障害が幅広い範囲に影響し

ていたり、アプリケーション/インフラ

統合基盤などのミドルウエアの組み

合わせが複雑化していたことだった。

その結果、障害が一度発生すると、

大勢の担当者があちこちを飛び回っ

て対応していたのである。

　見える化がこうした環境変化を捉

えたため、対策も明確になった。アプ

リケーションの構造をシンプルに変

え、障害の原因究明を容易にするよ

う開発部隊へフィードバックした。ま

た、万が一の場合を想定し、多数の

担当者が効率よく行動するための障

害発生時の対応訓練実施について

議論も始まっている。

　見える化が業務内容の変化を捉

える場合もある。あるシステムで、要

因別のメンテナンス件数の長期的な

トレンドを調べたところ、法改正など

外部要因によるメンテナンスの比率

が6年前の約半分から3分の2へ急増

していた。

　これはユーザー部門の業務を取り

巻く環境が大きく変わり、アプリケー

ションが業務に合わなくなってきた

ためと推測できた。ソフトウエアとい

う形のないものの老朽度を客観的に

示した例と言える。対策としては、シ

ステムの再構築が最善と判断できた。

ベストプラクティスを
プロセスモデルで集大成

　これらの成果をもとに、当社は

運 用 保 守 サ ー ビ ス の 内 容 を

「MOMODEL（Maintenance & 

Operation process MODEL）」とい

うモデルベースのアプローチとして

体系化している。

　MOMODELは、①サービスメ

ニュー、②プロセス定義、③KPI（重

要業績評価指標）─という三つの

要素からなる。

　①サービスメニューでは、ユーザー

部門へ提供するサービス内容を明確

化している。サービスは「APメンテ

ナンス」「AP稼動監視」「障害対応」

など八つに分類されている。また、

これらは約100タスクへと分解するこ

とができ、そのタスクを定義したもの

が②プロセス定義である。

　②プロセス定義は、プロセス定義

書と手順書の二つで構成する。

　プロセス定義書では、どんな手順

をどのような順番で進めるか、何を

インプットとして集め、何をアウト

プットするかなどが定義されている。

手順書は、プロセス定義書の各手順

の具体的な内容を示した業務フロー

である。テンプレートとして用意し、

ユーザーごとにカスタマイズする。

　③KPIは、運用保守業務のサービ

スレベルを表す管理指標である。約

20年に及ぶ見える化の取り組みで

蓄積したノウハウを基に、38の管理

指標を設定した。それぞれの値や変

化をチェックすると、要請・提案（シ

ステム化提案など）および内部業務

改善（メンテナンス計画調整など）に

つながるようになっている。

　MOMODELの特徴は、これら三

つの要素を組み合わせ、持続的に

サービスレベルの向上や業務プロセ

スの改善を実現する方法を形式化し

たことである。

　各サービスメニューにおけるプロ

セスの状態を把握したら、KPIにて

チェックする。KPIの評価結果により

プロセスを改善し、またKPIの変化

を見る。この繰り返しを通して、運

用保守におけるベストプラクティス、

標準化/手順化およびその評価を組

織的に取り込める。

　MOMODELのメリットは、運用保

守の現場、ユーザー部門、経営層の

それぞれにもたらされる。

　現場にとっては、個人が経験・勘

所として持つ運用保守ノウハウを「組

織の力」として発揮するための道具

になる。日常業務における課題も見

えるため、業務プロセス改善へとつ

ながるだろう。

　ユーザー部門には、業務環境の変

化を捉えてシステム再構築や業務改

革を進めるためのヒントになる。

　経営層にとっては、運用保守とい

う馴染みの薄い業務に対して、数値

に基づくリアルなイメージを与え、企

業としてのIT戦略やコスト改善の具

体的な目標を指示可能にする。

　これらを総合的に見ると、企業に

とっては将来の成長戦略を練るため

の強力な道具であると言える。

　「運用保守」の見える化で練った

成長戦略は、新たな「基本構想・計

画」や「開発・構築」といったソリュー

ションへとつながり、システムライフ

サイクルにて高い効果を発揮する。

　新日鉄ソリューションズは、「基本

構想・計画」など上記三つの要素を

総合的に支援する「システムライフ

サイクルトータルソリューション」と

いうサービスにより、お客様のIT戦

略を強力に支えていく。

■NSSOLの運用保守サービスはモデルベース・アプローチ

サービスメニュー プロセス定義

KPI
（重要業績評価指標）

サービスレベル向上
業務プロセス改善

プロセスモデル“MOMODEL”の概念図

効果 ベストプラクティス、標準化/手順化、ものさしによる評価
MOMODEL：Maintenance & Operation process MODEL

■MOMODELで利用するKPI
管理指標（38指標）を利用し、チェック・アクションへ

●達成状況　●バックログの増加 など

納期

●要員構成の見直し
●ユーザー部門への要請
●システム化提案
●システム改善提案
　など

要請・提案へ

●メンテナンス計画調整
●レビュー方法見直し
●ドキュメント整備
●予防保全
　など

内部業務改善
●緊急作業の頻度　●レビュー状況 など

プロセス

●作業負荷　●見積精度 など

工数（コスト）

●定常的な同様作業の発生…

その他

●メンテミス　●同じ/類似障害の発生度合
●ユーザー要因の障害発生度合 など

プロダクトの品質

システム・インフラ

サービス
インフラ統合基盤

共通システム・
ユーティリティ

業務アプリケーション

■NSSOLが目指している方向
運用保守での見える化を利用して、基本構想・計画へ反映

開発・構築

運用保守

基本構想・計画

アプリケーション統合基盤
顧客 サービスデスク その他関係先

■MOMODELにおけるプロセス定義

プロセス
定義書

手順書

プロセスとは、提供する個々のサービスや内部マネジメントを実行するための業務単位。
その内容を定義し、一定の手順に従って業務を進める

手順

インプット

アウトプット

手順

手順

インプット

アウトプット

手順

タスクA
1.概要
2.作業手順

●開始

●終了

3.ドキュメント作成要領
4.留意点

タスクA
1.概要
2.作業手順

3.ドキュメント作成要領
4.留意点

作業 アクション

アクション

アクション
ユーザーごとに
カスタマイズ

作業 作業

AP系運用保守チーム




