
 
 

 
 

サービス品質改革によるシステムの 
安定稼働推進 

Pursuing Stable Operation by Reforming Service Quality 

あらまし  

業界内外でのCS（顧客満足）意識の高まりに呼応して，保守サービス品質に関するお客

様の要求・期待は高まる一方であり，富士通では，「お客様起点」，「納期・品質・スピード

へのこだわり」などの強力なトップメッセージのもと，各ビジネスグループがCS活動・品

質活動を展開している。 
本稿では，富士通の保守サービス部門が展開したサービス品質改革「スピードde NO.1」

活動を紹介する。 
スピードde NO.1活動は，富士通保守部門の最優先テーマ「お客様システムの安定稼働」

をスピードの切り口から追求したもので，お客様接点であるCEやコールセンターの作業プ

ロセス改革や，新たなサービス品質の把握・フィードバックの仕組み構築により，保守サー

ビスにおけるスピードを飛躍的に向上させた。 

Abstract 

Synchronized with an increase in customer satisfaction (CS) consciousness inside and 
outside the industry, customers are expecting improvements to be made in the quality of 
maintenance services they receive.  In response, each business unit of Fujitsu has been 
developing CS activities and service quality activities under guiding concepts such as 
“Customer Focus” and “On time, high quality, and speed.”  This paper introduces the “Speed 
de No.1” service quality reformation that was developed by Fujitsu’s maintenance service 
division.  The maintenance division is using Speed de No.1 to achieve its primary goal of 
ensuring stable operation of customers’ systems by rapidly providing maintenance services.  
We have drastically speeded up these services by reforming the operation of the CE and call 
centers that our customers use to contact us and by establishing a new structure for 
assessing service quality and feeding information back from customers. 
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ま え が き 

 富士通のシステムサポートグループ（以下，保守

部門）は，企業のお客様を中心に，お客様システム

稼働後の保守を担当している。「お客様システムの

安定稼働」を最優先に，莫大な数の社会的システム

やお客様基幹システムのサポートを行っており，お

客様業務の継続性およびお客様の富士通に対する信

頼の維持に寄与すると同時に，富士通の社会的な責

任を果たしてきた。 
 近年，業界全体の動向であるシステムのオープン

化に伴い，お客様の稼働システム数が急増し，人手

に頼った手厚いサポートは年々難しくなっている。

一方，お客様のCS・サービス品質への要求は高

まっている。これに対応すべく，富士通の保守部門

では2003年10月から「スピードde NO.1」活動を

展開している。 
 本稿では，当活動によるプロセス改革，サービス

品質改革について紹介する。 

保守部門のミッションとサービス品質 

 本章では，保守におけるお客様のニーズ，それに

対する富士通の保守体制，および品質に関する役割

について述べる。 
（1） 保守におけるお客様のニーズ 
 日経コンピュータや富士通が独自に実施している

顧客満足度調査において，お客様がITベンダの

サービスについて最重視する項目は以下のとおりで

あった。 
・トラブルの初期対応 
・トラブルシューティング 
・問合せ対応 
 これらは，システム稼働後の保守に関する評価項

目である。 
 また富士通のお客様が次期システムを選定する理

由として「サポート体制が良い」が例年上位を占め

ている（富士通独自の顧客満足度調査より）。この

ように，ITベンダ全体に対するお客様の評価や次

期システム商談において，保守，とくに障害時の対

応が大きく影響している。 
（2） 富士通の保守体制 
 お客様システムでいつ障害が発生しようとも，発

生時には，迅速な対応・早期復旧によりお客様の業

務影響を最小限にとどめなければならない。このた

め，保守には一定数以上の要員確保と拠点の配置が

必須である。 
 富士通は，企業ユーザ向けに，以下のような業界

最大規模の保守体制を敷き，月10万件に及ぶお客

様からの障害コールや問合せに対応している。 
・全国に850拠点（CEサービスセンター） 
・8000人のCE 
・全国300箇所の部品拠点 
・東西2拠点のコールセンター（24時間365日） 
 また，保守の形態は，主に次の三つに大別される。 
・障害対応と予防保守を主とした，契約に基づくサ

ポート（SupportDesk） 
・保証書期間内の無償サポート 
・障害ごとの故障修理に実費をいただくパーコール

サービス 
 保守形態によりサービス内容は異なるが，すべて

のお客様に満足していただかねばならない。 
 なお，中型機以上のサーバでは，サポート契約率

はほぼ100％を占めている。 
（3） 保守における品質とサービス品質 
 保守部門の品質に関する役割は，以下の三つに分

類できる。 
・フィールドの稼働状況から製品品質上の問題を開

発部門にエスカレーション 
・保守の作業品質向上による作業の迅速性・確実性

の強化（CE作業改善，ツール作成，製品仕様改

善，修理手順変更など） 
・CEやコールセンターなどお客様接点を中心とし

たサービス品質の向上 
 2番目の作業品質でCE作業改善に関する部分，

および3番目のサービス品質は，保守部門が全面的

責任を持つ。以降，これらについて述べる。 

これまでのサービス品質改革（～2003年） 

 保守部門のこれまでの取組みを図-1に示す。

1974年の富士通保守部門創設以降，品質において

は「確実に直す」ことが最優先であった。しかし，

業界内外のCS意識の高まりに合わせ，保守部門に

おいても1980年代より顧客満足・サービス品質に

対する次のような取組みを強化してきた。サービス

品質向上を目的としたCDS（Customer Delight by 
Service）委員会，またCEの作業品質向上によるミ
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製品　
　品質

作業品質

サービス品質

→ 開発部門への製品改善要求
　　（保守部門設置当初より）　

→ミス防止のための作業改善と
　 開発部門への製品改善要求（MQC）

→お客様満足のための
　 サービス性向上（CDS）

　

図-1 保守部門の品質と2003年以前の活動 
Fig.1-Activities in maintenance division before 2003.

 

自律型CE

早く直す
わかりやすく

説明する

障害の低減

早く行く

2005年10月～

図-2 スピードde NO.1重点活動項目 
Fig.2-“Speed de NO.1”activity principles. 

 

ス撲滅を目的としたMQC（Maintenance Quality 
for the Customer）である（いずれも1989年～）。 
 また，以下の品質を把握・評価する仕組みを構築

した。 
（1） 技術マネジメント指標（1994年～） 
 障害管理を主目的に品質を数値化し，目標を設

定・監視する（障害発生率，リピート率，CE到着

時間など）。 
（2） SQM：Service Quality Management（2000

年～） 
 保守サービスの全プロセス（予防保守実施率，目

標修理時間遵守率，コールセンターの目標処理時間

遵守率など）について，品質目標を設定し毎月実績

管理する。CEに関する品質指標は，保守担当パー

トナ会社に対する委託条件とし，均一なサービス品

質となるよう監視する。 
 これらの活動や仕組みは，以後の品質活動の基盤

となった。しかしこのような取組みにもかかわらず，

日経コンピュータの顧客満足度調査（サービス評

価）において，富士通は例年下位グループに位置し

ていた。 

  

スピードde NO.1活動 

 本章では，上記の顧客満足度調査を受け，2003
年10月から展開しているスピードde NO.1の活動を

紹介する。 
（1） 活動のねらい 
 お客様満足度調査を分析した結果，保守サービス

においてお客様の最重視項目はスピードであること

が分かった。 
 「他社が真似できないスピード」を富士通保守

サービスの特長として定着させ業界内で差別化を図

ることを部門のCS戦略と位置付け，2003年10月か

らスピードde NO.1活動を開始した。この活動は，

全国8000人のCEを巻き込んで活動を展開し効果を

挙げなくてはならないため，分かりやすいスローガ

ン・活動内容にする必要があった。 
（2） 推進体制 
 発足当初の推進体制は，コールセンターおよび保

守技術部門が活動の中心であった。2005年に富士

通最大の保守会社Fsasを100％子会社とし，富士通

との機能統合により，コールセンター，保守技術部

門など実働部隊のほとんどをFsasに移管した。こ

れに伴い，当活動の推進母体（主査・事務局）は

Fsasフィールド部門に移った。 
 この結果，活動の目的・内容のフィールド理解が

進み，活動がより活性化した。さらに，CEからお

客様の反応をタイムリに収集できるようになり，施

策の効果や妥当性確認，つぎの施策検討といった活

動のPDCAの循環を早めた。 
（3） 重点活動項目（スローガン） 
 「お客様がCE/保守部門に求めるスピードは何

か」，と基本に立ち返って検討し，「早く行く，早く

直す，わかりやすい説明」のスローガンを設定した。 
 さらに2005年10月からは，「自律型CE」，「障害

の低減」を重点活動に加えた（図-2）。 

主な改革事例 

 以下，スピードde NO.1活動の改革例を述べる。 
● 早く行く 
 社会的システムの障害や，お客様業務に重大な影

響を及ぼす障害時は，通常以上の対応スピードを要

求される。このような重大障害時に限り，CEが

コールセンターから通知を受けてから出動するまで

の目標所要時間を5分に設定し，複数人が並行して

動く「パラレル運用」により実現した。さらにコー

ルセンターでも，重大障害と判明した時点で，お客

様への問診と並行して担当サービス拠点に出動依頼

をかけ，出動依頼するまでの時間短縮を図っている
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（図-3）。CEの5分以内に出動する活動は2004年4月
より開始し，2006年度以降，95％以上達成を継続

している。お客様担当のサービスセンターが即時出

動できない場合は，地域内の保守担当パートナ会社

を越えて出動可能なサービスセンターからCEが出

動する相互支援体制も整備し，業界最大規模である

富士通保守体制の優位性を生かしている。 
● 早く直す 
【携帯電話の活用（障害対応プロセス改革）】 

 CEの携帯電話とコールトラッキングシステムを

連携させることで，コールセンターより出動依頼後

の状況を組織的に把握し，CEや支援部門の作業プ

ロセスを変えた。主な改善点は以下のとおりである

（図-4）。 
（1） コールセンターとお客様との会話の録音・

聴取 

 

②出動
依頼

①問診

お客様

ディスパッチャ

コールセンター CEサービス拠点

受付

　③出動指示
追加情報通知

リーダ

④即時出動

CE

 
図-3 5分以内出動を実現したパラレル運用（①～④が同時進行） 

Fig.3-Parallel operation for CE start within 5 minutes (①～④ proceeded simultaneously). 

 言葉では伝えきれないお客様状況を，コールセン

ターとCEで共有できる。 

（2） 作業指示メール 
 拠点から外出中のCEへ指示を出すことによって，

迅速な対応が可能となった。 
（3） 進捗状況の送信 
 CE出動，到着，作業開始/終了の時刻を携帯から

送信することで，タイムリな状況把握が可能になっ

た。また，作業実績データの精度向上にも貢献で

きる。 
（4） 自動エスカレーション 
 トラブルの重大性に応じ，組織上位に緊急エスカ

レーションできる。 
【CE技術力の向上（人材育成改革）】 

 富士通の保守範囲は，汎用機からサーバ・パソコ

ン，ネットワーク，金融ターミナルなど幅広く，一

人のCEが複数分野で対応している。さらにCEの修

理スキルは，機器の技術革新に合わせ日々向上させ

なければならない。 
 一方，システムのオープン化により，稼働後に

 

②出動依頼①問診

お客様 コールセンター CEサービス拠点

リーダ

CE

Fsas地区支援部門

（地区のとりまとめ）

④CE出動

音声聴取

コール
トラッキング

システム

③出動指示

状況送信・共有

エスカレーション

□：改善点
 

図-4 携帯連携活用による運用プロセス 
Fig.4-Operation processes by connecting cellular phone. 
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はい　・　いいえはい　・　いいえはい　・　いいえ

わかりやすい説明でしたか？修理は迅速に行われましたか？作業員は早く到着しましたか？

～富士通は「スピード de NO．1」活動を推進しています～　お客様の感想をお聞かせ下さい。

 
図-5 保守サービス報告書（抜粋） 

Fig.5-Maintenance service report (extracted). 
 

SEとの保守契約を締結するお客様が減少し，シス

テムリカバリなど従来SEが行っていた作業をCEに

求められるケースが増えた。このため，システム全

体が分かり，ソフト対応ができるCEの育成が急務

であった。 
 富士通では，従来より独自のCE教育・資格制度

を持ち，全CEのスキルレベルを把握してきたが，

上記の課題に合わせ次の改革を行った。 
（1） システムの分かる技術者（ACE：Advanced 

CE）の育成 
 ネットワーク，ミドルウェア，ストレージなどの

システム運用・ソフト技術の教育講座・認定制度を

整備した。この結果，2006年度現在，全CEの30％
（Fsasは80％）が，ACE資格を保有している。 
（2） 自律型CEの育成 
 富士通独自の顧客満足度調査では，お客様がCE
に望まれることのトップは「トラブル再発防止など

の提案」であった。これに対応して，お客様のニー

ズを感じ取り，自ら考え行動する人材の育成を進め

ている。 
 具体的には，「サービス感度」向上プログラムS-
MAX(注 )1 を採用するとともに，独自に検討支援ツー

ルを開発し，フィールドに配布した。フィールドで

の小集団活動の一環として全CEが参加している。 
● わかりやすい説明 
 これまで一部のCEが自発的に行っていた以下の

活動を部門施策として推進した。 
【修理報告時のお客様評価（コミュニケーション強化）】 

 修理終了後，富士通CEは「保守サービス報告

書」を基にお客様に障害原因・修理内容を説明し，

検印をいただく運用となっている。 
 当報告書に，スピードde NO.1活動の記述，およ

びお客様が満足されたかのチェック欄（図-5）を設

  

                                                      
（注1） Service-Maximumの略。日本能率協会マネジメントセ

ンターが提供するプログラムで，「オリジナル教材開

発」と「ファシリテーター養成」で構成される。 

けることで，以下の効果をねらっている。 
（1） CE部門の取組みをアピールする。 
（2） お客様とのコミュニケーションに活用する。 
（3） お客様が「いいえ（＝不満）」にチェックされ

た場合，次述のフォローアップコールにより不

満を早期に解消する。 
【フォローアップコール（確実な安定稼働）】 

 システムダウンなどお客様業務に影響を及ぼした

重大障害全件について，また上記の保守サービス報

告書で「いいえ」のチェックがあった場合，対応終

了翌日以降に電話や訪問などでフォローを徹底さ

せた。 
 スピードde NO.1推進会議では，各改革の進捗を

確認しているが，とくにフォローアップコールにつ

いてお客様からのお褒め・感謝の言葉を多数いただ

いている。お客様の安心を促し，潜在的問題を早期

に知り解決する有効な施策として今後も継続する。 
 さらに重大障害以外の場合についても，同様に電

話をかけ状況をうかがう「ハッピーコール」を，

CEの自発的なフォローとして全対応の30％以上を

目標に，推奨している。 
● そのほか（保守パートナ表彰制度の構築） 
 前述のとおり，富士通の保守部門は8000人のCE
を擁し，保守委託先のパートナ会社は90社を超

える。 
 スピードde NO.1活動開始と同時期に，サービス

品質で優秀なパートナを半期に一度表彰する制度を

創設した。 
 表彰は，保守パートナ会社トップとの事業方針共

有の場である全国CEパートナ会議，および全国10
拠点で開催している地区CEパートナ会議で行う

（いずれも半期ごとに開催）。高品質なサービスを提

供するパートナ会社やCEサービスセンターを表彰

することで，保守部門の方向性を明示し推進を盛り

上げている。 
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表-1 保守部門が活用しているサービス品質評価方法と特徴 
測定可能な品質 

（〇：可能，△：一部可能，

×：不可能） 
富士通保守部門で活用している評価手法 

 概要 

スピード 技術力
応対力

説明

付加

価値
評価手法 メリット デメリット 

＜他社との比較評価，富士

通名は名乗らず＞ 
＊日経コンピュータ顧客満

足度調査 
＊富士通全社で実施してい

る顧客満足度調査 
＊そのほか，Webなどで公

開されている顧客満足度

調査 

・お客様の実感に近

い，最も重要視すべ

き評価を採取できる

・お客様の全体的/包
括的な評価を採取で

きる 
・他社との比較によ

り，富士通の強み，

弱みが明確になる 

・お客様との数年前の

トラブルが評価に影

響したり，評価対象

のズレが発生したり

する可能性あり 
・調査コストがかかる

お客様 
から 
見た 
品質 

評価者はお客様，

または第三者。 
富士通を名乗る場

合と名乗らない場

合あり。 

○ ○ ○ ○

＜絶対評価， 
富士通名を名乗る＞ 

＊サービス品質検査 
＊モニタリングサーベイ

（第三者による対応評価） 

・個々の障害対応や問

合せ対応についての

評価なので，問題を

明確にし，具体的な

対策が立てやすい 

・フォローを怠ると，

お客様の不満がか

えって強まる 
・調査コストが，やや

かかる 

作業 
実績 

コールトラッキン

グシステムから，

対応データを抽出

し集計｡ 

○ △ △ ×

＊技術マネジメント指標 
＊SQM 
＊スピードde NO.1指標 

・集計が比較的簡単

（データ処理） 
・保守サービス全体の

状況をつかめる 
・調査コストがかから

ない 

・データ入力ミスによ

る誤差の可能性あり

・CSにつながらない

（自部門に好都合

な）評価仕様・目標

値になる恐れ 

活動状況の把握－新手法の導入－ 

 本章では，サービス品質の新たな手法について述

べる。サービス品質の測定方法は，以下に大別さ

れる。 
（1） お客様から見た品質 
 最重視すべきものであるが，測定件数に限りがある。 
（2） 作業実績（パフォーマンスデータ） 
 目標値がお客様のニーズとかけ離れていないかの

継続的確認が必要だが，サービスの全対応を客観的

に把握できる。 
 保守部門では，「これまでのサービス品質改革」

の章で述べた品質を把握・評価する仕組みに加え，

活動進捗を把握するため，新たなサービス品質測定

手法を採用した。上記（1）に該当する「サービス

品質検査」，「モニタリングサーベイ」，また，（2）に

該当する「スピードde NO.1」指標である（表-1）。 
 以下に各手法の特徴を述べる。 
● サービス品質検査（電話によるお客様アン

ケート） 
 障害対応終了翌日から1週間以内にお客様に電話

をかけ，コールセンターの対応者やCEを評価して

いただく。評価項目は「迅速さ」「技術力」「説明

力」「マナー」で，各項目の満足度を4段階で評価

する仕組みになっている。本調査は，個別障害対応

についてお客様に評価していただくので，通常の顧

客満足度調査より不備な点が明確になり，具体的改

善に結び付けやすいメリットがある。実際に，お客

様からの低評価全件について再発防止の対策を検討

している。反面，お客様の包括的な評価が得にくい

ため，サンプリング数を一定数以上確保して，品質

状況の推移を見ている。 
 本調査は当初コールセンターで開始し，CEに拡

大したが，お客様のCEに対する評価はコールセン

ターに比べて非常に高く，しかし指摘・要望も多い

という特徴があった。これをどうとらえるか部門内

で検討し，サービス品質検査の評価指針を見直した

（評価値重視から指摘実績重視）。 
（1） お客様は直接対面したCEに低評価は付けづら

く，不満の場合，低評価にせず問題指摘される

ことが多い。 
（2） サービス品質検査では，不満・要望コメント

がなく，かつ高評価の場合，サービス品質が高

いととらえる。指摘がある場合は不満評価と同

等に処理する。 
 さらに，保守部門の調査の特徴としてお客様の評

価が得られると同時に，評価される担当者にお客様

と同じ項目で自己評価させている。これにより，お
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客様との認識のギャップを明確にし，とくにギャッ

プが大きい，または改善が見られない担当者に指導

を行うことが可能である。 
● モニタリングサーベイ（顧客対応品質の把握） 
 従来，お客様はなじみのCEに対応依頼していた

が，コールセンター化により，顔の見えない受付に

託すことになった。また，受付のコールセンター化

は業界内外で主流になりつつあり，お客様のコール

センターに対する評価基準も高くなってきた。 
 そこで，2000年のコールセンター化に伴い，富

士通保守部門のコールセンター（総合窓口，ハード

受付，ソフト受付）の対応品質について，実際の音

声を基にした評価を開始した。半期ごとに調査し，

コールセンター全体およびオペレータ各人の品質状

況や課題を明確にし，改善を図っている。 
 第１期の2005年度までに，一般のコールセン

ターとしての品質（基本応対，言葉遣い，声の表情

など）はほぼ満たしてきた。現在第2期として，と

くにIT系コールセンターにお客様が求める品質

（技術性，ハンドリング力）に着目して評価基準を

見直し，サーベイを継続している。 

  

 半期ごとのサーベイ外にも，各部署で継続的な自

己チェックを行っており，対応品質は徐々に向上し

ている。 
● スピードde NO.1指標 
 SQMのうち，とくにお客様の不満・満足に強く

かかわるプロセスに関する品質指標を，図-6のよう

にスピードde NO.1指標としてまとめ，毎月の達成

状況を確認し，未達成部署への是正を指示している。 

 

CE修理時間

＜CE指標＞
⑥重大障害時5分以内出動率
⑦通常の15分以内出動率
⑧修理時間目標達成率，異常値率

CE出動時間

＜部品指標＞
④部品在庫率
⑤配送時間目標達成率

部品在庫状況

部品配送時間

電話解決

＜バックライン指標＞
⑨重大障害での技術スタッフ出動率エスカレーション

品質目標評価ポイント

＜コールセンター指標＞
①電話接続率
②電話解決率
③処理時間目標達成率

つながりやすさ

処理の迅速性

お客様から見た
サービス品質

部品がないので，
と言われなくなった

すぐに電話が
つながる

CEがすぐ，
出動してくれる

修復までの時間が
早くなった

部
品
配
送

コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー

Ｃ
Ｅ
出
動

修
理

修
復
時
間

 
図-6 スピードde NO.1指標（障害発生時対応指標の抜粋） 

Fig.6-“Speed de NO.1” indexes (Extract of corresponding quality indexes in case of system trouble). 

 当指標と達成状況は，Fsasの本社事務所フロア

に張り出し，目標と現状の共有を図っている。 

活 動 成 果 

（1） 日経コンピュータの顧客満足度調査結果(1)-(6)

 サービスに関するお客様評価は徐々に向上してき

た。とくに，2006年の調査では，運用サービスに

おいてFsasが2位を獲得した。(6) これは，品質活動を

一緒に進めてきたほかの富士通系保守パートナも同

様のサービス品質状況であり，富士通の保守部門全

体に対する評価ととらえている。 
（2） 富士通独自のお客様満足度調査 
 富士通で毎年実施するお客様満足度調査において

も，CEの評価は着実に向上している。 
 とくに，PCサーバにおいてはお客様が電話連絡

後のCE到着所要時間は，競合する大手5ベンダ中

2004年度以降連続してトップを占めている。 

活動定着・発展に向けて 

 スピードde NO.1活動により，障害時に迅速に対

応・解決する仕組みを整備し，スピードに着目して

行動する価値観が部門全体に浸透した。お客様シス

テムの安定稼働に貢献し，相応な評価もいただくよ

うになった。 
 今後もスピードを追求するとともに，さらに一歩

進めて，以下の活動を強化する。 
● 現場の声を契機にした品質向上活動 
 これまでは，サービスの結果を数値化した品質管

理であった。今後，サービス品質を改善・向上させ

る契機を，潜在的な現場の声や気づきにまで範囲を

広げる。これにより，サービス上の不具合やトラブ
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0

04年下期 05年上期 05年下期 06年上期

ヒヤリハット
軽障害
重要障害

図-7 MQCレポート発行件数の推移（ヒヤリハット含
む） 

Fig.7-MQC Reports Transition which caused by 
human error including no serious effect. 

　 設計 　 構築 　 導入
運用

　 （保守）

CE，営業，SEで共有

コンテンジェンシープラン

図-8 保守から次のシステムへ 
Fig.8-Next system designing originated in 

maintenance activities. 
 

ルを未然に防止する。 
 現場の潜在的な情報は，現在以下の仕組みで収集

している。 
（1） 生気づき 
 お客様接点である営業，SE，CEがお客様先で感

じた問題・提案を，富士通全社で共有し対応する仕

組み。 
（2） MQCレポート 
 CE作業時の作業ミス情報を1件ごとに登録する。

お客様システムに影響を及ぼしたミスだけでなく，

ヒヤリハット(注 )2 も含む。 
（3） お客様の声管理DB 
 お客様や富士通内の他部門からコールセンターに

寄せられた指摘・クレームを一元管理し，対応して

いる。 
 とくに図-7のように，MQCレポートでは，影響

の生じたミスに関する報告が減り，ヒヤリハットの

件数が2005年度以降急増し続けている。保守作業

品質は，「ミスが起こってから今後の対策を考え

る」から「ミスが起こる前に考える」段階に移行し

てきた。 
● コンテンジェンシープランを活用した提案活動 
 コンテンジェンシープランは，CEがお客様シス

テムの危機管理のための情報をまとめたもので，こ

れによりお客様システムのぜい弱な部分を洗い出し，

営業と連携して，お客様に安定稼働のための提案を

行う。2005年度にFsasで開始したが，最終的には，

富士通の全お客様についてコンテンジェンシープラ

ンを整備すべく推進している。 
 コンテンジェンシープランに基づく提案は，これ

                                                      
（注2） 大事故になる可能性があったが，直前に回避したり，影

響が小さくて済んだりしたミス。 

までのシステム設計→構築→運用の流れから，運用

を起点として次期お客様システムにつながる流れを

作るものである（図-8）。長年お客様システムのサ

ポートを担当し，お客様システムの状況を熟知した

CEが考え，提案することで，一層お客様のニーズ

に応えられる。 

む  す  び 

 本稿では，富士通の保守部門が展開したスピード

de NO.1活動について，作業プロセス改革やサービ

ス品質把握の新手法を紹介した。今後一層，お客様

システムの安定稼働に向けた取組みを推進していく。 
 最後に，富士通にとって，お客様との長年のお付

き合いにより培ってきたお客様からの信頼は，最大

の財産である。IT環境やお客様のニーズは変わっ

ても，お客様の信頼を維持しお客様システムの安定

稼働を守るミッションは不変であり，今後も更なる

サービス品質の向上・お客様満足の獲得を目指して

いく。 
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