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米国の事例に見る 
ITサービスのリスクマネジメント 
 

今やIT部門から提供されるサービスなしには成り立たない程、事業とITとは、緊密、
あるいは一体化したものとなってきている。しかしながら、日本においては、システ
ムごとにバラバラな水準のITサービスを提供しているケースが多く、そのためシステ
ム運用が複雑となり、計画した水準のITサービスを提供できなくなるリスクが見受け
られる。 

本稿では、ITサービスの管理にかかわるリスクとそのマネジメントについて、米国の
動向を踏まえ、金融機関の事例も交えながら解説する。 

 

1. ITサービスの管理に関するリスクとマネジメントの課題と
ポイント 

ITサービスの管理における最大のリスクは、利用者が期待する水準でITサービスの提
供を受けられないことである。これは、ITサービスの提供に際して、オペレーション
の複雑さによりもたらされることが多い。オペレーションが複雑になる理由としては、
システム運用部門の業務負荷を考慮した運用設計がなされていないことや、ITサービ
スがシステムごとに設定されていることが考えられる。 

利用者が期待する水準でITサービスの提供を受けることを確実にするためには、以下
の対策がポイントとなる。 

(1) 開発部門と運用部門が連携したITサービス開発プロセスの整備 

ITサービス提供部門がいかに価値のあるITサービス群を提供する体制を持っていたと
しても、開発時だけでなく運用まで見据えた形でITサービスが決定されるプロセスと
なっていなければ意味をなさない。日本においては業務部門にIT化のニーズが生じた際、
IT部門内の開発担当部門がシステム化を担うことが多く、システム化の工程において
運用担当部門の関与が薄くなりがちである。その結果、システムのリリースまでのコス
トや納期を優先してしまい、運用でのITサービスの品質や効率が考慮されないケースが
発生することがある。したがって、システム化の上流工程でITサービスを決定する際、
運用目線での検討がなされるような、プロセスや体制等のガバナンスが必要となる。
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システム 
システムの重要性に応じ、IT基盤を選択＋標準機能の活用 ＝ ITサービスの実施水準の決定 

IT基盤「松」 
【実施水準例】 
• ホットスタンバイ 
• NW／電源二重化 
• 高スループット 
• ログはファイルのI/Oを含む 
• 監視の閾値は低め 

 

IT基盤「竹」 
【実施水準例】 
• コールドスタンバイ 
• NW／電源二重化 
• 中スループット 
• ログは実施コマンドを含む 
• 監視の閾値は標準 

 

IT基盤「梅」 
【実施水準例】 
• バックアップシステム無 
• NW／電源一系統 
• 低スループット 
• ログはログイン／ログアウト 
• 監視の閾値は高め 

 

(2) 組織としてのITサービスの標準化 

日本においては、ITサービス提供部門（通常システム運用部門が該当）は、業務部門あ
るいはシステム開発部門からの作業を受動的に引継ぎ、これを忠実に実施するという
スタンスで業務遂行しているケースが散見される。その多くは依頼元の業務要件に依
存した個別の管理プロセスや運用作業が乱立し、実施水準も個々のシステムごとに設
定されがちである。こういった場合、その水準でITサービスを提供できるかどうかは担
当者への依存が大きくなるため、バラつきが生じやすい。したがって、組織としてIT

サービスを標準化することが必要となるが、具体的には、提供するITサービス群を定め
ること、および各々のITサービスの実施水準を数パターンに集約することがポイント
である。ITサービスの標準化においては、ITIL1を用いることが多い。 

 

2. 米国大手金融機関におけるITサービスのリスクマネジメント事例 

これらの背景を受け、米国の大手金融機関において、前述の2つのポイントがどのよう
に実践されているか、紹介したい。 

【ポイント（1）について】KPMGが調査した数社の米国大手金融機関では、いずれもシ
ステム開発の予算は、IT担当部門ではなく業務部門で確保している。また、今回の調査
対象外の金融機関ではあるが、業務部門からIT担当部門に開発を依頼するのではなく、
自部門内に開発要員を抱えているケースもある。米国では開発／運用コストが業務部
門に賦課されるのが一般的であるため、システムのライフサイクル全体の観点からIT

サービスの採用を検討する動機付け（運用まで考慮してITサービスを決定する組織上
の統制）が存在している。 

【ポイント（2）について】KPMGが調査した数社の米国大手金融機関では、いずれもIT

サービス提供部門が、業務部門に提供するITサービスをあらかじめメニュー化し、その
中から1つを選択させる（メニューによっては不要として選択させない）形態をとるこ
とによって、ITサービスの管理プロセスや運用作業の乱立を抑制している。また、業務
部門はシステムの重要性（機密性、完全性、可用性等）に応じてITサービスメニューの
実施水準を選択できる。ただし、ITサービスメニューごとに実施水準を選択させると管
理が煩雑になり、コスト効率が悪くなるため、実施水準ごとにIT基盤を分割し、実施水
準に応じたIT基盤を選択させるケースが多い（図表1参照）。 

【図表1】米国金融機関におけるITサービス実施水準に応じたIT基盤分割の例 

 

 

 

 

 

                                                           

1 ITサービスに対するリスクマネジメントには、ITサービスマネジメント分野のグローバルスタンダード（ベストプラ
クティス集）である、「Information Technology Infrastructure Library（以下、ITIL）」の活用が有効である。ITILは
日本においても既に普及しているが、ITサービスマネジメントへの取組みとしてのITILの実務活用については、欧米
との間に開きがあるのが実情である。ITILは、1980年代の初版以降多くの改善がなされ、2000年代初頭に発表され
たv2にて日本を含め世界へ爆発的に普及した。その後、現在（2017年）の最新である2011Editionの基となったv3

（2007年）では、ビジネスとITを不可分なものとして捉え、ビジネスと関連付けてITサービスの戦略を描くよう述べ
られている。これは、ITサービスマネジメントをIT部門内に閉じた活動とするのではなく、ビジネスとしてITサービ
スを利用する者の目線で品質を確保し、効率化を図ることを示唆するものと解釈できる。 
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なお、ITサービス提供部門は、利用者のニーズを踏まえて定期的にITサービスメニュー
やその実施水準の見直しを行うといった形で、PDCAを実践しているのが一般的である。
さらに、ITサービスの提供を高度化している事例として、ITサービスの提供にかかわる
自動化への取組みと、ITサービスの代表的な機能であるサービスデスクにおける工夫
について、併せて紹介したい。 

ITサービス提供の自動化 

米国では、ITサービスの提供のために必要な、多くの機能をIT基盤に持たせ、その機能
を活用することによって自動化が進んでいる。結果、バリエーションを伴いがちなオペ
レータ等の人手を介した作業をできるだけ排することにより、高品質なITサービスの
提供と効率化を実現している。 

サービスデスク 

サービスデスクとは、ITサービス利用者からの問合わせに対応するための窓口機能で
ある。今回調査対象とした大手金融機関は米国を本拠地としてグローバルに拠点を持
つため、ITサービスの利用者は世界各国に存在するが、サービスデスクを各国個別に設
けるのではなく、仮想的に統合することで集約化を実現している。具体的には、地理的
に分散した複数のサービスデスクのうち、日中帯のサービスデスクにて業務提供して
順次引継ぎを行い、これらを組み合わせて24時間体制を実現している。言語的な問題
があるため、統合は英語圏の国に限られているが、機能集約により一定の効率化を行い
つつ、常に安定したサービスの提供を実現している。 

 

3. まとめ 

ここまで、想定されるITサービスのリスクに対するポイントと課題、およびそれに対す
る米国のITサービスリスクマネジメントについて、米国大手金融機関の取組みを交え
て紹介した。その中で述べた、重要な点を以下にまとめる。 

 システム化工程でITサービスが決定される際、運用目線での検討がなされるよう
な、ITサービスの決定プロセスが必要である。 

⇒システム化工程でのITサービスの検討や決定において、運用担当部門が多く関
与するプロセスとすることが有効と考えられる。 

 あらかじめ設定された実施水準でITサービスを提供できるよう、ITサービスの標
準化（提供するITサービス群の決定、および実施水準を数パターンに集約）が必
要である。 

⇒ITサービスはできるだけIT基盤の標準機能を活用し、実施水準はそのパターン
ごとにIT基盤を分けることにより、管理の煩雑さを避けることができる。 

日本と米国ではITを取り巻く法制度やITに対する考え方、ビジネス文化など、多くの面
で差異があるが、ITサービスマネジメントを有効に実践するための気付きとして、米国
の動向に目を向けることで得られるものも多いと思料する。本稿が、自社の取組みを見
直すための一助となれば幸いである。 
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