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ソフトウェア資産管理（SAM）を強化することで、ソフトウェア資産に関連するリスクを軽減

ソフトウェア資産管理（SAM）強化による期待効果

組織のニーズに合わせてサービスをカスタマイズし最適なソリューションを提供

デロイト トーマツ サイバーが
提供するソフトウェア資産管理（SAM）サービス

ソフトウェア資産管理（SAM）におけるデロイト トーマツ サイバーの強み

ソフトウェア資産管理（SAM）の実現には戦略とポリシーの策定、要員の育成、
データの整備、技術の導入に加え、ライフサイクルプロセスの継続的な運用が必要

ソフトウェア資産管理（SAM）のフレームワーク
 ‒ デロイト グローバルのベストプラクティス

■ソフトウェアライセンス違反の予防
■ライセンス違反是正の為の予期しないコスト負担の防止

■過剰ライセンス購入の見直しによるコスト負担の適正化
■IT資産の適正評価による優位な調達の実現

■システムオーナー部門に対するアカウンタビリティの確保
■ソフトウェア資産管理（SAM）の重複・非効率化の抑制

ライセンス
コンプライアンス

コスト

ガバナンス

■脆弱性（セキュリティホール）の影響調査への貢献
■セキュリティインシデント発生時の影響範囲把握への貢献

セキュリティ

方針と目的 ポリシーと手順

経営層

本社IT 各部門IT 購買 法務

本社IT 各部門IT 購買

本社IT 各部門IT 購買

本社IT 規程管理部門 関連する組織・部門

本社IT 各部門IT

■ SAMプロセスの
実行と監視

■ ス テ ー ク ホ ル
ダーの教育

■組織内調整を促
進するためのコ
ミュニケーショ
ンと教育

■ 必要な役割、責
任 、および報 告
要件

■プロセスを合
理 化し、デ ー
タの正確性と
適時性を向上
させるツール
とテクノロジー

■SAMプログラムのビジョンと目標を定義する
ための戦略と方針

■ビジョンと目標を達成するために必要な活
動と取り組みの概要

■ パフォーマンス指 標とレ
ポート要件を満たすデータ
標準

ソフトウェア資産
管理の組織

ソフトウェア資産
リポジトリ

インベントリ収集

使用状況分析

ガバナンスと
パフォーマンス

コミュニケーション
と意識管理

ソフトウェア
資産管理

ライフサイクル

1.0 
ソフトウェアの

需要予測と要求

3.0
インストール

とメンテナンス

5.0
使用停止と

再利用

2.0 
分析と調達

4.0
監視と追跡

データの検証

SAMライフサイクルを
管理するためのプロセス

評 価 導入･改善 定 着

管理・運用プロセスの現状を評価し、現状
の課題、改善策を提言します。  また、IT資
産管理評価認定協会（SAMAC）が定める基
準による評価も可能です。

SAMアセスメント

方針・規程の策定や管理体制の構築をは
じめとした、マネジメントサイクル、ライフサ
イクル等、SAMの新規導入や運用改善等を
支援します。

組織体制・プロセス構築

SAMの理解度を深めるため、基本知識や組
織の対応等に関する教育を実施します。な
お、職位や役割に応じ、教育内容のカスタ
マイズも可能です。

教育・トレーニング

サブスクリプションライセンスはコンプライ
アンス違反の発生リスクは低いですが、過剰
契約によるコスト増加の傾向があるため、サ
ブスクリプションライセンスの利用状況を分
析し、コスト削減の可能性を提言します。

サブスクリプション利用状況可視化

ライセンスの利用状況と保有状況を調査
し、ライセンス遵守状況を評価します。 ま
た、ライセンスコストや管理コスト等、コス
ト削減の可能性を提言します。

ライセンス遵守状況評価

構築した組織体制・プロセスに基づいた、
SAMツールの評価およびSAMツールの導
入等を支援します。

テクノロジー導入

SAMツールを活用した自動化アプローチにより、ライセン
ス保有数・使用数の比較分析によるコンプライアンス状
況の確認、およびコスト最適化に向けたアドバイザリーを
はじめとする継続的なSAMサービスを提供します。

レポーティング＆アドバイザリー

A. 戦略とポリシー

E. ライフサイクルプロセス

C. データ

B. 要員 D. 技術

データモデルと基準

ライセンス
監査の実績

SAMサービス
の実績

継続的な
SAM運用

総合
サービス

グローバル
ネットワーク

ソフトウェアライセ
ンサーからの依頼
に 基 づく、ソフト
ウェアライセンス監
査サービスを多数
提供しており、ライ
センスコンプライ
アンスに関する深
い知識を有してい
ます

多様 な業種・業界に
対しSAMツールの導
入・運用や継続的な
コンプライアンス状
況 のレポーティング
および最適化に向け
たアドバイザリを提
供しています

SAMの継続的な運用
およびSAM目的の達
成には、SAMツール
だけではなく、組織体
制やプロセスを整備
が必要となるため、こ
れらの整備を支援し
ます

SAMにより可視化さ
れたIT資産情報を用
いたセキュリティオペ
レーション 強 化 等 、
Deloitteとしての総合
力を活用したSAMに
止まらない総合サー
ビスを提供します

Deloitteのグローバル
ネットワークを活用す
ることで、海外の最先
端ナレッジ・ノウハウ
の提 供や、海 外 拠 点
を含めたグローバル
サービスを提供する
ことが可能です
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