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「クラウドファースト」の考え方が浸透し，大小問わず多くの企業でクラウド

サービスの導入が進んでいます。一方， IT リソースを自社で所有・運営するオ

ンプレミス型も依然として存在しており，今後もなくなることはないでしょう。

これらの IT サービスは互いに連携しながらユーザに価値を提供しています。 

連携によって今までになかった IT サービスを提供できる反面，IT サービスマ

ネジメントは以前に比べ難しくなっています。提供形態やサービスレベルの異な

るいくつもの IT サービスが複雑に絡み合い，マネジメントの対象が広がってい

るからです。 

このように高度化・複雑化し続ける IT サービスの品質を守り，継続して改善

していくことが IT サービスマネージャの役割です。その IT サービスマネージャ

に必要とされる資質を試されるのが，IT サービスマネージャ試験です。 

本書は，IT サービスマネージャ試験に合格するために必要な知識やノウハウを

凝縮して解説します。前半では主に午前Ⅱ試験対策に必要な基礎知識について，

シラバスや出題傾向を基に，ポイントを絞って解説します。更に，後半では午後

試験対策として，問題文の読み方や論文の書き方など，攻略テクニックを重点的

に解説します。知識や経験はもちろん必要ですが，“資格試験”ならではの受験テ

クニックも重要だからです。 

皆様がこの試験を突破し，IT サービスマネージャとしてご活躍いただくことを

祈念いたします。 

 

2020 年 4 月 

著者 平田 賀一 
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 第１部 本書の使い方 

IT サービスマネージャ「専門知識＋午後問題」の重点対策 

本書の特長 
本書は「効率良く学習し，試験に合格すること」に主眼を置いて
執筆しています。広大な出題範囲の全てを全力で学習するのでは
なく，試験で狙われる重要な部分はしっかりと，そうでない部分
には労力をかけすぎずに学習することも，「効率の良い学習」に
つながります。 
 
本書では，このことを意識し，合格に必要な知識事項やテクニッ
クを厳選して掲載しています。 
 

午前Ⅱ(専門知識)試験の対策とポイント 

午前Ⅱ試験突破に必要な知識事項を解説。ここで学習する知識事項は，午後

問題を解く上での土台にもなります。 

知識事項の説明を読んで理解   → 演習問題で確認 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重要キーワード 誤りの選択肢についても解説 

プロセスやフローは図で理解
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第3章  本書の学習方法 

午後Ⅰ試験の対策とポイント 

第 1 章～第 3 章では，午後Ⅰ試験の解答方法や出題傾向を掲載。 

第 4 章では，実際の本試験問題を出題テーマごとに分類して掲載。「重点解説」

で問題文の読み解き方や解答テクニックを確認し，「演習問題」でより多くの問

題に触れて実力アップを目指しましょう。 

◎第 4 章 重点解説       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後Ⅱ試験の対策とポイント 

第 1 章～第 4 章では，午後Ⅱ試験の出題傾向や論述方法を掲載。第 5 章～第 8

章では，実際の本試験問題を解説し，論文の組み立て方，書き方も掲載。 

◎第 5 章 例題解説         ◎第 7 章 合格論文事例 

  

 

合格者の論文を題材に，採点者の観点をチェック 

本番の試験を想定し，問題文・設問文へのメモ例も掲載 

同様のミスを回避するために，誤解答例もチェック 

解説冒頭で要点を整理
問題文を分割。各パートでの注意点を解説。 
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ダウンロードサービスのご案内 
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第１章 IT サービスマネジメント 

２. 

 

午
前

Ⅱ
 

 
試

験

第１章 

第２章 

第３章 

第４章 

第５章 

第 6 章 

第７章 

第８章 

第９章 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 サービス提供者と IT サービスの関係 

 

IPA のシラバスで，「サービスマネジメントの目的と考え方」が整理されているの

で確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ JIS Q 20000 及び ITIL 

(１) JIS Q 20000 とは 

JIS Q 20000 とは，サービスマネジメントにおける日本の標準規格です。要求

事項である「JIS Q 20000-1:2012」と適用の手引である「JIS Q 20000-2:2013」

から構成されます。JIQ Q 20000-1:2012 では，サービスマネジメントシステムを

計画，確立，導入，運用，監視，レビュー，維持及び改善するための，サービス

提供者に対する要求事項が規定されています。 

 

(２) ITIL
®
とは（以下，®表記は省略） 

ITIL（Information Technology Infrastructure Library）とは，IT サービスマネ

1．サービスマネジメント 

(1) サービスマネジメントの目的と考え方 

 サービスマネジメントは，サービスの要求事項を満たし，サービスの設計，移行，

提供及び改善のために，サービス提供者の活動及び資源を，指揮し，管理する，一

連の能力及びプロセスであることを理解する。（後半省略） 

（※応用情報技術者シラバス Ver6.0 中分類 15：サービスマネジメントより引用） 

仕組み 

管理活動（ITサービスマネジメント） 

 

 

ソフトウェア

価値
ハードウェア

ITサービス
顧客 

ユーザ

サービス提供者 

人 

管理活動（SMS） 

管理活動（ITサービスマネジメント） 

仕組み 

ITサービスマネージャ

トップマネジメント
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第１章 IT サービスマネジメント 

２. 

 

午
前

Ⅱ
 

 
試

験

第１章 

第２章 

第３章 

第４章 

第５章 

第 6 章 

第７章 

第８章 

第９章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIS Q 20000 と ITIL の対応表 

⇒第 2 章（p.53）へ 

⇒第 3 章（p.88）へ 

⇒第 4 章（p.128）へ 

 

(6) JIS Q 20000，ITIL に関するキーワード 

・トップマネジメント 

ITサービスを提供する組織のトップ，つまり経営者のことです。JIS Q 20000-1

では経営者の責任が 4項目規定されています。 

① 経営者のコミットメント 

SMSに対する経営者のコミットメント（約束，誓約）の証拠を提供する活動

です。具体的には次のような活動を実施します。 

・サービスマネジメントの適用範囲，方針，目的を確立し，周知する。 

・サービスマネジメントの計画が策定，実施及び維持されていること，サー

 

午前Ⅱ試験において，多くの設問が「JIS Q 20000 によれば」，「ITIL 2011 

edition によれば」という書出しで始まります。設問を解く上で，この違いをど

のように意識しておけばよいのでしょうか？ 

結論から言うと，これらの違いをあまり気にする必要はありません。根本的な

概念は同じだからです。 

少し補足すると，「JIS Q 20000 によれば」，「ITIL によれば」で始まる場合

は，それぞれで定義されたプロセスや言葉（キーワード）についての問いです。 

プロセスの構成を問われた場合には，両者の構成や名称が異なるので注意が必

要です。 

また，同じ意味のキーワードの表記が両者で異なり，2 種類のキーワードが出

てくることがあります。例えば「サービス提供者（JIS）」と「プロバイダ（ITIL）」，

「供給者（JIS）」と「サプライヤ（ITIL）」などです。本書では表記が異なるキ

ーワード（特に出題実績があるもの）については両方を紹介します。同じ問題の

中で 2 種類が混在することはありませんが，別の問題で違う表記が出てくるこ

とがあります。混乱しないようにご注意ください。 

Column 出題におけるJIS Q 20000とITILの違い 
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２. 

 

午
前

Ⅱ
 

 
試

験

第１章 

第２章 

第３章 

第４章 

第５章 

第 6 章 

第７章 

第８章 

第９章 

まり重要ではない IT サービスに「稼働率 99.99999％」という目標値は不適切で

す。 

“T”は Time-bound（適時）です。いつから実施するか，いつまでに達成する

かを明確にします。 

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

IT サービスの管理活動（プロセス）が効率的で有効に機能しているかを測定す

る指標のうち，特に重要な指標のことです。 

JIS Q 20000 の各プロセスにおける KPI の例を，それぞれのプロセスの解説で

紹介します。 

 

 

   演習問題 

   1-1～1-3 

問１ JIS Q 20000-1:2012（サービスマネジメントシステム要求事項）が規定し

ているものはどれか。 

(R1 秋-SM 午前Ⅱ問 2) 

ア サービスの計画から運用，維持，改善までを支援する製品又はツールの仕

様 

イ サービスマネジメントシステムを計画，確立，導入，運用，監視，レビュ

ー，維持及び改善するための，サービス提供者に対する要求事項 

ウ 情報セキュリティマネジメントシステムを確立し，実施し，維持し，継続

的に改善するための要求事項 

エ 当該規格の要求事項を適用するサービスの形態，規模及び性質 

解説 

JIS Q 20000-1:2012 の冒頭では，「この規格は，サービス提供者がサービスマ

ネジメントシステムを計画，確立，導入，運用，監視，レビュー，維持及び改善

する場合の統合されたプロセスアプローチを要求する」と規定しています。JIS Q 

20000-1:2012 の全体を通して，サービスを管理するために，サービス提供者が具

体的にどのような活動を実施しなければならないかを要求事項として規定してい

ます。したがって，（イ）が正解です。 

ア：JIS Q20000-1:2012 では，「適切なツールを使用することができる」と規定

しています。しかし，製品又はツールの具体的な仕様までは規定していません。

したがって，誤りです。 
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第９章 セキュリティ 

２. 
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第２章 

第３章 

第４章 

第５章 

第 6 章 

第７章 

第８章 

第９章 

 

  

 

 

 

 

 2020 年度の試験から，セキュリティ分野がそれまでの「技術レベル 3 の出題

範囲」から「技術レベル 4 の重点分野」に格上げされました。技術レベル 4 は，

情報処理安全確保支援士やネットワークスペシャリストと同等の難易度です。さ

らに，重点分野になったことに伴い，セキュリティの出題数が増加します。 

本章では，出題範囲であるセキュリティ分野について，過去の出題実績から出

題頻度の高いキーワードを中心に解説します。 

 

９－１ 情報セキュリティ全般 

(１) 情報セキュリティ全般に関するキーワード 

情報の機密性，完全性，可用性を確保，維持することによって，様々な脅威か

ら情報システム及び情報を保護し，情報システムの信頼性を高めることが情報セ

キュリティの目的です。機密性（Confidentiality），完全性（Integrity），可用性

（Availability）の頭文字を取って CIA と呼ぶこともあります。 

・機密性（Confidentiality） 

権限をもつ人だけが情報を見ることができ，権限をもたない人は見ることがで

きないことです。 

・完全性（Integrity） 

情報が正確であること（改ざんされていないこと）に加え，権限をもたない人

は変更できないことです。 

・可用性（Availability） 

利用者が必要としたときに，情報を見たり利用できたりすることです。 

 

(２) 脅威と脆弱性に関するキーワード 

・脆
ぜい

弱性 

一つ以上の要因によって悪用される可能性がある，資産又は管理策の弱点のこ

とです。具体的には，情報システムやサービスの情報セキュリティに関する欠陥

セキュリティ 

Part２ Chapter９ 
 第９章 
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 第２部 午前Ⅱ（専門知識）試験の対策とポイント

① 暗号化による盗聴の防止 

 A さんから B さんに，データを暗号化して送信します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A さんは，送信するデータを B さんの公開鍵を使って暗号化します（●1 ）。暗

号化したデータを B さんに送ります。B さんは，自身の秘密鍵でデータを復号し

ます（●2 ）。 

 インターネットなどの通信経路上には暗号化されたデータが流れます。そのた

め攻撃者が盗聴したとしても，B さんの秘密鍵をもっていないのでデータを解読

できません。つまり，盗聴を防止できます。 

② 改ざんの検出 

 A さんから B さんに送信したデータが，改ざんされていないことを確認します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●1 B さんの 

公開鍵で暗号化 

●2 B さんの 

秘密鍵で復号 

通信経路

攻撃者 

A さん B さん

データ データ 

*@~&

$&%

*@~&

$&%

●2 A さんの 

秘密鍵で暗号化 

●4 A さんの 

公開鍵で復号化 

●1 ハッシュ化

●3 ハッシュ化 

●5 比較

A さん B さん

通信経路

攻撃者

データ データデータ 

ディジタル

署名

ディジタル

署名
 

ダイジェ 

スト 1 

ダイジェ 

スト 2 ダイジェ 

スト 
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 第２部 午前Ⅱ（専門知識）試験の対策とポイント

   演習問題 

   3-5 

問 1 IT サービスマネジメントの情報セキュリティ管理プロセスに対して，JIS 

Q 20000-1:2012（サービスマネジメントシステム要求事項）が要求している

事項はどれか。 

 (H30 秋-SC 午前Ⅱ問 24) 

ア CMDB に記録されている CI の原本を，セキュリティが保たれた物理的又

は電子的な格納庫で管理しなければならない。 

イ 潜在的な問題を低減させるために，予防措置を取らなければならない。 

ウ 変更要求が情報セキュリティ基本方針及び管理策に与える影響を評価しな

ければならない。 

エ 変更要求の受入れについての意思決定では，リスク，事業利益及び技術的

実現可能性を考慮しなければならない。 

 

解説 

 JIS Q 20000-1 の「6.6.3 情報セキュリティの変更及びインシデント」では，変

更要求を評価することが求められています。評価の内容は次の 2 点です。 

・新たな情報セキュリティリスク，又は変化した情報セキュリティリスク 

・既存の情報セキュリティ基本方針及び管理策への潜在的影響 

問題文の「情報セキュリティ基本方針及び管理策に与える影響」は後者に相当

します。したがって，（ウ）が正解です。 

ア：JIS Q 20000-1 の「情報セキュリティ管理」には，構成品目の管理方法に関

する記述はありません。構成品目の原本の管理方法は，「構成管理」での要求事

項です。したがって，誤りです。 

イ：JIS Q 20000-1 の「情報セキュリティ管理」には，予防措置に関する記述は

ありません。「SMS の確立及び改善」での要求事項です。したがって，誤りで

す。 

エ：JIS Q 20000-1 の「情報セキュリティ管理」には，変更要求の考慮事項とし

て事業利益及び技術的実現可能性に関する記述はありません。「変更管理」での

要求事項です。したがって，誤りです。 

解答－ウ 
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 第３部 午後Ⅰ試験の対策とポイント 

４－１ サービスマネジメント 

 

  

 

 

 

継続的サービスの改善に関する次の記述を読んで，設問 1～3 に答えよ。 

 

H 社は情報システム会社であり，F 事業部では営業支援業務に関するクラウド

サービスを提供している。F 事業部には技術課，データ課及びサービスデスク（以

下，SD という）がある。データ課では，名刺情報データ化サービス（以下，本

サービスという）を提供している。SD では，本サービスの利用に関する問合せ

を受け付けていて，営業時間は平日 9:00～17:00 である。 

本サービスの利用者は，PC やスマートフォンの専用アプリケーションソフト

ウェア（以下，専用アプリという）を使って，名刺の画像情報を H 社のサーバに

送信する。送信された名刺の画像情報はシステム処理され，顧客データベース（以

下，顧客 DB という）に必要な情報が登録される。データ課では，名刺の画像情

報とシステム処理の結果を目視で確認し，誤り箇所などに補正処理を行い，顧客

DB の登録内容を確定させる。利用者は，平日の日中であれば画像情報の送信か

ら数十分後に，専用アプリで顧客 DB の登録内容を確認できる。 

本サービスの概要は，H 社の Web サイトに，サービスカタログとして掲載さ

れている。サービスカタログのサービス目標値（以下，カタログ目標値という）

では，平日 9:00～16:00 に送信された名刺の画像情報について，送信後 60 分以

内で顧客 DB に登録すると案内している。 

H 社の Web サイトには FAQ が掲載されており，本サービスの利用者は FAQ

を検索することによって，自らの疑問を解決できるようになっている。FAQ で解

決できない場合には，電子メールで SD に問合せができる。SD では，問合せに

対する初回回答を 3 時間以内（SD の営業時間外となる場合は，翌営業日の 12 時

まで）に返信することを社内サービス目標値として定めている。 

 

解答時間目安 40分 重点解説１ 

継続的サービスの改善 (R1 秋-SM 午後Ⅰ問 1) 
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 第３部 午後Ⅰ試験の対策とポイント 

【解説】
 

サービスデスクを題材とした，継続的サービス改善の出題です。ITIL の「継続

的サービス改善」のプロセスである「7 ステップの改善」に従い，データの収集・

加工・分析を通して改善活動を行います。ただ，ITIL に関する知識は特に必要な

く，どちらかというとサービスレベル管理に近い設問が多いのが特徴です。 
 

押さえておきたい二つの要点 

要点1  サービスデスクの KPI として，エスカレーションせずにサービスデス

クで解決した割合を管理する。 

要点2  数値データの分析は，時間帯別などのセグメントごとに分けて平均値

を算出する。 
 

 

（問題文の解説）
 

H社は情報システム会社であり，F事業部では営業支援業務に関するクラウドサー

ビスを提供している。F事業部には技術課，データ課及びサービスデスク（以下，SD

という）がある。データ課では，名刺情報データ化サービス（以下，本サービスとい

う）を提供している。SDでは，本サービスの利用に関する問合せを受け付けていて，

営業時間は平日 9:00～17:00である。 

本サービスの利用者は，PC やスマートフォンの専用アプリケーションソフトウェ

ア（以下，専用アプリという）を使って，名刺の画像情報を H社のサーバに送信する。

送信された名刺の画像情報はシステム処理され，顧客データベース（以下，顧客 DB

という）に必要な情報が登録される。データ課では，名刺の画像情報とシステム処理

の結果を目視で確認し，誤り箇所などに補正処理を行い，顧客 DBの登録内容を確定

させる。利用者は，平日の日中であれば画像情報の送信から数十分後に，専用アプリ

で顧客 DBの登録内容を確認できる。 

 

サービスの概要が示されています。SD の営業時間と，名刺情報を画像処理・

目視・補正を行って登録するというサービスの流れが理解できればよいでしょう。 

 

本サービスの概要は，H 社の Web サイトに，サービスカタログとして掲載されて

いる。サービスカタログのサービス目標値（以下，カタログ目標値という）では，平

日 9:00～16:00 に送信された名刺の画像情報について，送信後 60 分以内で顧客 DB

に登録すると案内している。 
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第４章 午後Ⅰ試験の解説 

［4－1］ 

第１章 

第２章 

第３章 

第４章 

３. 

 

午
後

Ⅰ
 

 
試

験
 

らの名刺画像の送信数が午前中に多いことに加え，前営業日の夜間に送信されたもの

も処理する必要があるからである。データ課では，カタログ目標値を達成するために，

数年前から午前中だけ要員を増強して運営し，目標値を全て達成してきた。しかし J

氏は，表 1の結果から，カタログ目標値についても（オ）達成が危ぶまれる事象がな

いかどうか，（カ）データを分析しておく必要があると考えた。 

 

名刺画像の送信から登録までの時間についての改善検討です。カタログ目標値

は問題文の冒頭で示されたとおり「60 分以内」でした。この目標値についても，

達成が危ぶまれる事象が発生していないかの検討を行います。問題文では特に午

前中に処理すべき件数が多いことが示されています。これは，時間帯別に分析が

必要であることを示唆しています。 

カタログ目標値に関するデータ分析について，設問 3(1)と設問 3(2)で問われま

す。 

 

（設問の解説） 

設問１ 〔SDの改善〕について，(1)～(4)に答えよ。 

(1) 本文中の下線（ア）について，サービス目標値の達成が危ぶまれた事象に

共通する内容は何か。表 3から判断して 40字以内で述べよ。 

 

問題文から，下線（ア）の箇所を再掲します。 

 

社内サービス目標値は達成していたものの，（ア）達成が危ぶまれた事象があることに

注目した。 

  

社内サービス目標値とは，問題文冒頭で示された「問合せに対する初回回答を

3 時間以内に返信する」です。表 3 から，サービス目標値の達成が危ぶまれた事

象を探します。すると，項番 3（160 分）と項番 7（175 分）が見つかります（次

図参照）。 

重点1解
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第５章 例題解説 

第１章 

第２章 

第３章 

第４章 

第５章 

第６章 

４. 
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第７章 

第８章 

 

  

 

 

 

 

令和元年度 SM 午後Ⅱ問 2，平成 30 年度 SM 午後Ⅱ問 2，平成 29 年度 SM 午

後Ⅱ問 1 を例題として，解説を交えながら論文事例を紹介します。 

 

５－1 例題解説①（令和元年度 問 2） 

 

問題 

問２ 重大なインシデント発生時のコミュニケーションについて 

 

IT サービスマネージャは，重大なインシデントが発生した場合には，あらかじめ

定められた手順に従い，インシデント対応チームを編成して組織的な対応を行う。

重大なインシデントの対応手順は，通常のインシデント対応手順に“何が重大なイ

ンシデントに当たるか”といった定義や必要な活動を加えて規定される。手順の中

には，例えば，インシデントの発生や解決に向けた対応の経過状況を解決に関わる

内部メンバだけでなく，適切な人に適切な方法で通知するなどの利害関係者とのコ

ミュニケーションの活動が規定されている。 

具体的には，次のような利害関係者とのコミュニケーションを行う。 

① 顧客に対しては，適切な要員からインシデントの発生や対応結果を連絡す

る。 

② サービスデスクに対しては，利用者からの問合せ対応に必要となる回復計画

や回復時間などについての情報共有を行う。 

③ 外部供給者に対しては，専門的技能及び経験を保有する要員の人選と解決に

向けた活動の依頼を行い，支援を受ける。 

重大なインシデントへの対応では，目標時間内での解決のために緊急な手順の実

施が必要とされることもあり，インシデント対応チームのメンバ及び利害関係者と

は正確かつ迅速な情報共有が重要となる。 

また，IT サービスマネージャはサービスの回復後，重大なインシデントへの対応

についてのレビューを行い，コミュニケーションにおける課題を明らかにすること

も必要である。 

あなたの経験と考えに基づいて，設問ア～ウに従って論述せよ。 

 

設問ア あなたが携わった IT サービスの概要と，発生した重大なインシデントの

概要及び利害関係者について，800 字以内で述べよ。 

 

設問イ 設問アで述べた重大なインシデントへの対応で実施した手順の内容を述べ 

例題解説 

Part４ Chapter５ 
 第５章 
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 第４部 午後Ⅱ試験の対策とポイント 

 よ。また，対応に当たって，利害関係者とどのようなコミュニケーションを

行ったか。情報の正確性と対応の迅速性の観点を含め，800 字以上 1,600 字

以内で具体的に述べよ。 

 

設問ウ 設問イで述べた重大なインシデントへの対応で明確になったコミュニケー

ションにおける課題と改善策について，600 字以上 1,200 字以内で具体的に

述べよ。 

 

インデント発生時のコミュニケーションが題材です。IT サービスマネジメント

に携わる多くの方が経験したことがあると想定され，比較的論述しやすいテーマ

でした。 

まず，設問の要求項目にアンダーラインを引き，章立てのために設問部分を分

割します。それぞれ項番を振っておきます。設問アの章立ては二つに分けること

が多いのですが，今回は設問の内容に合わせて三つに分けました。答えるべき要

求項目は 9 個です。 

 

設問文へのメモの例 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして，要求項目に合わせて問題文を読み直し，要求項目と問題文を対応付け

ます。 

問題文には利害関係者として，①顧客，②サービスデスク，③外部供給者が例

示されています。例示が多く，親切な問題文でした。受験者が自身の経験から具

体的にイメージしやすかったことでしょう。 

問題文は長文ですが，論述に組み込めそうなフレーズが多く含まれています。
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第７章 合格論文事例 

第１章 

第２章 

第３章 

第４章 
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第７章 

第８章 

７－１ 合格復元論文①（平成 29 年度 問 2） 

 

問題 

問２ 継続的改善による IT サービスの品質向上について 

 

IT サービスの品質を向上するには，サービス品質の目標を設定し，目標達成に向

けた改善活動を継続的に実施することが求められる。 

サービス品質の目標として具体例を挙げると，稼働率の改善，インシデント発生

件数の削減，サービス要求のリードタイム短縮などがある。また，目標達成のため

の方策としては，内部プロセスの改善，要員の技能向上などがある。 

サービス品質の目標達成に向けた改善活動の取組みは，PDCA サイクルを適用し

て次のように進めていく。 

① 現状のサービス品質を把握した上で，サービス品質の目標及び目標値を設定

する。 

② 目標値達成のための方策を立案し，実施する。方策を立案する際は，方策の

実施状況を把握するための管理指標を設定する。また，実施費用及び実施期間

にも留意する必要がある。 

③ 管理指標の達成度合いを把握し，サービス品質の目標値の達成状況を確認す

る。 

④ ①～③の活動を振り返り，評価した上で目標達成に向けての活動を見直し，

次の取組み計画を策定し，継続的改善に取り組む。 

このような活動の実施に当たっては，重要業績評価指標（KPI）を定め，定期的

に評価し，目標達成に向けた継続的改善活動を行うことも有効である。 

あなたの経験と考えに基づいて，設問ア～ウに従って論述せよ。 

 

設問ア あなたが携わった IT サービスの概要及び特に重要と考えたサービス品質

とその目標及び目標値について，800 字以内で述べよ。 

 

設問イ 設問アで述べたサービス品質の目標値を達成するために立案した方策につ

いて，管理指標と方策立案時の考慮点を含め，800 字以上 1,600 字以内で具

体的に述べよ。 

 

設問ウ サービス品質の目標達成に向けた改善活動を振り返り，評価した結果を次

の取組み計画にどのように生かし，継続的改善活動を行ったかについて，600

字以上 1,200 字以内で具体的に述べよ。 

 

 



 

 

534

 第４部 午後Ⅱ試験の対策とポイント 

合格復元論文① 

 本文（設問ア） 800 字以内で記述してください。 

  

  

  

  

100

  

  

  

  

200

  

  

  

 

  

300

  

 

  

  

  

400

  

  

  

  

500

  

  

  

  

600

  

  

  

  

700

  

  

  

  

１ ． Ｉ Ｔ サ ー ビ ス 概 要 と サ ー ビ ス 品 質 目 標  

１ ． １  私 が 携 わ っ た Ｉ Ｔ サ ー ビ ス の 概 要  

 家電メーカＫ社では，セキュリティ強化等の観点から

シンクライアント化を推進しており，全社で仮想デスク

トップ（以下，ＤａａＳ）サービスを導入している。私

は，Ｋ社の情報システム管理部に所属しており，Ｄａａ

Ｓサービスの運用管理を統括するＩＴサービスマネージ

ャである。 

 ＤａａＳサービスは，Ｋ社及びグループ会社の全社員

約２，０００人が社内ＬＡＮ経由で利用しており，月１

０時間のメンテナンス時間を除いて２４時間３６５日サ

ービスを提供している。また，ＤａａＳサービスのサー

ビス品質目標として，稼働率９９．９％，デスクトップ

起動時間３０秒以内，重大インシデント数２件／年以内

などを利用者との間で設定している。 

１ ． ２  サ ー ビ ス 品 質 の 目 標 及 び 目 標 値  

 Ｋ社のほとんどの業務はＩＴ化されているため，ＰＣ

を利用しなければ業務を遂行することができない。また，

Ｋ社及びグループ会社の全社員がＤａａＳサービスを利

用しているため，ＤａａＳサービスの停止はそのまま事

業運営全体の停止に直結すると考えられる。このことか

ら，私はＤａａＳサービスの稼働率が，サービス品質の

中でも特に重要な指標であると考えている。 

 現状の稼働率は９９．９２％であり，利用者との間で

設定しているサービス品質は満足している。しかし，大

きく上回っている状態ではないため，安心できる数字で

はない。そこで，私はＤａａＳサービスの稼働率を重点

強化指標に設定し，９９．９９％を目標値として品質向

上に取組むこととした。 

○シンプルに分かりや

すく説明されています。 

○SLAが定量的に示さ

れています。 

○サービス品質の悪化

が，業務にどのように影

響するかが具体的に論

述できています。 

×目標と目標値を答え

なければいけませんが

「目標」が漏れていま

す。問題文を参考に，「サ

ービス品質の目標とし

て稼働率の改善が重要

と考え」のように論述す

るとよいでしょう。 
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