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〈安全性診断サービスの利用事例紹介〉

第三者的視点と標準化を視野に、安全性診断による
現状の可視化を試行的に実施
NTT コミュニケーションズのカスタマサービス部（以下、NTT Com CS 部）は、2 つの IT サービスで BC コンサルティング社提供
の「安全性診断サービス」を利用。設計・実装方法やオペレーション業務の現状を可視化し、品質向上や効率化に向けたプロセス改
善活動に役立てている。
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短時間の対面ヒアリングで、
フィット＆ギャップを可視化

す。今回の診断結果は関係メンバーで
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2 つの IT サービスごとにそれぞれ
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ェックのプロセスを反復実施するこ
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。
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馴染みのない用語をベースにしていま

ート」サイトの診断例について、も
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マネジメント部門の比留間和裕担当
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Webサイトを活用して、
一元管理した

やオペレーションのプロセスに何か
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故障情報をはじめとする様々なサポ
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対応方法などを含めたリスク分析の

ートコンテンツへのアクセスのし易
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ベンチマークによる改善優先度
のアドバイスを希望
「お客さまサポート」サイトは、
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スを確立するには膨大な
コストが必要になります
が、競争力強化の観点で、
ベンチマークデータが競
合他社より劣っている部
分からまず優先的かつ集
中的に改善したいからで
す」と述べている。
また浅野成可主査は、
NTT コミュニケーションズ㈱
[中]

カスタマサービス部

クオリティマネジメント部門 担当課長 比留間 和裕氏
[右]
[左]

イノベーション部門 担当課長 野澤 健氏
イノベーション部門 主査 浅野 成可氏

ータルサイトとの連携など、サイト
の見直しを定期的に行ってきた。
今回

「以前から私は、開発部
門と運用部門がスピー
ド感をもってシームレ
ス に 連 携 し、IT サ ー ビ

スのリリースサイクルを速める
DevOps

という言葉が心に響いて

の診断サービスの利用も、サイト改

いますが、今回の診断でも、優先的に

善に向けた取組みの一環である。

取組みを進めた Dev プロセスに比

図 1 「お客さまサポート」サイトの
リニューアル画面例
（http://support.ntt.com/）

4 月からグループ会社にお願いする
ことにしました」と述べている。

CS 向上に向け、
全体最適を図る
プロセス改善活動に注力

イノベーション部門の野澤健担当

べ、優先度を少し下げて取組みを進

課長は、
「膨大なチェック項目の中か

めた Ops プロセス領域において、正

ら 300 項目を抽出し、診断・分析し

に課題を指摘されてしまいました。

スの最大価値化を進め

ていただきましたが、ベストプラク

診断・分析結果を受けた後も、現在
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ティスの評価軸の多さに正直驚きま

まで Dev と Ops のバランスの部分で

加速している。最後に比留間担当課

した。ヒアリング時間は、当初予想

効果的な梃入れ策、具体的な次の一

長は、
「私どもは、お客さまに喜んで

していたよりも少し短いと感じまし

手が打てずに歯痒い思いをしていま

サービスをご利用いただくことを第

た。
診断・分析結果については、自分

す。なお、Ops プロセス改善のひと

一義に事業を推進しています。昨年

達も改善の必要性を感じていた部分

つとして従来から取組みを進めてき

8 月の組織拡充で、設備構築からサ

を明確に指摘されるなど、非常に良

たサイトの見直しについては、近々

ービスのデリバリー、運用まで一気

かったと思います。また、チェック

全面リニューアル化が完了します」

通貫で行える体制となりました。現

項目を対象サービスごとにカスタマ

と述べている。

在、これまで分断していたプロセス

NTT Com CS 部では現在、リソー
真 の CS

実現に向けた取組みを強化・

イズしているため、相対評価は難し

一方、これを受けて野澤担当課長

を融合し、部分最適から全体最適を

いと思いますが、私のイメージでは

は、
「昨年 8 月末の診断・分析結果の

図るプロセス改善に注力していま

それほど悪い評価ではなかったと捉

最終報告を踏まえて、自己完結的に

す。これによりお客さまへの価値提

えている お客さまサポート

サイ

開発から運用まで私どもで一元的に

供と CS 向上を実現したいと思って

トの実力値は、他社と比較してどう

行うのではなく運用部分を外部に切

います」と抱負を述べている。

なのかが分かるようなベンチマーク

り出すことを検討し、11 月の切り

データを示していただけると非常に

出しを視野に仕様書（運用要件定義

良いと思いました。その理由は、ベ

書）を作成しました。アウトソース

ストプラクティスの集合体のプロセ

先の調整に手間取りましたが、本年
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お問い合わせ先

㈱ＢＣコンサルティング
システム安全検証センター（SSVC）
E-mail：ssvc@bcm.co.jp
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