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■ 論文要旨 ■ 

2011 年 2 月、「真の運用サービス実現」という方針のもと、当社は IT サービスマ

ネジメントシステムを構築し、データセンターサービスにおいて ISO20000 認証を取

得した。IT サービスマネジメントシステム構築活動を通して、サービス運営状況の見

える化を実現し、継続的な改善活動が組織に根付くことにより、障害削減などの効果

を得た。本論文では、認証取得の契機となった運用部門の課題、IT サービスマネジメ

ントシステム構築の要点（人・プロセス・ツール）とその効果、及び、更なるサービ

ス品質向上に向けた取り組みについて論ずる。
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１．はじめに 

１．１ 当社の概要 

当社は、1999 年松下電工株式会社（現、パナソニック株式会社エコソリューションズ

社）の情報システム部門が独立、企画から運用までの全ライフサイクルに渡る ITサービス

の提供を行なっている。当社は、「ユーザーフレンドリーの追求、ハイテク・マインドの

徹底、チャレンジ精神とスピード感あ

ふれる行動により、新しい価値の創造

に邁進」という経営理念のもと、親会

社向け IT サービス運営で蓄積したノウ

ハウを元に、一般市場向けにもビジネ

ス展開を行なっている。当社ビジネス

モデルは図１のとおりであり、売上の

61%を占めるシステムサービスが当社の

経営を支える重要な位置づけとなって

いる。 

図 1 当社ビジネスモデル 

 

当社ビジネスを遂行するための提供

体制は図２のとおりであり、「グルー

プ会社向けサポートを行う部門」「ア

プリケーション開発・保守を行う部

門」「インフラ基盤の構築・運用を提

供する部門」に分かれている。本文で

は「インフラ基盤の構築・運用を提供

する部門」（以下、運用部門と記述）

における IT サービスマネジメントシス

テム（以下、ITSMS と記述）構築活動を

論じる。 

図 2 当社組織体制           

 

１．２ これまでの取り組み ～障害管理・変更管理～ 

ITSMS 構築までにも、当社は品質向上のための各種活動を行なってきた。特に力を入れ

てきたのが、障害管理と変更管理である。 

(1) 障害管理 

第一に、2002年開始の徹底的な障害再発防止を目的とした「カスタマーレポート DB」に

よる障害管理である。カスタマーレポート DBでは、障害事象・業務影響・原因・課題を明

確にした上、再発防止策の立案～実施の記録を行う。DB で管理することにより、承認ワー

クフローの効率化と情報共有を図っている。加えて、部門内で定例的なレビュー会を行う

ことで組織課題の共有と効果的な再発防止活動を行なっている。 

2005 年、運用部門における情報セキュリティマネジメントシステム認証取得を契機とし、
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2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

重大障害 その他障害

リスクマネジメントのためどんな小さな障害でもカスタマーレポート DBに登録することを

徹底した。その結果、障害発生状況の 100％見える化を実現し、サービス品質を定量的に

示すことができる体制となった。 

(2) 変更管理 

第二に、2003年より、変更失敗に伴う業務影響の低減を目的に「作業管理 DB」による変

更管理に力を入れてきた。既存環境に影響を及ぼす可能性のある変更を一元管理し、変更

によるリスクの見える化～リスク対応計

画の立案・実施を行なってきた。 

 

これら障害管理・変更管理の取り組み

に加え、「システム監視～復旧体制の充

実」「IT インフラの総点検～冗長化」

などの活動により、障害発生状況の

100%見える化を実現してから４年後の

2009 年には、図３のとおり障害件数が

実数ベースで 50%削減、要員一人あたり

の障害件数で 63%削減するに至った。 

図 3 ITSMS 活動開始までの障害発生推移 

 

 

２．課題認識 

２．１ IT サービスマネジメントシステム構築の契機 

このように、品質向上のための活動

を行なってきた当社であるが、IT サー

ビスは使えて当たり前の世界である。

ただ一度の重大障害を発生させること

により、顧客からの信頼を失うことと

なる。そんななか、当社において重大

障害が重なり、経営者の指示のもと、

抜本的な取り組みの見直しを図ること

となる。 

 

図 4 重大障害の発生推移        
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当時の状況をデータ面で見ると図４のとおり、「重大障害の発生数は横ばい」であった。

障害削減の実績を原因別で見ると、図５のとおり、調達ソフトウェアのバグ・ハード障害

などの外部要因の障害が 61%の削減

（2007 年度と 2009 年度の比較）であ

ったのに対し、作業ミス・作業手順書

の整備不足による人的・ルール要因の

障害は 2007 年度以降、削減のペースが

鈍化しており、人的・ルール要因の障

害を削減するためには、これまでのや

り方を見直す必要があったといえる。 

 

        図 5 原因別障害の推移           

 

取り組みの見直しのため、まず行った活動は、障害から得たノウハウの横展開である。

これまで、個別の障害に対する再発防止活動は行なってきたが、そこで得られたノウハウ

共有活動は弱かったといえる。そこで、社長を始めとした経営陣、全責任者参加の「品質

事例研究会」を行うことでノウハウの共有と改善機運の醸成を図った。研究会の内容は、

サービス提供の企画・構築・運用各フェーズで実際に発生した障害に対して行った「組織

課題の分析」と「改善策」についてである。 

 

なかでも、運用フェーズの障害事例では、サービス運営プロセスを詳細化し、プロセス

上の問題点を全て明らかにした上、問題が埋め込まれた原因・その問題を流出させた原因

に対し「なぜなぜ」を繰り返すことにより、根本的な組織課題にまで掘り下げ、それぞれ

について再発防止策の立案を行った。これらの活動は、親会社で培われた製造ラインの改

善活動のノウハウを参照した。 

 

品質事例研究会で明らかになった運用フェーズの課題は次の３点である。 

(1) 役割と責任の認識不一致 

サービス運営上、関係者間の役割認識の漏れが発生し、障害原因を埋め込むこととなっ

ている。 

 

(2) 個人依存・標準プロセスなし 

プロセスが明文化されていないことにより、個々の要員へのルール浸透が完全でなく、

個人のスキルレベルに依存している。 

 

(3) 利用しづらいツール 

変更管理・インシデント管理などの運用ツールが共通化・最適化されておらず、運用現

場に大きな負荷となっており、情報の分析もしづらい状況となっている。 

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

人的要因+ルール要因 外部要因

13%削減

61%削減

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

人的要因+ルール要因 外部要因

13%削減

61%削減
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２．２ ISO20000 認証取得を目標にした理由 

これらの課題を解決するため、品質向上とコスト削減を両立し、お客様にご満足してい

ただける「真の運用サービス実現」と

いう方針のもと、ITSMS を構築し、

ISO20000 認証を取得することを決定し

た（図６）。認証取得を目標にした主

な理由は、次の 3点である。 

(1) PDCAサイクルによる継続的改善 

改善活動を一時的な活動とせず継続

的な活動とするため、PDCA サイクルに

基づくマネジメント手法が必要と考え

た。 

図 6 活動方針              

(2) フレームワーク活用による網羅的なプロセス定義 

個別にプロセスを定義していくより、フレームワークに業務を当てはめることにより、

短期間で一定の効果を得ることが可能と考えた。 

 

(3) 目標を掲げることによるベクトル統一 

認証取得という分かりやすい目標を掲げることにより、部門内の意識を統一することが

可能と考えた。 

 

活動計画を策定するにあたっては、他社事例の研究を行い、そこから学んだ事項を反映

した。他社事例の研究から学んだ主な事項は、次の３点である。 

(1) トップダウンの重要性 

現場の実情に即した活動も重要であるが、やりすぎはスピード感を損ねる結果となる。

また、サービス間のルール差異が大きいと、その後の運用に支障をきたす可能性がある。

そこでトップダウンで標準化を行うこととし、細かな差異は横に置くこととした。 

 

(2) 正しい要求事項の理解 

ISO20000 は網羅的なプロセスの定義がなされているという利点はあるが、その反面、記

述内容が難解という側面がある。そこで標準策定メンバーは、約半年をかけて、十分な

ISO20000要求事項の勉強会を行った。 

 

(3) 改善効果が出やすいプロセスへの注力 

改善活動は既存業務と平行して行うものであり、現場への負荷は相当のものとなる。効

果の見えにくい事項に終始した場合、現場が疲弊してしまい、逆効果になりかねない。そ

こで効果の見込める変更管理に重点を置き活動を行うこととした。 
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２．３ 認証取得スケジュール・体制 

 認証取得までのスケジュールと構築体制は次のとおりである。 

(1) 認証取得スケジュール 

活動の企画から認証取得まで、約 15

ヶ月のスケジュールを設定した（図

７）。活動の企画と標準策定メンバー

の勉強会に十分な時間を割いたこと、

及び、仮運用期間でサンプルサービス

による試行を行うことで手戻りの発生

を防止した。 

 

図 7 活動スケジュール        

(2) 体制 

主要メンバー４名をはじめ、各サービスからキーマンが参加し活動を行った。各者現業

業務を抱えながらの活動で、厳しい体制であったといえる。体制面で工夫した点として、

アプリケーション開発・保守・運用を行う部門から各種ルールのレビューを行う担当をア

サインした点である。活動のスコープはインフラ運用部門であったが、当事者ではない第

三者の視点、及び、今後の展開を視野に入れ、全社として大きな齟齬を発生させないため、

そのような体制とした。 

 

３．IT サービスマネジメントシステム構築 

３．１ サービスリーダ制度・プロセス責任者制度 

「役割と責任の認識不一致」という

課題を解決するための施策として、サ

ービスリーダ制度・プロセス責任者制

度を導入した。組織の活動を「サービ

ス固有のプロセス」と「共通プロセ

ス」に分け、サービスリーダがサービ

スレベルの遵守と固有プロセスの改善

に責任を持ち、プロセス責任者は、共

通プロセスの改善活動に責任を持つこ

ととした（図８）。 

図 8 担当とミッション         

(1) サービスリーダ制度 

サービスリーダ制度とは、これまで明確に定義されていなかった「サービス」に対して

責任を負うべき人と範囲を明確にし、公式化したものである。これまで職制上のラインマ

ネージャから指名された担当者が、サービス運営の実行責任を負っていた。しかし、担当

者への権限委譲範囲が明確でなかったため、組織を跨って行う業務などにおいて漏れが発

生し、障害に至る場合があった。 

これらの課題を解決するため、運用部門が提供するサービスを 15に分割・定義し、それ
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ぞれにリーダと責任者を任命した。リーダが実行責任を、責任者が説明責任をそれぞれ負

うこととした。 

これにより、各サービスに紐付く業務の責任範囲が明確となり、サービス単位での業務

遂行と改善活動が確実に行われる体制が実現した。 

 

(2) プロセス責任者制度 

プロセス責任者制度とは、変更管理・問題管理・構成管理の主要な３プロセスにおいて、

プロセスの改善活動に責任を持つ者を職制化したものである。 

変更管理においては、全ての重要な変更のレビュアーを務めることとし、変更にまつわ

るノウハウをプロセス責任者に蓄積し、他サービスに展開することを主たるミッションと

した。その結果、手順書・チェックリストなどのドキュメントのレベルが高いサービスに

合わせる形で平準化を行うことが可能となった。 

問題管理においては、組織共通課題に対する対策実施、構成管理においては、構成監査

の実施などを行なっており、プロセス間の調整もプロセス責任者が担っている。 

 

３．２ サービスマネジメント標準 

「個人依存・標準プロセスなし」という課題を解決するための施策として、ISO20000 要

求事項に即した「サービスマネジメン

ト標準」を策定した。策定した標準体

系は図９のとおりである。 

標準策定にあたり、まず、ISO20000

要求事項を正しく理解するため、21 回

に渡る勉強会を実施した。標準を理解

した後、ISO20000 要求事項を 189 の観

点に分解し、それぞれの観点を漏れ無

く盛り込んだ。合わせて、これまで組

織において慣習的に行われていた運用

ノウハウを分析し、それらを標準書の

中に盛り込んだ。 

図 9 標準体系       

特に力を注いだ変更管理プロセスにおいて、具体的にノウハウを盛り込んだ事項は次の

とおりである。 

(1) リスク度に応じた変更区分と承認ルート（定例・定型・非定型） 

手順標準化の度合い（定型・非定型）、周期性の有無（定例）の観点で変更を分類し、

リスク度の高い「非定型」変更は部門長、「定型」「定例」変更はサービス責任者が最終

承認を行うこととした。これにより、リスク度の高い変更にリソースを重点的に配分する

ことが可能となった。 

 

(2) イレギュラー変更手続きの明確化（緊急・至急） 

障害復旧を目的とした変更を「緊急」と定義し、変更前の承認ワークフローを簡略化

（口頭承認のみ）し、変更の記録は事後対応とした。これにより、障害早期復旧と安全な
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変更の両立が可能となった。 

ユーザの要望により実施周期などのルールを逸脱して行う変更を「至急」と定義し、

「定型」「定例」変更であっても、部門長の承認を必須とした。これにより、部門長によ

るルール逸脱状況の把握とルール逸脱の抑止が可能となった。 

 

(3) 変更管理責任者による第三者レビュー 

リスク度の高い「非定型」変更は、プロセス責任者のレビューを必須とした。これによ

り、レビュー品質の均一化、変更管理責任者へのノウハウ蓄積・展開が可能となった。 

 

３．３ サービスマネジメント DB 

「利用しづらいツール」という課題を解決するための施策として、「作業管理 DB」を拡

張する形で「サービスマネジメント DB」を作成した。役割と標準プロセスを定義したとし

ても、具体的な実現手段としてのツールがなければ、組織全体への展開は難しい。これま

での「作業管理 DB」では、変更管理にまつわる情報は一元管理されていたものの、各項目

における登録情報の粒度にバラツキがあり、管理情報は十分活用されていなかった。利用

性も良いとはいえず、現場の不満も多かった。 

 

このような状況を解決するため、サービスマネジメント DBには次の３点を考慮の上、実

装した。 

(1) マスタ管理による無駄の排除 

サービス、人、業務をマスタ管理することにより日々行う変更などにおいて、繰り返し

行う情報の重複入力を排除し、利用者の負担を軽減した。 

 

(2) インデックス DB 

サービス運営に必要な全情報の所在を DBへ登録することにより、関係者が必要なときに

必要な情報へアクセス可能な状態にした。 

 

(3) KPIによる見える化～継続的改善 

管理単位をサービスとし、変更成功率・作業工数・インシデント完了までの日数などの

指標を、サービス単位で効率的に取得可能にした。 
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具体的なサービスマネジメント DBの構成は次のとおりである（図 10）。 

(1) サービスカタログ 

サービスカタログとは、サービス運営

に関わる全ての情報を見える化するため

の DB である。本内容を見れば、サービ

ス運営状況が把握可能な状況とした。主

な管理項目は、「サービス目標」「役割

と責任」「サービス提供時間・メンテナ

ンス時間」「障害対応方針」「サービス

メニュー・仕様書」「情報管理ルール」

「顧客情報」「サプライヤ情報」などで

ある。 

図 10 サービスマネジメント DB        

(2) 業務カタログ 

業務カタログとは、サービスカタログに紐付く業務手順を保管する DB である。業務手順

の管理方法を統一することで、標準化の度合いが低いサービス・業務が明確になり、改善

すべき事項が明確になった。 

 

(3) RFC 

RFC（Request For Change）とは、サービスの変更要求を管理する DB である。これまで

の作業管理 DBから入力項目を精緻化したことにより、個々の変更における考慮漏れが低減

した。主な追加項目は、「変更実績の有無」「作業者の経験値」「切り戻し手順・基準」

「変更前レビュー指摘事項・改善事項」「変更後レビューでの気付き」などである。 

 

(4) インシデント管理 

インシデント管理とは、障害・問合せ・サービス要求などの情報を記録し、インシデン

トの進捗管理を行う DBである。 

 

３．４ KPI による目標管理 

ITSMS の効果を測定するための指標として、サービス毎・プロセス毎に KPI を定めた。

稼働率・障害発生数・変更成功率などの一般的な指標も測定し効果確認を行ったが、当社

が工夫をしたポイントは、ルール遵守度・標準化度を測定することにより、改善サイクル

が確実に回っていることを確認したことである。 

(1) ルール遵守度 

これまで、変更管理プロセスにおいて、最終承認を得ることなく、作業を実施し障害に

至る場合があった。こういった状況を無くすため、ルール遵守度を測定し、ルール逸脱に

対して徹底的な指導を行った。 

 

(2) 標準化度 

サービスマネジメント DBで見える化した業務カタログは、当初サービス間・業務間で完
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ITSMS内部監査チェックリスト

NO. 項番 プロセス チェック項目 関連チェック項目
実際に確認した

文書
実際に確認した
計画・記録　など

1 3.1 経営陣の責任 経営陣のコミットメントはどのように示されているか
特に重要な考え方は、どういったところ
にあるのか

ITSMS方針
ITSMSマニュアル

N/A

2 3.1 経営陣の責任 サービスマネジメント方針・計画は定められているか
計画の中で、何が重要と考えているか
計画は、本部方針との整合が図られて
いるか

ITSMS方針
ITSMSマニュアル

サービスマネジメント標準DB
　ITSMS年度計画

3 3.1 経営陣の責任
サービスマネジメント目的達成の重要性・継続的改
善の重要性の周知が充分になされているか

具体的にどのような形で周知している
か

ITSMS方針
ITSMSマニュアル
ジャバラ

本部方針資料など

4 3.1 経営陣の責任 顧客要求の目的適合性は担保されているか 最も重要な顧客要求事項は何か
ITSMS方針
ITSMSマニュアル

N/A

5 3.1 経営陣の責任 ITSMS委員長の明示・体制図はあるか
ITSMS委員長・事務局・サービス責任
者の役割はどのように定義されている
か

ITSMSマニュアル
ITSMS職務基準

サービスマネジメント標準DB
　ITSMS体制図

6 3.1 経営陣の責任 経営資源（人・物・金等）管理の状況は適切か - ITSMSマニュアル N/A

7 3.1 経営陣の責任 組織・サービスのリスク管理の状況は適切か 最も重大なリスクは何か ITSMSマニュアル リスク管理の証跡

8 3.1 経営陣の責任
マネジメントレビューの実施状況（周期・内容・メン
バー等）は適切か

マネジメントレビューのアジェンダで何
が最も重要か

ITSMSマニュアル
ITSMSマネジメントレ
ビュー実施基準

サービスマネジメント標準DB
　ITSMS進捗会議資料・議事

9 3.2
文書化に関する
要求事項

サービスマネジメント方針・計画は定められているか -
ITSMS方針
ITSMSマニュアル

サービスマネジメント標準DB
　ITSMS年度計画

10 3.2
文書化に関する
要求事項

SLAは文書化されているか
SLA締結の目的を正しく理解している
か

サービス管理標準
サービスカタログ
契約資料管理V2DB

11 3.2
文書化に関する
要求事項

プロセス及び手順は定められているか -

方針2種
基準6種
プロセス標準9種
業務カタログ

N/A

12 3.2
文書化に関する
要求事項

記録の管理は適切か
記録の網羅性は担保されているか
　例えば、稼働率　など

ITSMS標準管理基準
サービスマネジメント標準DB
　各種記録

成度に大きな開きがあった。そこで、業務カタログの完成度を KPI とすることで、個別の

業務手順の品質向上度合いを確認した。 

 

４．定着活動～ISO20000 認証取得 

４．１ 教育・内部監査 

ITSMS 構築が完了した後、現場への展

開活動は粘り強く実施した。運用部門

全社員・関係するビジネスパートナー

を対象に数度に渡る集合教育を実施し

た。また、展開を確実にするためのツ

ールとして ITSMS 個人カードを全要員

約 280 名に配布し、方針・目標・各プ

ロセスの目的・サービスマネジメント

の心得などのポイントを徹底した（図

11）。 

図 11 ITSMS個人カード     

内部監査では、ISO20000 要求事項に

対応したチェックリストを作成し、各

サービスの要求事項への適合性を確認

した（図 12）。最初の内部監査では導

入後間もないこともあり、教育的な側

面が大きかったといえる。内部監査で

明らかになったプロセス上の問題点は、

対応計画を策定し、確実な是正を行っ

た。 

 

 

 図 12 内部監査チェックリスト    

４．２ マネジメントレビュー 

当社では、情報セキュリティマネジメントシステム構築以来、運用部門の担当取締役に

対する報告の場として、1回／月のマネジメントレビューを実施している。ITSMSにおいて

も同様の周期で実施することとした。 

マネジメントレビューにおける報告事項は次の通りである。 

(1) サービス・プロセス毎の KPI報告 

(2) 年度計画に定めた個別改善活動の報告 

(3) 重大トピックの報告 

これらの報告事項に基づき、経営者からの指示の元、対策を立案し現場の改善を図った。 

会議の運営はプロセス責任者が行い、参加者はサービス責任者とすることにより、意識

共有の場としても活用することとした。 

 

※SMDBはサービスマネジメント DBの略 
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４．３ 外部審査 

ISO20000 認証審査を受審したのは、活動開始から約一年を経過した 2010 年 12 月である。

審査受審にあたっては、特段の準備を要することはなかった。これまでの活動の結果、サ

ービスリーダは活動の趣旨を正しく理解しており、サービス運営に関する情報をサービス

マネジメント DBで見える化していたからである。 

審査の結果、重大な指摘を受けることはなく「サービスマネジメント DB」「教育」「マ

ネジメントレビュー」において高い評価を得、2011 年 2 月、当初の予定どおり ISO20000

認証を取得した。 

 

５．効果 

５．１ 定量的な効果 

ここで ITSMS導入による定量的な効果を検証する。 

(1) 障害発生数 

活動に着手した 2009 年度を基準にした原因別の障害増減割合の推移は図 13 で示すとお

りである。調達ソフトウェアのバグ・ハード障害などの外部要因による障害の増加により、

2010 年度は障害数の削減には至らなかった。しかし、2011 年度には、懸案だった作業ミ

ス・作業手順書の整備不足などの人的・

ルール要因による障害が 29％削減する

ことにより、全障害数も８%削減する効

果を得た。また、最も力を入れた変更管

理プロセスにおけるレビュー強化の結果、

レビュー不足による障害が 52%削減する

効果を得ることができた。2012 年度に

おいても、期初に設定した障害数削減目

標を達成しており、確実に運用品質が向

上していることが分かる。 

図 13 障害発生数による効果検証   

(2) ルール遵守度 

上記障害発生状況はサービス運営の

結果である。この結果を維持・改善し

ていくためには、定めたルールを確実

に遵守していくことが重要である。図

14 はルール遵守状況を捕捉した一例で

ある。仮運用開始から徐々にルールが

浸透し、本番運用を開始した 2010 年 8

月以降、高い水準を維持し続けている。

ルールを守ることは当たり前のことで

ある。ただし、この当たり前のことを

組織としてマネジメントしなければ、 

図 14 ルール遵守度検証     
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活動は陳腐化しサービス品質を維持・改善していくことはできない。 

     

５．２ 定性的な効果 

定量的な効果は前項で説明したとおりだが、数値では表せない効果が多数ある。その中

でも最も重要な事項は、サービスマネジメント DBにおいて全てのサービス運営状況を見え

る化したことにより、弱いサービス・プロセスが明確となり、更なる改善を要するポイン

トが明確となったことである。この徹底的な改善ポイントの洗い出しとマネジメントシス

テムの PDCAサイクルにより、今後も継続的な改善サイクルを回すことができると考える。 

 

６．継続的改善～今後の展開 

６．１ 事業目的に即した KPI 設定 

活動開始当初は、稼働率・障害発生数・変更成功率など、全サービス共通の目標を設定

し、効果の確認を行なってきた。限られたリソースで早期に成果を上げる必要がある場合、

この手法は有効であるといえる。しかし、個々のサービスの特性は異なるため、サービス

の特性に応じた形で目標設定を行わなければ、形骸化した目標管理となりかねない。この

ような考えのもと、2012 年度の活動において、個別サービスの目標設定方法を見なおした。 

まず、サービス運営の最終目標を「顧客事業への貢献」とし、それを実現するための

QCD それぞれの観点で「達成目標」「それぞれに紐付く重要成功要因」「具体的な施策」

「施策の効果を測るための目標（KPI）」を一覧化した。この一覧をもとに個別サービスの

目標を設定することにより、日々のサービス運営活動と事業目的の整合を図った。 

 

６．２ 定期棚卸～個別サービスのプロセス改善～合理化 

高品質のサービスは、顧客への価値提供の前提条件である。しかし、それだけでは十分

でない。適正な価格で提供して初めて、顧客にご満足していただくことが可能となる。そ

こで、定期的な棚卸による個別サービスのプロセス改善、無駄なプロセスの削減を行なっ

ている。 

 

６．３ 新規サービス開始に至るプロセスの強化 

ITSMS の導入により、既存サービスの運用品質は向上したといえる。しかし、新規サー

ビス開始に至るプロセスで問題が発生している。サービス企画・構築フェーズでの検討が

十分でないことによる、構築途中・初期運用段階での障害を防止するため、現在、CMMI®

（Capability Maturity Model Integration ；能力成熟度モデル統合）に準拠した当社ア

プリケーション開発部門の開発標準と連携し、次のルール検討を行なっている。 

(1) 顧客要件の分析強化を目的とした提案検討会 

(2) 構築時のレビュー強化によるサービス品質の作り込み 

(3) 引継ぎ・受入ルールの精緻化と定常化判定会 

 

また、今回の活動はインフラ運用部門のみをスコープとしたことで、アプリケーション

の保守・運用は対象外となった。今後、当社事業の競争力を強化し、更なる顧客事業への

貢献を図るため、アプリケーションの保守・運用部門へ本活動を展開していく必要がある。 
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６．４ 最後に 

IT サービスは、使えて当たり前の世界である。当たり前のことを当たり前に実施する。

言葉で表現することは簡単であるが、実行することは、とても難しい。ITSMS 導入は、こ

の難しいことを確実に行うための最適解であると考える。これまでマネジメントシステム

の内容を論じてきたが、活動の主役は個々の要員に他ならない。個々の要員が、事業目的

と日常のサービス運営活動を整合させることにより、はじめて効果的な ITサービスの提供

が可能となる。改善活動に終わりはない。これからも顧客への高付加価値な真の運用サー

ビスを実現するため、継続的な改善活動あるのみである。 

 

最後に、このような活動の機会を与えていただき、ご指導をいただいた会社幹部、ご協

力いただいた社員、ビジネスパートナー、そして、プロジェクトメンバーの皆様に心から

感謝の気持ちと御礼を申し上げます。 

 

以上 


