NTT グループの最新ソリューションガイド

ＮＴＴコミュニケーションズ

「ServiceNow」を活用したソリューション

拡張を続ける NTT Com のマネージドサービス。
ServiceNow 初の日本国内基盤を活用した
マネージドソリューションで新たな領域へ
ここ数年、
海外で著名な ITSM SaaS である Service Now を導入し、
業務プロセスの精度、
効率向上を図る日本企業が増えています。
本年 10 月 5 日のニュースリリースにもあるように、NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）マネジメントサービス部（以下、
MS 部）は、
自社データセンターに構築した ServiceNow 基盤（Self-Hosted）と ServiceNow の豊富な社内利用実績をベースに、
同社の提供する Global Management One（以下、GMOne）のソリューション領域の拡張を進めています。

サービスマネジメントプラットフォーム
「ServiceNow」

横断して一元管理できるサービス管理プラットフォームを
提供し、さまざまな業種の企業・組織の迅速化・効率化を
通じて人々の働き方の変革を目指しています（図 1 参照）
。

ServiceNow 社は、今や急速に成長するクラウドカンパニ
ーの域を超え、フォーブス・グローバル 2000 にも入る世
界で屈指の企業に成長しました。今年も 4 年連続でガート
ナー社が発表した ITSM（IT サービスマネジメント）部門
のマジッククワドラント（Magic Quadrant）において「リ

NTT Com で進む社内利用
NTT Com 自身でも自社サービスの運用管理での導入を進
めています。

ーダー」の評価を獲得。同社の製品はあらゆる業界の先端

今年の 5 月には、企業向けのネットワークサービスのサ

企業を含む世界で 5,300 社を超える企業に採用され、グロ

ービスデスク向けチケット管理システムとして導入、運用

ーバル市場をリードしています。

を開始しています。ServiceNow の社内導入を推進したのは、

ServiceNow 社が提唱しているのは、企業の「Lightspeed

NTT Com サービスのお客さまサポートを担当し、開発対象

Enterprise TM

のチケットシステムの利用部門でもあるカスタマサービス

ートベースの構造化されていない旧来のワークモデルから、

部（以下、CS 部）です。CS 部は、社内システムの開発を

単一のデータモデルを使用し、ワークフローの作成や業務

行うシステム部に開発を依頼。利用部門の立場で開発プロ

プロセスの標準化・自動化をスピーディーかつ効率的に行

ジェクトに参加しました。

」への変革です。電子メールやスプレッドシ

う先進的なワークモデルへの革新を推進しています。また

開発は順調に進み、システムの要件定義からアプリケー

ITSM をはじめ、セキュリティ（インシデント管理）
、カス

ションの開発、テスト、運用開始までをわずか 3 ヵ月で完了。

タマサービス、人事と幅広い業務ワークフローを、全社を

通常のオンプレミスシステム前提で想定される開発期間半
年の約半分となっています。
「システム部で開発プロジェクトを立ち上げてアプリの開
発にあたりました。ITIL のベストプラクティスのモジュー
ルが豊富に用意されていたので、ほぼコーディングをする
ことなく短期で開発できました（図 2 参照）
。短縮した期間
はプロトタイプの利用者への試行利用にあててフィードバ
ックをもらって開発サイクルを何度か回しましたので使い
勝手の向上が図れたと思います。
」（システム部
テム部門
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山崎氏）

「今回は短期間での開発のため、品質と両立できるか不安
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がありました。CS 部の利用者も開発に参加するプロトタイ

統一したいというものです。ツールを統一することで、イ

ピング手法で開発したこともあって、利用者目線を反映し

ンシデントチケットの相互連携やデータベースの統一化が

たものができたと思っています。実際、オペレータからも

図れ、全体の運用効率向上が望めるためです。

GUI が非常に見やすく使いやすいとのコメントをもらって
います。サービスカタログ機能を用いてネットショッピン
グをするように簡単に自社のサービスを提供したり、カス
タマーサービスポータル機能で弊社のお客さまからの問い

ネットワーク運用保守業務への適用
CSC がネットワークの運用保守をしているお客さまでも、

合わせを受付していきたいと考えております。
」
（CS 部イノ

ServiceNow を活用したお客さまからの申請受付・処理やイ

ベーション部門

ンシデント管理が始まっています。

澤田氏）

あるお客さまのシステムを担当する運用チームでは、お
客さまからのシステム変更要求について、今まではお客さ
まがスプレッドシートで作成された依頼票をメールで受領
していました。そこで運用チームは、効率化を追求するた
め ServiceNow で構築した Web ポータルによるダイレクト
な変更要求受付や、担当者のアサイン自動化をお客さまに
提案。内製で作成したアプリを導入し、依頼票の記入不備
による手戻りや手作業を解消し、結果として受付から変更
完了までの時間が平均で 50% 短縮されました。
今後は受付等の管理部分だけではなく、変更対象システ
ムに対して行う変更作業そのものも自動化し、さらなる効
図2

社内システムの短期開発

率化と迅速化を進める予定です。
別のお客さまの運用でもインシデント管理で ServiceNow

MS 部におけるマネージドサービスでの導入実績

の利用を開始しています。この運用では、API 連携をつくり
込むことでセキュアなメッセージツールと ServiceNow を
統合（図 3 参照）
。効率的に運用できるようになり、対応時

社内利用の一方、お客さまシステム運用の現場での導入
も進んでいます。

間も 30％削減することができました。
システム運用に関係する SaaS と Chat サービスを組み合

NTT Com の MS 部ではカスタマサービスセンター（以下、
CSC）において、お客さまからお預かりしている ICT システ

わせた運用効率化を図るこのような取り組みは「ChatOps」
と呼ばれています。

ムのインシデント管理や、変更管理、障害復旧対応等を 24
時間 365 日行っています。ICT 運用に精通したサービスマネ
ージャー、フロントが連携して日々の運用にあたっています。
CSC の運用の現場では NTT Com が用意する標準運用監
視ツールを使用することも多くありますが、お客さまがツ
ールを指定されるケースもあります。この数年で徐々にお
客さまから指定されるツールとして ServiceNow が増えて
きています。ServiceNow が選ばれた理由はお客さまによっ
てさまざまですが、最も多い理由はお客さまの海外法人で
先行して採用しているのに合わせ、グローバルでツールを
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チャットシステムとの連携

63

NTT グループの最新ソリューションガイド

Tier3 デ ー タ セ ン タ ー（ デ ー タ セ ン タ フ ァ シリ テ ィ 基 準

日本国内にデータを保持されたいお客さまのニーズ

JDCCFS001）を選定。具体的な構築プランを練り上げ、
ServiceNow 社の米国のインフラチームとも密接なコミュニ

NTT Com では、さまざまなインダストリーのお客さまか

ケーションをとりながら構築を進めており、2017 年 12 月

ら ServiceNow の導入に関するご相談をいただいています。

には完成する予定です（図 4 参照）。」（システム部

その中で最近増えてきているのは、ServiceNow を導入した

ステム部門

第二シ

大西氏）

いが社内のデータ保存場所に関する管理方針上、日本国内
にデータをとどめておきたいというものです。データの保

関西
Nexcenter

管場所を日本国内にとどめておきたいニーズは、金融系の
お客さまだけではなく、自治体等の公共系のお客さまでも

ServiceNow基盤（バックアップ）

関東
Nexcenter
ServiceNow基盤
（メイン）

同じように見受けられます。
また、日本の金融系のお客さまの一部では、個人情報保
護の観点から、日本国内でのデータ保持を強く望まれるケ
ースが出てきています。その背景には、金融庁が出してい
インターネット

る個人情報保護のガイドライン上において、情報保管に関
しては管理者の選定や毎年の監査実施を必須としているこ

エンドユーザ

とがあります。現地に管理者を配置して対応できる会社ば
図4

かりでは無いという実態もあり、国内保管を望まれるケー

国内 ServiceNow 基盤

スがあります。データを海外保管とした場合、有事の際に
適用されるのは保管場所の国の法律となり、最悪の場合、
保管データの差押えや消失等のリスクが考えられます。そ
のため、お客さま社内のリスクマネジメント方針として、

金融・公共のお客さま等への提供と強み
MS 部が提供するマネージドソリューションでは、現在構

データの保管場所については、日本法が適用される国内保

築中の Self-hosted 基盤を活かし、先述のようなデータを

管を望まれることが多くあります。

日本国内にとどめておきたいお客さま、特に金融や公共系

NTT Com が Nexcenter に
ServiceNow 基盤を国内で初めて構築
こ う し た お 客 さ ま の 声 を 踏 ま え、NTT Com で は
ServiceNow の 日 本 で の 販 売 を 手 が け る ServiceNow
Japan と対応策を相談。その方策として提示されたものは、
社 内 利 用 で の 大 口 ユ ー ザ ー で も あ る NTT Com 自 身 が
ServiceNow を自社データセンターに構築、運用する「Self-

のお客さまのニーズに対応していきます。
また、金融系のお客さまが FISC 安全対策基準への対応を
求められる場合は、個別調整で対応していきます。これは
NTT Com 自身が国内で基盤を運用するからこその強みとな
る部分です。

フルアウトソースに対応した
マネージドソリューション

hosted」プログラムというものでした。このプログラムは

ServiceNow が GUI に優れたプラットフォームであり、多

各国でも 1、2 例のみが許可される特殊なプログラムで、シ

くの標準ワークフローのテンプレートを用意しているとはい

ステム構築や運用力、社外にも提供する場合は顧客サポー

え、お客さまの経営改善につなげるためには、ビジネスプロ

ト能力等について ServiceNow 社からの厳しい審査をパス

セスの現状をつぶさに把握し、あるべき姿を的確に描いた上

した企業に認められるものです。

でのインプリメンテーションが重要です。また ServiceNow

「NTT Com では、国内外に展開している高品質データセ

を導入する際には、お客さまの既存の社内システムとの相互

ンター “Nexcenter” の中でも特に高い信頼性を有する

接続やマイグレーションといった要件も出てきますが、お客
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さま自身での対応はそう簡単ではないのが実情です。
NTT Com では永年にわたり CSC で培ってきたお客さま

のビジネス効率を高めるための課題をリストアップし、優先
順位づけを実施し、開発の要件定義を実施。

ICT 運用の経験を活かし、運用コンサルティングからインプ

②ライセンス調達・基盤のプロビジョニング：ServiceNow

リメンテーション、既存システムとのインテグレーション、

社からの Subscription 調達、基盤（本番、開発用）の立上げ

さらにはマイグレーションや構築したシステム自体の運用

を実施。

までのフルアウトソースを提供する体制を用意しています

③ ア プ リ の 開 発： お 客 さ ま と 合 意 し たSOW（Scope of

（図 5 参照）
。

Work）に基づき、NTT Com のServiceNow 基盤上でワーク

「NTT Com では、ServiceNow のみを提供するのではな

フローをインプリメンテーション。
必要に応じてお客さま既存

く、私たちの既存のケーパビリティを組み合わせたソリュ

システムとのインテグレーションも実施。

ーションを展開したいと考えています。例えば、システム

④運用設計、トレーニング、業務オペレーション：開発した

運用のフロントチームに加え、運用改善提案やレポートを

ServiceNow アプリと業務プロセスのオペレーションについ

行うサービスマネージャーも組み合わせることで、お客さ

て、業務運用設計、NTT Com 運用チームのオペレータへのト

まのビジネスプロセス改革を実現し、経営改善に貢献して

レーニングを実施。ServiceNow を使った業務プロセスのオ

いきます。
」
（MS 部サービス企画部門

ペレーションはお客さま自身の体制で行うことも可能です。

齋藤氏）

お客さまの抱えるサービスマネジメントの課題はそれぞ
れ異なります。基本的には、お客さまからのヒアリングを
通じてオーダーメイドのソリューションを提供していく中
で、ベストプラクティスとなるモデルへの標準化も図って
いく予定です。

IT システムの構成管理データベースによる見える化など、
当面は ITSM の分野を中心としたソリューションを提供し
ていく予定です。この他に業務プロセスのパフォーマンス

NTT Com の担当業務

アプリ
基本設計

ご提案
見積もり
契約

今後のビジネス展開

アプリ
詳細設計

社内利用の面では、海外を含めた NTT Com グループで

運用テスト

運用チーム
トレーニング
（※）

運用設計

コンサル
ティング・
要件定義

分析といった領域への順次拡張も検討中です。

基盤のプロビジョニング
（本番環境、開発環境）

の利用にも広げ、グローバルでシームレスなオペレーショ
業務プロセス
のオペレー
ション

ンの実現も検討しています。

ライセンス
調達
（※）お客さまの運用体制でも可能

図5

NTT Com の担当スコープ

NTT Com によるソリューション提供のステップ
NTT Com ではコンサルから運用までを一元提供していま
す。主な流れは以下の通りです。
①コンサルティング・要件定義：NTT Com のコンサルタン
トがお客さまの現状のビジネスプロセスを分析。お客さま
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【右から】CS 部 イノベーション部門 担当課長

株式会社 NTT コミュニケーションズ マネジメントサービス部
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※ http://www.bcm.co.jp/ でも閲覧できます。
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