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■ 論文要旨 ■ 

運用部門では、新規業務システムの運用を受け入れる際、様々な課題やリスク（負

債）を背負ってサービス開始することが少なくない。また、運用開始後の業務改善が

なかなか進まないという悩みも、多くの運用組織に共通する課題であると考える。 

そこで、昨今では、運用部門が“受け身”イメージを脱却し、積極的に上流工程に

関わることで、サービス全体の品質向上やコスト削減を図るという考え方が、多くの

企業・情報システム部門に支持され、様々な取り組みが行われている。 

当社プリントセンターでは、新規業務のスムーズな運用サービスの開始と、初期ト

ラブルの撲滅を目指し、受入基準の策定と、ITIL で定義される CAB ミーティングを実

践的に応用した会議体の立ち上げを行った。運用部門のナレッジを開発や初期構築に

反映させる仕組みは、他の運用現場にも適用可能であり、効果を期待できる。
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１．はじめに 

情報システムにおける運用業務では、新規業務システムの運用を受け入れる際、フェー

ルセーフに対する考慮不足、セキュリティ事故防止のためのリスク対策、非効率な作業手

順の作りこみによるオペレーション品質の低下など、様々な課題やリスク（負債）を背負

って本運用サービスを開始することが少なくない。このような状況を背景として、運用コ

ストの増大、オペレーションミスによる初期トラブルや人的障害といった問題が発生する。 

こうした問題に対し、運用開始後に、トラブル未然防止の観点で改善のための投資や顧

客を巻込んだ是正を行うことは、コストや安定稼働優先などの理由から困難となっている。 

運用開始後の抜本的改善が困難である以上、運用開始前に課題解決にあたる必要がある

が、開発・設計部門（プロジェクト）の受入審査の中で運用リスクに対応できることは稀

である。主な理由としては、開発・設計部門（プロジェクト）と運用組織双方の共通理解

が浅く、連携が上手くいかない点、顧客要件が最優先事項で、運用現場からの要望への優

先順位が下げられてしまう点などが挙げられる。つまり、新規業務の受入時の問題への対

策にあたっては、開発・設計部門（プロジェクト）の受入審査のみに頼るのではなく、運

用組織による自衛能力が求められると考える。 

本論文では、当社（富士通エフ・アイ・ピー）の提供している BPO（ビジネスプロセス

アウトソーシング）サービスの拠点であるプリントセンターの改善事例を通し、運用視点

での ICTサービスにおける受入審査のあり方について考察した。 

 

２．背景 

 ２．１ 運用組織に共通する課題  

情報システムにおける運用業務では、新規業務の本運用サービス開始にあたり、多くの

課題やリスク（負債）を抱えたまま運用プロジェクトに移行されるケースが多い。 

以下に、その例を挙げる。 

例１） 商談時点での見積もり条件に変更が発生し、受入準備の遅延や、予定運用コスト

との隔離が発生する。 

例２） 受入準備不足のまま本運用サービスが開始することで、ドキュメントの整備、オ

ペレータへの教育などが本運用サービス開始後にずれ込み、オペレーションの品質

が低下し、初期トラブルが発生する。 

例３） ヒューマンエラーのリスクを考慮しない運用の作りこみが原因で、オペレーショ

ンの品質が低下し、人的障害が発生する。 

例４） 初期トラブルや人的障害への対応、内製努力による運用改善の実施などが原因で

工数が膨らみ、人件費や運用コストの増大が発生する。 

 

 ２．２ 弊社プリントセンターにおける品質向上への取り組み  

当社のビジネスオペレーションセンターは、帳票プリントサービスを主業務としており、

印刷データの受領から、帳票印刷、後加工、発送までをワンストップで提供している。 

ビジネスオペレーションセンターでは、プリント運用を出力、製本、仕分け、納品の４

工程に分け、それぞれの工程における基本動作を作業標準として定義している。作業標準
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を既存業務の全運用へ水平展開することで、オペレーションを最適化し、品質の向上を図

ってきた。 

また、作業標準のマネジメント手法として、ITIL ベースのインシデント・問題管理、変

更・リリース管理、ナレッジ管理を採用することで、作業標準の継続的な改善を実施して

いる（図１ 参照）。 

 

図１ 作業標準による品質向上への取り組み 

しかし、新規業務受入においては、作業標準に適合しないまま本運用サービスが開始さ

れることが多々あった。弊社では、新規業務の受入にあたり、商談審査会や監査組織によ

るチェック機能を持つが、運用設計や移管における課題解決やリスクヘッジを担保するも

のではない。そのため、開発・設計部門（プロジェクト）に頼った受入審査を実施しても、

作業標準に沿ったオペレーションを前提とした運用設計、構築は望むことができず、既存

の受入審査による品質向上に限界を感じていた。 

 

３．従来の施策と問題点 

ビジネスオペレーションセンターにおけるプリント運用では、新規業務システムの運用

を受け入れる際、商談時の見積もり条件が変更されることで運用コストが嵩んでしまった

り、受入準備不足や煩雑な運用の作りこみによってオペレーションの品質が保てなくなる

といった問題が見られた。 

 

 ３．１ 従来の施策  

従来とってきた施策は、大きく分けて、以下の二つに分類できる。 

① 開発・設計部門（プロジェクト）への協力依頼 

開発・設計部門（プロジェクト）に要望の申し入れを行う。 

② 開発・設計部門（プロジェクト）への運用要員の参画 

運用組織のナレッジを開発・設計部門（プロジェクト）に反映するために、開発・

設計部門（プロジェクト）に、運用要員を参画させる。 
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 ３．２ 従来の施策の問題点  

前述の対策におけるそれぞれの問題点は、以下のとおりである。 

① 開発・設計部門（プロジェクト）への協力依頼 

開発・設計部門（プロジェクト）メンバーにプリントサービスに関するスキル保

有者が不足している場合は、意思の疎通が図れず、運用組織の要望を汲み取っても

らうことができない。 

また、開発・設計部門（プロジェクト）メンバーでは、運用イメージが見えづら

く、運用リスクへの意識が希薄になってしまうことから、対策にモレや不備が残っ

てしまうケースが多い。 

② 開発・設計部門（プロジェクト）への運用要員の参画 

開発・設計部門（プロジェクト）に参画した運用要員が発言しても、その運用要

員個人の見解として押し切られてしまうケースや、顧客要求が優先されてしまうケ

ースが多く、上手く立ち回ることは難しい。 

更に、開発・設計部門（プロジェクト）に対しナレッジを提供できるスキルをも

った運用要員数にも限りがあり、現実的な対策とは言い難い。 

 

以上のことから、開発・設計部門（プロジェクト）による受入審査に対してアプローチ

を行っても、抜本的な改善は困難であると考える。そもそも、運用組織が主体となって、

開発・設計部門（プロジェクト）による受入審査の仕組みを変えるのは、非常に難しいの

が実態である。何故なら、組織レベルでの見直しや、商談から運用までのプロセス全体の

見直しが必要になり、更に、様々なステークホルダー（社内の各部門、顧客、各種協力ベ

ンダーなど）の了解や協力も必要となるからである。 

そこで、従来の受入審査とは異なる、運用起点でのサービス向上施策を模索した。 

 

４．解決に向けてのアプローチ 

運用起点でのサービス向上の実践にあたり、新規業務を作業標準に適用させ、オペレー

ションの最適化を図ることが重要となる。 

そのために、新規業務と作業標準を照らし合わせるための受入基準を作成し、受入基準

への確実な適応を推進するための会議体の立ち上げを行い、これらの維持管理を進めるこ

とで、サービス向上を図った。 

 

 ４．１ 受入基準の策定  

新規業務を作業標準と照らし合わせるための鏡として、受入基準を策定した。新規業務

を受入基準に適合させることで、同時に作業標準を満たすことが可能となる。 

 

 ４．１．１ 項目の選定  

作業標準として定義されている出力、製本、仕分け、納品の各工程それぞれについて受

入基準の項目を策定することで、作業フェーズごとに求められる条件の見える化を実施し

た。また、業務コントロールにおいて重要となるスケジュール管理や、作業標準では定義

できない業務固有の注意事項なども作業フェーズとして受入基準に盛り込むことで、項目
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のモレや抜けを防いでいる（表１ 参照）。 

 

                             表１ 受入基準の項目（抜粋） 

 

 

 ４．１．２ 受入基準への適合  

受入基準への適合状況は、チェックシート形式で、三つのステータス「適」「不適」

「対象外」のいずれかとして表される。「不適」だった項目については、不適合とされる

内容及びその対策（代替／改善）方法を明記し、実施していくことで、受入基準への適合

を推進していくことが可能である。更に、受入基準をセルフチェックシートとして活用す

ることで、新規業務の運用リスクの事前洗い出しや、その対応策の検討に、運用要員個人

で取り組むことができる。 

また、本受入基準への適合は、次で述べる CAB ミーティングにて、重要事項として推進

している。 

 

 ４．２ CABミーティングの実践適用  

運用・保守のベストプラクティスとされる ITIL（V３ サービスオペレーション）では、

変更管理プロセスの中で、影響度（インパクト）の大きい変更要求（RFC：Request for 

Change）を審査、承認するための組織体として CAB ミーティング（変更諮問委員会）が定

義されている。 

しかし、顧客への影響がダイレクトに出るプリントオペレーション作業の運用プロジェ

クトにおいては、現実問題として、新規業務の受入を却下する（承認しない）という選択

肢はない。そのため、ITIL で定義された、新規業務受入の承認プロセスとしての CAB ミー

ティングは機能させることができず、過去に CAB ミーティングの実践は行ってこなかった。 

そこで、CAB ミーティングの効果をより高めるために、再定義を行い、運用組織におい

ても実践可能な形に落とし込んだ。 
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 ４．２．１ 基本方針の策定  

基本方針を「運用開始に向けて、構築プロジェクトと運用プロジェクトが、双方の合意

をもって推進する場とする」と策定した。承認／却下ではなく、スムーズな本運用開始が

目的であることから、運用組織が開発・設計部門（プロジェクト）に対して、積極的にノ

ウハウ提供を行い、双方が課題解決にあたることが重要である。 

 

 ４．２．２ 開催タイミングの設定  

CABミーティングの開催タイミングは、標準で３回設定している（図２ 参照）。 

 

図２ CABミーティングの開催タイミング 

手戻り発生による作業の遅延を防ぐために、本運用サービス開始前だけでなく、各プロ

セス（商談、設計、構築）の節目ごとに開催タイミングを設定している。各開催タイミン

グの主なレビュー内容は下記のとおりである。 

① 商談受注時 

見積もり内容、受注条件、プロジェクト計画についてのレビューを行う。インフ

ラやミドルウェアの選定、サービスレベルの設定などはこのタイミングで行われる

ことが多く、運用の要件に直結する部分であるといえる。 

② 設計完了前 

設計概要についてのレビューや受入条件適合審査を行う。具体的なオペレーショ

ン手順の検討を通して、運用リスクの洗い出しとその回避策を立てる。 

③ 本運用開始前 

運用テスト状況、受入準備状況の確認を行う。本運用サービス開始に向けた最終

確認の場となる。必要に応じて、テスト要員の参画や、手順書類の作成支援などの

サポートを行う。 

 

 ４．２．３ CABメンバーの選定  

CAB のメンバーは、開催タイミングや業務内容・規模などによって異なるが、主なメン

バー構成と各役割は、以下のようになる。 

① センター長 

運用組織の最終責任者。 

② サービスマネージャー 

顧客別の業務（サービス）責任者または担当者。 

③ オペレーション管理責任者 

オペレーションの実行責任者。 

④ 設備管理グループ責任者 

共用／専用設備、環境、課金データの管理責任者。 
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⑤ 品質保証グループ責任者 

変更管理マネージャー、受入基準管理者。CAB 運営の責任者として、開催タイミン

グの見極め、メンバーの選定・収集、レビューで挙げられた指摘事項の優先度の分

類なども行う。 

  

役割が分担された組織では、それぞれのステークホルダーの意見を運用設計に反映させ

るために、各役割を担う有識者が CAB ミーティングに参加し、それぞれの観点からレビュ

ーを実施することが重要である。 

 

 ４．２．４ RFCの評価基準の定義  

業務の変更要求（RFC）の評価基準を、運用の視点／ビジネスの視点を基に定めた（図３ 

参照）。 

 

図３ CABミーティングによる RFCの評価イメージ 

（１）運用の視点 

「運用が可能か否か」だけではなく、受入基準に照らし合わせて、作業標準に則った、

効率的かつ障害を起こさない視点での評価、改善を行う。 

主なレビュー内容を下記に挙げる。 

 業務フロー（業務概要） 

 処理サイクル、量、ピーク性、予定工数 

 使用ツール、プリンタ、加工機器 

 受入基準の適合可否、不適合時の代替方法検討 

 作業標準の適用（センター標準、類似標準業務、独自） 

 責任分界、セキュリティリスク 

 報告書、請求事務、集計ツール 

 引継、教育計画 
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（２）ビジネスの視点 

より収益を上げるため、コストを抑制するための方策を検討、共有する。 

主なレビュー内容を下記に挙げる。 

 売上額、予定原価率、予定原価構成 

 専用設備有無、共用設備への誘導可否検討 

 再委託ベンダーの選定／承認、内製化検討 

 他サービス、他部署との関連性 

 今後の需要増加／減少傾向 

 サービス拡大、コストダウンのアイデア提供 

 

５．効果 

 ５．１ 得られた成果  

本事例において、以下三つの効果が得られた。 

① 初期トラブルの未然防止 

本運用サービス開始前に問題点の洗い出しを実施することで、事前に改善を実施

し、オペレーションの品質を向上させ、初期トラブルを防いでいる。また、すべて

の問題点について改善ができなくても、問題点を課題として共有した上で運用プロ

ジェクトへの引継ぎを行うことで、初期トラブルの発生リスクを大幅に削減してい

る。 

結果、CABミーティングを実施した新規業務では初期トラブルは発生していない。 

② 予定原価率の改善 

初期トラブルが減少することで、初期トラブルへの対応や手戻りでの改善にかか

っていた工数を削減することができる。また、商談受注時に見積もり内容について

のレビューを行い、見積もり内容と実際の運用とのギャップを埋めることで、予定

された運用コストと大幅に隔離するケースを撲滅した。 

更に、ビジネスの視点でのレビューを基に、運用コストの圧縮の実現や、追加商

談の受注など、副次的な成果も得ている。 

③ 人的障害の削減 

受入基準に基づいた運用の視点でのレビューによって、本運用開始前に作業標準

への適応が行われることで、オペレーションの品質が向上し、人的障害の件数が減

少した。2010 年度の障害件数を 100 とした場合、2011 年度は 58 と、前年度比で

58％に削減している（図４ 参照）。 
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                             図４ 人的障害件数の推移 

 

 ５．２ 残された課題  

今後の課題として、受入基準の内容と CAB ミーティングのレビュー内容の標準化が挙げ

られる。変更要求（RFC）の評価基準は、運用の視点／ビジネスの視点として定義し、定着

しているが、具体的なレビュー内容は業務によってバラつきがある。受入基準の記載内容

の粒度の統一や変更要求（RFC）のフォーマットの見直しなどを実施していくことで、受入

基準や CAB ミーティングの標準化・高度化を推し進め、さらなる品質向上を図っていきた

い。 

 

 ５．３ 今後の取り組み  

受入基準の策定や CAB ミーティングの実践適用を通して、新規業務のスムーズな本運用

サービスの開始が行えるようになっただけでなく、運用組織の有識者が蓄積してきた知や

経験を、ナレッジとして集積することができた。今後は、集まったナレッジを可視化し、

運用組織全体に広げていくことで、組織力を高めていきたい。 

更に、ナレッジの活用範囲を、運用組織に限らず、開発・設計部門（プロジェクト）に

も広げていくことで、ボトムアップでのソリューション提案や商談展開への参画を推進し

ていきたい。 

 

６．おわりに 

多くのトラブル報告やその原因には、初期段階から作りこまれた脆弱性やリスクが示さ

れており、運用開始後に、トラブル未然防止の観点で、改善のための投資や、顧客を巻込

んだ是正を行うことは、当たり前のようで実際は難しい現実があることが分かる。 

運用への移管手続きにおいて、事実上それを拒否できない以上、早期の段階から設計、

受入準備に参画し、リスクを共有し、現場からの要望を反映させたいと思っているのは、

運用組織共通の課題と考える。 
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本事例において、受入基準の策定や CAB ミーティングの実践適用など、運用起点でのサ

ービス向上を行うことで、新規業務の本運用サービス開始時の課題やリスク（負債）を削

減することができた。 

当ノウハウは、情報システムにおける運用組織で、業務内容を問わず広く適用できるも

のである。特に、開発・設計部門（プロジェクト）からの要求にすべて応えることを使命

と考え、受け身体質になってしまっている運用組織や、現場からの改善要求に満足に応え

られていない運用組織などへの適用を推奨したい。前提として、運用業務の標準化を推進

した上で、当ノウハウを活用することで、運用部門の各役割における責任者、専門家のナ

レッジを開発や初期構築に反映させる一助となれば幸いである。 
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