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エンタープライズソフトウェアは複雑であると同時に、ミッションクリティカルでもあります。企業の
財務、販売、生産、人事といった業務の基盤となっています。システムが停止すると、企業に大きな影
響を与え、時間当たり数億円もの損失が生まれることさえあります。そのため、エンタープライズソフ
トウェアの包括的で応答性に優れたサポートが不可欠です。

従来、Oracle、SAP、Microsoft、IBMなどの主要なエンタープライズソフトウェアベンダーは、単にライセ
ンス費用の一部としてサポートと保守を提供してきました。ベンダーはその費用で、修正、パッチ、証
明書、アップグレードを提供することを約束しています。とはいえ、その約束は果たされているでしょう
か。このようなエンタープライズソフトウェアサポートモデルをより慎重に検討するようになった企業
が、ますます増えています。価値とROIを評価しつつ、企業はアプリケーション、データベース、ミドル
ウェアのサポートサービスに関する別の選択肢を探し求めています。

このEブックでは、大幅なコスト削減やプロセスにおけるイノベーションの機会を犠牲にしてまでも、
開発元のベンダーから第三者のサポートベンダーへと実際に切り替えることを企業に踏み止まらせ
ている錯覚や策略をいくつか紹介します。こうした疑問を事実や現実と対比させると共に、御社に
とって利用可能な選択肢に関する実用的なアドバイスも示します。

はじめに
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現実

ソフトウェアのサ
ポートを提供できる
のは、エンタープラ
イズソフトウェアベ
ンダーだけである。

従来のベンダーサ
ポート以外に、実績
ある選択肢が存在
する。

過去においては、Oracle、SAP、Microsoft、IBMのようなソフトウェアベンダーから指示された保守サ
ポート料金を支払うことは、エンタープライズソフトウェアサポートを受けるための唯一の選択肢でし
たこのシナリオにより、見過ごすことのできないいくつかの状況が生み出されてきました。まず、予算
を組んで高額な保守サポート費用を払い続けるロックイン状態が生じます。さらに重要な点として、フ
ルサポートを維持するためだけに、継続的なアップグレードを迫られます。ビジネス上のメリットがあ
るかどうかにかかわらず、ベンダーが指示するタイミングでアップグレードする必要があり、アップグ
レードしないとフルサポートを利用できなくなってしまいます。

アドバイス

幸いなことに、現在はエンタープライズソフトウェア向けの独立系サポート（独立系第三者保守サ
ポート、第三者保守 とも呼ばれる）という選択肢があります。実際、独立系サポートは別の選択肢で
あるだけでなく、以下のような多くの利点があります。

	 コスト削減 

	 アップグレードの柔軟性
	  カスタマイズのサポート
	 より優れた応答性 

何千もの企業が、Oracle、SAP、Microsoft、IBMといったプロバイダーから独立系サポートに切り替える
ことで、年間サポート費用を50%も削減でき、優れたサービスやカスタマイズされたコードのサポー
トを利用できるようになりました。実際、大手第三者保守サポートプロバイダーを利用する70社を対
象にした調査では、このようなメリットにより、総保守コストを平均75%削減できることがわかりまし
た。1 セキュリティ、パフォーマンスチューニング、相互運用性、アップグレードなどのガイダンスを
すべて追加料金なしで利用できます。一部のプロバイダーでは、ユーザーの環境に精通した専属のサ
ポートエンジニアが、ユーザーの問い合わせに直接対応します。経験の浅いエンジニアばかりで、多く
の場合セルフサポートが求められるコールセンターよりも、はるかに優れています。

錯覚
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1  リミニストリート、「エンタープライズソフトウェア第三者保守サポートのメリット」、2020年。
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現実

エンタープライズソフ
トウェアベンダーは、
サポートや保守の割
引を行わない。

OracleやSAPなどのソ
フトウェアベンダーが
サポート料金の交渉
に応じるようになりま
した。

実績ある選択肢が存在するようになったため、エンタープライズソフトウェアベンダーで
も、サポートや保守の割引を行うようになっています。このような競争の結果、ソフトウェア
ベンダーは交渉のテーブルに着かざるを得なくなりました。とはいえ、多くの場合、交渉は
難航します。エンタープライズソフトウェアサポートサービスの値下げを交渉する場合、有
利な立場を得るには、このシナリオに適切にアプローチする必要があります。

アドバイス

まずは、保守の更新日を確認しましょう。次年度の費用を払った後でソフトウェアベンダー
と交渉しようとしても、優位に立つことはできません。更新日ぎりぎりまで待つ必要はあり
ません。交渉プロセスには時間がかかります。ソフトウェアサポートの更新日または契約解
除通知期限の少なくとも6か月前には調査を開始しましょう。

次に、別の選択肢として独立系サポートについて調べます。独立系サポートとベンダーサ
ポートのメリットとデメリットを理解しましょう。交渉において知識は力となります。

その後、独立系サポートベンダーに見積もりを依頼します。

これで、知識を活用してソフトウェアベンダーの担当者との交渉に臨めます。こちらの考え
を率直に話し、相手が交渉に応じない場合には別のサポートの選択肢を考えていることを
伝えます。ベンダー側は慌て、もしベンダーのプランに戻りたい場合に重大なペナルティが
発生すると主張してくる場合があることも予期しておきましょう。

錯覚
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現実

新しいソフトウェア
リリースは、新しい
機能が重要になり
ます。

業界のリーダーは、
イノベーションを実
現するためにERP の
先にあるものを見
ようとしている。

エンタープライズソフトウェアが登場した頃、SAPやOracleなどのソフトウェアベンダーは、機
能豊富な新しいリリースを頻繁に提供していました。しかしエンタープライズソフトウェアが
成長するにつれ、このような大手ベンダーでは、新しいリリースや関連する新機能をリリースす
る頻度が減っています。現在、リリースはよりテクニカルなものになる傾向があり、実証可能な
ROIなど、ビジネス上のメリットはほとんどありません。

時代に遅れるリスクを冒してまで、CIOはエンタープライズソフトウェアベンダーが自社に必要
な機能を提供してくれるのを待つことはできません。クラウドの出現により、大手ベンダーがタ
イムリーに提供しない機能を提供することに特化した、独創的な企業が多く誕生しています。

しかし、大きな問題となるのがイノベーションに充てる資金が足りないということです。モビリ
ティ、ビッグデータ、ソーシャルなどの取り組み、あるいはすでにライセンスを取得している製
品の展開だけでも、予算の問題に阻まれてしまいます。

アドバイス

ビジネスに価値をもたらすイノベーションに注力するための予算を確保しましょう。独立系サ
ポートで資金を節約し、ビジネスを推進するプロジェクトに資金を充てます。独立系サポートの
コストは、従来のエンタープライズソフトウェアベンダー費用の50%です。さらに、高額で時間
のかかるアップグレードは、ビジネス上のメリットとROIを見込めない限り、回避できます。より
多くの資金と時間があったら、あなたのチームは会社のために何を行いますか？

錯覚
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現実

カスタマイズされた
コードは自社でサポー
トする必要がある。

カスタマイズされた
コードのサポートも、
エンタープライズソフ
トウェアサポートサー
ビスに含めることがで
きる。

カスタマイズは避けて通れません。ほとんどの企業は自社ソフトウェアをカスタマイズして
おり、その変更の多くは重要なものです。しかし、ソフトウェアベンダーではカスタマイズさ
れたコードをサポートしていません。そのため、多くの企業は次のいずれかの方法を選択し
てきました。

1. カスタマイズされたコードを社内でサポートするために人員を増やす。

2. カスタマイズされたコードをサポートしてくれるコンサルタントを雇う。

3. カスタマイズされたコードをなくす。

企業が行う業務はどれも独自です。特に製造業など、ほとんどの企業では、プロセス、規
制、顧客、文化によってある程度のカスタマイズが必要とされます。カスタマイズを行わな
いことは、自宅と職場までの道しか案内しないGPSを使うようなものです。機能はするかも
しれませんが、柔軟性に欠け、使いやすいとは言えません。

アドバイス

エンタープライズアプリケーションのサポート料金にカスタマイズされたコードのサポート
が含まれていて、しかも現在ベンダーに支払っている料金の50%以下になるとしたらどうで
しょうか？独立系サポートプロバイダーに相談して、カスタマイズされたコードがその標準
サポートプログラムに含まれているか確認しましょう。

錯覚
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現実

サポートを維持す
るには、アップグ
レードを行う必要
がある。

フルサポートを維
持するためだけに
アップグレードを迫
られることは過去
のものである。

長年にわたり、企業はサポートを維持するためだけにアップグレードを余儀なくされてきました。ほとん
どの顧客は、最新リリースが初めて公開された時点では、同リリースへのアップグレードを行いません。
新しい機能が必要ではなく、リリースが安定するまで数年待ちたいと考えます。SAP ERPのライセンシー
を対象とした2019年の調査2によると、SAPライセンシーの80%近くが、カスタマイズされ成熟した既存の
SAPシステムを、ECC6のメインストリーム保守終了日である2025年（当初予定）まで、またはそれ以降も
継続して利用する予定であり（SAPはその後、日付を2027年に延長）、67%はS/4HANAへの移行を予定し
ていない、または未定としています。Oracle E-Business Suite（EBS）ユーザーを対象とした別の調査3では、
フルサポートされなくなったリリース（12.1より前）を利用している回答者の40%が、アップグレードの予定
があると回答しており、そのうち85%はアップグレードの理由として保守を挙げました。

アドバイス

企業は、明確なビジネスケースがない場合にアップグレードすべきではありません。アップグレードする
前に、次のような重要な質問について考えましょう。そのアップグレードで、1）収益が増加するか、2）コ
ストを削減できるか、3）競合他社から市場シェアを獲得できるか。多くの場合、答えは「いいえ」です。と
はいえ、エンタープライズソフトウェアベンダーのスケジュールに従ってリリースがフルサポートされなく
なった場合、どのようにサポートを維持すれば良いのでしょうか。

まずは、サポート契約の満了日を調べましょう。フルサポートの終了が差し迫っている場合、次の2つの選
択肢があります。

1. 自社でセルフサポートを行う。これは非常に困難で、おすすめできないばかりか、企業を危険にさら
す可能性があります。

2. 独立系サポートプロバイダーに相談する。より安全な代替オプションである独立系サポートは、リ
リースの年代にかかわらず、質の高いエンタープライズソフトウェアサポートサービスを提供します。
さらに、多くの場合、従来のベンダーに支払う料金の50%しかかかりません。サポートプロバイダー
に、今後最低15年間、現在使用しているリリースのサポートを保証してくれるか確認してください。

錯覚

2リミニストリート調査レポート、「予定されているECC6のメインストリーム保守の終了に対するSAPユーザーの対応」、2020年。
3リミニストリート調査レポート、「今後のOracle EBSロードマップに関するライセンシーの見解」、2020年。
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現実

ベンダーサポートを
打ち切ると、アップグ
レードできなくなる。

ベンダーサポートを打
ち切っても、アップグ
レードが凍結される
ことはない。

これまで長年にわたり、エンタープライズソフトウェアベンダーに保守サポート費用を支
払ってきたかもしれません。その場合、同ベンダーによるサポートを打ち切った場合でも、
保守コンポーネント（ドキュメント、パッチ、アップグレード、スクリプトなど）を維持できる
可能性があります。つまり、サポートの切り替えを選択した場合でも、今後アップグレードに
よってビジネス上のメリットが得られる場合に、アップグレードを行える可能性が高いとい
うことです。将来のアップグレードの可能性に備え、こうしたコンポーネントをアーカイブし
ておく必要があります。開発元ベンダーのサポートを終了するまでに、利用権利があり、将
来使用する可能性があるものをすべてダウンロードしてアーカイブしておきましょう。そうし
ておけば、将来アップグレードできない理由はなくなるでしょう。

アドバイス

自社の都合に合わせてアップグレードできるのは素晴らしいことですが、確実にアップグ
レードできる状態にするには、利用する権利を持つアップグレードマテリアルのアーカイ
ブを正確に行わなければなりません。通常、これを自社で行うのは大変です。そこで、独立
系サポートプロバイダーの利用を考えている場合、そのプロバイダーがどのようにアーカイ
ブをサポートしてくれるか調べましょう。ISO 9001に準拠したアーカイブプロセスを採用し
ていますか。どのくらいの量のアーカイブをクライアントに提供していますか。そのサポー
トを利用してアップグレードを行ったクライアントの例はどれほどありますか。このような
簡単な質問を考えることで、将来のアップグレードの可能性を確保するための、適切なサ
ポートプロバイダーを見つけることができます。

錯覚
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現実

ベンダーサポートを
打ち切ると、新しい
モジュールやライセ
ンスを利用できなく
なる。

顧客は新しいライセ
ンスやモジュールを
購入できる。

ビジネスのサポートを拡張するため、エンタープライズソフトウェアベンダーから追加のモジュー
ルやライセンスを購入する必要があるかもしれません。その場合、問題なく購入できます。

エンタープライズソフトウェアベンダーのセールス部門とサポート部門は、異なる目的を持つ別個
の組織です。サポート部門は難色を示すとしても、セールス部門にとっては売上が増え、ノルマを
達成してコミッションを獲得できるため、好都合となります。結局のところ、まだ「お客様」として
対応されるのです。

アドバイス

独立系サポートを利用する企業は、ビジネスの成長と拡大を続けています。それに伴い、多くの
企業ではさらに多くのエンタープライズソフトウェアライセンスを購入しています。実際、独立系
サポートに切り替えたことで節約できた資金を、新たにSAPやOracleのグローバル展開に充てて
いる企業もあります。Oracle、SAP、Microsoft、IBMなどのエンタープライズソフトウェアの顧客は、
ベンダーサポート以外の新しいライセンスやモジュールを定期的に購入しています。こうしたベン
ダーが、新しいライセンスや製品の購入を希望する顧客を拒むことはありません。

錯覚
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現実

税・法改正に関す
る更新を提供する
のはベンダーだけ
である。

OracleやSAPについ
て実績ある他の選
択肢が存在する。

税・法改正に関する更新は非常に複雑です。給与計算や取引税、財務会計、報告、コンプライアン
スに影響を与える規制、基準、法律は、世界中で日々改訂されています。定期的な更新、一時的な
改正やポリシーの変更、新しいIFRS会計基準などの主要な改正など様々な変化に備え、対応する
必要があります。給与計算、人事、福利厚生、年金、買掛金、資産管理などのアプリケーションで
は、地方、州、省、県、国の管轄区域のコンプライアンスに対応するために、高品質でタイムリーな
税・法改正の更新が求められます。

アドバイス

開発元ベンダーに代わって、税・法改正に関する更新を提供するプロバイダーがあります。一部の
独立系サポートプロバイダーや税・法改正の専門家は、これらのサービスを提供しています。とは
いえ、この種の問題はクリティカルであるため、プロバイダーのプロセスと品質管理を入念に調べ
る必要があります。この点で、品質と一貫性を確保するうえでISO 9001認証は重要です。たとえば、
税・法改正のデータは、単一のソースでは完全な範囲と完全な正確性を保証するために必要な情
報を提供できず、複数のソースの比較が不可欠です。調査と成果物の信頼性を保証するため、更
新を提供するプロバイダーには、政府の直接検証、主要な規制調査報告サービス、世界の大手会
計事務所や法律事務所などの第三次情報源を含む、トリプルチェック体制が必要となります。

プロバイダーが、完全性と正確性を保証するために、数十年の経験を持つ専任の内部チームを
持っているかを確かめてください。この重要な役割を外注しているベンダーは利用しない方がいい
でしょう。プロバイダーが、現在だけでなく将来的に必要となる地域や言語について更新を提供し
ているかも確認します。また、企業ごとのニーズや環境に合わせた更新を提供している必要もあり
ます。不要な更新を単にまとめて提供している場合、余計な作業やテスト、潜在的な問題の原因が
増えてしまうことになります。

錯覚
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現実

ベンダーと再契約
する場合、高額な違
約金が発生する。

ベンダーは再契約
を歓迎する。

開発元ソフトウェアベンダーのサポートの利用をやめた企業は、単に見込み客に戻ります。
独立系サポートからベンダーサポートに再び切り替えた場合に、最新のソフトウェアリリー
スのライセンスを好条件で再取得し、ライセンス料が最大90%割引された例もあります。交
渉手段を増やし、より有利な立場を得るなら、賢い選択が可能になります。

アドバイス

重要なのは選択です。エンタープライズソフトウェアのビジネスは、特にWorkdayやNetSuite

といった企業によるクラウドの登場により、競争が激しくなっています。Oracle、SAP、
Microsoft、IBMなどの大手ソフトウェアベンダーは、企業の再契約を歓迎するはずです。

錯覚

   Eブックを読む

ビジネス成長を促進
させる10のERP戦略
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リミニストリートについて
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三者保守サポートにおいて業界をリードしており、またSalesforce®のパートナー企業でもあります。リミニストリートは、エンタープライズソフトウェアライセンシーにおい
て、大幅にコストを削減し、イノベーションのために資源を自由にし、より良好な業績結果を達成することが可能となる、プレミアムで、非常に応答性が高い、統合型アプ
リケーションマネジメントおよびサポートサービスを提供しています。業界を問わず、フォーチュン500のグローバル企業、中堅企業、公共セクター組織等を含む顧客が、
信頼できるエンタープライズソフトウェア製品とサービスのプロバイダーとしてリミニストリートにサポートを委託しています。
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