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(57)【要約】
　アウトソーシングされたサービスレベルアグリーメン
ト（ＳＬＡ）デリバラブルのマネジメント方法は、ＳＬ
ＡクライアントおよびセカンダリＳＬＡプロバイダのマ
スタデータを設定するステップと、セカンダリＳＬＡプ
ロバイダプロビジョンサービスネットワークを調達する
ステップと、セカンダリＳＬＡプロバイダヒューマンリ
ソースネットワークを管理するステップと、ＳＬＡクラ
イアントプロビジョニング要件を処理するステップと、
ＳＬＡプロビジョニングサービスバウチャーを処理する
ステップと、そしてＳＬＡプロビジョニングワークオー
ダーの支払いを処理するステップと、を含む。本要約の
提供は、情報検索者または他の読者による迅速な技術開
示首題の確認を可能とするために要約を義務付けた規定
に準拠するものである。本要約は、本願請求項の範囲ま
たは意味を解釈または限定するために用いられるもので
はないという理解に基づいて提出するものである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アウトソーシングしたサービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）デリバラブルのマネジ
メント方法であって、
　ＳＬＡクライアントおよびセカンダリＳＬＡプロバイダのマスタデータを設定するステ
ップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダプロビジョンサービスネットワークを調達するステップと
、
　セカンダリＳＬＡプロバイダヒューマンリソースネットワークを管理するステップと、
　ＳＬＡクライアントプロビジョニング要件を処理するステップと、
　ＳＬＡプロビジョニングサービスバウチャーを処理するステップと、
　ＳＬＡプロビジョニングワークオーダーの支払いを処理するステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　ＳＬＡクライアントおよびセカンダリＳＬＡプロバイダのマスタデータを設定するステ
ップは、
　ＳＬＡプロビジョンロジスティクスコントロールライブラリを設定するステップと、
　ＳＬＡクライアントマスタデータレコードを設定するステップと、
　ＳＬＡクライアントパーチャスオーダーレコードを設定するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダネットワークを採用するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　セカンダリＳＬＡプロバイダプロビジョンサービスネットワークを調達するステップは
、
　１つ以上のＳＬＡクライアントプロビジョニングディテールレコードからＲＦｘビッド
を生成するステップと、
　前記ＲＦｘビッドをセカンダリＳＬＡプロバイダの事前設定リストへと公示するステッ
プと、
　前記ＲＦｘビッドの受信に応えてセカンダリＳＬＡプロバイダがＲＦｘビッド応答を生
成することができるようにするステップと、
　１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッド応答を処理するステップと、
　ＲＦｘビッド応答の受信に応えて、１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャス
要請を処理するステップと、
　完成したパーチャス要請の受信に応えて１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダパーチ
ャスオーダーを処理するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　セカンダリＳＬＡプロバイダヒューマンリソースネットワークを管理するステップは、
　セカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーにアフィリエイトする１人以上のヒュ
ーマンリソースサブミッタルを選択するステップと、
　前記１人以上のヒューマンリソースプロビジョニング要員を採用するステップと、
　前記１人以上のヒューマンリソースプロビジョニング要員のデフォルトワークアベラビ
リティカレンダ情報設定を処理するステップと、
　非デフォルトのヒューマンリソースプロビジョニングアベラビリティカレンダの管理を
イネーブルするステップと、
　非デフォルトのワークアベラビリティカレンダ情報の設定を処理するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ＳＬＡクライアントプロビジョニング要件を処理するステップは、
　ＳＬＡクライアントサービスプロビジョンリクエストを処理するステップと、
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　サービスプロビジョンディスパッチリクエストを処理するステップと、
　プロビジョンヒューマンリソースディスパッチ通知レコードを処理するステップと、
　受けたプロビジョニングヒューマンリソースディスパッチ通知レコードを処理するステ
ップとを含む
　　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ＳＬＡプロビジョニングワークバウチャーを処理するステップは、
　プロビジョニングヒューマンリソースによる入力に応えて、ＳＬＡプロビジョニングサ
ービスバウチャーを作成し、格納するステップと、
　前記格納されたＳＬＡプロビジョニングサービスバウチャーを適切なセカンダリＳＬＡ
プロバイダのユーザーにより処理するステップと、
　適切なプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーによる入力に応えて、前記承認されたセ
カンダリＳＬＡプロバイダプロビジョニングサービスバウチャーを処理するステップと、
　適切なＳＬＡクライアントのユーザーによる入力に応えて、前記承認されたプライマリ
ＳＬＡプロバイダプロビジョニングサービスバウチャーを処理するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ＳＬＡプロビジョニングワークオーダーの支払いを処理するステップは、
　ＳＬＡクライアントに承認されたプロビジョニングワークバウチャーを抽出するステッ
プと、
　請求明細書ファイルを生成するステップと、
　ＳＬＡクライアント請求明細書ファイルを処理するステップと、
　ＳＬＡクライアントからの支払いを処理するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダへの支払いを実施するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　サービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）クライアントおよびセカンダリＳＬＡプロバ
イダのマスタデータを設定する方法であって、
　ＳＬＡプロビジョンロジスティクスコントロールライブラリを設定するステップと、
　ＳＬＡクライアントマスタデータレコードを設定するステップと、
　ＳＬＡクライアントパーチャスオーダーレコードを設定するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダネットワークを採用するステップと
　を含む方法。
【請求項９】
　ＳＬＡプロビジョンロジスティクスコントロールライブラリを設定するステップは、
　プライマリＳＬＡプロバイダにより提供されるプロビジョニングサービスに適用可能な
１つ以上の指定されたＳＬＡプロビジョンスキルプロフィールを受けるステップと、
　前記プライマリＳＬＡプロバイダにより提供されるプロビジョニングサービスに適用可
能な１つ以上の指定されたＳＬＡプロビジョンタイプを受けるステップと、
　前記プライマリＳＬＡプロバイダにより提供されるプロビジョニングサービスに適用可
能な１つ以上の指定されたＳＬＡプロビジョンレーバータイプを受けるステップと、
　前記プライマリＳＬＡプロバイダにより提供されるプロビジョニングサービスに適用可
能な１つ以上の指定されたＳＬＡプロビジョンレーバー応答時間増分値を受けるステップ
と、
　必要に応じて、前記プライマリＳＬＡプロバイダにより提供されるプロビジョニングサ
ービスに適用可能な指定されたＳＬＡプロビジョンマテリアルレコードを受けるステップ
とのうち、１つ以上を含む
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ＳＬＡクライアントマスタデータレコードを設定するステップは、
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　１つ以上のＳＬＡクライアントに適用可能な、指定された一般ビジネス情報設定を受け
るステップと、
　１人以上のＳＬＡクライアントのユーザーに適用可能な設定を受けるステップと、
　１つ以上のＳＬＡクライアントロケーションに適用可能な設定を受けるステップと、
　１つ以上のＳＬＡクライアントプロビジョニングコントラクトに適用可能な設定を受け
るステップと、
　ここで前記プライマリＳＬＡプロバイダが前記コントラクトの当事者であることを特徴
とし、
　１つ以上のＳＬＡクライアントプロビジョニングディテールレコードに適用可能な設定
を受けるステップと、
　１つ以上のＳＬＡクライアントプロビジョニングパーチャスオーダーに適用可能な設定
を受けるステップとを含む
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　１人以上のＳＬＡクライアントのユーザーに適用可能な設定を受けるステップは、
　ユーザーロケーションおよびコントラクトディテールを特定する設定を受けるステップ
と、
　ユーザートランザクション認可ディテールを指定する設定を受けるステップと、
　ユーザーシステムアクセス信用証明を指定する設定を受けるステップとのうち、１つ以
上を含む
　ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　１つ以上のＳＬＡクライアントロケーションに適用可能な設定を受けるステップは、
　非従業員労働者のアクセスおよび認可ディテールを指定する設定を受けるステップと、
　貨物輸送のディテールを指定する設定を受けるステップと、
　構築されたリレーショナルデータベースの形態でロケーション説明を指定する設定を受
けるステップとのうち、１つ以上を含み、
　前記１つ以上のＳＬＡクライアントロケーションは、
　プライマリＳＬＡプロバイダに採用された地理的マネジメントスキーマへと論理的にマ
ッピングさる
　　ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　１つ以上のＳＬＡクライアントコントラクトに適用可能な設定を受けるステップは、
　コントラクトの有効化および継続期間のディテールを指定する設定を受けるステップと
、
　コントラクトの支払い、報奨金、およびペナルティのディテールを指定する設定を受け
るステップと、
　コントラクトのプロビジョニングサービス数を指定する設定を受けるステップとのうち
、１つ以上を含む
　ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　１つ以上のＳＬＡクライアントプロビジョニングディテールレコードに適用可能な設定
を受けるステップは、
　１人以上のプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーとのアフィリエーションを指定する
設定を受けるステップと、
　１つ以上のＳＬＡクライアントユーザーとのアフィリエーションを指定する設定を受け
るステップと、
　１つ以上のＳＬＡクライアントコントラクトとのアフィリエーションを指定する設定を
受けるステップと、
　１つ以上のＳＬＡプロビジョンスキルプロフィールとのアフィリエーションを指定する
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設定を受けるステップと、
　１つ以上のＳＬＡプロビジョンタイプとのアフィリエーションを指定する設定を受ける
ステップと、
　１つ以上のＳＬＡプロビジョンレーバータイプとのアフィリエーションを指定する設定
を受けるステップと、
　１つ以上のＳＬＡプロビジョンレーバー応答時間増分値とのアフィリエーションを指定
する設定を受けるステップと、
　１つ以上のＳＬＡクライアントプロビジョンロケーションとのアフィリエーションを指
定する設定を受けるステップと、
　所要のプロビジョンカバレッジ期間に関わるディテールを指定する設定を受けるステッ
プと、
　関連するプロビジョンマテリアルに関わるディテールを指定する設定を受けるステップ
とのうち、１つ以上を含む
　ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　ＳＬＡクライアントパーチャスオーダーレコードを設定するステップは、
　ＳＬＡクライアントパーチャスオーダーヘッダディテールを指定する設定を受けるステ
ップと、
　１つ以上のＳＬＡクライアントプロビジョニングディテールレコードとのアフィリエー
ションを指定する設定を受けるステップと、
　前記ＳＬＡクライアントプロビジョニングマテリアルレコードの設定を受けたことに応
えて、ＳＬＡクライアントプロビジョニングマテリアルレコードとのアフィリエーション
を指定する設定を受けるステップと、
　ＳＬＡクライアントパーチャスオーダーおよびＳＬＡクライアントプロビジョニングデ
ィテールレコードのアフィリエーションを格納するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１６】
　ＳＬＡクライアントパーチャスオーダーおよびＳＬＡクライアントプロビジョニングデ
ィテールレコードのアフィリエーションの格納に応えて、１つ以上のＳＬＡクライアント
パーチャスオーダーの設定を構成するステップをさらに含み、
　ここでＳＬＡクライアントパーチャスオーダーおよびＳＬＡクライアントプロビジョニ
ングディテールレコードのアフィリエーションの格納に応えて、１つ以上のＳＬＡクライ
アントパーチャスオーダーの設定を構成するステップは、
　ＳＬＡクライアントパーチャスオーダー価格設定ディテールを指定する設定を受けるス
テップと、
　適用可能なＳＬＡクライアントパーチャスオーダー非プロビジョニングペナルティ費用
ディテールを指定する設定を受けるステップと、
　適用可能なＳＬＡクライアントパーチャスオーダー日付ディテールを指定する設定を受
けるステップと、
　受けたＳＬＡクライアントパーチャスオーダー指定をパーチャスオーダー行項目として
格納するステップと、
　完成したＳＬＡクライアントパーチャスオーダーを承認するステップと、
　適切なＳＬＡクライアントのユーザーに完成したパーチャスオーダートランザクション
について通知するステップと、
　設定したとおりのＳＬＡクライアントパーチャスオーダーおよび関連するマスタデータ
レコードへのユーザーアクセスを提供するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　セカンダリＳＬＡプロバイダネットワークを採用するステップは、
　管理された一時的システムアクセスをセカンダリＳＬＡプロバイダに提供するステップ
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と、
　セカンダリＳＬＡプロバイダビジネス認定情報を指定する設定を受けるステップと、
　受けた特定のビジネス認定情報に応えてセカンダリＳＬＡプロバイダ認定ステータスを
決定するステップと、
　条件を満たす認定レビューに応えて、
　条件を満たす認定レビューに応えてセカンダリＳＬＡプロバイダに管理された非一時的
システムアクセスを提供するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダサービスプロビジョン能力および関連するサービスプロビ
ジョン地理的テリトリを指定する設定を受けるステップとを含む
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１８】
　セカンダリＳＬＡプロバイダサービスプロビジョン能力を指定する設定を受けるステッ
プは、
　選択されたＳＬＡサービスプロビジョン能力を受けるステップであって、リレーショナ
ルデータベースを介してユーザースキルプロフィール選択が提示されると、非文章ベース
のＳＬＡプロビジョンスキルファミリプロフィールが得られることを特徴とするステップ
と、
　構築されたリレーショナルデータベースの形態でスキルファミリプロフィールロケーシ
ョンカバレッジテリトリを指定する設定を受けるステップであって、プライマリＳＬＡプ
ロバイダが採用した地理的マネジメントスキーマへとテリトリが論理的にマッピングされ
ることを特徴とするステップとを含む
　ことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　セカンダリサービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）プロバイダプロビジョンサービス
ネットワークを調達する方法であって、
　１つ以上のＳＬＡクライアントプロビジョニングディテールレコードからＲＦｘビッド
を生成するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダの事前設定リストへと前記ＲＦｘビッドを公示するステッ
プと、
　前記ＲＦｘビッドの受信に応えてセカンダリＳＬＡプロバイダがＲＦｘビッド応答を生
成することができるようにするステップと、
　１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッド応答を処理するステップと、
　ＲＦｘビッド応答の受信に応えて１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャス要
請を処理するステップと、
　完成したパーチャス要請の受信に応えて１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダパーチ
ャスオーダーを処理するステップと
　を含む方法。
【請求項２０】
　ＲＦｘビッドを生成するステップは、
　アクティブなＲＦｘビッドにアフィリエイトされていない１つ以上のＳＬＡクライアン
トプロビジョンディテールレコード、または前記ＲＦｘビッドに含めるべきセカンダリＳ
ＬＡプロバイダパーチャスオーダーを選択するステップと、
　前記アフィリエイトされていない１つ以上のＳＬＡクライアントプロビジョニングディ
テールレコードの選択に応えて前記ＲＦｘビッドを作成するステップと、
　１つ以上の選択されたＳＬＡクライアントプロビジョンディテールレコードセットから
デフォルトのＲＦｘビッド情報設定を受けるステップと、
　非デフォルトのユーザー所望情報設定を構成するステップと、
　ＲＦｘビッド情報設定を格納するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
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　デフォルトのＲＦｘビッド情報設定を受けるステップは、
　ＳＬＡクライアントディテール、ＳＬＡクライアントプロビジョンサービスロケーショ
ンディテール、ＳＬＡプロビジョンスキルプロフィール、ＳＬＡプロビジョン要件、予測
されるＳＬＡプロビジョンサービス頻度、適用可能なＳＬＡプロビジョンマテリアルディ
テールのうち、少なくとも１つに関する情報の取得を含む
　ことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　非デフォルトのユーザー所望情報設定を構成するステップは、
　最大セカンダリＳＬＡプロバイダレーバーおよび適用可能な経費率、セカンダリＳＬＡ
プロバイダ非プロビジョンペナルティ条件、最多および最少ヒューマンリソースサブミッ
タルおよびＳＬＡプロビジョンレーバータイプのうちの１つ以上を指定するステップと、
　後のＲＦｘビッド応答データ処理用のデフォルトおよび非デフォルト情報設定を格納す
るための事前設定されたＲＦｘビッドテンプレートを指定するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　ＲＦｘビッドを公示するステップは、
　ビジネスファミリおよび地理的プロビジョン能力の一致に基づいて前記ＲＦｘビッドに
論理的にマッピングされたセカンダリＳＬＡプロバイダのリストを受けるステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッドリストの作成に応えて、ＲＦｘビッドを受領
する１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダを指定するステップと、
　指定されたセカンダリＳＬＡプロバイダにＲＦｘビッドを同報通信するステップとを含
む
　ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ＲＦｘビッドの受信に応えてセカンダリＳＬＡプロバイダがＲＦｘビッド引用を生
成することができるようにするステップは、
　前記ＲＦｘビッドが処理用に公示された旨の通知を受けるステップと、
　ＲＦｘビッド応答レコードを生成するステップと、
　ＲＦｘビッド応答のディテールへのアクセスを許可するステップと、
　ＲＦｘビッド質問項に応えて情報設定を指定するステップと、
　前記ＲＦｘビッド応答に適用可能な情報設定を格納するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２５】
　ＲＦｘビッド質問項に応えて情報設定を指定するステップは、
　平日、週末、休日、稼働時間、および非稼働時間のうち、少なくとも１つを含む可変の
時間属性に適用可能な複数のプロビジョニング請求料率に関する情報を取得するステップ
と、
　可変の経費タイプシナリオに適用可能な複数のプロビジョニング経費率に関する情報を
取得するステップと、
　プロビジョニング応答時間および非プロビジョニングペナルティのうち、少なくとも１
つを含むＳＬＡプロビジョニング条件の承諾に関する情報を取得するステップと、
　１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダプロビジョニングヒューマンリソースサブミッ
タルに関する情報を取得するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　ＲＦｘビッド応答に適用可能な情報設定の格納に応えて、ＲＦｘビッド応答を評価用に
プライマリＳＬＡプロバイダへと提出するステップをさらに含む請求項２４に記載の方法
。
【請求項２７】
　１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッド応答を処理するステップは、
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　提出されたセカンダリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッド応答を受けるステップと、
　前記セカンダリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッド応答の受け入れまたは拒絶を決定するス
テップと、
　ＲＦｘビッド応答処遇決定を格納するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ＲＦｘビッド応答処遇決定の格納に応えて、
　セカンダリＳＬＡプロバイダにＲＦｘビッド応答処遇決定について通知するステップと
、
　ＲＦｘビッド応答が受け入れであった場合に応えて、セカンダリＳＬＡプロバイダパー
チャス要請を作成するステップとをさらに含む
　請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャス要請を処理するステップは、
　受け入れたセカンダリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッド応答からパーチャス要請情報設定
を統合化するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーを作成するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項３０】
　セカンダリＳＬＡプロバイダパーチャス要請を処理するステップは、
　プライマリＳＬＡプロバイダによりパーチャス要請情報を承認するステップと、
　承認されたパーチャス要請を適切なセカンダリＳＬＡプロバイダへと提出するステップ
と、
　セカンダリＳＬＡプロバイダにパーチャス要請の受信を通知するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダパーチャス要請の承認をアクナリッジするステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダから承認されたパーチャス要請を受けるステップと、
　完成したパーチャス要請領収書をプライマリＳＬＡプロバイダに通知するステップとを
含む
　ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーの処理に応えて、
　セカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーに、完成したパーチャス要請レコード
中に含まれるデフォルト情報機能を投入するステップと、
　非デフォルトパーチャスオーダー情報を指定するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーを承認するステップとをさらに含む
　請求項１９に記載の方法。
【請求項３２】
　セカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーを承認するステップは、
　セカンダリＳＬＡプロバイダにパーチャスオーダー承認トランザクションを通知するス
テップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーへのユーザーアクセスを可能にするス
テップとを含む
　ことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　セカンダリサービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）プロバイダヒューマンリソースネ
ットワークを管理する方法であって、
　セカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーにアフィリエイトする１人以上のヒュ
ーマンリソースサブミッタルを選択するステップと、
　前記１人以上のヒューマンリソースプロビジョニング要員を採用するステップと、
　前記１人以上のヒューマンリソースプロビジョニング要員の、デフォルトのワークアベ
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ラビリティカレンダ情報設定を処理するステップと、
　非デフォルトのヒューマンリソースプロビジョニングアベラビリティカレンダの管理を
イネーブルするステップと、
　非デフォルトのワークアベラビリティカレンダ情報設定を処理するステップと
　を含む方法。
【請求項３４】
　セカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーにアフィリエイトする１人以上のヒュ
ーマンリソースサブミッタルを選択するステップは、
　セカンダリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッド応答ヒューマンリソースプロビジョニングサ
ブミッタルをアクセスするステップと、
　１人以上のヒューマンリソースプロビジョニングサブミッタルについて任務承認を指定
するステップと、
　前記１人以上のヒューマンリソースプロビジョニングサブミッタルの任務承認処遇決定
を格納するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダに前記１人以上の特定されたヒューマンリソースプロビジ
ョニングサブミッタルの任務承認処遇決定について通知するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダが前記１人以上の特定されたヒューマンリソースプロビジ
ョニングサブミッタルの任務承認処遇決定を追認することができるようにするステップと
を含む
　ことを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　１人以上のヒューマンリソースプロビジョニング要員を採用するステップは、
　ヒューマンリソース派遣労働者アグリーメントの署名を受けるステップと、
　前記署名を受けるステップに応えて、ヒューマンリソース派遣労働者アグリーメント情
報を受けるステップと、
　ヒューマンリソース派遣労働者アグリーメント情報を承認するステップと、
　ヒューマンリソース派遣労働者の承認処遇決定を格納するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダに、承認されたヒューマンリソース採用を通知するステッ
プとを含む
　ことを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３６】
　前記１人以上のヒューマンリソースプロビジョニング要員の、デフォルトのワークアベ
ラビリティカレンダ情報設定を処理するステップは、
　前記１人以上のヒューマンリソースプロビジョニング要員の標準スケジュールブラック
アウトおよびアベラビリティ時間設定の指定を受けるステップと、
　指定された標準スケジュールブラックアウトおよびアベラビリティ時間設定を格納する
ステップと、
　格納した標準スケジュールブラックアウトおよびアベラビリティ時間設定をプライマリ
ＳＬＡプロバイダのレビュー用に提出するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３７】
　前記１人以上のヒューマンリソースプロビジョニング要員の、デフォルトのワークアベ
ラビリティカレンダ情報設定を処理するステップは、
　提出され、格納された標準スケジュールブラックアウトおよびアベラビリティ時間設定
を受けるステップと、
　ヒューマンリソースプロビジョニング要員デフォルトカレンダアベラビリティ設定の承
認を受けるステップと、
　プロビジョニング要員デフォルトカレンダアベラビリティの承認を格納するステップと
、
　前記１人以上のヒューマンリソースプロビジョニング要員のアベラビリティカレンダを
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アクティブ化するステップと、
　プロビジョニング要員デフォルトカレンダアベラビリティの承認およびアクティブ化を
セカンダリＳＬＡプロバイダに通知するステップと、
　アクティブなプロビジョニング要員アベラビリティカレンダにアクセスするステップと
を含む
　ことを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３８】
　非デフォルトのヒューマンリソースプロビジョニングアベラビリティカレンダの管理を
イネーブルするステップは、
　ヒューマンリソースプロビジョニング要員カレンダアベラビリティレコードへのアクセ
スを許可するステップと、
　ヒューマンリソースプロビジョニング要員カレンダアベラビリティに適用可能な非デフ
ォルト情報設定の指定を受けるステップと、
　指定されたヒューマンリソースプロビジョニング要員非デフォルトカレンダアベラビリ
ティ情報設定を格納するステップと、
　適切なユーザーにヒューマンリソースプロビジョニング要員非デフォルトカレンダアベ
ラビリティ情報設定の変更を通知するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３９】
　非デフォルトのワークアベラビリティカレンダ情報設定を処理するステップは、
　いずれかの要求されるＳＬＡクライアントプロビジョンカバレッジ期間について、ヒュ
ーマンリソースプロビジョニング要員カバレッジアベラビリティが無い場合を判定するス
テップと、
　適切なプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーに、要求プロビジョンカバレッジ期間完
全ブラックアウトリソースアベラビリティについて警告するステップと、
　適切なセカンダリＳＬＡプロバイダにプロビジョンカバレッジ変更リクエストを同報通
信するステップと、
　受けたプロビジョンカバレッジ変更リクエストに関わる情報設定を格納するステップと
、
　セカンダリＳＬＡプロバイダ情報設定の格納に応えて、プロビジョンリソースの非アベ
ラビリティシナリオが改善された旨を適切なプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーに通
知するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　サービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）クライアントプロビジョニング要件を処理す
る方法であって、
　ＳＬＡクライアントサービスプロビジョンリクエストを処理するステップと、
　サービスプロビジョンディスパッチリクエストを処理するステップと、
　プロビジョニングヒューマンリソースディスパッチ通知レコードを処理するステップと
、
　受けたプロビジョニングヒューマンリソースディスパッチ通知レコードを処理するステ
ップと
　を含む方法。
【請求項４１】
　ＳＬＡクライアントサービスプロビジョンリクエストを処理するステップは、
　ＳＬＡクライアントパーチャスオーダーおよびアフィリエイトするプロビジョニングマ
スタデータレコードへのアクセスを許可するステップと、
　ＳＬＡクライアントプロビジョニングリクエストレコードを作成するステップと、
　デフォルトのＳＬＡクライアントプロビジョニングリクエスト情報を受けるステップと
、
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　非デフォルトのＳＬＡクライアントプロビジョニングリクエスト情報を指定するステッ
プと、
　ＳＬＡクライアントプロビジョニングリクエスト情報設定を格納するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　デフォルトのＳＬＡクライアントプロビジョニングリクエスト情報を受けるステップは
、ユーザーによるレコードの選択に応えてＳＬＡプロビジョニングレコードディテールを
検索するステップを含むことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　非デフォルトのＳＬＡクライアントプロビジョニングリクエスト情報を指定するステッ
プは、提示されるＳＬＡクライアントプロビジョニングリクエストデータフィールドに適
用可能な所望の情報を入力するステップを含むことを特徴とする請求項４１に記載の方法
。
【請求項４４】
　ＳＬＡクライアントプロビジョニングリクエスト情報設定の格納に応えて、
　ＳＬＡクライアントプロビジョニングリクエストが完成し、格納されたことをユーザー
に通知するステップと、
　ＳＬＡクライアントプロビジョニングリクエストを下流処理用にプライマリＳＬＡプロ
バイダに提出するステップとをさらに含む
　ことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項４５】
　サービスプロビジョンディスパッチリクエストを処理するステップは、
　ＳＬＡクライアントサービスプロビジョンリクエストへのレコードアクセスを可能にす
るステップと、
　前記ＳＬＡクライアントにサービスを提供するように設定された、アフィリエイトされ
ているセカンダリＳＬＡプロバイダのリストを受けるステップと、
　前記ＳＬＡクライアントにサービスを提供するように設定された、アフィリエイトされ
ているセカンダリＳＬＡプロバイダの就労可能なプロビジョニングヒューマンリソースの
リストを受けるステップと、
　前記ＳＬＡクライアントにサービスを提供する上で就労可能なプロビジョニングヒュー
マンリソースを指定するステップと、
　情報設定を格納するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４６】
　情報設定を格納するステップは、サービスプロビジョンディスパッチリクエストを生成
するステップを含むことを特徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　サービスプロビジョンディスパッチリクエストを処理するステップがサービスプロビジ
ョンディスパッチリクエストを同報通信するステップを含む場合、
　前記サービスプロビジョンディスパッチリクエストを同報通信するステップは、
　前記サービスプロビジョンディスパッチリクエストをアフィリエイトされたセカンダリ
ＳＬＡプロバイダへと送信するステップと、
　アフィリエイトされたセカンダリＳＬＡプロバイダに対し、入って来るサービスプロビ
ジョンディスパッチリクエストについて通知するステップと、
　送信されたサービスプロビジョンディスパッチリクエストへのアクセスを提供するステ
ップとを含む
　ことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４８】
　プロビジョニングヒューマンリソースディスパッチ通知レコードを処理するステップは
、
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　プロビジョニングヒューマンリソースアベラビリティを検証するステップと、
　ヒューマンリソースアベラビリティに関する情報設定を格納するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４９】
　情報設定を格納するステップは、
　プロビジョニングヒューマンリソースディスパッチ通知を生成するステップと、
　プロビジョニングヒューマンリソースディスパッチ通知レコードをプライマリＳＬＡプ
ロバイダへと伝送するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　プロビジョニングヒューマンリソースディスパッチ通知レコードを処理するステップは
、
　プロビジョニングヒュマンリソースディスパッチ通知レコードへのアクセスを許可する
ステップと、
　ＳＬＡクライアントプロビジョニングディスパッチ通知を作成するステップと、
　前記ＳＬＡクライアントプロビジョニングディスパッチ通知を格納するステップと、
　ＳＬＡクライアントプロビジョニングディスパッチ通知を、元のＳＬＡクライアントサ
ービスプロビジョンリクエストにアフィリエイトする適切なＳＬＡクライアントのユーザ
ーに送信するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項５１】
　ＳＬＡクライアントプロビジョニングディスパッチ通知を送信するステップは、
　適切なＳＬＡクライアントのユーザーに通知するステップと、
　前記伝送されたＳＬＡクライアントプロビジョニングディスパッチ通知へのアクセスを
許可するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　サービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）プロビジョニングワークバウチャーを処理す
る方法であって、
　プロビジョニングヒューマンリソースによる入力に応えて、ＳＬＡプロビジョニングサ
ービスバウチャーを作成および格納するステップと、
　前記格納したＳＬＡプロビジョニングサービスバウチャーを適切なセカンダリＳＬＡプ
ロバイダのユーザーが処理するステップと、
　適切なプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーの入力に応えて、前記承認されたセカン
ダリＳＬＡプロバイダプロビジョニングサービスバウチャーを処理するステップと、
　適切なＳＬＡクライアントのユーザーの入力に応えて、前記承認されたプライマリＳＬ
Ａプロバイダプロビジョニングサービスバウチャーを処理するステップと
　を含む方法。
【請求項５３】
　ＳＬＡプロビジョニングサービスバウチャーを作成するステップは、
　適切なヒューマンリソースプロビジョンディスパッチレコードを指定するステップと、
　前記指定されたヒューマンリソースプロビジョンディスパッチレコードにアフィリエイ
トするＳＬＡプロビジョニング情報に適用可能なデフォルトの情報を受けるステップと、
　実施された物理的プロビジョニングサービスディテールに関する非デフォルト情報を指
定するステップと、
　ＳＬＡプロビジョニングワークバウチャー情報設定を格納するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
　ＳＬＡプロビジョニングワークバウチャー情報設定の格納に応えて、
　適切なセカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーに、格納されたＳＬＡプロビジョニング
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ワークバウチャーのレビューが可能である旨を通知するステップと、
　前記格納されたＳＬＡプロビジョニングワークバウチャーへのアクセスを許可するステ
ップとをさらに含む
　ことを特徴とする請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記格納したＳＬＡプロビジョニングサービスバウチャーを適切なセカンダリＳＬＡプ
ロバイダのユーザーが処理するステップは、
　適切なセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーから継承したデフォルトのＳＬ
Ａプロビジョニングサービスバウチャーパーチャスオーダー情報を受けるステップと、
　ＳＬＡプロビジョニングサービスバウチャーパーチャスオーダー情報の非デフォルトデ
ータ値を指定するステップと、
　情報設定を承認するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダＳＬＡプロビジョニングワークバウチャー情報設定を格納
するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項５２に記載の方法。
【請求項５６】
　セカンダリＳＬＡプロバイダＳＬＳプロビジョニングワークバウチャー情報設定を格納
するステップに応えて、
　適切なプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーに、承認されたセカンダリＳＬＡプロバ
イダプロビジョニングワークバウチャーがレビュー用に提出された旨を通知するステップ
と、
　前記承認されたセカンダリＳＬＡプロバイダプロビジョニングワークバウチャーへのア
クセスを許可するステップとをさらに含む
　ことを特徴とする請求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
　前記承認されたセカンダリＳＬＡプロバイダプロビジョニングサービスバウチャーを処
理するステップは、
　適切なＳＬＡクライアントパーチャスオーダーから継承されたデフォルトのＳＬＡプロ
ビジョニングサービスバウチャーパーチャスオーダー情報を受けるステップと、
　ＳＬＡプロビジョニングサービスバウチャーパーチャスオーダー情報の非デフォルトデ
ータ値を指定するステップと、
　プライマリＳＬＡプロバイダプロビジョニングワークバウチャー情報設定を格納するス
テップとを含む
　ことを特徴とする請求項５２に記載の方法。
【請求項５８】
　プライマリＳＬＡプロバイダＳＬＡプロビジョニングワークバウチャー情報設定の格納
に応えて、
　適切なＳＬＡクライアントのユーザーに、承認されたプライマリＳＬＡプロバイダプロ
ビジョニングワークバウチャーがレビュー可能である旨を通知するステップと、
　前記承認されたプライマリＳＬＡプロバイダプロビジョニングワークバウチャーへのア
クセスを許可するステップとをさらに含む
　ことを特徴とする請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　前記承認されたプライマリＳＬＡプロバイダプロビジョニングサービスバウチャーを処
理するステップは、
　ＳＬＡクライアントのユーザーによるプロビジョニングワークバウチャー情報設定を受
けるステップと、
　前記プロビジョニングワークバウチャー情報設定を受けたことに応えて、承認または拒
絶の処遇決定を指定するステップと、
　前記指定されたプロビジョニングワークバウチャー承認処遇決定を格納するステップと
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を含む
　ことを特徴とする請求項５２に記載の方法。
【請求項６０】
　前記指定されたプロビジョニングワークバウチャー承認処遇決定を格納するステップは
、
　デフォルトのＳＬＡプロビジョニングサービス品質保証査定情報を受けるステップと、
　前記受けた品質保証査定の質問項に適用可能な情報を指定するステップと、
　品質保証情報の指定を前記システム内に格納するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
　前記指定されたプロビジョニングワークバウチャー承認処遇決定を格納するステップに
応えて、
　適切なプライマリＳＬＡプロバイダおよびセカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーにＳ
ＬＡクライアントプロビジョニングワークバウチャー処遇決定を通知するステップと、
　適切なプライマリＳＬＡプロバイダおよびセカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーに前
記ＳＬＡクライアントプロビジョニングワークバウチャー処遇決定へのアクセスを許可す
るステップとをさらに含む
　ことを特徴とする請求項５９に記載の方法。
【請求項６２】
　サービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）プロビジョニングワークオーダーの支払いを
処理する方法であって、
　ＳＬＡクライアント承認済みプロビジョニングワークバウチャーを抽出するステップと
、
　請求明細書ファイルを生成するステップと、
　ＳＬＡクライアント請求明細書ファイルを処理するステップと、
　ＳＬＡクライアントからの支払いを処理するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダへの支払いを実施するステップと
　を含む方法。
【請求項６３】
　ＳＬＡクライアント承認済みプロビジョニングワークバウチャーを抽出するステップは
、
　格納された未処理ＳＬＡクライアント承認済みプロビジョニングワークバウチャーレコ
ードを特定するステップと、
　前記未処理ＳＬＡクライアント承認済みプロビジョニングワークバウチャーレコードか
ら継承されたデフォルトの情報を受けるステップと、
　承認済みプロビジョニングワークバウチャーレコードセット情報設定を格納するステッ
プとを含む
　ことを特徴とする請求項６２に記載の方法。
【請求項６４】
　請求明細書ファイルを生成するステップは、
　プライマリＳＬＡプロバイダからＳＬＡクライアントへの請求書ファイルを生成するス
テップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダからプライマリＳＬＡプロバイダへの請求書ファイルを生
成するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項６２に記載の方法。
【請求項６５】
　プライマリＳＬＡプロバイダからＳＬＡクライアントへの請求書ファイルを生成する前
記ステップは、
　ＳＬＡクライアントに指定された請求書ファイル情報テンプレートを用いるステップと
、
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　格納された承認済みプロビジョニングワークバウチャーレコードセット情報設定をＳＬ
Ａクライアントに指定された請求書ファイル情報テンプレートに投入するステップと、
　データ投入に応えてＳＬＡクライアント請求明細書ファイルを格納するステップとを含
む
　ことを特徴とする請求項６４に記載の方法。
【請求項６６】
　セカンダリＳＬＡプロバイダからプライマリＳＬＡプロバイダへの請求書ファイルを生
成するステップは、
　プライマリＳＬＡプロバイダに指定された請求書ファイル情報テンプレートを用いるス
テップと、
　格納された承認済みプロビジョニングワークバウチャーレコードセット情報設定をプラ
イマリＳＬＡプロバイダに指定された請求書ファイル情報テンプレートに投入するステッ
プと、
　データ投入に応えてプライマリＳＬＡプロバイダ請求明細書ファイルを格納するステッ
プとを含む
　ことを特徴とする請求項６４に記載の方法。
【請求項６７】
　データ投入に応えてＳＬＡクライアント請求明細書ファイルを格納するステップに応え
て、
　適切なＳＬＡクライアントのユーザーに、請求明細書ファイルがデータ処理用に利用可
能である旨を通知するステップと、
　適合した適切なＳＬＡクライアントのユーザーに前記明細書ファイルへのアクセスを提
供するステップとをさらに含む
　ことを特徴とする請求項６５に記載の方法。
【請求項６８】
　ＳＬＡクライアント請求明細書ファイルを処理するステップは、
　ＳＬＡクライアント請求明細書データを承認するステップと、
　適切なプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーに請求書ファイルの承認を通知するステ
ップと、
　前記ＳＬＡクライアントから前記プライマリＳＬＡプロバイダへと支払いを実施するス
テップと、
　プライマリＳＬＡプロバイダへの支払いに応えて代金支払いファイルを生成し、格納す
るステップとを含む
　ことを特徴とする請求項６２に記載の方法。
【請求項６９】
　ＳＬＡクライアントからの支払いを処理するステップは、
　代金支払いを受けるステップと、
　格納された代金支払いファイルへのアクセスを許可するステップと、
　代金支払いファイルデータを適切なＳＬＡクライアント請求明細書ファイルへと適用す
るステップと、
　請求明細書支払いレコードを格納するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項６２に記載の方法。
【請求項７０】
　請求明細書支払いレコードを格納するステップに応えて、
　セカンダリＳＬＡプロバイダ明細書支払いファイルを生成するステップと、
　前記セカンダリＳＬＡプロバイダ明細書支払いファイルを格納するステップとをさらに
含む
　ことを特徴とする請求項６９に記載の方法。
【請求項７１】
　セカンダリＳＬＡプロバイダ明細書支払いファイルを格納するステップに応えて、
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　適切なプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーに、セカンダリＳＬＡプロバイダ請求明
細書ファイルがデータ処理用に使用可能である旨を通知するステップと、
　通知に応えて、セカンダリＳＬＡプロバイダ請求明細書ファイルへのアクセスができる
ように適合した適切なプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーにユーザーインターフェー
スを提供するステップとをさらに含む
　ことを特徴とする請求項７０に記載の方法。
【請求項７２】
　セカンダリＳＬＡプロバイダへの支払いを実施するステップは、
　セカンダリＳＬＡプロバイダ請求明細書データを承認するステップと、
　前記セカンダリＳＬＡプロバイダへと支払いを実施するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダへの支払いに応えて、代金支払いファイルを生成および格
納するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項６２に記載の方法。
【請求項７３】
　セカンダリＳＬＡプロバイダへの支払いに応えて代金支払いファイルを生成および格納
するステップに応えて、
　前記格納されたセカンダリＳＬＡプロバイダ代金支払いファイルへのアクセスを提供す
るステップと、
　代金支払いファイルデータを適切なセカンダリＳＬＡプロバイダ請求明細書ファイルに
対して適用するステップと、
　セカンダリＳＬＡプロバイダ請求明細書の支払いレコードを格納するステップとをさら
に含む
　ことを特徴とする請求項７２に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本特許出願は、２００５年８月１日に出願された米国暫定特許出願第６０／７０４，３
５２号からの優先権を主張し、参照によりこれを本願に組み込むものである。本出願は、
参照により以下の特許出願を組み込むものである：２００２年９月３０日出願の米国特許
出願第１０／２６２，４８７号（６７７３７－５３２ＵＳＰＴ）；２００３年４月１０日
出願の米国特許出願第１０／４１２，０９６号（６７７３７－５３２ＵＳＰ１）；２００
４年３月１０日に出願の米国特許出願第１０／７９７，５５６号（６７７３７－５３２Ｕ
ＳＰ２）；２００２年５月９日出願の米国特許出願第１０／１４１，８０１号（６７７３
７－５４２ＵＳＰＴ）；２００２年４月２４日出願の米国特許出願第１０／１２８，７５
１号（６７７３７－５４３ＵＳＰＴ）；および２００５年３月２日出願の米国特許出願第
１１／０７１，８３１号（６７７３７－１００２ＵＳＰＴ）。
【０００２】
　本発明は、プロキュアメント、ロジスティクスプランニング、人的資本配置、サービス
プロビジョン要請、サービスプロビジョンデリバラブルの追跡、経理取引データ処理、そ
してサービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）のアウトソーシングまたは他の第三者機関
顧客サービス／機器要件に関わる意思決定支援アナリティクスを促進するシステムおよび
方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多くの企業はダウンストリームのクライアントベースにサービスまたは商品を提供する
ことを目的としたビジネス努力を続けている。ダウンストリームクライアントにサービス
または商品を提供するこれらの企業はプライマリＳＬＡプロバイダ（Primary SLA Provid
er）と呼ばれ、一方でこれらの商品またはサービスが提供される側のダウンストリームク
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ライアントはＳＬＡクライアント（SLA Client）と呼ばれる。一部の事例においては、サ
ービス／商品の提供は、一般保守または保証契約を通じてロジスティクス的に管理される
。他の事例においてはプライマリＳＬＡプロバイダのサポートするインフラの性質が重大
なもので、このためにＳＬＡクライアントにとってはそのダウンタイム（例えばコンピュ
ータシステム、遠隔通信ネットワークまたは製造ラインの故障などが含まれる）が長引く
と過剰なコストがかかることから、一般保守または保証契約によってサポートしきれない
場合がある。これらの重大なサポート要求に対応するために、プライマリＳＬＡプロバイ
ダおよびＳＬＡクライアントはサービスレベルアグリーメント（Service Level Agreemen
t: SLA）を通じてサービスサポート条件を管理することが一般的である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　過去においては、ＳＬＡプロビジョニングはサービスまたは商品を提供しているプライ
マリＳＬＡプロバイダにより、その組織内で実施されることが一般的であり、このモデル
によればプライマリＳＬＡプロバイダによる全ＳＬＡビジネス機能のコントロールが可能
であった。ＳＬＡビジネス機能には、例えばロジスティクス、契約マネジメント、プロキ
ュアメント、ヒューマンリソース（HR：人材）配置、デリバラブルマネジメントおよび経
理データ処理などが含まれる。現在のビジネス環境は劇的な変化をとげ、ＳＬＡビジネス
機能の多くが、コアコンピテンシーとしてプロビジョニングサービスを提供することを目
的とした業者にアウトソーシングされる方向にある。これらの業者は、一般にセカンダリ
ＳＬＡプロバイダ（Secondary SLA Provider）と呼ばれる。一部の企業はこのビジネスモ
デルによってサービスの幅を広げ、収入および利益を上げることができたが、新たなプロ
ビジョニング層が導入されたことでプライマリＳＬＡプロバイダにとってはコントロール
を、そして大抵の場合は利益をも失う結果となった。
【０００５】
　これまでの努力で、ＳＬＡビジネス機能の一部では最小限の取り組みがなされたが、ほ
とんどの手法は内部管理という視点から発したものであった。従って従前のソリューショ
ン開発は、ＳＬＡプロビジョニングのアウトソースを考慮した場合に遭遇する商取引上、
ロジスティクス上、データ処理上、および管理上の多大な問題を解決するものではなかっ
た。よってＳＬＡプロビジョニングサービスをＳＬＡクライアントへと提供するために、
プライマリＳＬＡプロバイダが適任のセカンダリＳＬＡプロバイダを利用しつつも、ＳＬ
Ａビジネス機能に対してより大きなコントロールを行使することができるシステムおよび
方法が必要とされているのである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　アウトソーシングしたサービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）デリバラブルのマネジ
メント方法は、ＳＬＡクライアントおよびセカンダリＳＬＡプロバイダのマスタデータを
設定するステップと、セカンダリＳＬＡプロバイダプロビジョンサービスネットワークを
調達するステップと、セカンダリＳＬＡプロバイダヒューマンリソースネットワークを管
理するステップと、ＳＬＡクライアントプロビジョニング要件を処理するステップと、Ｓ
ＬＡプロビジョニングサービスバウチャーを処理するステップと、そしてＳＬＡプロビジ
ョニングワークオーダーの支払いを処理するステップとを含む。
【０００７】
　サービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）クライアントとセカンダリＳＬＡプロバイダ
のマスタデータを設定する方法は、ＳＬＡプロビジョンロジスティクスコントロールライ
ブラリを設定するステップと、ＳＬＡクライアントマスタデータレコードを設定するステ
ップと、ＳＬＡクライアントパーチャスオーダー（PO：発注）レコードを設定するステッ
プと、そしてセカンダリＳＬＡプロバイダネットワークを採用するステップとを含んでい
る。
【０００８】
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　セカンダリサービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）プロバイダプロビジョンサービス
ネットワークを調達する方法は、ＲＦｘビッドを１つ以上のＳＬＡクライアントプロビジ
ョニングディテールレコードから生成するステップと、ＲＦｘビッドを事前設定リストに
あるセカンダリＳＬＡプロバイダに公示するステップと、ＲＦｘビッドの受信を受けてセ
カンダリＳＬＡプロバイダがＲＦｘビッド応答を生成することができるようにするステッ
プと、１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッド応答を処理するステップと、
ＲＦｘビッド応答の受信に応えて１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャス要請
を処理するステップと、完成したパーチャス要請の受信に応えて少なくとも１つのセカン
ダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーを処理するステップとを含む。
【０００９】
　セカンダリサービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）プロバイダヒューマンリソースネ
ットワークを管理する方法は、セカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーにアフィ
リエイトする１人以上のヒューマンリソースサブミッタルを選択するステップと、１人以
上のヒューマンリソースプロビジョニング要員を採用するステップと、その１人以上のヒ
ューマンリソースプロビジョニング要員のデフォルトのワークアベラビリティ（work ava
ilability：就労可能性）カレンダ情報設定を処理するステップと、非デフォルトヒュー
マンリソースプロビジョニングアベラビリティカレンダ管理をイネーブルするステップと
、そして非デフォルトワークアベラビリティカレンダ情報設定を処理するステップとを含
む。
【００１０】
　サービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）クライアントプロビジョニング要件を処理す
る方法は、ＳＬＡクライアントサービスプロビジョニングリクエストを処理するステップ
と、サービスプロビジョンディスパッチ（Dispatch：派遣）リクエストを処理するステッ
プと、プロビジョニングヒューマンリソースディスパッチ通知レコードを処理するステッ
プと、そして受けたプロビジョニングヒューマンリソースディスパッチ通知レコードを処
理するステップとを含む。
【００１１】
　サービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）プロビジョニングワークバウチャーを処理す
る方法は、プロビジョニングヒューマンリソースの入力に応えてＳＬＡプロビジョニング
サービスバウチャーを作成および保存するステップと、適切なセカンダリＳＬＡプロバイ
ダのユーザーによって保存されたＳＬＡプロビジョニングサービスバウチャーを処理する
ステップと、適切なプライマリＳＬＡプロバイダユーザーの入力に応えて承認されたセカ
ンダリＳＬＡプロバイダプロビジョニングサービスバウチャーを処理するステップと、そ
して適切なＳＬＡクライアントユーザーの入力に応えて承認されたプライマリＳＬＡプロ
バイダプロビジョニングサービスバウチャーを処理するステップとを含む。
【００１２】
　サービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）プロビジョニングワークオーダーの支払いを
処理する方法は、ＳＬＡクライアントの承認したプロビジョニングワークバウチャーを抽
出するステップと、請求明細書ファイルを生成するステップと、ＳＬＡクライアント請求
明細書ファイルを処理するステップと、ＳＬＡクライアントからの支払いを処理するステ
ップと、そしてセカンダリＳＬＡプロバイダに支払いを行うステップとを含む。
【００１３】
　上述した発明の概要は、実施例の各々を表すものでも、本発明の全態様を表すものでも
ない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の方法および装置に関するより完全な理解は、以下の詳細説明を添付図表と共に
参照することにより得ることができる。
【００１５】
　当業者には明らかなように、表１～９１に示す記入例は、潜在的なデータ値を網羅する



(19) JP 2009-503733 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

ものではない。他のデータ値を付加することは単純にデータベースに変更を加えることで
あり、当業者であれば容易に実施可能である。
【００１６】
　本発明の様々な実施例は、総合的なインターネット対応コンピュータシステムと、プラ
イマリＳＬＡプロバイダ、セカンダリＳＬＡプロバイダおよびＳＬＡクライアント間での
アウトソーシングされたサービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）プロビジョニングに適
用可能な基本的ビジネス機能とをイネーブルし、管理するための方法とを提供する。基本
的ビジネス機能は、コントラクトマネジメント、プロキュアメント、ヒューマンリソース
配置、ＳＬＡロジスティクス、ＳＬＡデリバラブルマネジメント、経理データ処理、企業
間システム協力およびレポート／情報マネジメントを含む。本特許出願の目的上、「ビジ
ネス機能」という語は、最良の形で実施されるＳＬＡマネジメントシステムにおいて行わ
れる複数のコアビジネス活動のうち、いずれを指すものであっても良く、これにはマスタ
データ機能、プロキュアメント機能、ヒューマンリソースサービスプロビジョンマネジメ
ント機能、プロビジョン管理機能、ＳＬＡワークアクノリッジメント（Acknowledgment：
確認）および品質保証機能、請求／支払い機能、および情報マネジメント／レポート機能
が含まれる。
【００１７】
　高位の観点からいえば、代表的な実施例においては、アウトソースされるＳＬＡプロビ
ジョニング商品に適用可能なデータを取得、処理、および管理するように特別に設計され
たデータベースによって支持されるコラボレーティブなインターネット対応型データ処理
環境全体にわたり、堅牢なビジネス機能が組み込まれている。このデータ処理環境（ＳＬ
Ａプロビジョニングマネジメント環境と呼ぶ）は、代表的にはマスタデータ機能、プロキ
ュアメント機能、ヒューマンリソースサービスプロビジョン機能、プロビジョン管理機能
、ＳＬＡワークアクノリッジメントおよび品質保証機能、請求／支払い機能および情報マ
ネジメント／レポート機能を含む。
【００１８】
　マスタデータ機能は、例えば一般ビジネス情報、ロジスティックスコントロール情報、
ＳＬＡコントラクト（契約）情報、ＳＬＡプロビジョンディテール（詳細）情報、および
パーチャスオーダー（発注）情報にあたるＳＬＡクライアントマスタデータを格納するも
のである。このマスタデータ機能はさらに、ＳＬＡプロビジョンスキルプロファイリング
およびジョブディスクリプション（職務記述）ソースライブラリ、ＳＬＡプロビジョンス
キルプロフィールライブラリ、そしてＳＬＡプロビジョンディテール～ＳＬＡプロビジョ
ンスキルプロフィールのマトリクスを格納するものであってもよい。
【００１９】
　プロキュアメント機能は、代表的には：セカンダリＳＬＡプロバイダに適用可能なビジ
ネス情報をプライマリＳＬＡプロバイダが取得および格納できるようにすること；プライ
マリＳＬＡプロバイダによるセカンダリＳＬＡプロバイダのＳＬＡスキルプロビジョンお
よび地理的カバレッジ（網羅）能力という観点からの分類を可能にすること；マスタデー
タ機能によりディテールが示されるＳＬＡクライアントカバレッジ要件をプライマリＳＬ
Ａプロバイダが系統的に特定および数量化できるようにすること；プライマリＳＬＡプロ
バイダが、ＳＬＡクライアントカバレッジレコードから系統的なＲＦｘビッドを生成する
ようにすること；プライマリＳＬＡプロバイダが、作成された各ＲＦｘビッド（入札）に
ついてセカンダリＳＬＡプロバイダビッド勧誘リストを系統的かつ論理的に生成できるよ
うにすること；セカンダリＳＬＡプロバイダがＲＦｘビッド応答を系統的に生成し、必要
に応じてその応答にアフィリエイトする適切な人的資本リソースを提出できるようにする
こと；ビッド（ＲＦｘ）ビッド応答の提案／リクエストに対する見積もり／リクエストに
ついて、プライマリＳＬＡプロバイダが提出された要求を系統的にレビューできるように
すること；そしてプライマリＳＬＡプロバイダが、ＲＦｘビッド応答を系統的に受け入れ
／落札を決め、そのＲＦｘビッド応答のディテールに関するセカンダリＳＬＡプロバイダ
パーチャスオーダーを作成できるようにすること；の複数機能を実施するものである。
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【００２０】
　ヒューマンリソースサービスプロビジョンマネジメント機能は、代表的には：プライマ
リＳＬＡプロバイダが、提出されたＲＦｘビッド応答候補のレビューおよび承認の処遇決
定を実施できるようにすること；提出されたＲＦｘビッド応答候補について、プライマリ
ＳＬＡプロバイダの処遇決定／ステータス通知をセカンダリＳＬＡプロバイダに系統的に
可能にすること；提出されたＲＦｘビッド応答候補の承認／受諾時に、プライマリＳＬＡ
プロバイダによるＳＬＡプロビジョンリソースレコードの作成を可能とすること；セカン
ダリＳＬＡプロバイダがヒューマンリソースシステムにアクセスできるようにすること；
セカンダリＳＬＡプロバイダのヒューマンリソースが系統的にアグリーメントに署名でき
るようにすること；セカンダリＳＬＡプロバイダおよび承認されたヒューマンリソースに
よるワークアベラビリティカレンダの管理／設定を可能とすること；プライマリＳＬＡプ
ロバイダのロジスティックスタイムカバレッジ評価を可能とすること；そしてプライマリ
ＳＬＡプロバイダのプロアクティブなヒューマンリソースブラックアウト期間の調停を可
能とすること；の複数機能を実施するものである。
【００２１】
　プロビジョン管理機能は、代表的には：ＳＬＡクライアントがサービスプロビジョンリ
クエストを作成し、プライマリＳＬＡプロバイダへと提出することができるサービスプロ
ビジョンリクエスト機能をイネーブルすること；そして設定されたセカンダリＳＬＡプロ
バイダと共に、それらの適用可能な価格とサービスプロビジョンディスパッチに指定され
る適正な人的資源のアベラビリティリストを出力するために用いることができるプライマ
リＳＬＡプロバイダシステムクエリー機能をイネーブルすること；の複数機能を実施する
ものである。クエリー基準は選択的なユーザー入力により、または明らかなＳＬＡクライ
アントサービスプロビジョンリクエストを受信した場合は系統的な入力により生成するこ
とができる。
【００２２】
　プロビジョン管理機能はさらに、代表的には：プライマリＳＬＡプロバイダがサービス
プロビジョンディスパッチリクエストレコードをセカンダリＳＬＡプロバイダへと系統的
に提出できるようにすること；セカンダリＳＬＡプロバイダがリソースのアベラビリティ
を確認できるように、そしてその後プライマリＳＬＡプロバイダにリソースを派遣（ディ
スパッチ）できるようにすること；およびプライマリＳＬＡプロバイダがＳＬＡクライア
ントへのリソースの派遣を確認できるようにすること；の複数機能を実施する。
【００２３】
　ＳＬＡワークアクナリッジメントおよび品質保証機能は、代表的には：例えば実施され
る仕事、配備されるマテリアルおよび時期などに関するディテールをサービスプロビジョ
ンディスパッチリクエストに応えて入力するものであるサービスディスポジションバウチ
ャー機能に、セカンダリＳＬＡプロバイダのリソースがアクセスできるようにすること；
セカンダリＳＬＡプロバイダがサービスディスポジションバウチャーをレビューおよび承
認の処遇決定用にＳＬＡクライアントへと提出することができるようにすること；ＳＬＡ
クライアントがセカンダリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーを処理
し、品質保証評価情報を提供できるようにすること；そしてＳＬＡクライアントが処遇の
決まったセカンダリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーをプライマリ
ＳＬＡプロバイダへと提出することができるようにすること；の複数機能を実施するもの
である。
【００２４】
　請求／支払い機能は、代表的には：承認されたＳＬＡクライアント承認済みサービスデ
ィスポジションバウチャーの系統的抽出；プライマリＳＬＡプロバイダからＳＬＡクライ
アントへの請求明細書ファイルの系統的生成；セカンダリＳＬＡプロバイダからプライマ
リＳＬＡプロバイダへの請求明細書ファイルの系統的生成；ＳＬＡクライアントの支払い
時におけるプライマリＳＬＡプロバイダ支払い領収書データアップロード機能；そしてＳ
ＬＡクライアントの支払いを前提としたセカンダリＳＬＡプロバイダの機能に対するプラ
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イマリＳＬＡプロバイダの支払い発生；を設定された形で可能とする経理データ処理機能
を実施するものである。
【００２５】
　情報マネジメント／レポート機能は、代表的には一般情報出力機能を実施するものであ
る。この機能は、取得したシステムデータを利用してレポートおよびアナリティクスを生
成する。
【００２６】
　ここで図を参照するが、図１は物理的な通信／データネットワークのハイレベルブロッ
ク図である。図１には、コンピュータネットワークポイントとして５つの主要タイプ、具
体的にはブラウザまたは他のユーザーインターフェース（ＵＩ）、通信／ウェブサーバ、
アプリケーションサーバ、アプリケーションモジュール、データベースサーバ、およびデ
ータベースが描かれている。代表的な環境としてはホストされたインターネットベースの
ソリューションが含まれるが、様々な実施例はイントラネットを使いつつワイドエリアネ
ットワーク（ＷＡＮ）に移植することができる。ハードウェアおよびアプリケーションの
プログラミングに最小限の変更を加えると、本願に記載の様々な原理の適用はコンピュー
タ環境という観点に限定されたものではなくなる。
【００２７】
　再度図１を見ると、コンピュータシステム１００は、プロキュアメント／ＳＬＡマネジ
メントシステム１５０と、システムブラウザ１１５（ａ）～（ｅ）を介してシステムユー
ザー１１０（ａ）～（ｅ）が操作できるユーザーシステム１０１～１０５と、インターネ
ット／イントラネット通信ネットワーク１２０と、データ処理モジュール１６０～１８０
を含むアプリケーションサーバ１５５と、そしてデータベースシステム１８５とを含んで
いる。ユーザーシステム１０１～１０５は、システムの入口であり、通常は最低ログイン
／セキュリティ機能とグラフィカルユーザーインターフェース（ＧＵＩ）により代表され
るアクセスポータルである。
【００２８】
　データ処理モジュール１６０～１８０は、管理モジュール１６０、プライマリＳＬＡプ
ロバイダモジュール１６５、セカンダリＳＬＡプロバイダモジュール１７０、レーバー（
Labor：就労者）モジュール１７５、そして例えばＳＬＡクライアントモジュールを含む
。プライマリＳＬＡプロバイダがソリューション全体を購入またはライセンスを得てその
インフラ内部にシステム１００を置いた場合、一部の実施例においては管理モジュール１
６０を排除することが可能である。
【００２９】
　プライマリＳＬＡプロバイダモジュール１６５はコンピュータシステム１００のビジネ
ス管理者として機能するものであり、代表的な実施例においては、ＳＬＡクライアント、
セカンダリＳＬＡプロバイダ、アプリケーションのユーザー、そしてＳＬＡヒューマンリ
ソースレーバーのアップロードを制御する。当業者には明らかなように、プライマリＳＬ
Ａプロバイダとは、ＳＬＡクライアントを持ち、ＳＬＡおよび他のサービスを提供する契
約を結び、セカンダリＳＬＡプロバイダとの下請け契約を結び、そして究極的にはＳＬＡ
プロビジョンの人材および実施されるＳＬＡプロビジョンの仕事品質についての責任を負
う企業体である。
【００３０】
　セカンダリＳＬＡプロバイダモジュール１７０は、ＳＬＡプロビジョンカバレッジを提
供するための下請け契約をプライマリＳＬＡプロバイダと結んでいる企業体の通信および
業務処理をサポートするものである。ＳＬＡレーバーモジュール１７５は、下請けしたセ
カンダリＳＬＡプロバイダと契約する個々のＳＬＡプロビジョンレーバーの通信および業
務処理をサポートするものである。ＳＬＡクライアントモジュール１８０は、ＳＬＡプロ
ビジョンを必要とし、契約を結んでいる個々のＳＬＡクライアントの通信および業務処理
をサポートするものである。
【００３１】
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　様々な実施例においては、協調的通信および業務処理能力は、コンピュータシステム１
００の一部として描かれた様々な企業体を管理されたリアルタイムデータ処理の一設定に
まとめるものである。対照的に、多くの従来システムの場合、これらのビジネス努力を管
理することを意図して一般には複数のシステムが利用されている。過去においては、クラ
イアントデータおよび活動は代表的にはカスタマーリレーションシップマネジメント（Ｃ
ＲＭ）または他のカスタムアプリケーションにおいて管理され、一方でロジスティクスは
何らかのプロジェクトマネジメントアプリケーション中で管理されていた。それと同時に
、サプライヤおよびヒューマンリソース管理機能およびディテールは、それらが仮にある
場合、通常はさらなるアプリケーション中で管理されるのである。
【００３２】
　システム１００は、プライマリＳＬＡプロバイダ、セカンダリＳＬＡプロバイダそして
ＳＬＡクライアントを１つの協調的事業環境へと結びつけるプロキュアメント、ロジステ
ィクスマネジメントおよび管理の完全ライフサイクルソリューションである。システム１
００は、ＳＬＡプロビジョンロジスティクスプランニング、プロビジョンリソースのスキ
ルレベル／習熟度、プロビジョンリソースのアベラビリティ／能力、ＳＬＡプロビジョン
リソースのディスパッチ、ＳＬＡプロビジョンプロセス通信、ＳＬＡプロビジョン品質保
証、および投資収益について、プライマリＳＬＡプロバイダがコントロールすることがで
きるように働く。加えて、システム１００は、業者マネジメント、プロキュアメント、経
理、財務およびリスク管理を含むがこれらに限られない全ての基幹機能的ビジネスプロセ
スを統合化することにより、複数ある異種かつ高コストのアプリケーションの使用を回避
することができる。
【００３３】
　図２Ａおよび図２Ｂは、アウトソーシングしたサービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ
）および非ＳＬＡデリバラブルをマネジメントするシステムおよび方法のハイレベルなエ
ンドツーエンドのフロー図である。図２Ａにおいては、プロセスフロー２００はステップ
２０２から始まる。ステップ２０２においては、プライマリＳＬＡプロバイダが、１つ以
上の地理的ロケーションにある１つ以上のＳＬＡクライアントに関して定義された、また
は予想される特定のサービスコールデリバラブルを持っている。ステップ２０４において
は、ＳＬＡクライアントおよびセカンダリＳＬＡプロバイダに対応するマスタデータが設
定される。ステップ２１０においては、潜在的なセカンダリＳＬＡプロバイダの価格およ
びリソース能力を確認するためにＳＬＡ要件レコードからＲＦｘビッドが作成される。ス
テップ２１２においては、ＲＦｘ応答がレビューされ、サービスプロビジョン能力および
価格に基づいてビッド落札が決定される。ステップ２１４においては、適切なサービスプ
ロバイダと最終価格およびサービスデリバラブル条件を交渉する。
【００３４】
　ステップ２１６においては、適切なセカンダリＳＬＡプロバイダへのブランケットパー
チャスオーダーが設定される。ステップ２１８においては、ＳＬＡプロビジョンマトリク
スが設定され、セカンダリＳＬＡプロバイダのブランケットパーチャスオーダーが系統的
にＳＬＡマスタデータレコードにアフィリエイトされる。プライマリＳＬＡプロバイダは
マトリクスに対する編集コントロールを維持しており、例えばセカンダリＳＬＡプロバイ
ダが非競争入札プロセスにより特定された場合、手動で関係を構築することができる。ス
テップ２２０においては、適切なセカンダリＳＬＡプロバイダがプライマリＳＬＡプロバ
イダにリソース候補を提出する。承認されたリソースは、それぞれのセカンダリＳＬＡプ
ロバイダブランケットパーチャスオーダーへと関連付けられる。ステップ２２２において
は、セカンダリＳＬＡプロバイダにヒューマンリソース（ＨＲ）承認が通知される。ステ
ップ２２４においては、セカンダリＳＬＡプロバイダリソースライブラリにデータが投入
され、システムにより提供されるリソースの日／時間アベラビリティスケジュールが設定
される。
【００３５】
　ステップ２２６においては、セカンダリＳＬＡプロバイダのヒューマンリソースにシス
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テムアクセス信用証明が付与される。ステップ２２８においては、セカンダリＳＬＡプロ
バイダのヒューマンリソースがシステム１００にアクセスし、アグリーメントに署名、そ
してクライアントＳＬＡ設備アクセス要件ルールをアクナリッジする。ステップ２３０に
おいては、ＳＬＡクライアントの要求をマネジメントするためのプライマリＳＬＡプロバ
イダの準備が完了する。
【００３６】
　次に図２Ｂを参照すると、実行処理はステップ２３０からステップ２４０へと進む。ス
テップ２４０においては、ＳＬＡクライアントのユーザーがサービスプロビジョンリクエ
ストを作成し、それをプライマリＳＬＡプロバイダへと提出する。ステップ２４２におい
ては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーがＳＬＡ管理モジュール１６０に入る。ス
テップ２４４においては、システム１００にクエリーが送られ、システムがＳＬＡクライ
アントサービスプロビジョンリクエストに対するサービスを提供するように設定された全
セカンダリＳＬＡプロバイダのリストを返す。ステップ２４６においては、サービスプロ
バイダリストが、例えば承認されたサービスプロバイダのリソース、リソースのアベラビ
リティ、ブランケットパーチャスオーダーの参照とコントラクトサービス料金、および適
用可能な過去のパフォーマンスデリバリマトリクスを表示する。ステップ２４８において
は、セカンダリＳＬＡプロバイダレコートが選択される。ステップ２５０においては、プ
ライマリＳＬＡプロバイダのユーザーがサービスプロビジョンディスパッチリクエストを
セカンダリＳＬＡプロバイダに提出する。ステップ２５２においては、セカンダリＳＬＡ
プロバイダがディスパッチ可能性を確認する。
【００３７】
　ステップ２５４においては、プライマリＳＬＡプロバイダがＳＬＡクライアントのユー
ザーに確認を送付する。ステップ２５６においては、セカンダリＳＬＡプロバイダが対応
できるリソースをＳＬＡクライアントロケーションへと派遣する。ステップ２６０におい
ては、サプライヤのリソースがＳＬＡクライアントロケーションにて仕事を実施する。ス
テップ２７０においては、サプライヤリソースが設定されたデータ要件をＳＬＡタイムキ
ーピング／デリバリモジュールへと入力する。ステップ２７２においては、セカンダリＳ
ＬＡプロバイダリソースデリバリバウチャーがＳＬＡクライアントのユーザーに提出され
る。ステップ２７４においては、ＳＬＡクライアントのユーザーが提出されたバウチャー
を処理し、デリバラブル評価を入力する。ステップ２７６においては、バウチャーがプラ
イマリＳＬＡプロバイダへと提出され、承認される。ステップ２７８においては、系統的
に設定された承認バウチャーのディテール抽出が生じ、ＳＬＡクライアントへの請求ファ
イルが生成される。ステップ２８２においては、請求ファイルがＳＬＡクライアントへと
伝送される。ステップ２８４においては、ＳＬＡクライアントがプライマリＳＬＡプロバ
イダに支払いを実行する。ステップ２８６においては、プライマリＳＬＡプロバイダがセ
カンダリＳＬＡプロバイダに支払いを実行する。
【００３８】
　図３はプライマリＳＬＡプロバイダのユーザー向けウェブホームページの説明図である
。図３においては、ＵＩ３００はユーザーナビゲーションバー／メニュー３１０およびア
クティビティダッシュボード３２０の２つの主要部分へと区分化されている。ナビゲーシ
ョンバー／メニュー３１０は、所望に応じてアプリケーション機能をアクティブ化するた
めの主要ＵＩモードであり、アクティビティダッシュボード３２０は注目を要する特定の
ビジネスアクティビティをハイライト／プロンプトするためにユーザーが利用するもので
ある。ユーザーはユーザーナビゲーションバー／メニュー３１０またはアクティビティダ
ッシュボード３２０のいずれを介しても同じアプリケーション機能およびフォームへと行
くことができる。
【００３９】
　マスタデータ機能の代表的な情報の態様は、一般ビジネス情報、ロジスティクスコント
ロール情報、ＳＬＡコントラクト情報、およびＳＬＡプロビジョンディテール情報である
。一般ビジネス情報は、プライマリＳＬＡプロバイダおよびＳＬＡクライアントに関する
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情報を含んでいる。一般ビジネス情報の格納に利用されるデータベーステーブル例を表１
、２、８、９、２７および２９に示した。一般ビジネス情報の例としては、企業タイプ、
法人ＩＤ、事業ロケーション、企業規模、従業員数およびユーザー情報に関するビジネス
情報要素が含まれる。物理的な地理上のロケーションは、例えば表１０～表１３に示した
ようなデータベース設定の観点から定義される。メールコード、または商業地区などの他
の一意の設定を含むように拡張可能な、この地理スキーマは、国（Country）、地方（Reg
ion）、群（County）、および町／居留区（City）という観点からロケーションを定義す
ることができる。
【００４０】
　ロジスティクスコントロール情報は、ＳＬＡプロビジョニングという意味におけるプラ
イマリＳＬＡプロバイダのビジネスモデル基本定義を表すものである。様々なタイプの情
報が定義されており、その情報の１グループはプロビジョンサービスタイプ、プロビジョ
ンレーバータイプ、プロビジョン時間フレーム、プロビジョンマテリアルおよびプロビジ
ョンマテリアル備蓄施設に関するものである。ロジスティクスコントロール情報の格納に
使用されるデータベーステーブル例を表３～表７と表８８および表８９に示した。
【００４１】
　特定のプライマリＳＬＡプロバイダが使うデータ値は選好的なものであり、産業によっ
ても、企業によっても大きく異なることがある。格納テーブルは特定の取引レコードを管
理する一方でプライマリＳＬＡプロバイダが利用することができる基本データを示してい
る。従ってコンフィギュレーションデータは、プライマリＳＬＡプロバイダが遭遇する潜
在的なデータ値をプロビジョンサービスタイプおよびプロビジョンＳＬＡ応答時間フレー
ムという意味において定義するためのソースライブラリと見ることができる。ロジスティ
クスコントロール情報のソースとして定義される他の情報グループは、ＳＬＡジョブディ
スクリプションソースライブラリ、ＳＬＡプロビジョンスキルプロフィールライブラリ、
そしてＳＬＡプロビジョンディテール－ＳＬＡプロビジョンスキルプロフィールマトリク
スである。
【００４２】
　情報（例えばＳＬＡジョブディスクリプションソースライブラリ、ＳＬＡプロビジョン
スキルプロフィールライブラリおよびＳＬＡプロビジョンディテール－ＳＬＡプロビジョ
ンスキルプロフィールマトリクス）は、代表的にはプライマリＳＬＡプロバイダのリソー
スにより集合的ＳＬＡクライアントに対して提供されるサービスプロビジョンに適用可能
なビジネスまたは技術適性に関するディテールを含む。上記に説明したロジスティクスコ
ントロール情報要素がどのようにビジネスを運営するのかを説明するものである一方、こ
のコントロールデータはその努力活動のプロビジョン分野は何なのかを定義するものであ
る。ＳＬＡプロビジョンリソーススキルプロフィール情報を格納するために用いられるデ
ータベーステーブル例には表２３～表２６が含まれる。これらのテーブルは、プライマリ
ＳＬＡプロバイダにより作成された特定のＳＬＡリソースプロビジョンスキル／属性プロ
フィールのＩＤと、そのプロフィールに適用可能なディテールとを格納している。
【００４３】
　表２６は、必要であると認められた場合、あらゆる適用可能なマテリアルのマスタレコ
ードをプロビジョンリソースプロフィールへと具体的にマッピングするものである。これ
に適した代表的な例は、ガス燃焼発電機の製造企業である。このような場合、特定のＳＬ
Ａプロビジョンプロフィールが修理技師または工事担任者について作成される。また、そ
の製造企業は特定の発電機モデルのみをそのＳＬＡプロビジョンプロフィールに指定する
ことを望むこと、そしてさらには、そのＳＬＡプロビジョンプロフィールに取り扱いに対
する技術習熟度を持っていることが含まれていなければならない特定の装置部品を指定し
たいと望むことがある。
【００４４】
　表２３～表２５からわかるように、これらのテーブルに含まれるデータ要素のほとんど
がテキストフィールドではなく整数であり、その理由はシステム１００がＳＬＡリソース
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プロビジョンスキル／属性プロフィールテーブルのソースとして作用する階層的データラ
イブラリにより明確に定義されているためである。リソースライブラリデータは表１４～
表２２に含まれている。表１４～表２２は、スキルセットプロフィールデータを含む一方
、表２３～表２５は特定の設定・保存されたＳＬＡプロビジョンリソースプロフィールに
関わる情報を含むものである。明確に説明されてはいないが、スキルセットプロフィール
作成に関連するソースデータは、プライマリＳＬＡプロバイダの必要に合わせるためにこ
のデータ環境へと導入することができる。
【００４５】
　上記にステップ２０２～ステップ２０４で概要を記載したマスタデータ機能は、これら
に基づいて全ＳＬＡプロビジョニングアクティビティがこれらによりマネジメントされる
基本的な拠りどころを表すものである。上述した説明においては、プライマリＳＬＡプロ
バイダは、例えば何のビジネスをしているのか、どのようにビジネスをしているのか、ク
ライアントサービスの提供に用いているビジネス／技術リソースのタイプ、および通常は
どこでビジネスを行っているのか、について定義する。図４～図９および表１～表３６は
、マスタデータ機能についてのさらなる情報を提供するものである。
【００４６】
　図４は、ＳＬＡクライアントマスタデータ機能のハイレベル機能性を説明するフロー図
である。データレコードタイプの作成は、図４では線形処理として説明されている。説明
されているプロセスは、必須事項でも制約でもなく、一般的な理解を得る目的に限りこの
ように示したものである。当業者には明らかなように、特定のデータレコードタイプはマ
スタデータレコード前提条件に論理的に依存するものである。例えば、関連付けるＳＬＡ
クライアント企業体レコードが存在しなければ、ＳＬＡクライアントのユーザー情報をロ
ードすることは不可能である。
【００４７】
　図４に戻ると、プロセスフロー４００はステップ４０２から始まる。ステップ４０２に
おいては、ＳＬＡクライアントレコードが手動またはデータフィードにより作成される。
ステップ４０４においては、ＳＬＡクライアントビジネスデータが手動またはデータフィ
ードによりロードされる。ステップ４０４では、ＳＬＡクライアントユーザーデータが手
動またはデータフィードによりロードされる。ステップ４０８においては、ＳＬＡクライ
アントロケーションが手動またはデータフィードによりロードされる。ステップ４１０に
おいては、ＳＬＡクライアントコントラクトがロードされる。ステップ４１２においては
、ＳＬＡクライアントプロビジョニングレコードが作成される。ステップ４１４において
は、適用可能なＳＬＡクライアントプロビジョニングマテリアルレコードが作成される。
ステップ４１６においては、ＳＬＡクライアントパーチャスオーダーレコードが作成され
る。ステップ４１８においては、ＳＬＡクライアントプロビジョニングレコードがパーチ
ャスオーダーと関連付けられ、パーチャスオーダー行項目が作成される。
【００４８】
　図５はＳＬＡプロビジョンレーバープロフィールの作成およびライブラリへの格納プロ
セスを説明するフローチャートである。一般に、このプロフィールはヒューマンリソース
レーバー（就労者）が、プライマリＳＬＡプロバイダの製品またはシステムに関連するプ
ロビジョニングサービスを実施するために必要とするスキル属性を表すものである。図５
において、プロセス５００はステップ５０２から始まる。ステップ５０２においては、プ
ライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが、ホームページから「ＳＬＡサービスプロビジョ
ンスキルプロフィール」コントロールに入る。ステップ５０４においては、ユーザーは「
新たなプロビジョンスキルプロフィールの作成」コントロールを選択する。ステップ５０
６においては、ユーザーはプルダウンリスト表示から「ビジネスセクタ」を選択する。ス
テップ５０８においては、ユーザーは限定されたプルダウンリスト表示から「ビジネスア
リーナ」を選択する。ステップ５１０においては、ユーザーは限定されたプルダウンリス
ト表示から「ビジネスファミリ」を選択する。
【００４９】
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　ステップ５１２においては、ユーザーは限定されたプルダウンリスト表示から「総合機
能」を選択する。ステップ５１４においては、ユーザーは限定されたプルダウンメニュー
から「スキル／属性」を選択する。ステップ５１６においては、ユーザーがソースデータ
ライブラリ中に含まれていないカスタム認証、属性などを付加する。ステップ５１８にお
いては、ユーザーがサービスプロフィールをマテリアルマスタレコードと関連付け、要求
される習熟度を指定する。ステップ５２０においては、ユーザーがジョブタイトルおよび
オプションの文章による記述を付加する。ステップ５２２においては、ユーザーは作成し
たレコードを保存する。ステップ５２４においては、ジョブタイトルが一意のものである
かどうかが判定される。もし一意であれば、処理はステップ５２６へと進み、レコードが
ＳＬＡプロビジョンレーバープロフィールライブラリ中に格納される。ステップ５２４に
おいてジョブタイトルが一意ではないと判定された場合、処理はステップ５２０へと戻る
。最適化された環境において、プライマリＳＬＡプロバイダは全てのプロビジョニング義
務を充当するサービスプロフィールの完全なリストを作成する。
【００５０】
　図６は、ＳＬＡプロビジョンマテリアルの作成およびライブラリへの格納のプロセスを
説明するフロー図である。図６においてプロセス６００はステップ６０２から始まり、こ
のステップにおいてプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーがＳＬＡプロビジョンマテリ
アルモジュールに入る。ステップ６０４においては、ユーザーが「新たなマテリアルマス
タレコードの作成」を選択する。ステップ６０６においては、ユーザーがマテリアル略称
を指定する。ステップ６０８においては、ユーザーがマテリアルの説明を指定する。ステ
ップ６１０においては、ユーザーがマテリアルは機能であるか完成品であるかを指定する
。ステップ６１２においては、ユーザーがマテリアルに在庫があるかどうかを指定する。
ステップ６１４においては、ユーザーがマテリアルの製造者を指定する。ステップ６１６
においては、ユーザーがマテリアルの最終コストを指定する。ステップ６１８においては
、ユーザーがマテリアルの最終コスト日付を指定する。ステップ６２０においては、ユー
ザーがマテリアルの在庫数を指定する。ステップ６２２においては、ユーザーがマテリア
ルの補充ストックポイントを指定する。ステップ６２４においては、ユーザーがマテリア
ルの補充ストック量を指定する。ステップ６２６においては、ユーザーが設定を保存する
。
【００５１】
　ステップ６２８においては、マテリアルがストックされたマテリアルであるかが判定さ
れる。ステップ６２８においてストックされていると判定された場合、処理はステップ６
３０へと進む。ステップ６３０においては、ロケーションレコードの選択を可能とするＧ
ＵＩがユーザーに提示される。ステップ６３２においては、ユーザーがロケーションを選
択し、在庫数を定義する。ステップ６３４においては、ユーザーが設定保存を選択する。
ステップ６３６においては、保存された設定がＳＬＡプロビジョンマテリアルライブラリ
に格納される。ステップ６２８においてマテリアルにストックがあると判定されなかった
場合、処理はステップ６３６へと進む。
【００５２】
　ジョブディスクリプションの様々な態様を、例えば非文章的な、即ちデータベースのタ
ームとして定義することができる。それがプライマリＳＬＡプロバイダの所望するビジネ
スモードである場合、単純なジョブディスクリプションプロファイリングをイネーブルす
ることができる。このような場合、スキルプロファイリングツールを迂回して、ＳＬＡク
ライアントサービスのプロビジョンに必要とされるスキルを表す定義付けられたジョブタ
イトルおよびディスクリプションのアップロードまたは手動作成が可能である。図５およ
び図６は、これらの概念を説明するものである。
【００５３】
　ロジスティクスコントロール情報の定義はプライマリＳＬＡプロバイダのコアコンピテ
ンシーを中心としたものである。よって特定のＳＬＡクライアントのプロビジョニングの
必要性という文脈の外においては、可能なプロビジョニングサービスの範囲を、レーバー
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、保証、時間、機器などについて定義および文書化することが論理的であり、その定義は
この情報マネジメント努力活動において作られるのである。
【００５４】
　システム１００は、プライマリＳＬＡプロバイダがＳＬＡクライアントコントラクトに
関する基本ディテールをアップロードまたは入力することができる参照サイクルを実行す
る。表２８は、特定のコントラクトに関して格納されたハイレベル情報の事例を示す。デ
ータのほとんどは基本ビジネス情報であるが、しかしながら表２８はこのコントラクトレ
コードに適用可能な具体的個別プロビジョニングサービスも複数格納している。このプロ
ビジョニング計数の理由の１つは、プロセスの進行に従い、プロビジョニングネットワー
クに欠落が無いように、そして確実に全ての契約サービスが実行され、責任が全うされる
ようにするためである。基本コントラクトデータの入力後、プライマリＳＬＡプロバイダ
は、より正確なＳＬＡプロビジョンディテールレコードを作成する基準ポイントとして、
特定のＳＬＡコントラクトレコードを使用することができるようになる。表３０～表３３
を参照のこと。
【００５５】
　図７はＳＬＡプロビジョンレコードに関わる作成および格納プロセスを説明するフロー
図である。図７において、プロセスフロー７００はステップ７０２から始まり、このステ
ップにおいてプライマリＳＬＡプロバイダがコントラクトデータフィールドをロードし、
tblSLAclientContract（表２８参照）中にレコードを作成する。プロセス７００は例えば
基本コントラクト情報の入力から続く線形処理であっても、複数のＳＬＡコントラクトレ
コードのリスト表示の中からＳＬＡクライアントまたは他の変数によりフィルタされた特
定のＳＬＡコントラクトレコードをユーザーが選択することができるＧＵＩがユーザーに
提示されるようになっていてもよい。
【００５６】
　ステップ７０４～ステップ７０８は、ＳＬＡプロビジョンディテールレコードの作成に
関するものである。ステップ７０４においては、システムＧＵＩが関連するＳＬＡプロビ
ジョンディテールレコードを作成するようにユーザーにプロンプトする。ステップ７０６
においては、ユーザーが「ＳＬＡプロビジョンディテールの作成」コントロールをアクテ
ィブ化する。ステップ７０８においては、システム１００がＳＬＡクライアントコントラ
クトレコードからのデフォルトデータを新たなレコードに投入する。
【００５７】
　ステップ７１０～ステップ７１２は、アプリケーションコンフィギュレーションを通じ
、例えば表３中に格納された可能な値で既に確立されているはずの特定のプロビジョンタ
イプの選択に関するものである。ステップ７１０においては、システム１００がプロビジ
ョンタイプを選択するようにユーザーにプロンプトする。ステップ７１２においては、ユ
ーザーがプロビジョンタイプを選択し、入力を保存する。
【００５８】
　ステップ７１４～ステップ７１６は、アプリケーションコンフィギュレーションを通じ
、例えば表４中に格納された可能な値で既に確立されているはずの特定のプロビジョンレ
ーバータイプの選択に関するものである。ステップ７１４においては、システム１００が
プロビジョンレーバータイプを選択するようにユーザーにプロンプトする。ステップ７１
６においては、ユーザーがプロビジョンレーバータイプを選択し、入力を保存する。
【００５９】
　ステップ７１８～ステップ７２０は、ＳＬＡアクティビティの請求可能性または請求不
可性に関するユーザー仕様に関するものである。請求不可なアクティビティとは、例えば
保証サービスを命じるコントラクトの場合を言う。ステップ７１８においては、システム
１００がユーザーに請求可能または請求不可プロビジョンを指定するようにプロンプトす
る。ステップ７２０においては、ユーザーが請求可能または請求不可を指定し、入力を保
存する。処理はステップ７２０からステップ７２２へと進む。
【００６０】
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　ステップ７２２～ステップ７２４は、このレコードに対する時間制約の適用可能性に関
するユーザー指定についてのものであり、ここではステップ７２４からの決定経路が「イ
エス」である場合を説明する。ステップ７２２においては、システム１００がユーザーに
応答時間が必要であるかどうかを指定するようプロンプトする。ステップ７２４において
は、ユーザーが、応答時間が必要であるかどうかを指定し、入力を保存する。
【００６１】
　ステップ７２６～ステップ７２８は、アプリケーションコンフィギュレーションを通じ
、例えば表５中に格納された可能な値で既に確立されているはずの特定のプロビジョンサ
ービス応答時間の選択に関するものである。このＳＬＡサービス応答時間とは、ＳＬＡク
ライアントからの問題発生通知からＳＬＡサービスプロバイダによるサービスの実施まで
の時間差であり、これは両者間で確立され、適用可能なＳＬＡコントラクトで文書化され
ていることが一般的である。ステップ７２６においては、システム１００が適用可能であ
れば応答時間メトリック（測定基準・単位）を指定するようにユーザーにプロンプトする
。ステップ７２８においては、ユーザーが必要応答時間またはメトリックを指定し、入力
を保存する。
【００６２】
　ステップ７３０～ステップ７３２は、望まれた場合における特定のディテール、コント
ラクト情報または一般情報のユーザー説明コメント入力に関する。ステップ７３０におい
ては、システム１００が「プロビジョンディテール説明」を完成するようにユーザーにプ
ロンプトする。ステップ７３２においては、ユーザーが「ディテール」を入力し、その入
力を保存する。
【００６３】
　ステップ７３４～ステップ７３６は、プライマリＳＬＡプロビジョンコストのユーザー
指定／見積もりに関する。ステップ７３４においては、システム１００がプロビジョニン
グのコストを提示するようにユーザーにプロンプトする。ステップ７３６においては、ユ
ーザーがプロビジョニングのコストを入力し、その入力を保存する。
【００６４】
　ステップ７３８～ステップ７４０は、適用されるＳＬＡプロビジョンサービスの発生件
数のユーザー指定／見積もりに関する。基本的なロジスティクスプランニングでは、通常
そのような予想が要求される。そのような情報は後に続くＲＦｘビッドプロセスに直接的
な影響を持つ。情報は数量からなり、これを通じて最良の交渉価格を確定するためにサー
ビスプロバイダがリソースアベラビリティの計画を立て、ビッドプロセスを利用する。ス
テップ７３８においては、システム１００が予想または予定されるサービスプロビジョン
頻度を指定するようにユーザーにプロンプトする。ステップ７４０においては、ユーザー
がプロビジョン頻度予想を入力し、入力を保存する。
【００６５】
　ステップ７４２～ステップ７４６に説明されるプロセスにおいては、ユーザーはＳＬＡ
プロビジョンディテールレコードと関連付ける特定のＳＬＡプロビジョンスキルプロフィ
ールを選択するようにプロンプトされる。ユーザーは、ＳＬＡプロビジョンスキルプロフ
ィールを選択するか、もしくは上述したようにプライマリＳＬＡプロバイダがこのモード
の利用を選ぶ場合には格納されたジョブタイトルを選択するか、のオプションを持ってい
る。このプロセスは先に格納されたレコードの選択について説明しているが、システム１
００はＳＬＡプロビジョンスキルプロフィールのジョブタイトル／説明のいずれかの可変
的作成をサポートするものであってもよい。最良の実施例によれば、先に作成され、格納
されたＳＬＡリソースプロビジョンプロフィールレコードは、プライマリＳＬＡプロバイ
ダのビジネスダイナミクスに基づいたものである。先に保存されたリソースプロフィール
レコードのディテールは、例えば表２３～表２５に格納されている。ステップ７４２にお
いては、システム１００が、適切なＳＬＡサービスプロビジョンスキルプロフィールまた
はジョブタイトルを指定するようにユーザーにプロンプトする。ステップ７４４において
は、ユーザーが「プロフィール」／「ジョブタイトル」をプルダウンメニューから選択す
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る。ステップ７４６においては、システム１００がプロビジョンディテール－レーバープ
ロフィールの関連付けを保存するようにユーザーにプロンプトし、ユーザーはその関連付
けを保存する。
【００６６】
　ステップ７４８～ステップ７５０に記載のプロセスにおいては、ユーザーが適切なＳＬ
Ａクライアントプロビジョンサービス施設／ロケーションを選択し、関連付けるようにプ
ロンプトされる。ステップ７４８においては、ユーザーは適切なクライアントＳＬＡサー
ビスロケーションを指定するようにプロンプトされる。ステップ７５０においては、ユー
ザーがクライアントＳＬＡロケーションをプルダウンメニューから選択し、入力を保存す
る。
【００６７】
　ステップ７５２～ステップ７６０に記載のプロセスの間、ユーザーはＳＬＡプロビジョ
ンディテールレコードについて存在し得るいずれかのマテリアル関係を選択するようにプ
ロンプトされる。ステップ７５２は代表的には単純な「イエス／ノー」プロンプトであり
、ステップ７５２においては説明の便宜上「イエス」が選択されている。ステップ７５２
では、システム１００がＳＬＡプロビジョンマテリアル要件のいずれかを指定するように
ユーザーにプロンプトする。ステップ７５４においては、ユーザーがマテリアルをプルダ
ウンメニューから選択する。ＳＬＡプロビジョンスキルプロフィールと、例えば表２６中
にあるマテリアルマスタレコードとの間に先に確立した関係により、デフォルトのマテリ
アルリストが提示される。このようなリストは最適ビジネス処理モードとして提供される
が、ユーザーは所望すれば全マテリアルマスタリストにアクセスすることができるため、
これが必ずしも制約になることはない。
【００６８】
　ステップ７５６～ステップ７５８に記載のプロセスの間、ユーザーはいずれかの選択さ
れたマテリアルマスタレコードに適用可能なコンフィギュレーション設定を確立するよう
にプロンプトされる。ユーザーは例えばそのマテリアルの請求可能性／請求不可性、保証
商品、在庫商品、ストック要件などを表示する。当業者には明らかなように、表３１に示
されたコンフィギュレーション属性は限定されたものではなく、アプリケーションおよび
データベースにはさらなる属性を付加することが可能である。ステップ７５６においては
、ユーザーがストック要件や保証指定などのＳＬＡマテリアル要件を設定するようにプロ
ンプトされる。ステップ７５８においては、ユーザーがマテリアルのレコードを設定する
。ステップ７６０においては、ユーザーが設定およびマテリアルの関連付けを保存する。
【００６９】
　ステップ７６２～ステップ７６８に記載のプロセスの間、ユーザーはＳＬＡプロビジョ
ンディテールレコードを保存し、名称をつけるようにプロンプトされる。プロセスフロー
は明確にはこの機能を描いてはいないが、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーはレコ
ードを一時的なステータスで保存しておき、別の時点で完成させることができる。この場
合データベースは、完了または未完了、およびアクティブまたはインアクティブのステー
タスコードにより履歴を維持する。ステップ７６２においては、システム１００がプロビ
ジョンディテールレコードを保存するようにユーザーにプロンプトし、ユーザーはレコー
ドを保存する。ステップ７６４においては、システム１００がプロビジョンディテールネ
ームを指定するようにユーザーにプロンプトする。ステップ７６６においては、ユーザー
がプロビジョンディテールネームを入力し、入力を保存する。ステップ７６８においては
、ＳＬＡプロビジョンディテールレコードが作成され、格納される。
【００７０】
　ＳＬＡクライアントから何の要求も生成されなければ、プライマリＳＬＡプロバイダが
ＳＬＡコントラクト情報能力を使うことは一般には期待されない。通常は、サービスレベ
ルアグリーメントはコントラクトを通じて管理されている。ＳＬＡコントラクトのディテ
ールは一般に別個のコントラクトマネジメントアプリケーション中にあり、企業プロキュ
アメント、プロジェクトマネジメント、または経理データ処理アプリケーションとの、ア
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プリケーション間横断能力が限られている、またはまったく無いことから、プロビジョニ
ングアクティビティを、実行されたコントラクトとリンクし、参照するというビジネス要
求があるのは明らかである。多くの場合、コントラクトディテールは紙面上にしか存在し
ない。よって基本コントラクトディテールを、特定のＳＬＡアクティビティを実際に管理
するアプリケーション中に入力することは、標準的なビジネスの手続きからの改良である
。これら基本コントラクトディテールをマネジメントアプリケーションに入力することに
より、ダウンストリームのＳＬＡおよび管理データ処理アクティビティを、元のＳＬＡコ
ントラクトへと通じるビジネスの「スレッド（糸）」を維持した形で実施することが可能
なのである。
【００７１】
　図８は、ＳＬＡクライアントパーチャスオーダーに関わる作成および格納プロセスを説
明するフロー図である。図８に関連して説明するパーチャスオーダー情報は、ＳＬＡプロ
ビジョンアウトソースプロキュアメントプロセスとは区別される。多くの企業体は、経理
取引を制御された経理システムの保護下で実施することを好む。残念なことに、ＳＬＡプ
ロビジョンワークの複雑な性質により、多くのコントロールディテールをＳＬＡコントラ
クトから経理システムへと移植／移動させることができずにおり、その理由はほとんどの
経理／プロキュアメントシステムが、簡単に言えば、数量－コストモードで設定されてい
るためである。この結果、通常は実際のディテールはコントラクト中にあり、そして実際
上の経理システムは経理取引データ典拠レコードを格納することになる。
【００７２】
　様々な実施例は、多数の用途向けにこのＳＬＡコントラクトディテールの抽出をかなえ
るものであり、そのうちの１つはパーチャスオーダープロセスの最良の実施例を確立する
ものである。最終的に多くのＳＬＡプロビジョンアクティビティが請求可能取引となる。
従ってこのビジネスニーズを予見し、特定のＳＬＡプロビジョンディテールレコードと、
ＳＬＡクライアントおよびプライマリＳＬＡプロバイダのために作成されたパーチャスオ
ーダーとの間に関係を確立して経理取引を実施することは、論理的に理にかなうことなの
である。
【００７３】
　再度図８を参照すると、プロセスフロー８００はステップ８０２から開始され、このス
テップにおいてプライマリＳＬＡプロバイダがプロビジョンディテールレコードの設定を
完了する。ステップ８０２は、先のＳＬＡプロビジョンディテール情報に関する部分で説
明した前提条件アクティビティを表す。処理はステップ８０２からステップ８０４へと進
む。
【００７４】
　ステップ８０４～ステップ８０８は、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが、それ
ぞれのＳＬＡクライアントパーチャスオーダーとは無関係なＳＬＡプロビジョンディテー
ルレコードへのアクセスを得、そして所望に応じてそのようなアフィリエーションを作る
特定のレコードを選択するプロセスを説明している。ＳＬＡプロビジョンディテールレコ
ードは、経理システム支払い認可レコードのない特定のＳＬＡクライアントについて特定
される。このプロセスにおいては、ユーザーは、例えばＳＬＡクライアント名称、日付、
プライマリＳＬＡクライアントのユーザーといったデータベースフィルタを利用して出力
されるレコードセットを絞り込むことができる。システム１００は、経理取引処理機構を
確立するようにプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーにプロンプトする。ステップ８０
４においては、システム１００がプロビジョンディテールレコードをパーチャスオーダー
と関連付けるようにプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーにプロンプトする。ステップ
８０６においては、ユーザーがパーチャスオーダーに関連付けられていないプロビジョン
ディテールレポートにアクセスする。ステップ８０８においては、ユーザーがＧＵＩを介
して限定されたプロビジョンディテールレコードを選択する。
【００７５】
　ステップ８１０においては、ユーザーが「ＳＬＡクライアントパーチャスオーダー」コ
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ントロールをアクティブ化する。ステップ８１２においては、システム１００が、新たな
未決状態のパーチャスオーダーを生成する。ステップ８１４においては、パーチャスオー
ダー行がＳＬＡプロビジョンディテールレコードからディテールを継承する。ステップ８
１０～ステップ８１４は、フロー８００の間に作成できるものが、新たなパーチャスオー
ダーレコードに限られていることを示唆するものではない。明確には描かれていないが、
既存のＳＬＡクライアントパーチャスオーダーレコードを表示、選択することは可能であ
り、これはＳＬＡクライアントの推奨するモードによりマスタブランケットパーチャスオ
ーダーを利用することになった場合である。ステップ８１０～ステップ８１４に説明する
プロセスの際立つ特徴を曖昧にしないために、このプロセスを新たなパーチャスオーダー
レコードの作成として表現したものである。ステップ８１０～ステップ８１４に説明した
プロセスにおいては、特定の設定されたＳＬＡプロビジョンディテールレコード要素が、
通常は自動的にパーチャスオーダー行中に投入される。同様の態様において、特定のＳＬ
Ａコントラクトディテールは設定されたように、パーチャスオーダーヘッダに置かれる。
【００７６】
　ステップ８１６～ステップ８２６は、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーがパーチ
ャスオーダーに適用可能な従来の経理情報を完成させるプロセスを説明している。説明さ
れる情報要素の例には、パーチャスオーダー最高消費額、サービスレーバー料率およびマ
テリアル料率が含まれる。ステップ８１６においては、システム１００がパーチャスオー
ダー最高消費額を指定するようにユーザーにプロンプトする。ステップ８１８においては
、ユーザーが最高消費額を指定し、入力を保存する。ステップ８２０においては、システ
ム１００がサービスレーバー請求料率を指定するようにユーザーにプロンプトする。ステ
ップ８２２においては、ユーザーがレーバー請求料率を指定し、入力を保存する。ステッ
プ８２４においては、システム１００がマテリアル請求料率を指定するようにユーザーに
プロンプトする。ステップ８２６においては、ユーザーがマテリアル請求料率を指定し、
入力を保存する。
【００７７】
　ステップ８２８～ステップ８３０はパーチャスオーダーを保存する基本ステップである
。プロセス８００のこの段階においては、パーチャスオーダーは未だアクティブにはなっ
ていない。ステップ８２８においては、システム１００が完成したパーチャスオーダーを
保存するようにユーザーにプロンプトする。ステップ８３０においては、ユーザーが完成
したパーチャスオーダーを保存する。
【００７８】
　ステップ８３２～ステップ８４０は、ＳＬＡクライアントのパーチャスオーダー取り扱
いおよび承認プロセスを表している。ステップ８３２においては、例えばステップ８３０
においてレコードに付随するステータスコードによりトリガされることで、システム１０
０が完成したパーチャスオーダーを設定されたＳＬＡクライアントのユーザーへと送付す
る。通知が、例えばｅメールおよびシステムダッシュボード更新により発行される。ステ
ップ８３４においては、ＳＬＡクライアントのユーザーがＧＵＩを介して未決のパーチャ
スオーダーにアクセスする。ステップ８３６においては、ＳＬＡクライアントのユーザー
がパーチャスオーダーデータを検証する。ステップ８３８においては、システム１００が
パーチャスオーダーの承認およびＳＬＡクライアントパーチャスオーダーナンバの割り当
てを実施するようにＳＬＡクライアントにプロンプトする。ステップ８４０においては、
ＳＬＡクライアントユーザーがパーチャスオーダーを承認し、ＳＬＡクライアントパーチ
ャスオーダーナンバを割り当てる。ステップ８３６～ステップ８４０では、ＳＬＡクライ
アントのユーザーがパーチャスオーダーデータの有効性を認めなかった場合のシナリオを
明確には示していない。しかしながらシステム１００は、修正を要する場合、またはデー
タ要素が争われている場合においては、やり取りを実施する機能を提供するものである。
システム１００中には協調的な有効性の検証および承認プロセスが含まれており、このプ
ロセスが後のデータ処理アクティビティにおける適正なデータを促進し、保証している。
【００７９】
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　ステップ８４２～８４８は、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーがＳＬＡクライア
ントパーチャスオーダープロセスを完了させ、そしてパーチャスオーダーをシステム１０
０中で検証するためにとるアクションを表している。ステップ８４２においては、システ
ム１００が承認されたＳＬＡクライアントパーチャスオーダーをプライマリＳＬＡプロバ
イダへと返送する。通知が、例えばｅメールおよびシステムダッシュボード更新により発
行される。ステップ８４４においては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーがＧＵＩ
を介して承認されたパーチャスオーダーにアクセスする。ステップ８４６においては、シ
ステム１００がプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーに、パーチャスオーダーをアクテ
ィブ化するようにプロンプトする。ステップ８４８においては、プライマリＳＬＡプロバ
イダのユーザーがパーチャスオーダーをアクティブ化する。
【００８０】
　マスタデータサポート用データベースモデルを図９に示した。当業者には明らかなよう
に、このサポート用データモデルおよびアプリケーションモジュールは、基本的にＳＬＡ
プロビジョニングサービスを実施するためのフレームワークとして働く。統合データモデ
ルは、ビジネスを最適な形で実施するために必要な、主要かつ基本的なビジネス情報の態
様を集約する一方、ビジネス情報の本質的にリレーショナルな性質を表現するものである
。先に述べたように、これらの本質的にリレーショナルなビジネス情報の態様は従来、も
ともと相互にコミュニケーションすることのない、本質的に異なるデータ処理システム中
にあったのである。このアプリケーションモジュールとこれをサポートするデータベース
スキーマのお陰で、現在ではプライマリＳＬＡプロバイダは、例えばコントラクト、契約
要員、物理ロケーション、必要とされるプロビジョニングレーバー属性、ロジスティクス
パラメータ、実施しない場合のペナルティ、および経理処理認可などを考慮しなければな
らない彼等のビジネスダイナミクスを真に反映する方式で、単一のデータ処理システム中
に自分達のＳＬＡプロビジョニング要件を定義および格納することができるのである。
【００８１】
　プロキュアメント機能は、具体的にはプライマリＳＬＡプロバイダおよびセカンダリＳ
ＬＡプロバイダにより実施される調達、入札およびパーチャスオーダー生成活動に関する
。これらのアクティビティは代表的には以下の結果を生じるものである：１）プライマリ
ＳＬＡプロバイダがセカンダリＳＬＡプロバイダに適用可能なビジネス情報を取得し、格
納することができるようになる；２）プライマリＳＬＡプロバイダがセカンダリＳＬＡプ
ロバイダをＳＬＡスキルプロビジョンおよび地理的カバレッジ能力という意味において類
別することができるようになる；３）プライマリＳＬＡプロバイダがＳＬＡクライアント
のカバレッジ要件を、マスタデータ機能中に詳述されるように系統的に識別、数量化する
ことができるようになる；４）プライマリＳＬＡプロバイダがＳＬＡクライアントカバレ
ッジレコードから、系統的ＲＦｘビッドを生成することができるようになる；５）プライ
マリＳＬＡプロバイダが系統的にセカンダリＳＬＡプロバイダのビッドリストを生成し、
ビッド応答プロセス用にＲＦｘビッドを掲示することができるようになる；６）セカンダ
リＳＬＡプロバイダが系統的にＲＦｘビッド応答を生成し、必要に応じてその応答にアフ
ィリエイトする適正な人的資源リソースを提出することができるようになる；７）プライ
マリＳＬＡプロバイダが提出されたＲＦｘビッド応答を系統的にレビューすることができ
るようになる；８）プライマリＳＬＡプロバイダがＲＦｘビッド応答を系統的に受け入れ
／落札し、ＲＦｘビッド応答のディテールを参照してセカンダリＳＬＡプロバイダパーチ
ャスオーダーを作成することができるようになる。表３７～表５２、および図１０～図１
３は、特にこれらのアクティビティに関連するものである。マスタデータ機能に関わる上
述の論理的、系統的方法論は、プライマリＳＬＡプロバイダが自分達の潜在的ＳＬＡプロ
ビジョンサービスを個別人員プロビジョンスキル要件、マテリアル／部品適正、および物
理的ロケーション／地理という意味において定義することを可能とし、セカンダリＳＬＡ
プロバイダを類別し、調達するための基本情報プラットフォームとして作用する。
【００８２】
　図１０は、セカンダリＳＬＡプロバイダシステムのイネーブルメントプロセスを説明す
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るフロー図である。図１０においてプロセスフロー１０００はステップ１００５～ステッ
プ１０８０を含む。ステップ１００５～ステップ１０２５は、セカンダリＳＬＡプロバイ
ダを承認し、システム１００中に入れるための基本ステップである。プロセスフロー１０
００はステップ１００５から始まり、このステップにおいては、プライマリＳＬＡプロバ
イダがセカンダリＳＬＡプロバイダに関わるビジネス情報フィールドおよび何らかの適用
可能な認定条件パラメータデータを設定する。ステップ１０１０においては、セカンダリ
ＳＬＡプロバイダの認定用に設定された基本ビジネス情報の完成後、潜在的なセカンダリ
ＳＬＡプロバイダに暫定的なシステムアクセス信用証明がプライマリＳＬＡプロバイダか
ら付与される。これらの信用証明は、例えば電話や暗号化メッセージなど、複数の様式で
送ることができる。
【００８３】
　信用証明により、セカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーはシステム１００をアクセス
することができるようになる。セカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーには図３に示した
ものと類似のＧＵＩが提示され、これを使って基本ナビゲーション技術により主要ビジネ
ス情報入力フォームをアクセスする。ステップ１０１５においては、セカンダリＳＬＡプ
ロバイダが総合認定用ビジネス情報入力を完了し、これをレビュー用にプライマリＳＬＡ
プロバイダへと提出する。
【００８４】
　ステップ１０２０～ステップ１０２５は、プライマリＳＬＡプロバイダがセカンダリＳ
ＬＡプロバイダの提出した認定用情報のレビューおよび処遇決定について説明している。
このワークフローは、このセカンダリＳＬＡプロバイダがビジネスの実施を認定／承認さ
れるという、良い結果の場合に限り説明している。ステップ１０２０においては、セカン
ダリＳＬＡプロバイダが認定条件を満たしているとプライマリＳＬＡプロバイダが認めた
場合にプライマリＳＬＡプロバイダがこのセカンダリＳＬＡプロバイダを承認する。ステ
ップ１０２５においては、セカンダリＳＬＡプロバイダが承認の通知を受け、正規のシス
テムログイン信用証明を付与され、そしてプロビジョンプロフィールマトリクスを完成さ
せるように指示される。ステップ１００５～ステップ１０２５の間、プライマリＳＬＡプ
ロバイダは、認定条件パラメータとして作用するあらゆる事前設定条件値の可視性を望む
と共に、システム１００にとっての識別性も得られるように情報機能を設定する。基本ビ
ジネス情報要素の例は、表４０～表４１に含まれている。プライマリＳＬＡプロバイダに
は、システム１００中で機能させることを望む認定条件パラメータに関して設定上の制約
はない。
【００８５】
　ステップ１０３０～ステップ１０５５は、セカンダリＳＬＡプロバイダが彼等の活動分
野および地理的分野におけるサービスプロビジョン能力を文書化する基本ステップを説明
するものである。セカンダリＳＬＡプロバイダには、ＧＵＩが提供され、これによりビジ
ネスプロファイリングツールにアクセス可能となる。ビジネスプロファイリングツールは
、ユーザーをセクタ－アリーナ－ファミリの階層的リレーショナルドリルダウンツールへ
と行くようにプロンプトする。ステップ１０３０においては、セカンダリＳＬＡプロバイ
ダのユーザーが「プロビジョンプロファイリング機能」をアクセスする。ステップ１０３
５においては、事前設定されたルールに基づいてセカンダリＳＬＡプロバイダはプロビジ
ョンビジネスファミリの完全なリスト、またはそれを限定したプライマリＳＬＡプロバイ
ダのサブセットを閲覧する。このツールを使い、セカンダリＳＬＡプロバイダはどの具体
的機能／技術専門エリアが、彼等のコアコンピテンシーを表しているのかを指定すること
ができる。ステップ１０４０においては、セカンダリＳＬＡプロバイダが、そのリソース
供給能力に適用可能なビジネスファミリレコードを選択する。
【００８６】
　ビジネスファミリを選択すると、セカンダリＳＬＡプロバイダは選択したビジネスファ
ミリについての地理指定ツール（例えば国－地方－郡－市）および関連するテリトリカバ
レッジエリアの利用が可能となる。ステップ１０５０においては、セカンダリＳＬＡプロ
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バイダが地理的リレーショナルデータベースユーザーインターフェースを使用してサービ
ステリトリを指定する。国、地方、郡または居留区それぞれのカバレッジの指定。代表的
な実施例においては、ユーザーインターフェースが集合体または個体としてのビジネスフ
ァミリと地理的テリトリとのマッピングをサポートする。例えば表４２～表４６に格納さ
れている所望の選択の保存にあたっては、セカンダリＳＬＡプロバイダはその選択を、レ
ビューおよび処遇決定用にプライマリＳＬＡプロバイダへと提出するようになっていても
良い。ステップ１０５５においては、セカンダリＳＬＡプロバイダがビジネスファミリー
を保存し、地理的テリトリカバレッジマトリクスに提出する。
【００８７】
　プライマリＳＬＡプロバイダは所望であれば、セカンダリＳＬＡプロバイダのサービス
プロビジョンマトリクス指定を、マスタデータ機能内で定義されるプロビジョンスキルプ
ロフィールおよび地理指定に限定することもできる。例示の目的上、これらの制約は詳細
には説明しない。当業者には明らかであるように、そのような制約を用いることで通常は
セカンダリＳＬＡプロバイダの採用プロセスが容易になるが、しかしビジネス要件の変更
を視野に入れた場合、セカンダリＳＬＡプロバイダのプロビジョン能力のマクロデータビ
ューが最適であることから、これは一般には最良の実施例とはいえない。
【００８８】
　ステップ１０６０～ステップ１０８０は、プロセスフロー１０００の完了を説明するも
のである。上述と同様、セカンダリＳＬＡプロバイダが提出したものについて肯定的処遇
決定が下された場合のみについて詳述する。プロセスフロー１０００の最終結果は、ビジ
ネスファミリおよび地理的テリトリカバレッジエリアの両方へのセカンダリＳＬＡプロバ
イダのマッピングである。ステップ１０６０において、セカンダリＳＬＡプロバイダによ
り作成された、地理的テリトリカバレッジマトリクスに、提出されたビジネスファミリー
をプライマリＳＬＡプロバイダがレビューする。ステップ１０６５において、プライマリ
ＳＬＡプロバイダがビジネスファミリーを地理的テリトリカバレッジマトリクスに承認す
る。ステップ１０７０においては、地理的テリトリカバレッジマトリクスのステータスへ
のセカンダリＳＬＡプロバイダのファミリーが、承認済みかつアクティブに変更される。
ステップ１０７５においては、例えばオンラインおよびｅメール通知によりセカンダリＳ
ＬＡプロバイダに提出の承認およびマトリクスステータスの変更が通知される。ステップ
１０８０においては、セカンダリＳＬＡプロバイダがビジネスファミリプロビジョンおよ
び地理的テリトリ基準に基づく系統的ＲＦｘビッドを受けることが可能となる。
【００８９】
　プロセスフロー１０００の終わりには、プライマリＳＬＡプロバイダは潜在的ＳＬＡク
ライアントプロビジョンの要求に関する情報と共に、潜在的セカンダリＳＬＡプロバイダ
のサービスカバレッジ能力を取得し、保存している。全体プロセス２００における次のス
テップは、ＲＦｘビッド要件ＩＤ、ＲＦｘビッド生成およびＲＦｘビッド勧誘に関するも
のである。
【００９０】
　図１１は、１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーと関連付けられ
ていないＳＬＡプロビジョンディテールレコードを詳述するサンプル出力レポートである
。プライマリＳＬＡプロバイダ向けのシステムレポート出力１１００は、アクティブなＲ
ＦｘビッドにもアクティブなセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーにもアフィ
リエイトされていない全てのアクティブなＳＬＡクライアントプロビジョンディテールレ
コードを詳述するものである。
【００９１】
　ここで採用する方法は、全ての要件を考慮し、全ての要件を特定のレコードへと関連付
け、各レコードをＳＬＡプロビジョンスキルプロフィールへとマッピングし、そしてその
要件にアフィリエイトする地理的カバレッジポイントを割り当てるという様式化したデー
タベース法において潜在的ＳＬＡクライアント要件を記録することである。この方式の結
果が出力レポート１１００であり、これは見積書を受けるためにセカンダリＳＬＡプロバ
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イダへと発行されるべきＲＦｘビッドを作成する段階を設定するものである。
【００９２】
　コントロール１１１５、１１２０、１１２５は、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザ
ーが、より広い地理的区分においてレコードセットをグループ化し、閲覧することを可能
とするユーザー用の可変ビューコントロールを表す。コントロール１１１５、１１２０、
１１２５は、代表的な便宜上、ビジネス慣行上の選好的設定である。
【００９３】
　コントロール１１０５は、詳細なＳＬＡジョブディスクリプションへの見識をユーザー
に提供するものである。このパスはより高い可視性を提供するために用意されている。プ
ライマリＳＬＡプロバイダがこのフィールドが使用しない場合、リンクはインアクティブ
またはゴースト表示となり、ユーザーがディテールへと掘り下げることはできなくなる。
【００９４】
　コントロール１１１０は、適用可能な詳しいＳＬＡプロビジョンスキルプロフィールへ
の見識をユーザーに提供するものである。このパスはより高い可視性を提供するために用
意されている。さらに、プライマリＳＬＡプロバイダがこのフィールドが使用しない場合
、リンクはインアクティブまたはゴースト表示となり、ユーザーがディテールへと掘り下
げることはできなくなる。
【００９５】
　コントロール１１０１、１１３０および１１３５は、特定のレコードまたはレコードグ
ループを選択して新たなＲＦｘビッドへと包含するため、および選択したレコードが単一
のＲＦｘビッドへとグループ化されるものであるか、または選択されたレコードの各々が
一意のＲＦｘビッドと関連付けられるものであるか、についてそれぞれ指定するために利
用される主要コントロールである。コントロール１１３５は、少なくとも２つのレコード
が選択されるまではインアクティブである。
【００９６】
　コントロール１１０１を介して所望レコードの選択が行われ、複数のＲＦｘまたは単一
のＲＦｘへの包含の選好が指定されると（コントロール１１３０またはコントロール１１
３５）、ユーザーは「ＲＦｘ作成」コントロール（コントロール１１４０）をアクティブ
化し、ＲＦｘ作成プロセスを開始する。関連付けられていないＳＬＡプロビジョンディテ
ールレコードレポートにおいてはビジネス目的にレコードが無く、これはその適切なＳＬ
Ａクライアントについてはアウトソーシングした、または下請け契約したプロビジョンサ
ービスカバレッジが無いためである。
【００９７】
　図１２Ａ、図１２Ｂは、アウトソーシングされたセカンダリＳＬＡプロバイダサービス
プロビジョンのプロキュアメントに適用可能なハイレベルプロセスを説明するフロー図で
ある。ここで図１２Ａを見ると、ＲＦｘビッドの作成と、セカンダリＳＬＡプロバイダＲ
Ｆｘビッド選択および勧誘のためのプロセスフロー１２００が説明されている。プロセス
フロー１２００はステップ１２０２から始まる。ステップ１２０２においては、プライマ
リＳＬＡプロバイダが、システムの提供する、関連付けられていないＳＬＡクライアント
プロビジョンディテールレポートを起動する。ステップ１２０４においては、システム１
００が選択された「レポートレコード」からプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーがＲ
Ｆｘビッドを生成するための機能を提供する。ステップ１２０６においては、システム１
００がステップ１２０４において設定されたようにＲＦｘビッドレコードを作成する。ス
テップ１２０８においては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーのためのＲＦｘビッ
ド作成セッションが開始される。当業者には明らかなように、ステップ１２０８は「ＧＵ
Ｉメニュー」コントロールとは別に開始することができるもので、このことはプライマリ
ＳＬＡプロバイダのユーザーが先にステップ１２０２～ステップ１２０６に説明したレポ
ート出力を起動することによりＲＦｘビッドを作成する必要が必ずしもないことを意味す
る。このような場合システム１００は、ＲＦｘへの包含を予定したが、何等かの理由によ
り未完了である全てのレコードをユーザーに提示することが可能である。しかしながら例
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示上の目的により、プロセスフロー１２００は、図１１のサンプル出力レポートに関連し
てとられるユーザーアクションからＲＦｘ作成ビッドセッションを直接起動するものとし
て説明されている。
【００９８】
　説明したように、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーはステップ１２０８において
ＲＦｘビッド作成セッションを開始し、利用可能なレコードセットの提示を受けている。
ステップ１２１０においては、ユーザーが所望するプロビジョンディテールレコードに関
連付けられた特定のＲＦｘビッドを選択する。複数のプロビジョンディテールレコードを
単一のＲＦｘへとまとめることができる。
【００９９】
　ステップ１２１２においては、プロビジョンディテールレコードに適用可能な事前設定
データベース要素を使ってＲＦｘビッドの要素群が埋められる。ＲＦｘビッドは、ＳＬＡ
プロビジョニングレコードセットから情報ディテールを引き継ぐものであり、これには例
えばＳＬＡプロビジョンスキルプロフィール、サービスロケーションディテール、プロビ
ジョンＳＬＡ要件および予測されるサービス頻度が含まれる。ステップ１２１２は代表的
には提示したＧＵＩ形式を若干超えるもので、標準的ナビゲーション技術によりユーザー
による個々のレコードへのアクセスを可能とするものである。このプロセスがユーザーに
管理上の容易性を提供することはもちろん、データ入力エラーが事実上、排除されること
は当業者に明らかである。物理的プロビジョンサービスおよびそのロジスティクスに適用
可能な関連ディテールは、ＳＬＡクライアントコントラクトレコードに直接リンクするＳ
ＬＡプロビジョンディテールレコードから直接的に取得されるのである。
【０１００】
　ＲＦｘにコアレコードセットが確立されると、次にプライマリＳＬＡプロバイダのユー
ザーは、ステップ１２１５においてレコードへの編集／設定アクセスを得る。ステップ１
２１５においては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが、例えばレーバータイプオ
プション、ＳＬＡペナルティ条件、最高レートなどを設定する。
【０１０１】
　ユーザーは何のアクションもとらないこともできるが、ユーザーにビジネス努力をさら
に押し広げるオプションが提供されるようになっていてもよい。ビッドプロセスの過程で
収益性およびサービスプロビジョン品質目標が確実に確立されるように、例えば請求する
レーバータイプ、最高請求料率、ＳＬＡペナルティ条件、およびサービスプロビジョニン
グ応答時間といったデータ要素を設定することができる。一例は請求料率である。プライ
マリＳＬＡプロバイダの観点から言えば、セカンダリＳＬＡプロバイダの見積もる請求料
率が、最終的に適切なＳＬＡクライアントが支払うことになる請求料率以下となるように
上限を設けておくと有利である。他の例としては、サービスプロビジョン応答時間が挙げ
られる。この場合も、プライマリＳＬＡプロバイダの観点から言えばサービスプロビジョ
ン応答時間をプライマリＳＬＡプロバイダに適用される契約上の時間フレームよりも短く
設定しておくと有利である。編集可能なユーザーインターフェースにより、プライマリＳ
ＬＡプロバイダは系統的なフレームワークにおいてその利益を守ることが可能である。
【０１０２】
　ステップ１２１８は、ステップ１２１５完了時の保存プロセスである。このステップに
おいては、プライマリＳＬＡプロバイダにとって潜在的に問題を生じる可能性のあるユー
ザー設定を調べ、検証する意思決定支援機構をシステム１００に作りこむことができる。
特定のビッド項目に適用可能なパラメータがビジネス努力リスクを大きくする可能性があ
ることをユーザーに示すために、収益性または品質保証分析といった検証を用いることが
できる。
【０１０３】
　この時点でＲＦｘビッドをセカンダリＳＬＡプロバイダへと送り出すために必要な主要
ディテールが完成する。しかしながら、様々な管理上のディテールは未完成のまま残って
いる。代表的には、ＲＦｘビッドは例えばビッドヘッダ部、ビッドディテール部、および
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ビッド応答部のような特定の要素を伴う。ＲＦｘビッドは通常、ビッド応答処理時に実行
される一群の定義づけられたサプライヤアグリーメントを伴う。さらにＲＦｘビッドの性
質として、発行された大部分のビッドに関する情報は、フォーマットおよび内容が企業全
体を通じて重複し、標準的なものが多い。従ってＲＦｘビッドの内容およびフォーマット
に関する問題を管理するためにビッドテンプレートツールが用いられる。
【０１０４】
　ＲＦｘビッドテンプレートについては、特定のデータベーステーブルが、例えばクエッ
ションアンドステートメントのようなデフォルトのＲＦｘビッド情報要素を格納している
。プライマリＳＬＡプロバイダは、デフォルトのＲＦｘビッド情報要素に適用可能な標準
的なデフォルト内容を設定することができる。よって情報要素を事前定義し、ユーザー編
集の必要性をなくすことができる。さらにシステム１００は特定の設定可能情報要素を格
納するものであっても良く、これは即ち、ユーザーがビッド項目を作成し、この項目をス
テートメント、クエッションなどに指定し、そしてその情報要素がサプライヤの応答を要
するものか否かを指定し、その応答が例えば数値、テキスト、日付または金額といった特
定のデータタイプに限定されているか否かを指定することができることを意味する。
【０１０５】
　様々な実施例において、サービスプロビジョンフレームワークはＲＦｘビッド項目を含
む。ＲＦｘビッド項目は、論理的デフォルトＲＦｘビッドカテゴリおよびセクションへと
関連付けることができる。各ビッド項目は論理的グループ、即ちカテゴリへと割り当てる
ことができ、そして１階層上では各カテゴリを論理的にグループ化してセクションとする
ことができる。よってＲＦｘビッドコンテンツのグループ化が可能となる。
【０１０６】
　ビッドコンテンツグループ化の上には、より複雑なＲＦｘビッドテンプレート層があり
、この層はプライマリＳＬＡプロバイダがセクション、セクション中のカテゴリ、および
カテゴリ中のＲＦｘビッド項目という順番のＵＩ表示を確立することを可能にしている。
従って様々なＲＦｘビッド項目を作成し、構造化されたコンテンツおよびレイアウトフォ
ーマット中に格納することができる。よってＲＦｘビッドテンプレートはビジネスコンテ
ンツコントロール機構であり、これがプロビジョンディテールＲＦｘデータと組み合わせ
られた場合、高速かつ詳細なＲＦｘビッド生成の基盤を構成するのである。
【０１０７】
　ＲＦｘビッドテンプレートはシステム１００中に格納され、そしてステップ１２２０に
おいてはプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが、選択したい事前設定ＲＦｘビッドテ
ンプレートを選択するようにプロンプトされる。プライマリＳＬＡプロバイダのユーザー
は、ＲＦｘビッド設定を非プロビジョンディテールＲＦｘビッドデータフィールドの残り
の部分を定義する事前定義のコンテンツビッドテンプレートへと関連付けるようにプロン
プトされる。ビッドテンプレートデータフィールドはデフォルトで完成されるものであっ
ても、特定のユーザー入力を要するものであっても良い。システム１００は、ユーザーが
自分の特定の要求に対して適正だと思う特定のビッド項目をイネーブル、またはディセイ
ブルするオプション（企業設定されている場合）をユーザーに提供するものであってもよ
い。例えば、ユーザーが老舗の有名なサプライヤベースと取引する場合である。このよう
な場合、ユーザーは潜在的セカンダリＳＬＡプロバイダの、例えば過去の履歴または品質
保証上の疑問といった特定の情報を要求する特定のビッド項目のディセイブルを選択する
場合がある。反対に、プライマリＳＬＡプロバイダが設定を通じて特定のビッド項目をロ
ックする能力も持っており、これはその後、ＲＦｘビッド作成プロセス中にユーザーがデ
ィセイブルすることができない。
【０１０８】
　適切なＲＦｘビッド項目を選択すると、適切な場合、ユーザーは処理される特定のＲＦ
ｘビッドに適合する必要情報をステップ１２２２において入力する。この入力の単純な例
として、プライマリＳＬＡプロバイダのビッド管理者または要求されるビッド応答期日が
挙げられる。所望の入力が完了すると、ユーザーはステップ１２２４においてデータ変更
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を保存する。プロセスフロー１２００には記載されていないが、ユーザーが編集能力を持
つ場合もある。システム１００はステータスコードマネジメント技術を用いて一時格納が
できるものであってもよく、これによりデータ処理は、他の時点または他のユーザーが実
施することができる。
【０１０９】
　ＲＦｘビッドの全ての情報が完成すると、ステップ１２２６～ステップ１２３２におい
てＲＦｘビッド勧誘リストが確立される。プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが所望
のビッド項目入力を完了し、保存した時点でステップ１２２６が実行可能となる。この時
点においてシステム１００は、先にはインアクティブであった「ＲＦｘビッドの掲示」コ
ントロールを提供する。このコントロールは、ステップ１２２８においてアクティブ化さ
れ、ステップ１２３０においては、例えばビジネスファミリおよびテリトリカバレッジを
提供するために認可されたＲＦｘビッドにアフィリエイトする全ての承認セカンダリＳＬ
Ａプロバイダのリスト表示がユーザーに提供される。系統的アフィリエーションは、代表
的にはステップ１０７０において先に説明したプロビジョンスキルビジネスファミリと地
理的パラメータのデータベースマッピングである。
【０１１０】
　ステップ１２３２においては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが、潜在的ＲＦ
ｘビッド勧誘リスト中に含まれるセカンダリＳＬＡプロバイダレコードの全て、またはサ
ブセットを選択する。通常はこのユーザーの選択プロセスを支援するために複数の意思決
定支援ツールがあり、これらが、例えば追跡した品質保証、価格およびＳＬＡプロビジョ
ンペナルティマトリクスに関わるセカンダリＳＬＡプロバイダについての貴重な情報をユ
ーザーに提供する。
【０１１１】
　ユーザーにより所望のセカンダリＳＬＡプロバイダが選択され、保存されると、ステッ
プ１２３４においてシステム１００がユーザーに、選択したセカンダリＳＬＡプロバイダ
にＲＦｘビッドを掲示するようにプロンプトする。ステップ１２３６においては、ユーザ
ーが「ＲＦｘビッドの掲示」コントロールをアクティブ化し、これによりステップ１２３
８においてＲＦｘビッドが同報通信されることになり、そしてステップ１２４０において
ｅメールおよびダッシュボード更新によりセカンダリＳＬＡプロバイダに通知される。ユ
ーザーが確立した掲示リストは、例えば表４７に格納される。ＲＦｘビッドプロセス中に
使われる主要ＳＬＡプロビジョンディテールレコード情報は、例えば表３７～表３９に格
納される。
【０１１２】
　次に図１２Ｂを見ると、ステップ１２４４においては、セカンダリＳＬＡプロバイダが
ＲＦｘビッドをアクセスし、テンプレート定義されたビッド処理アグリーメントを実行す
る。ステップ１２４４は通常、アプリケーションＧＵＩを通じてイネーブルされる。先に
開示したように、機密保持契約および知的所有権契約を含むがこれらに限られないサプラ
イヤアグリーメントの履行；よって特定のコントロールがセカンダリＳＬＡプロバイダの
ユーザーに使用可能となっており、オンライン、またはそれ以外の手段でアグリーメント
に署名することができる。プロセスフロー１２００の目的上、セカンダリＳＬＡプロバイ
ダは、プライマリＳＬＡプロバイダにより制定されたいずれの設定されたアグリーメント
にも署名することを前提としている。
【０１１３】
　ステップ１２４６においては、セカンダリＳＬＡプロバイダが応答を要求する全てのア
プリケーションＲＦｘビッド機能に対して入力を行う。システム１００は代表的には単純
なビッド項目応答カウンタを用いており、これにより要求される全てのビッド応答要素が
埋められるまでビッド応答を提出することができないようになっている。さらに、代表的
な設定を持つシステム１００はデータ検証機能を持っており、これによりビッド応答項目
が所定の正しいデータオブジェクトおよびフォーマットによらない限りは完了することが
できない。ＲＦｘビッド応答ディテールは、例えば表４８、表４９、表９０および表９１
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中に格納される。
【０１１４】
　ステップ１２４８においては、セカンダリＳＬＡプロバイダがＳＬＡプロビジョンレー
バープロフィールに適用可能なヒューマンリソースサブミッタルレコードを作成する。ス
テップ１２４８は代表的にはステップ１２４６内のサブプロセスとして発生するものであ
るが、説明を明確にする目的でＳＬＡリソースサブミッタルプロセスは別個のプロセスス
テップとして強調した。ステップ１２４８の間、セカンダリＳＬＡプロバイダは通常、提
供されるＧＵＩを使ってＲＦｘビッド中に含まれるいずれかの適用可能なＳＬＡリソース
プロフィールへとドリルダウンし、そのＳＬＡリソースプロフィールにアフィリエイトす
るリソースサブミッタルを作成する。サブミッタル情報は、例えば表５０中に格納される
。システム１００は、関連付けモードにおいて全般的なセカンダリＳＬＡプロバイダレー
バーリソースライブラリを使うことができるように適合させることができ、これによりリ
ソースはＳＬＡプロビジョンスキルプロフィールへと、本願に説明されるミクロモード（
個々のＲＦｘ）とは反するマクロモードでマッピングされる。このモードは、特定のプラ
イマリＳＬＡプロバイダが競争ＲＦｘビッドの実施には興味がなく、マスタアグリーメン
トを使ってセカンダリＳＬＡプロバイダと仕事をすることを望む場合に有用な場合がある
。
【０１１５】
　他のモードにおいては、リソースのサブミッタルはＲＦｘビッド応答プロセスの最中で
はなく、ＲＦｘビッド応答プロセスの後に実施される。これは、ＲＦｘビッドへの勧誘が
何ヶ月も先になるプロビジョンサービスをカバーするものである場合にあり得る。この場
合、実際のビッドプロセス中における特定のレーバーリソースのサブミッタルは無意味で
ある。当業者には明らかなように、図示したプロセス例は、セカンダリＳＬＡプロバイダ
リソースをＳＬＡクライアント要件と関連付ける唯一のモードではないのである。
【０１１６】
　ステップ１２５０においては、セカンダリＳＬＡプロバイダが情報設定を保存し、ビッ
ド応答をプライマリＳＬＡプロバイダへと送付する。ステップ１２５０は、要求されたビ
ッド応答情報の完成を表すものであり、従ってセカンダリＳＬＡプロバイダは彼等の完成
したＲＦｘビッド応答を提出することができるようになる。ステップ１２５０によりレコ
ードが更新され、そしてステップ１２５２において、いずれかの事前設定されたユーザー
への系統的なアプリケーション通知がトリガされる。
【０１１７】
　ステップ１２５４～ステップ１２５８は、プライマリＳＬＡプロバイダビッド応答処遇
決定プロセスを表す。ステップ１２５４においては、プライマリＳＬＡプロバイダがセカ
ンダリＳＬＡプロバイダからのビッド応答をレビューする。ステップ１２５６においては
、プライマリＳＬＡプロバイダが所望のビッド応答を受け入れる。ステップ１２５８にお
いては、セカンダリＳＬＡプロバイダにビッド落札が例えばシステム更新およびｅメール
で通知される。
【０１１８】
　１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダのビッド応答がビッド落札に相応である場合を
想定した場合、プライマリＳＬＡプロバイダは１つ以上のビッド応答レコードの落札を指
定する。プライマリＳＬＡプロバイダは複数のビッド応答の落札を決定し、ビッドプロビ
ジョンディテール応答項目の全てまたはサブセットに落札を発行する。例えば、あるセカ
ンダリＳＬＡプロバイダは、ビッドの１つのサービスカバレッジエリアについて指名され
、他には指名されないことがある。他の事例では、あるセカンダリＳＬＡプロバイダは１
つのＳＬＡプロビジョンサービスカバレッジ時間には指名されるが、他には指名されない
ことがある。これは例えば、そのビッド応答が時間外または週末のプロビジョンコールア
ウトに法外な値段を表示している場合などがそうである。ビッド応答の落札処遇決定は、
可変で柔軟であり、プライマリＳＬＡプロバイダがこのプロセス中、プロキュアメントの
最良の履行法を採用することができるようになっている。
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【０１１９】
　ステップ１２６０～ステップ１２７０は、落札したセカンダリＳＬＡプロバイダのビッ
ド応答からプライマリＳＬＡプロバイダがパーチャス要請を作成するプロセスを説明する
ものである。ステップ１２６０においては、プライマリＳＬＡプロバイダがセカンダリＳ
ＬＡプロバイダパーチャス要請を作成するようにプロンプトされる。ステップ１２６２に
おいては、プライマリＳＬＡプロバイダが「ＰＯ要請の作成」コントロールをアクティブ
化する。ステップ１２６４においては、システム１００が継承したビッド応答データを使
ってパーチャス要請を作成する。ステップ１２６６においては、システム１００が、その
ＲＦｘビッドに適用可能なビッド落札を受けたセカンダリＳＬＡプロバイダ全てのリスト
表示を提供する。ステップ１２６８においては、プライマリＳＬＡプロバイダが作成され
たパーチャス要請が正確であるかについてレビューし、必要があれば変更。ステップ１２
７０においては、プライマリＳＬＡプロバイダがパーチャス要請を保存し、これをレビュ
ー／承認用にセカンダリＳＬＡプロバイダに提出する。
【０１２０】
　関連付けられていないＳＬＡプロビジョンディテールレポート同様、システム１００は
データベース主導型ステータスコードを使い、パーチャスオーダーへと処理すべき全ビッ
ド応答落札のレポート出力をプライマリＳＬＡプロバイダに提供することができる。図示
したプロセスは、説明の便宜上、落札からパーチャス要請処理へとジャンプする線形処理
を表している。一部の実施例においてはこのプロセスは独立したものであり、別の時点に
おいて、そして恐らくは他の人員により実施される可能性がある。
【０１２１】
　図示したプロセスが独立モードで実施される場合、パーチャス要請処理モジュールがア
クティブ化され、プライマリＳＬＡプロバイダユーザーに処理を待つ全ての未決のビッド
応答落札のリスト表示が提供される。プロセスは述べたように線形モードで示されており
、従ってユーザーは未決の落札されたビッド応答を選択する必要はない。このプロセスは
、特定のＲＦｘビッドレコードセットから生じる要請プロセスを想定していることから、
システム１００は、要請に含まれるべき情報を落札されたビッド応答レコードから継承し
てパーチャス要請を作成する。パーチャス要請は、デフォルトモードにあってはセカンダ
リＳＬＡプロバイダ毎に１つ作成され、必要に応じて複数の行項目を含ませることができ
る。これは、１つの適用可能なＲＦｘビッド落札が複数のＳＬＡプロビジョンディテール
レコードへとアフィリエイトされた場合にそうである。
【０１２２】
　パーチャス要請が作成されると、システム１００はプライマリＳＬＡプロバイダを、例
えばレビューおよびコメントの付加をすることができるようにイネーブルする。パーチャ
ス要請に含まれる情報が満足なものである場合、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザー
はそのパーチャス要請を保存および承認する。このアクションにより、システム１００内
においてステータスコードの更新がトリガされると共に、システムベースの通知が適切な
セカンダリＳＬＡプロバイダに発行される。
【０１２３】
　ステップ１２７２～ステップ１２７８は、プライマリＳＬＡプロバイダが作成したパー
チャス要請の、セカンダリＳＬＡプロバイダでの取り扱いを表すものである。システム１
００は様々なセカンダリＳＬＡプロバイダ承認ワークフローをサポートする。本願におい
ては、このプロセス中に発生し得るデータまたは情報の矛盾に適用可能なワークフローに
ついては明確には記載していない。
【０１２４】
　ステップ１２７２～ステップ１２７８の間、セカンダリＳＬＡプロバイダはレビュー、
承認し、完成したパーチャス要請をプライマリＳＬＡプロバイダへと再提出する。ステッ
プ１２７２においては、セカンダリＳＬＡプロバイダに未決のパーチャス要請が通知され
る。ステップ１２７４においては、セカンダリＳＬＡプロバイダがパーチャス要請のディ
テールをレビューしてパーチャス要請を承認する。ステップ１２７６においては、システ
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ム１００が承認されたパーチャス要請をプライマリＳＬＡプロバイダに提出する。ステッ
プ１２７８においては、プライマリＳＬＡプロバイダに承認済パーチャスが通知される。
【０１２５】
　ステップ１２８０においては、プライマリＳＬＡプロバイダが承認済パーチャス要請に
アクセスする。ステップ１２８２においては、プライマリＳＬＡプロバイダが「パーチャ
スオーダーの作成」コントロールをアクティブ化する。ステップ１２８４においては、シ
ステム１００がパーチャスオーダーを作成する。ステップ１２８６においては、プライマ
リＳＬＡプロバイダが社内パーチャスオーダーナンバを定義し、パーチャスオーダーを承
認する。ステップ１２８８においては、セカンダリＳＬＡプロバイダに承認済パーチャス
オーダーが通知される。ステップ１２９０においては、セカンダリＳＬＡプロバイダによ
るパーチャスオーダーの利用が可能となる。説明の便宜上、パーチャス要請およびパーチ
ャスオーダーデータ両方の保存場所として同じ表５１および表５２を使った単純なデータ
ベーステーブル構造を示した。
【０１２６】
　図１３は、プロキュアメント機能をサポートするデータベーススキーマである。データ
ベーススキーマ１３００は、この最終トピックとなる処遇決定において説明されるデータ
処理機能をサポートするハイレベルな説明用データベーススキーマである。当業者には明
らかなように、展開していくダウンストリームデータ処理セッションを通じてシームレス
な情報スレッドが続いており、この結果、プロキュアメントモジュールのビジネス情報の
接続性はマスタデータ機能まで完全に遡るのである。継承情報デザインにより、様々な実
施例においてユーザー入力が減ることになり、データ入力エラーを排除して最適化された
監査能力が提供されるものである。
【０１２７】
　方法全体における次のプロセスは、ヒューマンリソースサービスプロビジョンマネジメ
ント機能であり、これは：１）プライマリＳＬＡプロバイダが提出されたＲＦｘビッド応
答候補のレビューと承認処遇決定を実施できるようにすること；２）提出されたＲＦｘビ
ッド応答候補に関するプライマリＳＬＡプロバイダの処遇決定／ステータス通知を系統的
にセカンダリＳＬＡプロバイダに送ることができるようにすること；３）提出したＲＦｘ
ビッド応答候補の承認／受諾時にプライマリＳＬＡプロバイダによるＳＬＡプロビジョン
リソースレコードの作成を可能とすること；４）セカンダリＳＬＡプロバイダのヒューマ
ンリソースによるシステムアクセスを可能とすること；５）セカンダリＳＬＡプロバイダ
ヒューマンリソースによるアグリーメントの系統的実行を可能とすること；６）セカンダ
リＳＬＡプロバイダおよび承認されたヒューマンリソースによるワークアベラビリティカ
レンダの管理／設定を可能とすること；７）プライマリＳＬＡプロバイダロジスティクス
時間カバレッジ評価を可能とすること；および８）プライマリＳＬＡプロバイダのプロア
クティブなヒューマンリソースブラックアウト期間の調停を可能とすること；を含んでい
る。ブラックアウト期間とは、特定のヒューマンリソース、または集合的リソースグルー
プがサービスプロビジョニングを提供できない期間のことである。
【０１２８】
　一般にＳＬＡプロビジョンアウトソーシングが実施される様式は、管理マネジメントの
特異性として、ＳＬＡプロビジョンレーバーリソースレベルについて実際のビジネス分析
を最低限しか、または全く行わない状態でプライマリＳＬＡプロバイダがセカンダリＳＬ
Ａプロバイダ企業体の経営者または営業要員と契約に至るというものである。これは、そ
のセカンダリＳＬＡプロバイダの適正評価または過去のパフォーマンス評価を全て無視す
ることを示唆するものではなく、むしろ、どのレベルのビジネスマネジメントが実施され
るかについての全体的な状況を示唆するものである。究極的には、品質／クライアントＳ
ＬＡプロビジョンの成功とは、ＳＬＡプロビジョンレーバー品質、能力およびアベラビリ
ティに適正なロジスティクスプランとコミュニケーションを加味した結果なのである。
【０１２９】
　図１４Ａおよび図１４Ｂは、ヒューマンリソースサービスプロビジョンマネジメントに
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適用可能なハイレベルプロセスを説明するフロー図である。図１４Ａでは、プロセスフロ
ー１４００はステップ１４０２で始まる。ステップ１４０２～ステップ１４０６は、１つ
以上のＳＬＡプロビジョンリソースアサイメント（assignment：割り当て）レコードに関
連付けられていない既存のセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーについてプラ
イマリＳＬＡプロバイダに系統的に通知するプロセスを説明している。ステップ１４０２
においては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーがヒューマンリソースレーバーマネ
ジメントモジュールにアクセスする。ステップ１４０４においては、プライマリＳＬＡプ
ロバイダがメニュー方式のＧＵＩを操作して割り当てられていないセカンダリＳＬＡプロ
バイダパーチャスオーダーを選択する。ステップ１４０６においては、システム１００が
セカンダリＳＬＡプロバイダおよびパーチャスオーダーでグループ化されたリスト表示レ
ポートを提供する。明記はしていないが、レーバーアサイメントのアフィリエーションが
既に存在する場合は、レコードマネジメントへのアクセスは存在している。必要な人員変
更がある場合のレコード変更は、必然的にそのような機能が指定される。
【０１３０】
　ステップ１４０８～ステップ１４１６は、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが所
望のＳＬＡプロビジョンレーバーリソースを選択することに対応するものであり、このプ
ロセスはセカンダリＳＬＡプロバイダが先のＲＦｘビッドプロセスの間にリソースレコー
ドを提出した時の様式を説明するものである。このプロセスは可変であり、明確には説明
していないが、セカンダリＳＬＡプロバイダがレビュープロセス中の比較的に自由な時点
でレビュー用のリソースレコードを送るための機能がある。これは、提出されたリソース
レコードが要求を満たしていない、または何等かの理由で割り当てることができなくなっ
た場合などのためである。ステップ１４０８においては、ユーザーが適切なセカンダリＳ
ＬＡプロバイダのレコードを選択し、「管理ヒューマンリソース」コントロールをアクテ
ィブ化する。ステップ１４１０においては、システム１００が関連付けられたソースのＲ
Ｆｘビッド応答に適切な全セカンダリＳＬＡプロバイダリソースサブミッタルのリストを
ユーザーに提示する。ステップ１４１２においては、システム１００がリソースサブミッ
タルディテールへとリンクするためのコントロールをユーザーに提示する。ステップ１４
１４においては、ＳＬＡプロビジョンカバレッジを提供するために所望される特定のヒュ
ーマンリソースをユーザーがＧＵＩを介して選択する。ステップ１４１６においては、ユ
ーザーが承認されたリソースレコードセットを保存し、システム１００がそれに関する通
知をセカンダリＳＬＡプロバイダに送付する。
【０１３１】
　このプロセスにより、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーはサブミッタルのディテ
ールを確認し、それに応じた所望の選択を実施することができる。本願に開示していない
追加可能な機能は多数あるが、当業者には明らかなように、プライマリＳＬＡプロバイダ
はこのレビューと選択プロセスの結果として、究極的には自分らに代わりサービスを提供
するリソースに対するコントロールを得るのである。レーバーリソースシステムイネーブ
ルメントに関するディテールは表５３に含まれ、一方でアサイメントディテールは表５４
に含まれている。
【０１３２】
　所望リソースの選択時、システム１００は、ステップ１４１８～ステップ１４２４にお
いて、セカンダリＳＬＡプロバイダがリソースのアベラビリティと、そのリソースを適用
可能なプロビジョンアサイメントにアフィリエイトさせることを引き続き望んでいるかど
うかを確認することができる逆確認プロセスをイネーブルする。ステップ１４１８におい
ては、未決ステータスを持つその承認されたリソースについて、システム１００がヒュー
マンキャピタルレーバーアサイメントレコードを作成する。ステップ１４２０においては
、セカンダリＳＬＡプロバイダがＧＵＩを介してリソースアサイメント承認を追認する。
ステップ１４２２においては、プライマリＳＬＡプロバイダにアサイメントアクナリッジ
メントが、例えばシステム通知により通知される。ステップ１４２４においては、セカン
ダリＳＬＡプロバイダに適用可能リソースへのシステムアクセス信用証明が提供される。
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【０１３３】
　ステップ１４２６～ステップ１４３０は、ＳＬＡプロビジョンレーバーリソースの管理
システムイネーブルメントに関するものである。システムアクセス時にプライマリＳＬＡ
プロバイダにより、例えばＮＤＡ、ＩＰ保護、および派遣労働契約のアクナリッジメント
を含む様々なレーバーリソース保護契約を設定することができる。このプロセスはレーバ
ーリソースによる肯定的アクションについて説明している。レーバーリソース契約がタイ
ムリーに実行されない、または契約自体が不調であった場合には別の結果となる。ステッ
プ１４２６においては、セカンダリＳＬＡプロバイダのリソースが提供された信用証明に
よりシステム１００をアクセスする。ステップ１４２８においては、セカンダリＳＬＡプ
ロバイダのリソースが設定されたオンラインアグリーメントに署名する。ステップ１４３
０においては、プライマリＳＬＡプロバイダとセカンダリＳＬＡプロバイダの両方にシス
テム通知が送付される。
【０１３４】
　レーバーリソースのイネーブルメントが全てうまく運んだと想定すると、次のプロセス
としてレーバーリソースアベラビリティカレンダの設定がステップ１４３２～ステップ１
４４２において発生する。ステップ１４３２においては、セカンダリＳＬＡプロバイダが
ヒューマンリソースカレンダをアクセスおよび設定するようにプロンプトされる。ステッ
プ１４３４においては、セカンダリＳＬＡプロバイダがヒューマンリソースカレンダモジ
ュールをアクセスする。ステップ１４３６においては、セカンダリＳＬＡプロバイダが特
定のヒューマンリソースレコードをアクセスする。ステップ１４３８においては、セカン
ダリＳＬＡプロバイダが標準ヒューマンリソースブラックアウト（就労不可）期間および
一般アベラビリティ（就労可能）期間を提供する。ステップ１４４０においては、セカン
ダリＳＬＡプロバイダが、それぞれのセカンダリＳＬＡプロバイダにアフィリエイトする
全ての適切な割り当てられたヒューマンリソースについてステップ１４３４～ステップ１
４３８を繰り返す。ステップ１４４２においては、全てのリソースカレンダ設定が完了す
ると、セカンダリＳＬＡプロバイダはプライマリＳＬＡプロバイダにパーチャスオーダー
アサイメントカレンダ設定を送付する。
【０１３５】
　プロセス１４００のこの段階にあっては、所望されたレーバーリソースはそれぞれのＳ
ＬＡプロビジョンサービスアクティビティへと指定されている。プロセスフロー１４００
は、レーバーリソースカバレッジ期間をシステム１００へと入力し、プランニングをサポ
ートする目的でこれを分析することができる高度かつ効率的なロジスティクス手段を含ん
でいる。様々な実施例に基づくヒューマンリソースサービスプロビジョンマネジメントの
高いレベルにおいては、セカンダリＳＬＡプロバイダは、任務に割り当てられた（assign
ed）ＳＬＡプロビジョンレーバーリソースの基本スケジュールを入力するようにプロンプ
トされる。基本設定は通常、週末または夜間、もしくは特定の休暇または休日期間といっ
た標準的ブラックアウト期間の指定を伴う。１人のレーバーリソースに毎日２４時間待機
を要求することはできないが、対照的にセカンダリＳＬＡプロバイダには当然、２４時間
カバレッジの責任を課すことができる。
【０１３６】
　通常、ＲＦｘビッドはコントラクト上のカバレッジ時間フレームに関する情報を含んで
いる。一方で、多くの場合、全カバレッジ期間のプロビジョンには一般に複数のレーバー
リソース、そしてしばしば複数のセカンダリＳＬＡプロバイダの利用を伴うことがあるこ
とは言うまでもない。従って、ステップ１４４５～ステップ１４５６に説明する次のプロ
セスの間、プライマリＳＬＡプロバイダは潜在的なサービスプロビジョンギャップがあれ
ば、これを定義する。理想的には、プライマリＳＬＡプロバイダは：１）各セカンダリＳ
ＬＡプロバイダによる完全なロジスティクス的カバレッジ；または２）複数のセカンダリ
ＳＬＡプロバイダによる完全な集合的カバレッジ；を確立する。システム１００は、プラ
イマリＳＬＡプロバイダがレーバーリソースカレンダアベラビリティデータの入力／アッ
プロード、およびそのデータの分析を通じ、上述したシナリオを統計学的に検証すること
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を可能とするものである。この統計学的検証は、ステップ１４４５～ステップ１４５６の
重要な部分である。
【０１３７】
　ステップ１４４２からは、処理は図１４Ｂのステップ１４４５へと進む。ステップ１４
４５においては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが、ヒューマンリソースレーバ
ーマネジメントモジュール中のパーチャスオーダーリソースアサイメントリストにアクセ
スする。ステップ１４４８においては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが「カバ
レッジ」コントロールをアクティブ化し、評価する。ステップ１４５０においては、シス
テム１００が潜在的なノンカバレッジ期間、即ちブラックアウト時間を指定するレポート
をプライマリＳＬＡプロバイダに提示する。ステップ１４５２においては、システム１０
０が、特定のＳＬＡクライアントプロビジョンディテールレコードの適用可能なカバレッ
ジについて、全セカンダリＳＬＡプロバイダによる集合的カバレッジを評価するためのオ
プションをプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーに提示する。ステップ１４５４におい
ては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが集合的カバレッジ評価レポートを起動す
る。ステップ１４５６においては、システム１００が潜在的な集合的ノンカバレッジ期間
、即ちブラックアウト時間を指定するレポートをプライマリＳＬＡプロバイダに提示する
。
【０１３８】
　システム１００は時間を論理的に区分化されたデータベース単位で定量化するため、Ｓ
ＬＡプロビジョンレーバーリソースカバレッジレポートを提示することは容易である。カ
バレッジ分析は個々に、または集合的セカンダリＳＬＡプロバイダ層において実施するこ
とができる。従って個々のセカンダリＳＬＡプロバイダカバレッジ分析をレビューするこ
と、または単一のＳＬＡクライアントプロビジョンディテールレコードにアフィリエイト
する複数のセカンダリＳＬＡプロバイダリソースカバレッジ期間を集合的にレビューする
ことが可能である。プライマリＳＬＡプロバイダには、そのカバレッジが適当であるかを
定義するために必要なデータが提供される。さらには、ＲＦｘビッドプロセス中に見積も
られたカバレッジ時間と調和しないデータ入力、またはプライマリＳＬＡプロバイダが決
定したカバレッジ範囲において過剰に限定的なデータ入力を持つ特定のセカンダリＳＬＡ
プロバイダを特定することも可能である。他の実施例においては、ＲＦｘビッド応答カバ
レッジ期間にロックすることにより、適切なセカンダリＳＬＡプロバイダにリソースレー
バーカレンダレコードを適宜に完成させることを強制する、より高度なデータベースマネ
ジメントシステムを採用することができる。
【０１３９】
　ステップ１４５８～ステップ１４６６はプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーに提供
されるインターフェースに関わるものであり、これにより、個々のセカンダリＳＬＡプロ
バイダのブラックアウトカバレッジ期間を選択し、これをプライマリＳＬＡプロバイダの
ユーザーが予想する予測スケジュール変更に関するコメントと共に適切なセカンダリＳＬ
Ａプロバイダへと転送することが可能となる。その良い結果としては、潜在的なカバレッ
ジのギャップを埋めることになる既存カレンダレコードカバレッジの変更、または追加レ
ーバーリソースのサブミッタルが含まれる。新たなサブミッタルが生じた場合、上述した
サブミッタルレビュープロセスが実施される。この分析および問題解決プロセスは、プラ
イマリＳＬＡプロバイダが適正なＳＬＡプロビジョンカバレッジを保証することができる
と見なすまで繰り返されるのである。
【０１４０】
　図１４Ｂに戻ると、ステップ１４５８においては、システム１００が選択したセカンダ
リＳＬＡプロバイダへのカバレッジ変更要求を発行するためのオプションをプライマリＳ
ＬＡプロバイダに提示する。ステップ１４６０においては、プライマリＳＬＡプロバイダ
のユーザーが適切なセカンダリＳＬＡプロバイダを選択する。ステップ１４６２において
は、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが、特定されたセカンダリＳＬＡプロバイダ
の各々について、レビューを要することが判明している特定のブラックアウト期間を選択



(45) JP 2009-503733 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

する。ステップ１４６４においては：既存の任務に割り当てられたヒューマンリソースの
カレンダ変更の、ブラックアウト期間を軽減するための変更；またはカバレッジ範囲を改
善するためのさらなるヒューマンリソースサブミッタルの作成；またはＲＦｘビッドを通
じたさらなるセカンダリＳＬＡプロバイダの勧誘；のいずれかが実施される。ステップ１
４６６においては、ブラックアウト期間に関して必要とされる変更にかかわらず、リアル
タイムでリソースアベラビリティ査定が提供されるように個々のセカンダリＳＬＡプロバ
イダが独自のヒューマンリソーススケジュールを管理する。ヒューマンリソースカレンダ
機能に関連して利用されるデータライブラリは、例えば表５８～表６３のようなテーブル
中に格納される。個々のレーバーリソースに適用可能な実際のカレンダデータのディテー
ルは、例えば表５５～表５７のようなテーブル中に格納される。
【０１４１】
　図１５はヒューマンリソースカレンダ設定プロセスを説明するフロー図である。プロセ
スフロー１５００に確立された３つの設定モードとは：１）標準ワークスケジュールモー
ド；２）非標準ワークスケジュールモード；そして３）日割りアクティビティモード；で
ある。標準ワークスケジュールとは期待される標準スケジュールである。このモードにお
いてセカンダリＳＬＡプロバイダは、あるパーチャスオーダーアサイメントにアフィリエ
イトする特定のレーバーリソースの基本スケジュールを確立する。このモードにおける入
力により、就労者が就労可能な標準稼働日および標準稼働時間が確立されるのである。
【０１４２】
　図１５に戻ると、フロー１５００はステップ１５０２から始まり、このステップにおい
ては、セカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーがヒューマンリソースレーバーマネジメン
トモジュールをアクセスする。ステップ１５０５においては、セカンダリＳＬＡプロバイ
ダがＧＵＩにより起動するメニューに入り、任務に割り当てられたヒューマンリソースレ
コードを選択する。ステップ１５０８においては、システム１００が任務に割り当てられ
た全てのヒューマンリソースのリスト表示レポートを提示する。ステップ１５１０におい
ては、ユーザーが所望のヒューマンリソースレコードを選択する。ステップ１５１２にお
いては、システム１００が関連するディテールおよび適切なカレンダへのリンクのリスト
表示レポートを提示する。ステップ１５１５においては、ユーザーが「カレンダ」コント
ロールをアクティブ化する。ステップ１５１８においては、システム１００が以下を含む
場合のあるオプションメニューを提示する：（１）標準スケジュールの設定；（２）他の
予定されるブラックアウトの設定；（３）日割りアクティビティの維持。ステップ１５２
０においては、ユーザーが「標準スケジュールの設定」コントロールをアクティブ化する
。ステップ１５２２においては、システム１００がユーザーに、例えばその週全７日間の
週単位カレンダ表示をプロンプトする。ステップ１５２５においては、ユーザーが入力し
、これを保存する。ステップ１５２８においては、ユーザーが「他の予定されるブラック
アウトの設定」コントロールをアクティブ化する。
【０１４３】
　代表的な実施例においては、ユーザーは標準休日を表す全ての日について、１つのブラ
ックアウトラジオボタンをアクティブ化させ、設定を保存するだけで良い。ユーザーには
さらに、各非ブラックアウト日の表示も提示されており、３０分毎に増分する時間休みが
含まれているが、しかしこれは標準設定であり、必要であれば分刻みに変えることもでき
る。それぞれの増分する休みには：１）開始；および２）終了；の２つのコントロールが
ついている。ユーザーは開始時間および終了時間の両方を確立することにより、各日を設
定する。終わると、ユーザーは設定を保存し、この標準カレンダ設定は適切なＳＬＡプロ
ビジョンリソース用のデータベースへと格納される。非標準ワークスケジュールを入力す
ると、他の予定されるブラックアウト期間の指定が実施される。このタイプの予定された
ブラックアウト期間の例は、休暇時期や標準的な会社休日である。これらの期間はその本
質的性格から可変であり、従って非標準である。
【０１４４】
　ステップ１５３０においては、システム１００がユーザーに：（１）レーバーの合意し
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た休日の設定；および（２）予定された休暇の設定；をプロンプトする。ステップ１５３
２においては、ユーザーが入力し、これを保存する。ユーザーは予定された休日および休
暇／個人的な用事のある日を設定するようにプロンプトされる。ユーザーがコントロール
をアクティブ化すると、例えば１２ヶ月に区分された年間カレンダ表示が提示される。ユ
ーザーが適切な月を選択すると、その月の日付で区分化されたドリルダウン式表示が返さ
れる。するとユーザーは適切な日を選択し、その入力を保存する。ユーザーは、その選択
が休日であるのか、個人的な休みであるのかを指定するようにプロンプトされる。ユーザ
ーは入力を保存し、完全に終わるまで設定を続ける。
【０１４５】
　ステップ１５３５においては、システム１００が、サービスプロビジョンリソースカレ
ンダが現在アクティブであることを知らせるユーザー通知を提示する。ステップ１５３８
においては、システム１００が、サービスプロビジョンリソースカレンダが現在アクティ
ブであることを知らせる通知をプライマリＳＬＡプロバイダおよびセカンダリＳＬＡプロ
バイダヒューマンリソースのユーザーに提示する。ステップ１５４０においては、セカン
ダリＳＬＡプロバイダのユーザーが「日割りアクティビティの維持」コントロールをアク
ティブ化する。ステップ１５４２においては、特定のリソースに予定されたサービスプロ
ビジョンコールアウトがかかっているかどうかが判定される。ステップ１５４２での答え
が「はい」である場合、処理はステップ１５４５へと続く。
【０１４６】
　日割りアクティビティのスケジュールは、個人的レーバーリソースに適用可能な現行の
／連続的カレンダアベラビリティを表す。アウトソーシングされたレーバーを利用するこ
との性質とは、一般に問題が生じた特定のクライアントの呼び出しを待つレーバーが存在
しないことを意味する。従って、特定のレーバーリソースは、多数のＳＬＡクライアント
への、そして同様に多数のプライマリＳＬＡプロバイダへのサービスの提供に用いられる
ことが一般的である。このカレンダモードは、システム１００において特定のブラックア
ウト期間を管理し、リアルタイムでアベラビリティレポートを提供することができる、現
在のリソースレーバーを追跡するための機構を可能とするものである。
【０１４７】
　ステップ１５４５～ステップ１５５５の間、ユーザーは日割りブラックアウト管理をア
クセスすることができるポイントに入る。ステップ１５４５においては、システム１００
が稼働週および稼働日を選択するようにユーザーにプロンプトする。ステップ１５４８に
おいては、システム１００がブラックアウト期間の開始を選択するようにユーザーにプロ
ンプトする。ステップ１５５０においては、システム１００が、適切なヒューマンリソー
スにアフェイリエイトする予想されるサービスコールの継続期間を入力するようにユーザ
ーにプロンプトする。ステップ１５５２においては、システム１００が追加ディテールフ
ィールドを埋めるようにユーザーにプロンプトする。ステップ１５５５においては、シス
テム１００がステップ１５４５～ステップ１５５２の入力を保存する。適切なＳＬＡプロ
ビジョンリソースがセカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーにより指定され、そしてこの
ユーザーには、代表的には３０分毎に増分する画面で、現在の日割りカレンダ表示がデフ
ォルトで提示される。ユーザーは日割りのアクティビティ開始時間および終了時間を選択
し、その設定を保存する。この入力は格納され、そのＳＬＡプロビジョンリソースがブラ
ックアウト時間フレーム中は派遣に対応できないことが表示される。カレンダディテール
データは、例えば表５５～表５７のようなテーブル中に格納される。表５５は、レーバー
リソースのＩＤおよび適切なＰＯアサイメントを格納する制御テーブルである。一人のレ
ーバーリソースについて、複数のアサイメントカバレッジ期間が存在し得る。表５６は基
本ワークスケジュールを格納し、表５７はセカンダリＳＬＡプロバイダが管理する非標準
ブラックアウト期間のディテール並びに日割りブラックアウト期間を格納する。
【０１４８】
　図１６はヒューマンリソースサービスプロビジョンマネジメント機能をサポートするデ
ータベーススキーマを描いたものである。当業者には明らかなように、様々な実施例は、
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プライマリＳＬＡプロバイダにプロビジョニング労働力のロジスティクス的可視性と、彼
らのクライアントのＳＬＡ需要を満たすために必要なプランニング機能を提供するもので
ある。明確には示されていないが、１つ以上のＳＬＡクライアントプロビジョニングディ
テールレコードについて完全なレーバーブラックアウトが発生した場合のプライマリＳＬ
Ａプロバイダへの系統的な警告通知は当然のプロビジョニング機能である。様々な実施例
において、ＳＬＡクライアントプロビジョニングカバレッジのブラックホールに対抗する
ために系統的アクションおよび適切な通知が実施されることになるように、事前設定を実
施することができる。
【０１４９】
　先のアクティビティは、ＳＬＡサービスプロビジョンのロジスティクス的管理／マネジ
メントおよび適切なＳＬＡクライアントによる品質保証検証までの必要条件であった。Ｓ
ＬＡプロビジョンディスパッチに関する主要トピックには：１）ＳＬＡクライアントがサ
ービスプロビジョンリクエストを作成し、プライマリＳＬＡプロバイダに提出するための
サービスプロビジョンリクエスト機能をイネーブルすること；２）設定されたセカンダリ
ＳＬＡプロバイダのリスト並びにそれらの適用される価格およびサービスプロビジョンデ
ィスパッチに指定される適切な人材リソースのアベラビリティの出力に用いることができ
るプライマリＳＬＡプロバイダシステムクエリー機能をイネーブルすること；３）プライ
マリＳＬＡプロバイダが、潜在的なディスパッチに望ましい特定の就労可能なＳＬＡプロ
ビジョンリソースを選択できるようにすること；４）プライマリＳＬＡプロバイダがサー
ビスプロビジョンディスパッチリクエストレコードをセカンダリＳＬＡプロバイダへと系
統的に提出できるようにすること；５）セカンダリＳＬＡプロバイダがリソースアベラビ
リティを確認し、そのリソースのプライマリＳＬＡプロバイダへの後の派遣が可能となる
ようにすること；そして６）リソースのＳＬＡクライアントへの派遣をプライマリＳＬＡ
プロバイダが確認することができるようにすること；が含まれる。
【０１５０】
　図１７Ａはロジスティック的プロビジョンおよび管理機能に適用可能なプロセスフロー
を説明するフロー図である。プロセスフローはステップ１７０２から始まる。ステップ１
７０２～ステップ１７２０は、ＳＬＡクライアントがサービスプロビジョンリクエストを
プライマリＳＬＡプロバイダへと提出するプロセスを説明するものである。ステップ１７
０２においては、ＳＬＡクライアントのユーザーがシステム１００をアクセスして適切な
メニューに入り、「プロビジョンリクエストの作成」コントロールをアクティブ化する。
ステップ１７０２はユーザー制限または特定の認可権の行使について記載してはいないが
、ＳＬＡクライアントが望む場合、本発明の様々な実施例にはユーザーの役割と特定のデ
ータ処理権利／権限を組み入れることが可能である。ステップ１７０５においては、シス
テム１００がユーザーにＳＬＡクライアントロケーションおよび識別子を指定するように
プロンプトする。ステップ１７０５はクエリー処理を始めるためのロケーションのＳＬＡ
クライアントのユーザーの選択を表す。これは単なるサンプルモードであり、固有の制約
ではない。例えば、クエリー処理はコントラクトの照会または特定のプロビジョンディテ
ールレコードの検索から開始することができる。ステップ１７０８においては、コントラ
クトおよび適切なＳＬＡアグリーメントプロビジョンサービスのリスト表示をシステム１
００がユーザーに提示する。ステップ１７０８は図１７Ｂで補足されており、図１７Ｂは
ＳＬＡクライアントのユーザーによる重要なＳＬＡプロビジョン情報へのアクセスをかな
えるアクティブコントロールに埋め込まれた形式の単純なＧＵＩを描いたものである。Ｓ
ＬＡクライアントのユーザーは、適用可能なＳＬＡプロビジョンディテールレコードを即
座に認識する、または埋め込み型コントロールを使った情報レビューを通じてどの関連す
るＳＬＡプロビジョンディテールレコードにプロビジョニングが必要かを確認する。図１
７Ｂにおいては、コントロール群は、ユーザーにさらなる情報ビューを提供するために全
て潜在的にアクティブである。しかしながら、符号１７０８―Ａ９は、少なくとも１つの
レコードが符号１７０８－Ａ１において選択されるまでは、インアクティブ／ゴースト表
示である。各埋め込みリンクは、その列見出しに適切な情報を提示する新たなＵＩをユー
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ザーに提供する。ＳＬＡクライアントのユーザーは、ＳＬＡサービスプロビジョンリクエ
ストにどのＳＬＡプロビジョンディテールレコードを関連付けるのかを指定するために設
けられたチェックボックスを使用する。ステップ１７１０における特定レコードの選択は
、更なるＵＩ入力フォームをトリガすることになり、ＳＬＡクライアントのユーザーは所
望の場合、これを使ってステップ１７１２においてコメントを付加することができる。
【０１５１】
　ステップ１７１０においては、ユーザーが所望のＳＬＡプロビジョンサービスレコード
を選択し、選択を保存する。ステップ１７１２においては、システムＧＵＩが追加の入力
フィールドをユーザーに提示する。ユーザーは追加入力を完了し、保存する。表６４～表
６６を見れば当業者には明らかなように、代表的な実施例においては、ステップ１７０２
～ステップ１７１２に説明したプロセス中にＳＬＡクライアントのユーザーが入力するの
はわずかなフィールドだけであり、残りは全てデフォルトデータである。プロビジョンサ
ービスワークの性質が追加データ要素を要するものである場合、そのような追加入力フィ
ールドオプションをデータベースに追加することは容易である。
【０１５２】
　ステップ１７１５においては、システム１００がユーザーに、ＳＬＡプロビジョンサー
ビスリクエストをＳＬＡプロバイダに提出するようにプロンプトする。ステップ１７１５
では明確には示していないが、様々な実施例においてはＳＬＡクライアントのユーザーは
、ビジネス条件がそのようなシナリオを要求する場合、サービスプロビジョンリクエスト
を例えばテクニカルアカウントマネージャーなど、指定されたプライマリＳＬＡプロバイ
ダのユーザーに可変的にルーティングする能力を持つものであっても良い。ステップ１７
０２～ステップ１７１５に適用可能なディテールは、例えば表６４～表６７のようなテー
ブル中に格納される。ステップ１７２０においては、ユーザーがＳＬＡプロビジョンサー
ビスリクエストをＳＬＡプロバイダに提出する。
【０１５３】
　ステップ１７２１～ステップ１７２８は、プライマリＳＬＡプロバイダがＳＬＡクライ
アントサービスプロビジョンリクエストにアフィリエイトするセカンダリＳＬＡプロバイ
ダディテールに対する系統的なアクセスを得るためのプロセスを説明するものである。ス
テップ１７２１においては、システム１００が新たに提出されたＳＬＡプロビジョンサー
ビスリクエストについてプライマリＳＬＡプロバイダに通知する。ステップ１７２１には
明確に示してはいないが、サービスプロビジョンリクエストの応答性は代表的にはシステ
ム１００内で管理およびマネジメントされており、このことは、適切なパーティによるサ
ービスプロビジョンリクエストの取り扱いが事前設定された期待値／スケジュール通りに
進められていない場合に表３０の「DispatchResponseTimeID」フィールドがアクティブか
つ探索通知を作成するために用いられることを意味する。さらに様々な実施例においては
、探索通知を特定のプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーへと可変的にルーティング／
指定するために、拡張したユーザーの役割機能が用いられる。一方でＳＬＡクライアント
のユーザーには、サービスプロビジョンリクエストの取り扱いのステータスが通知される
。
【０１５４】
　ステップ１７２３においては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが、例えばＧＵ
Ｉを介して新たなＳＬＡプロビジョンサービスリクエストにアクセスする。ステップ１７
２５においては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが「プロビジョンカバレッジの
表示」コントロールをアクティブ化する。ステップ１７２８においては、システム１００
がユーザーに、認可されたセカンダリＳＬＡプロバイダおよびそれぞれのプロビジョンデ
ィテールレコードに関するプロビジョンサービスを提供するために承認された適切なヒュ
ーマンリソースのリスト表示を提示する。ディスプレイは、代表的には例えばアベラビリ
ティ、値段、サービスメトリクスを示す。ステップ１７２８は、図１７Ｃに示すように、
アフィリエイトするセカンダリＳＬＡプロバイダの概要出力画面を適切なプライマリＳＬ
Ａプロバイダのユーザーに提示する。
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【０１５５】
　図１７Ｃにおいては、符号１７２８－Ａ１は、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザー
向けの単純な選択チェックボックスオプションである。しかしながら、符合１７２８－Ａ
５中の利用可能なリソース数が０である場合、このオプションは通常、インアクティブ／
ゴースト表示される。ユーザーが符号１７２８－Ａ５中のアクティブコントロールを立ち
上げると、それぞれの利用できるヒューマンリソースと、彼等のカレンダアベラビリティ
の概要のリスト表示が提示される。プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーは利用可能な
ビジネス情報により潜在的なディスパッチ用リソースの可視性が得られるだけではなく、
重要な経理および品質保証ビジネス情報へのウィンドウも提供されることになり、クラス
最高の意思決定プロセスが可能となるのである。
【０１５６】
　ステップ１７３０～ステップ１７３２は、所望された場合、プライマリＳＬＡプロバイ
ダが適切なＳＬＡクライアントロケーションへと派遣すべき推奨される特定の就労可能な
ＳＬＡプロビジョンリソースを選択するプロセスを説明するものである。ステップ１７３
０においては、就労可能なリソースが複数いる場合、プライマリＳＬＡプロバイダのユー
ザーが所望のセカンダリＳＬＡプロバイダレコードおよびヒューマンリソースの優先順位
を選択する。ステップ１７３２においては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが選
択を保存する。ステップ１７３０は１つのセカンダリＳＬＡプロバイダレコードのみが選
択されたプロセス例を説明するものであるが、複数レコードを選択することは可能である
。プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーは、プロビジョンディスパッチリクエストレコ
ードを受ける複数のセカンダリＳＬＡプロバイダを選択することができる。この場合、代
表的な実施例においては、システム１００はＦＩＦＯ方式でワークフローを取り扱う。他
のシナリオにおいては、性質上、状況が重大であり、セカンダリＳＬＡプロバイダのアフ
ィリエーションの如何を問わず、全ての就労可能リソースを派遣することが命じられる場
合もあり得る。本発明の様々な実施例は、複数のセカンダリＳＬＡプロバイダからの複数
のＳＬＡプロビジョンリソースディスパッチリクエストを可能とするものである。
【０１５７】
　セカンダリＳＬＡプロバイダレコードを選択すると、その後のアプリケーション機能は
所望があればユーザーによるさらなる詳細へのドリルダウンを可能とし、プライマリＳＬ
Ａプロバイダのユーザーは推奨される一人のＳＬＡプロビジョンリソース、またはそのプ
ロビジョンコールアウトに望ましいリソース群のリストを指定することができる。特定の
リソースが望まれる理由は多数ある。その理由に含まれるのは、例えば過去の品質評価指
標またはＳＬＡクライアントの選好性である。この情報は、例えば表６８および表６９の
ようなテーブル中に格納される。表７０および表７１のようなテーブル中に格納されるデ
ータは、表６８中のフィールドへのソースデータとして作用する。派遣に予定された推奨
ＳＬＡプロビジョンリソースのＩＤは、例えば表６９中に格納される。
【０１５８】
　ステップ１７３５～ステップ１７３８は、プライマリＳＬＡプロバイダがサービスプロ
ビジョンディスパッチリクエストを発行するプロセスを説明するものである。ステップ１
７３５においては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーは、サービスプロビジョンデ
ィスパッチリクエストを送るようにプロンプトされる。ステップ１７３８においては、プ
ライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが適切なセカンダリＳＬＡプロバイダにサービスプ
ロビジョンディスパッチリクエストを提出する。
【０１５９】
　ステップ１７４０～ステップ１７５５は、セカンダリＳＬＡプロバイダがリソースアベ
ラビリティと適切なプライマリＳＬＡプロバイダへのリソースディスパッチとを系統的に
確認するプロセスを説明するものである。ステップ１７４０においては、システム１００
はセカンダリＳＬＡプロバイダに新たなサービスプロビジョンディスパッチリクエストに
ついて通知する。ステップ１７４２においては、セカンダリＳＬＡプロバイダのユーザー
が新たなサービスプロビジョンディスパッチリクエストをアクセスする。説明にはないが
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、ステップ１７４０～ステップ１７４２はステップ１７２１の説明と同様、システム１０
０内でより厳格に管理／マネジメントすることが可能である。
【０１６０】
　ステップ１７４５においては、セカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーがヒューマンリ
ソースアベラビリティを確認する。ステップ１７４５はリソースアベラビリティが肯定的
な結果である場合に限り説明している。当業者には明らかなように、常にそうであるわけ
では、必ずしもない。しかしながら、本発明の様々な実施例の突出した特徴を明確に示す
ために否定的な結果から生じる処理については省略する。もし、管理されているカレンダ
データに反してリソースアベラビリティが否定された場合、代表的な実施例においては、
システム１００が品質評価指標を取る目的でそのようなセカンダリＳＬＡプロバイダの欠
陥を追跡し、セカンダリＳＬＡプロバイダのリソース能力およびアベラビリティに関する
非効率性の係数を計算する。リソースアベラビリティがあることが検証されると、システ
ム１００は通常、ディスパッチ確認を適切なプライマリＳＬＡプロバイダへと送るように
セカンダリＳＬＡプロバイダをプロンプトする。このプロセスの間、さらなるディテール
が入力、格納され、これが保存されると、表７２中に格納されるデータベースに新たなレ
コードがアップロードされる。
【０１６１】
　ステップ１７４８においては、システム１００がセカンダリＳＬＡプロバイダにヒュー
マンリソースディスパッチ通知をプライマリＳＬＡプロバイダに送付するようにプロンプ
トする。ステップ１７５０においては、セカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーが「ディ
スパッチ確認の提出」コントロールをアクティブ化する。ステップ１７５２においては、
セカンダリＳＬＡプロバイダが追加の入力フィールドを埋め、入力を保存する。ステップ
１７５５においては、セカンダリＳＬＡプロバイダがディスパッチレコードを提出する。
【０１６２】
　ステップ１７４０～ステップ１７５５の間、セカンダリＳＬＡプロバイダはステップ１
７４５においてＳＬＡプロビジョンリソースのＩＤ、派遣時間、そして予想される到着時
間を確立するように強制され、そしてその入力は例えば表７２中に格納される。さらには
、施設へのアクセス、道順などに関するロケーション情報が提供され、そしてこのプロセ
ス中にセカンダリＳＬＡプロバイダによりアクナリッジされる。ステップ１７４０～ステ
ップ１７５５がセカンダリＳＬＡプロバイダにロジスティクス的なレーバー派遣を強制す
るものである分、これらのステップはセカンダリＳＬＡプロバイダに適正なプロビジョン
ディスパッチに向けたＳＬＡクライアントの重要なロジスティクス的情報を提供するもの
でもある。
【０１６３】
　ステップ１７５８～ステップ１７６８は、プライマリＳＬＡプロバイダがＳＬＡクライ
アントに、プロビジョンロケーションへのＳＬＡプロビジョンリソースディスパッチにつ
いて系統的に通知するプロセスを説明するものである。ステップ１７５８においては、シ
ステム１００がプライマリＳＬＡプロバイダにディスパッチレコードについて通知する。
ステップ１７６０においては、プライマリＳＬＡプロバイダがディスパッチ確認レコード
をアクセスし、受領を確認する。ステップ１７６２においては、システム１００がプライ
マリＳＬＡプロバイダに、ディスパッチ確認通知をＳＬＡクライアントへと送るようにプ
ロンプトする。ステップ１７６５においては、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが
「ディスパッチ確認の送付」コントロールをアクティブ化する。ステップ１７６８におい
ては、システム１００がＳＬＡクライアントに通知を送付し、ディスパッチレコードがオ
ンラインで利用可能となる。ステップ１７５８～ステップ１７６０は、所望であれば探索
設定により時間管理およびマネジメントが可能である。ステップ１７５８～ステップ１７
６８のプロセスにより、ＳＬＡクライアントでの問題に始まり、ＳＬＡクライアントのユ
ーザーにプロビジョンリソースの予定到着時間の通知が行くことで終わる一巡が完了する
。
【０１６４】
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　図１８は、ロジスティクス的プロビジョンおよび管理機能をサポートするデータベース
スキーマを描いたものである。当業者には明らかなように、本発明の様々な実施例は、切
望されていた可視性とロジスティクス的コントロールをプロビジョニング努力活動へと導
入するだけではなく、必要とされる人材とコミュニケーションを単一のプラットフォーム
へと統合化する支援データスキーマおよびアプリケーション処理を用いている。明確に説
明はしていないが、様々な実施例においては、自動化を強化した構成設定を確立すること
で系統的なプロビジョニングリクエストおよびレーバーディスパッチを可能とすることが
できる。このようなシナリオは、ＳＬＡクライアントプロビジョニングサービスリクエス
トに対して適切なプライマリＳＬＡプロバイダの人材が対応することができない時に望ま
しい場合が多い。
【０１６５】
　図１９Ａおよび図１９ＢはＳＬＡプロビジョンワークアクナリッジメントおよび品質保
証に適用可能なプロセスを説明するものである。図１９Ａおよび図１９Ｂの説明は、サー
ビスプロビジョンディスパッチの後に続いて発生する対応するプロビジョンアクティビテ
ィの追跡とドキュメンテーションに焦点を置いたものである。セカンダリＳＬＡプロバイ
ダまたはＳＬＡクライアントが、派遣されたプロビジョンリソースがプロビジョンロケー
ションサイトに現れなかったことを通知するためにプライマリＳＬＡプロバイダに連絡す
るというシナリオにおいて、システム１００はそのようなシナリオを取り扱うための機能
を含むものとすることができる。ＳＬＡクライアントのユーザーに、無断欠勤（No-Show
）ワークフロープロセスを起動するための機能を提供すること、またはプライマリＳＬＡ
プロバイダのユーザーとの、例えば電話での直接コミュニケーションにより、既に格納さ
れている現行のプロビジョンワークに適切なデータベースレコードを参照しつつ就労可能
なプロビジョンリソースのレビュー（図１７Ｃ参照）を行うポイントであるステップ１７
２５においてワークフロープロセスを再始動することができる。
【０１６６】
　図１９Ａおよび図１９Ｂの説明は：１）サービスプロビジョンディスパッチリクエスト
に応えて、セカンダリＳＬＡプロバイダのリソースが、例えば実施した仕事、配備された
マテリアル、および時間に関するディテールをシステム１００へと入力するためにサービ
スディスポジションバウチャー機能にアクセスできるようにすること；２）セカンダリＳ
ＬＡプロバイダがサービスディスポジションバウチャーをレビューおよび承認処遇決定用
にプライマリＳＬＡプロバイダへと提出することができるようにすること；３）プライマ
リＳＬＡプロバイダが、セカンダリＳＬＡプロバイダからのサービスディスポジションバ
ウチャーをレビューして承認することができるようにすること；４）プライマリＳＬＡプ
ロバイダがセカンダリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーを参照して
プライマリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーを作成し、これをＳＬ
Ａクライアントにレビューおよび処遇決定用に提出することができるようにすること；５
）ＳＬＡクライアントがプライマリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャ
ーを処理して品質保証評価情報を提供することができるようにすること；そして６）ＳＬ
Ａクライアントのサービスディスポジションバウチャー処理に応えて、プライマリＳＬＡ
プロバイダおよびセカンダリＳＬＡプロバイダへの系統的通知を可能にすること；に焦点
を当てたものである。
【０１６７】
　図１９Ａを参照すると、プロセスフロー１９００はステップ１９０２から始まり、この
ステップにおいてはセカンダリＳＬＡプロバイダのリソースがサービスプロビジョニング
コールアウトを完了する。ステップ１９０４～ステップ１９１８はＳＬＡプロビジョンリ
ソースのサービスディスポジションバウチャーの取り扱いプロセスを説明するものである
。ステップ１９０４においては、セカンダリＳＬＡプロバイダのリソースがメニュー方式
のＧＵＩに入り、「ワークバウチャー」機能を選択する。ステップ１９０６においては、
システム１００がオープンステータスにある全てのプロビジョンディスパッチレコードの
リスト表示レポートを提示する。ＳＬＡプロビジョンリソースに提示されるこのリスト表
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示は、一般に複数の任務（例えばオープンディスパッチレコードが多い場合の複数任務）
を取り扱うことができる。
【０１６８】
　ステップ１９０８においては、ユーザーが所望のプロビジョンレコードを選択する。ス
テップ１９０８にてとったアクションにより、システム１００はステップ１９１０におい
てサービスディスポジションバウチャーＵＩを提示する。ＵＩは通常、プロビジョンディ
スパッチレコードセットにアフィリエイトする関連ディテールの全てを継承している。従
って、ＳＬＡプロビジョンリソースは一般に、実施したサービスプロビジョンワークに適
切なデータ入力を完了する（これはステップ１９１２にて実行される）だけで良いのであ
る。ステップ１９１４の入力の保存においては、システム１００が、例えば表７３～表７
７にあるトランザクションディテールを格納する。
【０１６９】
　バウチャーレコードが保存されると、ＳＬＡプロビジョンリソースはそのバウチャーを
事前設定されたセカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーへと、レビュー用、そしてステッ
プ１９１６および１９１８における後のトランザクション処理用に提出するようにプロン
プトされる。ステップ１９１８においてとられるアクションにより、ステップ１９２０に
おいて事前設定されたセカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーへの通知がトリガされる。
【０１７０】
　ステップ１９２２においては、ユーザーはメニューまたは提供されるリンクから、新た
なプロビジョンバウチャーにアクセスする。ステップ１９２２は、セカンダリＳＬＡプロ
バイダのユーザーがサービスディスポジションバウチャーの処理をすることができる特定
の機能的アプリケーションモジュールに入るプロセスを説明するものである。このアクセ
スは、標準的メニューの利用により、またはそのバウチャートランザクションに適切な特
定のダッシュボード通知リンクをアクティブ化することにより可能となる。
【０１７１】
　ステップ１９２４～ステップ１９３４は、セカンダリＳＬＡプロバイダのサービスディ
スポジションバウチャーの取り扱いについて説明するものである。ステップ１９２４にお
いては、システム１００がユーザーにバウチャーインターフェースＧＵＩを提供する。バ
ウチャーはセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーに記載された値段を含んでい
る。システム１００は、ＳＬＡプロビジョンリソースにより提出されたバウチャー情報と
共に、適切なセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーおよび適切なＰＯ行項目か
ら統合化された情報をセカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーに提示する。ステップ１９
２４は基本的に、セカンダリＳＬＡプロバイダにプロビジョンワークが完了したことを認
識させ、バウチャーに含まれるパーチャスオーダーディテールのレビューを提供する検証
ステップである。
【０１７２】
　ステップ１９２６においては、ユーザーがシステム入力を介してバウチャーディテール
を検証して保存する。ステップ１９２６はセカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーによる
、データベース中に格納された情報の物理的検証である。検証アクションの結果、ステッ
プ１９２８においてシステムはセカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーに何らかの適切な
課税割り当てを入力するようにプロンプトすることになる。課税データ入力または検証が
終わると、課税査定が事前設定されている場合は、セカンダリＳＬＡプロバイダのユーザ
ーはステップ１９３０においてデータ設定を保存する。
【０１７３】
　ステップ１９３２～ステップ１９３４により、設定されたプライマリＳＬＡプロバイダ
のユーザーへとワークアクナリッジメントバウチャーが提出される。ステップ１９３２に
おいては、システム１００がユーザーに、バウチャーをプライマリＳＬＡプロバイダへと
提出するようにプロンプトする。ステップ１９３４においては、ユーザーがバウチャーを
レビュー／承認用にプライマリＳＬＡプロバイダへと提出する。
【０１７４】
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　ステップ１９３６～ステップ１９４４は、プライマリＳＬＡプロバイダがセカンダリＳ
ＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーの提出を受けてレビューおよび処遇
決定を実施するプロセスを説明するものである。ステップ１９３６～ステップ１９３８で
は、設定されたプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが提出されたセカンダリＳＬＡプ
ロバイダサービスディスポジションバウチャーにアクセスすることができるようになる。
ステップ１９３６においては、システム１００がプライマリＳＬＡプロバイダに新たなプ
ロビジョンバウチャーについて通知する。ステップ１９３８においては、プライマリＳＬ
Ａプロバイダのユーザーがメニューまたは提供されるリンクから、新たなプロビジョンバ
ウチャーをアクセスする。
【０１７５】
　ステップ１９４０においては、システム１００がバウチャーインターフェースＧＵＩを
ユーザーに提示する。バウチャーはセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーにて
確立された値段を含んでいる。プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーには通常、適切な
サービスプロビジョンアクティビティはもちろん、セカンダリＳＬＡプロバイダパーチャ
スオーダーにも関連する全ディテールを詳述するレコード表示が提供される。ステップ１
９４２においては、ユーザーはその中に提供されるディテール情報を承認するか、拒否す
るかの選択支を持っている。ステップ１９４４には、提出されたサービスディスポジショ
ンバウチャーが承認されるという肯定的アクションが描かれている。ステップ１９４４の
後、セカンダリＳＬＡプロバイダは、提出したサービスディスポジションバウチャーの承
認について系統的に通知される。
【０１７６】
　ステップ１９４６～ステップ１９５４は、プライマリＳＬＡプロバイダが、承認された
セカンダリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーからの詳細を、適切な
ＳＬＡクライアントパーチャスオーダーデータを引き継ぐ独自のプライマリＳＬＡプロバ
イダサービスディスポジションバウチャーへと統合化することができるプロセスを説明す
るものである。ステップ１９４４においてバウチャーが承認されると、ステップ１９４６
において、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが、例えば提供されたＵＩのコントロ
ールをアクティブ化することにより、新たなサービスディスポジションバウチャーを作成
するようにプロンプトされる。説明するプロセスは、単に説明の便宜上の理由から直線的
性質を持っている。新たなサービスディスポジションバウチャーの作成は、プライマリＳ
ＬＡプロバイダの設定しだいで別の時点、別の人間により、様々な方法で実施することが
できる。ステップ１９４８においてユーザーが新たなサービスディスポジションバウチャ
ーを作成すると、これがサービスディスポジションバウチャーをステップ１９０８～ステ
ップ１９１０で取り扱ったセカンダリＳＬＡプロバイダの場合と類似したデータの統合化
プロセスをトリガすることになる。
【０１７７】
　図１９Ｂを参照すると、ステップ１９５０において、システム１００がユーザーにバウ
チャーインターフェースＧＵＩを提示する。このバウチャーはＳＬＡクライアントパーチ
ャスオーダーで確立された値段を含んでいる。システム１００は、実施された物理的サー
ビスプロビジョンワークに適用可能なディテールと共にＳＬＡクライアントパーチャスオ
ーダーに関連する経理的ディテールを含むプライマリＳＬＡプロバイダサービスディスポ
ジションバウチャーを作成する。
【０１７８】
　ＳＬＡプロビジョンリソースが入力したサービスプロビジョンワークに関するデータ入
力以外については、ＳＬＡクライアントがセカンダリＳＬＡプロバイダに適用可能な関連
ディテールを見なければならないビジネス上の理由が必ずしもあるわけではない。従って
作成される新たなプライマリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーは、
ＳＬＡクライアントとプライマリＳＬＡプロバイダ間の関係に関わるディテールを含むも
のである。
【０１７９】
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　ステップ１９５２～ステップ１９５４は、プライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが完
成したプライマリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーを承認し、ＳＬ
Ａクライアントへと提出するために取るアクションを説明するものである。システム１０
０は新たなプライマリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーを作成する
が、そのデータは、実際は表７３～表７７に含まれるデータのサブセットである。当業者
には明らかなように、参照データベース接続を使って他の単純なデータベース構造により
個別のテーブル中にこのデータを格納して保持することも可能である。
【０１８０】
　ステップ１９５６～ステップ１９８８は、提出されたプライマリＳＬＡプロバイダのサ
ービスディスポジションバウチャーを処理する間、ＳＬＡクライアントが取るステップを
説明するものである。ステップ１９５６においては、システム１００が新たなプロビジョ
ンバウチャーについてＳＬＡクライアントに通知する。ステップ１９５８においては、シ
ステム１００がユーザーにバウチャーインターフェースＧＵＩを提示する。バウチャーは
ＳＬＡクライアントパーチャスオーダーに確立された値段を含んでいる。
【０１８１】
　ステップ１９６０においては、提出されたサービスディスポジションバウチャーを承認
または拒絶するようにＳＬＡクライアントのユーザーがプロンプトされる。明確に説明は
していないが、様々な実施例においては、ＳＬＡクライアントはユーザーの役割とワーク
フローを強化し、承認設定をより複雑かつ堅牢にすることができる。ＳＬＡクライアント
ユーザーがステップ１９６０においてサービスディスポジションバウチャーに含まれる情
報を承認したと想定した場合、ステップ１９６４においてユーザーは、システム１００に
よりステップ１９６４～ステップ１９６６の品質保証査定セッションを始めるコントロー
ルをアクティブ化するようにプロンプトされる。ステップ１９６４においては、システム
１００がＱ／Ａ査定を完成するようにユーザーにプロンプトする。ステップ１９６６にお
いては、ユーザーが「Ｑ／Ａセッション」コントロールをアクティブ化する。Ｑ／Ａセッ
ションが開始されると、システム１００はステップ１９６８においてユーザーにＧＵＩフ
ォームを提示し、ＳＬＡクライアントはサービスプロビジョンワークの品質および適時性
、並びに物理的サービスプロビジョニングに先立つ予備的ロジスティクスの適時性および
管理の容易性を査定することができるようになる。
【０１８２】
　査定が完了すると、ステップ１９７０において、ＳＬＡクライアントはその入力を保存
するようにプロンプトされる。このアクションは、ステップ１９７２におけるシステム１
００の更新およびその後のステップ１９７４における適切なプライマリＳＬＡプロバイダ
およびセカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーへの系統的な承認通知をトリガする。
【０１８３】
　ステップ１９６０において、ＳＬＡクライアントのユーザーがサービスディスポジショ
ンバウチャーを拒絶した場合、処理はステップ１９７８へと進む。この時点からプロビジ
ョニングサービスの状況に関する論議が存在することになるため、ステップ１９７８にお
いては、ＳＬＡクライアントのユーザーは、拒絶査定を完成させるようにプロンプトされ
る。
【０１８４】
　ステップ１９８０においては、システム１００がＳＬＡクライアントのユーザーに、特
定の情報に対する異議申し立てと、その異議の正当性を支持するためのコメント入力の設
定が可能なＧＵＩを提示する。ステップ１９８２においては、ＳＬＡクライアントのユー
ザーが査定を完了し、入力を保存する。このアクションによりシステム１００がトリガさ
れてステップ１９８４においてレコードを格納し、その後のステップ１９８６において適
切なプライマリおよびＳＬＡプロバイダのユーザーに拒絶通知を格納する。ステップ１９
８８は、アプリケーション処理を永久ループにする目的で設計することができる再開点を
表し、ここで調停プロセスを導入することができ、そして入力を複数パーティから取得し
て格納することができる。バウチャー拒絶に関するディテールは、例えば表８１のような
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テーブル中に格納され、拒絶コード自体は例えば表８０のようなテーブル中に格納される
。
【０１８５】
　図２０はＳＬＡプロビジョンワークアクナリッジメントおよび品質保証をサポートする
データベーススキーマを描いたものである。
【０１８６】
　プロビジョンの失敗が、代表的には：１）派遣の非適時性；２）プロビジョン到着の適
時性；または３）プロビジョン失敗；の問題であることを前提とすると、ＳＬＡペナルテ
ィ査定はデータベース比較の問題である。シナリオ１）および２）の場合、ステータスコ
ードマネジメント、日時レコード刻印、およびユーザー検証を系統的に用いることで適切
にプロビジョニングのこれらの側面を監視することが可能である。シナリオ３）の場合、
ペナルティ査定はＳＬＡクライアントのバウチャー処遇決定に応じたものとなる。請求／
支払い機能の問題は、システム１００の経理データ処理機能に関わる。情報スレッドは以
下のようにシーケンスされる。
【０１８７】
　セカンダリＳＬＡプロバイダＰＯレコードに、
　ＳＬＡクライアントコントラクト情報が結び付けられる、
　プロビジョンディテールレコードが結び付けられる、
　ＳＬＡクライアントＰＯレコードが結び付けられる、
　プライマリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッドが結び付けられる、
　セカンダリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッド応答が結び付けられる、
　ＲＦｘビッド落札が結び付けられる。
【０１８８】
　上述の情報スレッドは結果としてＳＬＡプロビジョンカバレッジをもたらす管理上の設
定を完了するものである。
【０１８９】
　続く情報スレッドは以下の通りである。
【０１９０】
　ＳＬＡクライアントサービスディスポジションバウチャー処理に、
　ＳＬＡクライアントサービスプロビジョンリクエスト（プロビジョンディテールレコー
ドを参照して生成される）が結び付けられる、
　プライマリＳＬＡプロバイダサービスプロビジョンディスパッチリクエストが結び付け
られる、
　セカンダリＳＬＡプロバイダサービスプロビジョンディスパッチが結び付けられる、
　プロビジョンリソースサービスディスポジションバウチャーが結び付けられる、
　セカンダリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーが結び付けられる、
　プライマリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーが結び付けられる。
【０１９１】
　以下に説明する様々な要素には：１）承認されたＳＬＡクライアント承認サービスディ
スポジションバウチャーの、設定された系統的抽出；２）プライマリＳＬＡプロバイダか
らＳＬＡクライアントへの請求明細書ファイルの系統的生成；３）セカンダリＳＬＡプロ
バイダからプライマリＳＬＡプロバイダへの請求明細書ファイルの系統的生成；４）ＳＬ
Ａクライアントの支払時に支払い領収書をアップロードするプライマリＳＬＡプロバイダ
支払い受領データ；および５）ＳＬＡクライアントの支払い時に仮定されたセカンダリＳ
ＬＡプロバイダへのプライマリＳＬＡプロバイダ支払い解除；が含まれる。
【０１９２】
　図２１は、請求・支払い機能に適用可能なプロセスを説明するフロー図である。ステッ
プ２１０２～ステップ２１０５は、ＳＬＡクライアントの承認したサービスディスポジシ
ョンバウチャーの基本的抽出を説明するものである。この抽出は、プログラムのセットア
ップ時に設定可能であり、抽出サイクル期間の指定が要求される。抽出レコードセット情
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報は、例えば表８２、表８３のようなテーブル中に格納される。表８３は個々のサービス
ディスポジションバウチャー行項目のＩＤを含んでいる。従ってデータ抽出の条件として
、抽出処理により確実にこのテーブル内でレコードが不在となるため、そのレコードが誤
って繰り返し抽出されることがないのである。明確に説明はしていないが、レコードの抽
出は、特定のレコードセット抽出のために支払い条件や経理サイクルといった可変要因を
導入した、より堅固な方式で設定することもできる。
【０１９３】
　ステップ２１０８～ステップ２１１０は、請求明細書ファイルが基本抽出から生成され
るプロセスを説明するものである。ステップ２１０８においては、システム１００が設定
どおりに各ＳＬＡクライアントの請求明細書ファイルを作成する。ステップ２１１０にお
いては、システム１００が設定どおりに各セカンダリＳＬＡプロバイダの請求明細書ファ
イルを作成する。システム１００は完全ライフサイクルトランザクションで企業中心的で
あるため、明細書ファイルは、プライマリＳＬＡプロバイダに代わってのＳＬＡクライア
ントへの請求、およびセカンダリＳＬＡプロバイダに代わってのプライマリＳＬＡプロバ
イダへの請求の両方について生成される。抽出サイクル期間内において複数のＳＬＡクラ
イアントおよび複数のセカンダリＳＬＡプロバイダとのトランザクションがあった場合、
明細書ファイルは複数となる。
【０１９４】
　ステップ２１１２～ステップ２１２８は、ＳＬＡプロバイダの請求明細書ファイルの取
り扱いを集合的に説明するものである。これらのステップは、指定されたプライマリＳＬ
Ａプロバイダのユーザーがコンパイルされたファイルをアクセスし、レビューすることが
できる制御プロセスを説明している。プロセスは設定可能であり、様々な実施例において
は、プライマリＳＬＡプロバイダがレビューおよびリリース処理を実施しないことを選択
した場合は無視することができる。ステップ２１１２においては、システム１００が、認
可されたプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーに新たな請求明細書ファイルが処理可能
となったことを通知する。ステップ２１１５においては、プライマリＳＬＡプロバイダの
ユーザーが「経理マネジメントモジュール」をアクセスする。ステップ２１１８において
は、プライマリＳＬＡプロバイダが請求明細書ファイルをアクセスする。ステップ２１２
０においては、プライマリＳＬＡプロバイダが新たな請求明細書ファイルを選択する。ス
テップ２１２２においては、システム１００が「請求明細書概要」画面をユーザーに表示
する。ステップ２１２５においては、システム１００が請求明細書ファイルをリリースす
るようにユーザーにプロンプトする。ステップ２１２８においては、ユーザーが請求明細
書ファイルをリリースする。ステップ２１３０においては、システム１００が可変ＳＬＡ
クライアント請求明細書ファイルを生成する。
【０１９５】
　ステップ２１２８において請求明細書ファイルがリリースされると、システム１００は
ステップ２１３０～ステップ２１３２においてパースされたＳＬＡクライアントおよびセ
カンダリＳＬＡプロバイダ請求明細書ファイルの画面を生成する。ステップ２１３５にお
いては、認可されたシステムユーザーに、請求明細書ファイルがレビュー用に閲覧可能と
なったことが通知される。これらのファイルは、システム１００内において認可され、設
定されたユーザーのみに閲覧可能である。通常は特定の企業体に関わるレコードのみが、
その企業体（例えばＳＬＡクライアントまたはセカンダリＳＬＡプロバイダ）のユーザー
により閲覧可能である。ビジネスメソッドがそのようなトランザクションモードを保障す
るものである場合、所望であれば例えばＥＤＩなどを介して明細書ファイルを伝送しても
よい。
【０１９６】
　ステップ２１３８～ステップ２１４８は、セカンダリＳＬＡプロバイダおよびＳＬＡク
ライアントがファイルの受領をアクナリッジするプロセスを説明するものである。ＳＬＡ
クライアントのアクナリッジメントは、いかなる形においてもセカンダリＳＬＡプロバイ
ダファイルの受領アクナリッジメントとは関連していない、即ち独立したものである。Ｅ
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ＤＩおよびＥＦＴ技術があれば、これはサービスディスポジションバウチャー承認に基づ
いて金銭を動かすサイレントトランザクションプロセスとすることができる。結局のとこ
ろ、経理トランザクションは既に様々な承認プロセスを経たであろうソースデータ要素に
限定されているはずなのである。
【０１９７】
　ステップ２１３８においては、認可されたＳＬＡユーザーが経理マネジメントモジュー
ルをアクセスする。ステップ２１４０においては、ＳＬＡクライアントが請求明細書ファ
イルをアクセスする。ステップ２１４２においては、システム１００が請求明細書受領ア
クナリッジメントをプライマリＳＬＡプロバイダに通知する。ステップ２１４５において
は、システム１００がＳＬＡクライアントのユーザーに請求明細書ファイルの受領を検証
するようプロンプトする。ステップ２１４８においては、ＳＬＡクライアントのユーザー
が請求明細書ファイルを検証する。
【０１９８】
　ステップ２１５０においては、ＳＬＡクライアントが契約諸条件に基づいてプライマリ
ＳＬＡプロバイダに支払いを実行する。ステップ２１５２においては、プライマリＳＬＡ
プロバイダが代金受け取りファイルデータをシステム１００にアップロード、または手動
で請求明細書レコードのステータスを「支払い済み」に更新する。ステップ２１５５にお
いては、プライマリＳＬＡプロバイダがセカンダリＳＬＡプロバイダの未決請求明細書レ
ポートを起動する。ステップ２１５８においては、システム１００がユーザーに支払いを
認可するようにプロンプトする。ステップ２１６０においては、ユーザーが支払いを認可
する。ステップ２１６２においては、セカンダリＳＬＡプロバイダに支払いの認可が通知
される。ステップ２１６５においては、プライマリＳＬＡプロバイダが契約諸条件に基づ
いてセカンダリＳＬＡプロバイダに支払いを実行する。ステップ２１６８においては、プ
ライマリＳＬＡプロバイダが代金支払いファイルデータをシステム１００にアップロード
、または手動でセカンダリＳＬＡプロバイダの請求明細書レコードのステータスを「支払
い済み」に更新する。ステップ２１７０においては、支払いデータがオンラインで認可さ
れたユーザーに閲覧可能となる。
【０１９９】
　図２２は請求－支払い機能をサポートするデータベーススキーマを描いたものである。
【０２００】
　図２３は本発明の原理に基づく情報マネジメントおよび意思決定支援機能のマクロレベ
ルの図である。図２３において、システム２３００はマスタデータ処理スループット２３
１０、プロキュアメント処理スループット２３２０、ＳＬＡプロビジョニング処理スルー
プット２３３０および経理処理スループット２３４０を入力として受けるＳＬＡプロビジ
ョニングマネジメントアプリケーションデータベース２３５０を含んでいる。
【０２０１】
　ＳＬＡプロビジョニングマネジメントアプリケーションデータベース２３５０からの出
力には、ＳＬＡクライアントプロビジョン要件プランニング＆戦略的カバレッジアナリテ
ィクス出力２３５５、ＳＬＡプロバイダパフォーマンス数的指標＆進行中の意思決定支援
要件プロビジョニング出力２３６０、契約上のＳＬＡプロビジョニングアナリティクス出
力２３６５、保証＆マテリアルズパフォーマンス分析出力２３７０、そしてＳＬＡプロビ
ジョニング収益性＆経理分析出力２３７５が含まれる。ここで特に出力２３５５を参照す
ると、ＳＬＡクライアントのＳＬＡサービスプロビジョン要件に対応するためにアウトソ
ーシングモードを使うプライマリＳＬＡプロバイダは、そのプロビジョンサービスネット
ワークの最初のセットアップが不適切である場合、失敗のリスクを冒すことになる。
【０２０２】
　様々なプロセスが出力２３５５に固有の意思決定支援機能を可能にする。それらには：
１）コントラクト情報のプロビジョンディテールレコードへの変換；２）ヒューマンリソ
ースプロビジョンスキルプロファイリング；２）プロビジョンディテールレコードへのＳ
ＬＡクライアントロケーションのマッピング；３）セカンダリＳＬＡプロバイダＲＦｘビ
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ッドおよびＳＬＡプロビジョンリソースサブミッタル応答の処理；４）ＳＬＡプロビジョ
ンリソースアサイメント；および５）ＳＬＡプロビジョンリソースカレンダ設定／管理；
が含まれる。この方法は、コントラクトを結んだＳＬＡプロビジョンカバレッジに着手す
る前に、ＳＬＡプロビジョンネットワークのギャップまたは非効率性を特定することがで
きる手段をプライマリＳＬＡプロバイダに提供するものである。プライマリＳＬＡプロバ
イダがアナリティクス用の履歴データを全く持っていない場合、方法は、例えば：１）地
理的カバレッジ；２）スキル習熟度カバレッジ；または３）時間フレームカバレッジに基
づいて潜在するＳＬＡプロビジョン欠陥を特定するために利用することができる。一方、
プライマリＳＬＡプロバイダが分析時にＳＬＡサービスプロビジョン頻度についての既存
データを持っていた場合、より詳細な、様々な視点を作ることでプロビジョンギャップの
特定範囲を広げることができる。
【０２０３】
　リスク特定意思決定支援モードの値は、カバレッジネットワーク設定時にその利用とい
う域を大きく超える。プロビジョンネットワークが設定されると、特定のプロビジョンデ
ィテールレコード／ＰＯにアフィリエイトする全ての割り当てられたリソースがブラック
アウト状態である場合にプライマリＳＬＡプロバイダへと系統的に通知するアラームモニ
タを設定することができる。
【０２０４】
　次に出力２３６０に移ると、様々なプロセスがＳＬＡプロビジョンのパフォーマンス分
析を可能にしている。プロセスには：１）プロビジョンディテールレコードにアフィリエ
イトするＳＬＡプロビジョン応答時間フレームの指定；２）プロビジョンディテールレコ
ードにアフィリエイトするオンラインＳＬＡクライアントサービスプロビジョンリクエス
トの処理；３）追跡したプライマリＳＬＡプロバイダサービスプロビジョンリクエストの
処理；４）追跡したセカンダリＳＬＡプロバイダサービスプロビジョンディスパッチリク
エストの処理；５）追跡したセカンダリＳＬＡプロバイダサービスプロビジョンディスパ
ッチの処理；６）ＳＬＡプロビジョンリソースサービスディスポジションバウチャーの処
理；７）セカンダリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーの処理；８）
プライマリＳＬＡプロバイダサービスディスポジションバウチャーの処理；そして９）Ｓ
ＬＡクライアントサービスディスポジションバウチャーの処理；が含まれる。これらのプ
ロセスは、ＳＬＡプロビジョンのパフォーマンスを適正に追跡してマネジメントするため
に必要なディテールを取得する手段を提供する。当業者には明らかなように、サービスプ
ロビジョンライフサイクルという文脈において、ＳＬＡサービスプロビジョニングはＳＬ
Ａクライアントサービスリクエストから始まり、プロビジョンサービスワークの品質に関
する評価が下されることで終わる。この文脈で見た場合、ライフサイクルは計測および分
析可能な補助機能群へと分割することができる。様々な実施例は以下に関する数量化およ
びアナリティクスを可能とするものであるが限定するものではない：１）ＳＬＡプロビジ
ョン時間フレーム上の目標に対するプライマリＳＬＡプロバイダの影響；２）ＳＬＡプロ
ビジョン時間フレーム上の目標に対するセカンダリＳＬＡプロバイダの影響；３）ＳＬＡ
プロビジョン時間フレーム上の目標に対するＳＬＡプロビジョンリソースの影響；４）Ｓ
ＬＡプロビジョンサービス上の目標に対するＳＬＡプロビジョンリソースの影響；および
５）ＳＬＡクライアントの満足度／不満足度。分析はセカンダリＳＬＡプロバイダのマク
ロ的パフォーマンス（例えば企業体としての）、またはミクロ的パフォーマンス（例えば
個々のプロビジョンリソースのパフォーマンス）について実施することができる。
【０２０５】
　次に出力２３６５に移ると、様々なプロセスが契約上のＳＬＡプロビジョニングアナリ
ティクスを可能にする。プロバイダのパフォーマンスに重点を置く出力２３６０とは対照
的に、出力２３６５は契約ＳＬＡパフォーマンスを、例えばＳＬＡノンプロビジョンペナ
ルティおよびＳＬＡプロビジョン目標数的指標に目を向けた、逆の視点に重点を置いたも
のである。ＳＬＡプロビジョンパフォーマンスは、例えば１つの製品および／またはサー
ビスおよび／または企業内ビジネス組織に特定的な複数のＳＬＡクライアント契約につい
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パフォーマンスの視点からなど、様々な側面から見ることができる。
【０２０６】
　さらには様々な実施例において、プライマリＳＬＡプロバイダは独自の視点からコント
ラクトを見ることができる。スキルプロファイリング機能およびデータベース主導型ＳＬ
Ａ応答時間フレームコードのおかげで、具体的に似た製品および／またはサービスのカバ
レッジを伴うＳＬＡクライアント契約の類似点および相違点を容易に指摘することができ
るコントラクト比較視野が可能となる。ＳＬＡコントラクトは、ＳＬＡクライアントによ
って異なる場合が多い。一部の相違は小さく、また一部の相違は大きい可能性がある。様
々な実施例は、レビューおよび分析用にこれらの相違点を好適な方法で浮き彫りにする手
段を提供するものである。
【０２０７】
　特定の地域または、例えばテレコミュニケーションなどの特定産業におけるＳＬＡクラ
イアントとのＳＬＡコントラクトが含むプロビジョン応答時間フレームは、他の適切なＳ
ＬＡ契約の半分である。この大きな差は、例えば特定の販売組織、または繰越のコントラ
クト条件に関連するものである可能性がある。さらには、様々な実施例はそれら相違の影
響に関する直接的な数的指標出力を提供するものである。システムの目的は、プライマリ
ＳＬＡプロバイダにＳＬＡコントラクトプロビジョンを識別するだけではない、必要とさ
れるあらゆる視野を提供することである。
【０２０８】
　次に出力ステップ２３７０に目を向けると、契約パラメータ分析と同様の方式で、特定
のサービスおよびマテリアル保証パラメータを追跡し、マネジメントすることができる。
次にステップ２３７５に移ると、ＳＬＡプロビジョニング収益性＆経理分析出力とは、例
えば契約額、セカンダリＳＬＡ額、ＳＬＡプロビジョンペナルティおよびマテリアルコス
トに関わるものである。アナリティクスは、結果的な経理上のビジネスパフォーマンスを
向上することを究極の目的として実現されたものである。
【０２０９】
　本発明の実施例は、例えばハードウェア、ソフトウェア（例えばプロセッサにより起動
され、コンピュータ可読命令を実行するもの）、またはそれらの組み合わせとして実現可
能である。コンピュータ可読命令とは、例えばランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）などの
メモリに記憶された、または例えばリードオンリーメモリ（ＲＯＭ）などの記憶媒体から
ロードされるプログラムコードである。例えばプロセッサは、本発明の原理に基づく一連
のステップを実施するように適合したソフトウェアを実行させるように動作可能である。
ソフトウェアは、例えばディスクドライブ装置中の磁気ディスクなど、コンピュータ可読
媒体上に記憶されるように適合したものとすることができる。コンピュータ可読媒体には
、例えばフラッシュメモリカード、ＥＥＰＲＯＭ型メモリ、バブルメモリ記憶装置、また
はＲＯＭ記憶装置が含まれる。本発明の原理に基づいて実行するように適合したソフトウ
ェアはさらに、スタティックまたはダイナミック主要メモリ中、またはプロセッサ中のフ
ァームウェア（例えばマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、またはマイクロコン
ピュータの内部メモリ）に全体的または部分的に記憶されたものであってもよい。
【０２１０】
　例示した表１～表９１は以下の通りである。
【０２１１】
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【表２】

【０２１３】



(62) JP 2009-503733 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

【表３】
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【表４】
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【表５】

【０２１６】
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【表６】
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【表７】
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【表９】

【０２２０】
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【表１１】
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　＜表の簡単な説明＞
　（表１）プライマリＳＬＡプロバイダのＩＤおよび一般ビジネスデータを収容するスト
レージテーブル例を示す。
【０３０３】
　（表２）ＳＬＡプライマリプロバイダに関わるユーザーのＩＤおよび一般情報を収容す
るストレージテーブル例を示す。
【０３０４】
　（表３）様々なＳＬＡプロビジョンタイプ（SLA Provision Types）のＩＤを収容する
ストレージテーブル例を示す。
【０３０５】
　（表４）様々なＳＬＡプロビジョンレーバータイプ（SLA Provision Labor Types）の
ＩＤを収容するストレージテーブル例を示す。
【０３０６】
　（表５）様々なＳＬＡプロビジョン応答時間（Response Time）計測値のＩＤを収容す
るストレージテーブル例を示す。
【０３０７】
　（表６）ＳＬＡマテリアルのＩＤおよびプロパティを収容するストレージテーブル例を
示す。
【０３０８】
　（表７）ＳＬＡマテリアルおよびロケーションのマッピング関係を収容するストレージ
テーブル例を示す。
【０３０９】
　（表８）物理的サイトロケーションのＩＤおよびプロパティを収容するストレージテー
ブル例を示す。
【０３１０】
　（表９）表８に格納される物理的サイトロケーションタイプのＩＤを収容するストレー
ジテーブル例を示す。
【０３１１】
　（表１０～表１３）システム内に格納された地理的ロケーションのＩＤおよび関係を収
容する階層的／リレーショナル的ストレージテーブル例を示す。
【０３１２】
　（表１４～表２２）システム内のレーバースキル／属性プロファイリングデータを収容
する階層的／リレーショナル的ストレージテーブル例を示す。
【０３１３】
　（表２３～表２５）プライマリＳＬＡプロバイダの作成したＳＬＡプロビジョンレーバ
ープロフィールおよび関連するスキル／属性のＩＤを収容するストレージテーブル例を示
す。
【０３１４】
　（表２６）ＳＬＡプロビジョンレーバープロフィールおよびＳＬＡマテリアルマスタレ
コード間のマッピング関係および習熟度要件を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３１５】
　（表２７）ＳＬＡクライアントに関わる一般ビジネス情報を収容するストレージテーブ
ル例を示す。
【０３１６】
　（表２８）ＳＬＡクライアントコントラクトに関わる関連詳細を収容するストレージテ
ーブル例を示す。
【０３１７】
　（表２９）ＳＬＡクライアントのユーザーに関わる関連詳細を収容するストレージテー
ブル例を示す。
【０３１８】
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　（表３０）ＳＬＡクライアントサービスプロビジョンレコードに関する関連詳細を収容
するストレージテーブル例を示す。
【０３１９】
　（表３１）ＳＬＡクライアントサービスプロビジョンマテリアルレコードに関する関連
ディテールおよび表３０中に格納された関連するサービスプロビジョンレコードとのマッ
ピング関係を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３２０】
　（表３２）ＳＬＡクライアントサービスプロビジョンレコードおよびシステム格納され
たＳＬＡプロビジョンレーバープロフィール間のマッピング関係を収容するストレージテ
ーブル例を示す。
【０３２１】
　（表３３）ＳＬＡプロビジョンディテールレコードおよび物理ロケーション間のマッピ
ング関係を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３２２】
　（表３４～表３６）プライマリＳＬＡプロバイダおよびＳＬＡクライアント間のパーチ
ャスオーダーに関するディテールを収容するストレージテーブル例を示す。
【０３２３】
　（表３７，表３８）プライマリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッドに関するディテールを収
容するストレージテーブル例を示す。
【０３２４】
　（表３９）ＳＬＡクライアントプロビジョンディテールレコードおよびプライマリＳＬ
ＡプロバイダＲＦｘビッド間のマッピング関係を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３２５】
　（表４０）セカンダリＳＬＡプロバイダに適用可能なＩＤおよび一般ビジネス情報を収
容するストレージテーブル例を示す。
【０３２６】
　（表４１）セカンダリＳＬＡプロバイダのユーザーに適用可能なＩＤおよび一般ビジネ
ス情報を収容するストレージテーブル例を示す
　（表４２～表４６）セカンダリＳＬＡプロバイダの提供するＳＬＡレーバープロビジョ
ンプロフィールビジネスファミリおよびこれに適用可能な地理的カバレッジ領域のＩＤを
収容するストレージテーブル例を示す。
【０３２７】
　（表４７）セカンダリＳＬＡプロバイダに対して掲示するＲＦｘビッドに関わるディテ
ールを収容するストレージテーブル例を示す。
【０３２８】
　（表４８，表４９）セカンダリＳＬＡプロバイダＲＦｘビッド応答に適用可能なディテ
ールを収容するストレージテーブル例を示す。
【０３２９】
　（表５０）ＲＦｘビッド応答プロセスの過程においてセカンダリＳＬＡプロバイダが提
出するヒューマンリソースプロビジョン候補に関わるディテールを収容するストレージテ
ーブル例を示す。
【０３３０】
　（表５１，表５２）プライマリＳＬＡプロバイダおよびセカンダリＳＬＡプロバイダ間
のパーチャスオーダーに適用可能な詳細を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３３１】
　（表５３）サービスプロビジョンレーバーリソースに適用可能なＩＤおよびディテール
を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３３２】
　（表５４）個別のサービスプロビジョンレーバーリソースに適用可能な仕事（Assignme
nt）のディテールを収容するストレージテーブル例を示す。
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【０３３３】
　（表５５～表５７）サービスプロビジョンレーバーリソースのカレンダ／時間アベラビ
リティに関わる情報を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３３４】
　（表５８～表６３）カレンダシステムが使用する基本ソースデータを収容するストレー
ジテーブル例を示す。
【０３３５】
　（表６４～表６６）ＳＬＡプロビジョンサービスリクエストに適用可能なＩＤおよび詳
細を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３３６】
　（表６７）ＳＬＡプロビジョンサービスリクエストと共に使用することができるステー
タスコードを収容するストレージテーブル例を示す。
【０３３７】
　（表６８）プロビジョンディスパッチリクエストに関わるＩＤおよび基本ディテールを
収容するマスターストレージテーブル例を示す。
【０３３８】
　（表６９）ＳＬＡプロビジョンサービスリクエストと共にＳＬＡリソースアベラビリテ
ィに関わるディテールを収容するストレージテーブル例を示す。
【０３３９】
　（表７０）プロセスの過程でプライマリＳＬＡプロバイダのユーザーが利用することの
できるＳＬＡリソース優先順位オプションを収容するストレージテーブル例を示しており
、その値は表６８に格納される。
【０３４０】
　（表７１）ＳＬＡプロビジョンサービスリクエストのライフサイクル中に、これに適用
可能な潜在的ステータスコードを収容するストレージテーブル例を示すものであって、そ
の値は表６８中に格納される。
【０３４１】
　（表７２）プロビジョンディスパッチリクエストに関する特定のディテールを収容する
ストレージテーブル例を示す。
【０３４２】
　（表７３）ＳＬＡプロビジョンバウチャーに関するＩＤおよび基本ディテールを収容す
るマスターストレージテーブル例を示す。
【０３４３】
　（表７４）ＳＬＡプロビジョンバウチャーに適用可能なサービスディテールを収容する
ストレージテーブル例を示す。
【０３４４】
　（表７５）ＳＬＡプロビジョンバウチャーに適用可能なマテリアルディテールを収容す
るストレージテーブル例を示す。
【０３４５】
　（表７６）ＳＬＡプロビジョンバウチャー項目に適用可能な潜在的プロビジョン結果（
Provision Outcome）の処遇決定タイプを収容するストレージテーブル例を示す。
【０３４６】
　（表７７）ＳＬＡプロビジョンバウチャーのライフサイクル中に、これに適用可能な潜
在的ステータスコードを収容するストレージテーブル例を示す。
【０３４７】
　（表７８）ＳＬＡプロビジョンバウチャー項目に適用可能な潜在的品質パフォーマンス
処遇決定コードを収容するストレージテーブル例を示す。
【０３４８】
　（表７９）ＳＬＡプロビジョンバウチャー項目に適用可能な潜在的管理パフォーマンス
処遇決定コードを収容するストレージテーブル例を示す。
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【０３４９】
　（表８０）ＳＬＡプロビジョンバウチャーのレビュー中にＳＬＡクライアントが利用す
るプライマリデクライン（一次拒絶）コードのＩＤを収容するストレージテーブル例を示
す。
【０３５０】
　（表８１）拒絶されたＳＬＡプロビジョンバウチャーに関するディテールを収容するス
トレージテーブル例を示す。
【０３５１】
　（表８２）承認されたＳＬＡバウチャー抽出バッチファイルに関するＩＤおよび基本情
報を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３５２】
　（表８３）承認されたＳＬＡバウチャー抽出バッチファイルに関係する特定のレコード
に関わるＩＤおよび基本情報を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３５３】
　（表８４）ＳＬＡクライアント請求明細書－請求書ファイルに関するＩＤおよび基本情
報を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３５４】
　（表８５）ＳＬＡクライアント請求明細書－請求書ファイルに関係する特定のレコード
に関わるＩＤおよび情報を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３５５】
　（表８６）セカンダリＳＬＡプロバイダ請求明細書－請求書ファイルに関するＩＤおよ
び基本情報を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３５６】
　（表８７）セカンダリＳＬＡプロバイダ請求明細書－請求書ファイルに関係する特定の
レコードに関わるＩＤおよび情報を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３５７】
　（表８８）様々なＳＬＡクライアントプロビジョンカバレッジ期間のＩＤを収容するス
トレージテーブル例を示す。
【０３５８】
　（表８９）ＳＬＡクライアントにサービスを提供する過程でレーバーリソースが課すこ
とができる様々なＳＬＡプロビジョン費用タイプのＩＤを収容するストレージテーブル例
を示す。
【０３５９】
　（表９０）特定のＳＬＡクライアントプロビジョンカバレッジ期間に適用可能なセカン
ダリＳＬＡプロバイダビッド応答請求料率の値を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３６０】
　（表９１）特定のＳＬＡプロビジョン費用タイプに適用可能なセカンダリＳＬＡプロバ
イダビッド応答請求料率の値を収容するストレージテーブル例を示す。
【０３６１】
　上述した詳細な説明は、本発明の実施例のものである。本発明の範囲は、この説明によ
り必ずしも限定されるものではない。本発明の範囲は、本願請求項およびその同等物によ
ってのみ定義されるものである。
【図面の簡単な説明】
【０３６２】
【図１】物理的な通信／データネットワークのハイレベルブロック図である。
【図２Ａ】アウトソーシングしたサービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）および非ＳＬ
Ａデリバラブルをマネジメントするシステムおよび方法のハイレベルフロー図である。
【図２Ｂ】アウトソーシングしたサービスレベルアグリーメント（ＳＬＡ）および非ＳＬ
Ａデリバラブルをマネジメントするシステムおよび方法のハイレベルフロー図である。
【図３】プライマリＳＬＡプロバイダのユーザー用ウェブホームページの説明図である。
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【図４】ＳＬＡクライアントマスタデータ機能のハイレベル機能性を説明するフロー図で
ある。
【図５】ＳＬＡプロビジョンレーバープロフィールの作成およびライブラリへの格納のプ
ロセスを説明するフロー図である。
【図６】ＳＬＡプロビジョンマテリアルの作成およびライブラリへの格納のプロセスを説
明するフロー図である。
【図７】ＳＬＡプロビジョンレコードに関わる作成および格納プロセスを説明するフロー
図である。
【図８】ＳＬＡクライアントパーチャスオーダーに関わる作成および格納プロセスを説明
するフロー図である。
【図９】マスタデータ機能をサポートするデータベーススキーマを描いたものである。
【図１０】セカンダリＳＬＡプロバイダシステムのイネーブルメントプロセスを説明する
フロー図である。
【図１１】１つ以上のセカンダリＳＬＡプロバイダパーチャスオーダーに関連付けられて
いないＳＬＡプロビジョンディテールレコードの詳細を示すサンプル出力である。
【図１２Ａ】アウトソースされたセカンダリＳＬＡサービスプロビジョンのプロキュアメ
ントに適用可能なハイレベルプロセスを説明するフロー図である。
【図１２Ｂ】アウトソースされたセカンダリＳＬＡサービスプロビジョンのプロキュアメ
ントに適用可能なハイレベルプロセスを説明するフロー図である。
【図１３】プロキュアメント機能をサポートするデータベーススキーマを描いたものであ
る。
【図１４Ａ】ヒューマンリソースサービスプロビジョンマネジメントに適用可能なハイレ
ベルプロセスを説明するフロー図である。
【図１４Ｂ】ヒューマンリソースサービスプロビジョンマネジメントに適用可能なハイレ
ベルプロセスを説明するフロー図である。
【図１５】ヒューマンリソースカレンダ設定プロセスを説明するフロー図である。
【図１６】ヒューマンリソースサービスプロビジョンマネジメント機能をサポートするデ
ータベーススキーマを描いたものである。
【図１７Ａ】ロジスティック的プロビジョンおよび管理機能に適用可能なプロセスフロー
を説明するフロー図である。
【図１７Ｂ】図１７Ａのプロセスフローに関連して使うための、アクティブなコントロー
ル群を埋め込んだインターフェースを描いたものである。
【図１７Ｃ】図１７Ａのプロセスフローに関連して使うための、アクティブなコントロー
ル群を埋め込んだインターフェースを描いたものである。
【図１８】ロジスティクス的プロビジョンおよび管理機能をサポートするデータベースス
キーマを描いたものである。
【図１９Ａ】ＳＬＡプロビジョンワークアクナリッジメントおよび品質保証に適用可能な
プロセスを説明する図である。
【図１９Ｂ】ＳＬＡプロビジョンワークアクナリッジメントおよび品質保証に適用可能な
プロセスを説明する図である。
【図２０】ＳＬＡプロビジョンワークアクナリッジメントおよび品質保証をサポートする
データベーススキーマを描いたものである。
【図２１】請求－支払い機能に適用可能なプロセスを説明するフロー図である。
【図２２】請求－支払い機能をサポートするデータベーススキーマを描いたものである。
【図２３】情報マネジメントおよび意思決定支援機能のマクロレベルの図である。
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