
エンタープライズソフトウェアの 
サポートに、第三者保守を選択する 
7つの理由
企業のロードマップ戦略、柔軟性、機敏性の推進
のためのリミニストリートによるサポート
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はじめに

ソフトウェアベンダーはサポート費用で
最高95%の利幅を確保。1

1. Oracle、2017年度第4四半期財務ニュース詳細、2017年6月。
2.  リミニストリート、"Survey Report:2017 SAP Applications Strategy Findings（調査レポート：2017年SAPアプリケーション戦略に関する調査

結果）"、2017年5月。
3. リミニストリート、"Oracle EBS Customers Prefer Current Proven ERP（Oracle EBSの顧客は、実績のある現行ERPを好む）"、2017年1月。 
4. 2018年 ProcureCon CIOおよびCPOレポート。

目下の取り組みが成長に向けたビジネス戦略強化であれ、競争激化への対応であれ、今、CIO
の最優先事項はデジタルトランスフォーメーションです。つまり、単なるビジネス継続だけでなく
先を見据えた投資姿勢を示す必要があります。

しかしデジタルトランスフォーメーションには費用がかかります。IT リーダーは、投資とビジネス
優先事項の調整を求められます。新規顧客獲得や既存顧客との関係強化など、会社の収益につ
ながる IT ロードマップを策定する必要があります。巷にあふれるテクノロジー誇大広告をより分
けて、ブロックチェーンや拡張現実アプリへの投資が長期的にみて合理的なのかどうか判断しな
ければなりません。同時に、目の前の現実的なチャンスを考慮し、合理化されたワークフローとデー
タ活用を強化することによってビジネスプロセスを最適化することが必要となります。 

CIO は、「このコストはどこから捻出するのか？」という上層部からの鋭い質問に答えることが求め
られます。 従来の IT 予算の 80 ～ 90% はすでに既存システムの運用に固定されているため、CIO
と財務チームは資金調達方法を考えなければなりません。 

第三者によるエンタープライズソフトウェアの保守を採用する企業は、ERP 等のアプリケーション
で十分な ROI 維持するためには、高額な保守契約と不要なアップグレードへの支出をやめること
が最善の方法だと認識しています。

この eBook では、ビジネス主導型ロードマップを加速する上で第三者保守が最善の方法となる理
由についてご説明します。

サービス向上／コスト削減に向け、最優先で検討中
または検討予定のIT支出カテゴリーは4？ 

2018年のProcureConによるCIOおよ
びCPOレポートによると、調査対象の
ITリーダーの68%が、第三者によるソ
フトウェア保守をサービス改善とコス
ト削減の手段と考えていることが明
らかになりました。

SAPアプリケーションのライセンシーの
89%が、現行ソフトウェアリリースの
実行継続を予定。2

Oracleアプリケーションのライセンシーの
65%が、ソフトウェアベンダーのクラウ
ド製品を採用決定するだけの説得力のあ
るビジネス上の理由を見出していない。3 
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第三者保守により、
平均 75%のコスト
削減を実現。

ソフトウェアベンダーに毎年支払うサポートおよび保守の年間費用に見合うだけの適正な価値を手
にしていないと考える顧客企業がますます増えています。長年、自社製品のサポートサービスは大
手ソフトウェアベンダーの実質的な独占状態にありました。サポート業務の利幅が 90% を超える
現状では、実際のサポートと保守におけるベンダー経費 1 ドルにつき 10 ドルを支払っていること
になります。顧客は、ソフトウェアベンダーのサポートモデルはよく言っても経年状態にあり、厳
しく言えば時代のニーズに即したものではなく、古臭い、妥当なものではないという結論に達しつ
つあります。 

エンタープライズソフトウェアの年間サポートに多額の支出をしながら、その見返りとして受ける
価値は限定的なものになっている可能性がある、という点に業界アナリストも同意しています。継
続的に支払う保守運用費用が IT 予算全体の大半を占める（平均 90%）ケースが多く、ビジネスト
ランスフォーメーションの取り組みに残された予算はわずか 10% ということになります。5 

第三者による保守を採用すれば、IT 利用費用をすぐに削減し、将来に向けた予測可能で低コス
トのサポートモデルを得ることができます。最近では、対応がスピーディな第三者保守を、元の
ベンダーのサポート費用の半分の年間費用で利用できます。これは、メリットのほんの一例に過
ぎません。第三者保守は、年間保守費用の削減だけでなく、アップグレードの回避、カスタマイ
ズ部分のサポート提供、顧客に合わせた税制、法律、法律および規制に対応したコンプライア
ンスパッケージの提供、セルフサポート費用削減という面でもクライアントをサポートします。

総合的に考えると、第三者保守によるコスト削減は、平均でサポート総費用の 75%6（ベンダーの
年間保守費用を含む）に達します。この大幅なコスト削減を、従業員の解雇の回避、IT の戦略
的なビジネス活用の追求、また、将来に向けた準備等にすぐに充当することができます。

5. ガートナー、“Gartner IT Key Metrics Data, 2019:Executive Summary（2019年 ガートナーIT主要指標データ：要旨）”、2018年12月。
6. ガートナー、“Gartner IT Key Metrics Data, 2019:Executive Summary（2019年 ガートナーIT主要指標データ：要旨）”、2018年12月。
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サポート費用が右肩上がりで上昇する一方、それに対して受けるカスタマーサービスのレベルは低
下の一途をたどっているものと見られます。ソフトウェアサポートのベンダーに連絡して問題を問
い合わせると、初級者レベルの技術担当者が関連のない何百もの修復プログラムと組み合わせ
たサービスパックでアップグレードまたは実装するように勧めてくることがあります。また、カスタ
ムコードの問題であってこちらの担当範囲ではないと、技術担当者から言われる場合もあるでしょ
う。知らない間に、一つの小さな問題が、多額の費用と時間や他のリソースを要する、回帰テス
トやダウンタイムが伴う大きなプロジェクトに一変してしまうのです。改めてサポート窓口に連絡す
ると、次々に別の担当者に回される複雑な構造をうまくかいくぐらない限り、経験豊富なエンジニ
アに担当してもらうのは至難の業です。

第三者保守のアプローチは根本的に異なり、セルフサービスではなく、フルサービスを重視してい
ます。お客様からの電話を受けるヘルプデスク担当者ではなく、平均 15 年の経験を備えたサポー
トエンジニアが電話に応対し、直接ソフトウェアのデバッグを行い、問題に対処します。次々に別
の担当者に引き継がれることもなく、カスタムコードもサポート対象となります。

お客様はスピーディなサポートを受けられるので、信頼感をもって第三者保守プログラムを実際
に活用できます。これまで、ベンダーにログ送信する問題が年間 5 件か 6 件しかなかった組織が、
突然、月に 10 ～ 15 件の第三者保守を依頼するようになるケースもあります。これはなぜでしょ
うか？

最もよく聞かれる答えは、「実際に問題を解決してくれるから！」です。 ソフトウェアベンダーにロ
グ送信してから何年経っても一向に対処されなかった問題（そのうちのいくつかは最も複雑で解決
が困難な問題）が、数日または数週間で解決されることも珍しくありません。 

第三者保守なら、 
より質の高いサービス
を提供。
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10 ～ 15 年前には製品アップグレードにより、基幹のビジネスプロセスを自動化できる重要な新機
能が提供されていましたが、現在は状況が異なります。実績のある現在のソフトウェアアプリケー
ションの機能性は高く、数千もの組織、また数十億ドル規模のトランザクションもしっかりサポー
トできます。

第三者保守により現在使用しているリリースの寿命を延ばすことで、リスクとコストを減らせます。
新しいソフトウェアリリースの徹底的な精査とデバッグには数ヶ月から数年かかることがあり、以
前は安定していた実稼働環境に支障が生じる可能性があります。また、ソフトウェアベンダーによ
る修復プログラムハンドルの展開を何度も重ねることで、固有のリスクが生まれることもあります。
御社独自のニーズに合わせたカスタマイズの有無にかかわらず、第三者保守では、機能性が高く
安定したリリースを15 年以上運用することができます。混乱を招く高額なアップグレードをせずに、
現行のアプリケーションやデータベースを 20 年間稼働できれば、どれほどの ROI を確保できる
か考えてみてください。

しかも、第三者保守を受けることで使用アプリケーションが固定化されるわけではありません。
本番環境で使用している現在のリリースを最新版にアップグレードする必要もありません。ソフト
ウェアベンダーの最新リリースをまだ実行していない場合は、最新リリースと関連コンポーネント
をダウンロードしてから第三者による保守プログラムに移行できます。これにより、アップグレー
ドに価値があると判断した場合に、アーカイブされたリリースに移行できる柔軟性を確保しなが
ら、現行リリースの運用をそのまま継続することができます。

また、ソフトウェアベンダーはクラウド版のアプリケーションの開発に投資し、開発目標の達成に
向けて企業を買収していますが、こうしたオプションの機能や移行に、顧客企業が心を動かされ
ることはあまりないようです。ハイブリッド IT への投資、つまり、カスタマーエクスペリエンスを
向上し、従業員との関係を改善し、取引を加速させる最善のアプリケーションを備えたコア SoR
周辺のイノベーションが、最近の傾向としてよくみられます。

コストが高く混乱をもたらす製品アップグレードを先送りまたは回避すれば、戦略的な取り組みへ
の投資キャパシティがあがり、御社の最終収益がすぐに改善される可能性もあります。

アップグレード、 
更新、移行は不要。
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エンタープライズソフトウェアの強みをさらに引き出すには、専門サービスが必要です。一部の第三
者保守プロバイダーは、標準サポートプログラムの一環として追加費用なしでこうしたサービスを提
供しています。

カスタマイズサポート 基幹のビジネスアプリケーションに手を加えずにそのまま運用している企業
はほとんどありません。通常、ソフトウェアベンダーは標準サポートの一環としてカスタムコードを
サポートしていませんが、主な第三者保守を提供するサービスプロバイダーはカスタムコードのサ
ポートが不可欠と考えています。

相互運用サポート 変化し続けるインフラや有効期限の切れるベンダーサポートに対応しながら、
先進的なテクニカルサービスで、将来も安心して使用できるエンタープライズソフトウェアをサポー
トします。このようなサービスによって、インフラの相互運用、互換性、および統合における技術
的な課題をあらゆる階層で解決できます。

パフォーマンスの高いサポート 第三者保守では、同じ問題を持つ顧客企業へのサポートで時間を
かけて得た専門的な知識を活かし、第三者保守では、お客様が必要とする望ましいシステム応答
時間とパフォーマンスを実現できます。。

セキュリティ 多くの IT チームが、セキュリティに対する多層的なアプローチの必要性を認識してい
ます。第三者保守では、エクスポージャリスク低減に向けて具体的な行動に移せるインテリジェン
スを提供します。脆弱性分析に基づくアラート、ERP やデータベースシステムを超えた専門性の高
いセキュリティ管理に関する専門家の支援などがその例として挙げられます。

リスク回避サポート 未然に、アプリケーションやテクノロジースタックの潜在的問題を発生前に特
定できたとしたらどうでしょう？第三者保守を提供するプロバイダーの中には、セキュアモニタリン
グ、予防的なデータベース健全性チェック、IT 環境安定化に向けたベストプラクティスの推奨事項
を記載した、各ユーザーのニーズに合ったレポートを提供するプロバイダーもあります。

ロードマップ計画の策定 業界をリードするプロバイダーには、イノベーション計画のマッピングをサ
ポートする経験豊富で創造的なエンジニアから成るチームがいます。また、クラウド、ソーシャル、
モバイル、ビッグデータのカスタマーエクスペリエンス向上を目的としたアプリケーション開発の資
金を、第三者保守採用によるコスト削減分で捻出することができます。

追加コストなしで 
質の高い 
サポートサービスを 
受けられます。
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税金、給与計算、会計、固定資産と関連料金、そして各種の独自規制や標準は世界中の国で絶えず
変化しているため、定期的な更新や、新たな IFRS 会計基準等の大規模な移行や特別規制を含む様々
な事象への準備と対応を余儀なくされます。世界中の最新の税制や規制の改正に応じてアプリケー
ションを頻繁にアップデートし続けることが、ビジネスオペレーションの正確性と適合性を維持する
上で非常に重要です。

業界をリードする第三者保守のプロバイダーでは、経験豊富な税務、法務、および各国独自の規制
に関する専門チームが、こうしたアップデートをタイムリーかつ正確に提供するので、顧客企業は、
常にコンプライアンスを維持できます。顧客企業には一年を通じて定期アップデートをご提供します。
またソフトウェアベンダーによる方法とは異なり、更新は関係のない変更と共に行われるのではなく、
個別に提供されます。業務に必要なアップデートのみが提供されるので、必要もないのに修正適用
とテストを強いられる膨大な追加アップデートに煩わされることはありません。

専任チームが、地域、市町村、地方、都道府県の行政代表者やすべての主要税制および規制サー
ビスと緊密に連携し、政府機関から提供される最新の改正内容を忠実に把握します。そのうえで、
変更範囲の設定、開発、テスト、パッケージ化、品質確認を行い、高品質で正確な法改正対応を
迅速な配信サイクルで提供していきます。

専任のグローバル
チームが、税制、
法律、および規制
の改正に対応します。
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エンタープライズソフトウェアの将来は予測もつかないほどエキサイティングです。御社が将来活
用する可能性のある数多くのテクノロジーの選択肢の中には、ソフトウェア・アズ・ア・サービス

（SaaS）、クラウドコンピューティング、サービス志向アーキテクチャ（SOA）、オープンソースソフ
トウェアが含まれます。今後 10 年間は、様々なアプリケーションアーキテクチャ、ミドルウェア、
SOA テクノロジーの標準をめぐる激しい競争の中で、これまでにないレベルの合併や買収が行わ
れる時代となるでしょう。開発クラウドの新たなテクノロジーが短期間で圧倒的な力をもって台頭
し、現在の大手ソフトウェア企業がその座を明け渡すことになります。

次世代ソフトウェアのプラットフォームの詳細は依然として明らかではありませんが、「本当にビジ
ネス価値があるのか？」という観点から評価すべきものであることは明らかです。

第三者保守を採用すれば、こうした最新の次世代ソフトウェアプラットフォームなど新しいオプショ
ンを評価しながら、現行システムとアーキテクチャを安全に維持するために必要な時間と専門知
識を確保できます。最良のソフトウェアプラットフォームの選択は、次世代型のプラットフォーム
が構築され、展開とテストが広く行われたのち、そのプラットフォームをレビューして採用するのが
賢い選択と言えるでしょう。そうすれば、ビジネス主導型ロードマップに沿って、新プラットフォー
ムへ移行するビジネス価値と既存システム維持のメリットとを比較検討できます。御社はデジタル
トランスフォーメーションへ向けてどのように歩んでいくか、段階的に決定していきます。

第三者によるソフトウェア保守はこの戦略において重要な役割を果たします。保守費用を通じてソ
フトウェアベンダーの研究開発への投資を継続するのではなく、より戦略的な御社独自のビジネ
スイニシアティブに対してコスト削減分を充てることができるようになります。第三者保守に移行す
る多くの企業は、次世代版のソフトウェアのライセンスを取得し、さらに他の重要な IT プロジェク
トの資金も確保できるだけのコスト削減を達成しています。

御社ビジネスにとって
適切なテクノロジーを
採用できる柔軟性を
確保。
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著名な業界アナリストやメディアが、包括的な IT 戦略における第三者保守の必要性を認識しています。
現在、世界各地のあらゆる規模の組織が、第三者保守を採用しています。例えば第三者保守を提供
する世界的プロバイダーであるリミニストリートは、2005 年の会社設立以来持続的かつ飛躍的な成
長を遂げています。中規模企業、公的機関、フォーチュン 500 企業を含む世界中の組織が、サポー
トサービスをリミニストリートに切り替えています。

エンタープライズソフトウェアを利用する企業は、ROI を迅速に確保できる代替手段を得られること
を理由に、リミニストリートに切り替えています。そしてもちろん、当社のお客様は元のソフトウェア
ベンダーとの取引を継続して追加ライセンスやモジュールを購入することが可能です。重大な問題の
場合は 15 分以内の対応が当社の SLA で保証され、実際の応答時間は平均で 5 分以内です。リミニ
ストリートには、手際のよい熟練したサポートエンジニアがそろっています。経験豊かなプロフェッショ
ナルたちが、「最高品質のエンタープライズソフトウェアサポートを提供する」という重要な目標に向
かって昼夜努力を重ねています。

当社のサポートエンジニアに関してや、ビジネス主導型ロードマップを策定する方法の詳細は、
をご覧ください。

リミニストリートによる 
第三者保守は、実績
と信頼性を備えた 
選択肢です。
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2005 年以降、受賞経験を誇る革新的なプログラムでエンタープライズサポートサービスのあり方を一新してきました。当社プログラムにより、IBM、
Microsoft、Oracle、SAP 等のエンタープライズソフトウェアベンダーのライセンシーは、総保守費用を最大 90％削減することができます。お客様は、現
行のソフトウェアリリースを、アップグレードすることなく 15 年以上使い続けることができます。Fortune500 企業、中規模企業、公的機関を含め、世界
中で多くのお客様が第三者保守プロバイダーとしてリミニストリートのサービスを利用しております。
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