お客様事例

ベネッセグループへのITサービス提供で
目指すべき事業構造モデルを明確化、
その実装をServiceNowで推進
このお客様事例は、
株式会社ベネッセインフォシェル ITソリューション本部 本部長 久山大輔氏、
およ
び同本部 ITソリューション2部 部長 滝澤友章氏へのインタビューによります。

業務の属人化・ブラックボックス化が、戦略的な全体最適化を阻害する要因に
ベネッセグループにおけるIT機能会社として、ベネッセグループの事業を支えている株
ハイライト

目 指 す べ き I T サ ービ ス 事 業 モ デ ルを

ServiceNowで具現化
組織

式会社ベネッセインフォシェル（以下、ベネッセインフォシェル）。
「情報セキュリティ」
と
「運用効率」
という相反する2つの要素のレベルアップを追求し、共に「世界最高水準」
を実現することで、ベネッセグループ各社が事業に集中できる環境を整備し続けてい
ます。
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ここで大きな課題になっていたのが、
プロセスや既存のシステムの標準化が一部不十

業種

分であったことから、属人的な業務が行われていたことでした。オンプレミス型の他社
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（今後はグローバルにも展開）
ソリューション

ITサービス業務の標準化・自動化
導入期間

ITSMソリューションはすでに導入されていましたが、そのカバー範囲が限定的且つ統
合されていなかったのです。
「属人的な業務が存在すると、仕事ができる特定の人に仕事が集中しやすくなり、残業
しながら対応するという状況に陥りやすくなります」
と語るのは、ベネッセインフォシェ
ル ITソリューション本部 本部長の久山大輔氏。特に上級システムエンジニアの負荷が
高くなる傾向があり、
オペレーションコストの増大にもつながっていたと振り返ります。
「業務内容がブラックボックス化することで、担当者の業務ローテーションを実施する

インシデント管理、ナレッジ管理、問題管

場合の引き継ぎも難しくなります。プロセスを標準化することでこのような問題を解消

理を実装したシステム：約1ヶ月

すると共に、上級システムエンジニアがより高度な業務に専念できる体制を確立すべ

要求実現、変更管理、
リリース管理、構成
管理まで含む、ITサービスオペレーション
全体をカバーしたシステム：約5ヶ月

きだと考えました。」
また「日常的なオペレーションをこなすことに注力していた反面で、ストラテジーやデ
ザインといった領域への意識が高まりにくかったことも、大きな問題でした」
と指摘す
るのは、
ベネッセインフォシェル ITソリューション本部 ITソリューション2部 部長の滝澤
友章氏です。その結果、
日々の業務範囲で見えている小さなサイクルでのPDCAだけ
が行われ、部分最適によって属人化がさらに進んでしまうという、悪循環が発生してい
たと言います。
＜ServiceNow導入前の課題＞
●

業務の属人化によって特定の人に仕事が集中しやすくなり、業務ローテーションも
困難に

●

日常的なオペレーションに注力していた結果、部分最適によって属人化がさらに進
むという悪循環も発生
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全てのメンバーが参加するデモを実施、

る
「PinkVERIFY」を取得していることも、

最も評価が高かった ServiceNow の

採用理由の1つに挙げられています。ベネ

採用を決定

ッセインフォシェルでは、
ITILをベースにIT

このような問題を根本から解決するため、

サービス事業モデルを策定することを目

ベネッセインフォシェルは2015年4月に、

指しており、ITIL準拠率の高い製品であれ

ITサービス事業構造モデルの変革に向け

ば標準機能だけで事業モデルを実装でき

短期間で集約されています。

た取り組みを開始。そのためのサービス

る可能性が高まります。これによって余計

そのため、
自社のノウハウを既

マネジメント基盤の選定を進めていきま

な追加開発を最小限に抑え、スピーディ

す。当初は既存ツールのクラウド版を採用

にサービスインできるとともに、高い保守

存のシステム上で追加開発す

する予定でしたが、
ServiceNowも候補に

性も実現できると期待されたのです。

加え、実務メンバーも参加したデモを実
施、
徹底的な比較検討が行われました。

事業構造モデルのグランドデザインを策
定した上で、ServiceNowの導入を開始

2015年5月末にはServiceNowの採用を

このようなソリューション選定を行う一方

決定。その理由について滝澤氏は次のよ

で、ITサービス事業構造モデルの策定に

うに説明します。

も着手します。まずはITライフサイクル全

「一番大きな理由は、
実務メンバーからの評
価が最も高かったことです。ServiceNow
は業務遂行に必要な情報を1画面で把握
できるように工夫されており、エンドユー
ザーの要望に合わせた画面配置も行い
やすくなっています。このようなユーザー
インターフェースであれば、継続的な改
善に取り組みやすくなります。またデモの
内容も、実際にServiceNowを導入する
ことで何がどう変わるのか、
イメージしや
すいものでした。」
これに加えて久山氏は「 ServiceNowが
グローバルで活用されているSaaSであ
ることも、重要な評価ポイントです」と指
摘。ServiceNowには海外を含む他社の
知見が短期間で集約されるようになって
おり、導入企業は最新のベストプラクティ
スに苦労なく追随できると言います。
「こ
れによって、
自社のノウハウを既存のシス
テム上で追加開発する従来の方法とは比
較にならないほど、
スピード感とクオリティ
の高いITSMソリューションが手に入りま
す。またベネッセグループには海外企業の
関連会社もあり、ベネッセコーポレーショ
ンのように海外でサービス展開を行ってい
る企業もあるため海外でも使えることも
重視しました。」
さらに、ServiceNowがITIL準拠認定であ

「 ServiceNow はグローバル
で活用されているSaaS であ
り、海外を含む他社の知見が

る従来の方法とは比較になら
ないほど、スピード感とクオリ
ティの高い ITSMソリューショ
ンが手に入ります」

体のあるべき姿をグランドデザインとし
て明確化した上で、注力すべきオペレー
ションを詳細までブレイクダウン。さらに
ストラテジーやデザイン、
トランジション
（移行）
に関しても「あるべき姿」をまとめ
上げ、大きなサイクルでPDCAを回すイ
メージを作っていったのです。
「通常であれば、
現状分析→あるべき姿の
設計→ギャップを埋めるための施策立案、
と進むのが一般的だと思いますが、
今回の
プロジェクトでは現状にとらわれることな
く、理想的なベストプラクティスを確立す
べきだと考えました。もちろん現状の業務
を一つひとつ紐解いていくことも大切で
すが、大きな変革を目指す場合には過去
との連続性を断ち切る決断も必要です。
当然ながら現場からの反感を買うことに
なりますが、
これを乗り越えなければ当社
のビジョンである
『最高水準の運用効率』
は実現できません。このことを何度も繰り
返し説明し実務者の理解を得た上で、
プロ
ジェクトを進めていきました。」
（久山氏）

ServiceNowによるシステム設計が始ま
ったのは 2015 年 8 月。同年 9 月までのわ
ずか1ヶ月間で、
インシデント管理、ナレッ
ジ管理、問題管理が順次構築され、導入
が行われています。さらに2015年10月か
らは、要求実現、変更管理、
リリース管理、
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ITソリューション本部
本部長
久山 大輔 氏

業務の属人化・ブラックボックス化が、戦略的な全体最適化を阻害する要因に

構成管理の設計・構築もスタート。2016

後の作業も受け付けた担当者がそのまま

年 3 月にはIT サービス事業の全オペレー

実施、作業記録が残らないケースも多数

ションを支える基盤がServiceNow の上

見られました。ServiceNowを導入して変

で実現され、その後も継続的な改善が進

革を行った後は、
依頼手段がServiceNow

められています。

に統一され、依頼内容に応じて担当グル

＜ServiceNowを評価したポイント＞
●

●

「役割分担の明確化と手順の
標準化によって、属人性の排
除が可能になりました。また全

ープを自動的に割り当てています。役割

ての活動はServiceNow上に

分担の明確化と手順の標準化によって、

実務担当者から高く評価されたユーザ

記録されており、その分析によ

属人性の排除も可能になりました。また全

ーインターフェース

ての活動はServiceNow上に記録されて

って新たな手順化やFAQ作成

グローバル活用されているSaaSであ
るため、最新のベストプラクティスに苦

●
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FAQ作成も進められています。」

労なく追随可能

実際のオペレーションにおける業務スタ

ITIL準拠認定である「PinkVERIFY」を
取得しているため、
ITILベースの事業モ

イルも変化しました。以前は「メールを確
認することが仕事」
といえるほどメールの

デルを最小限の追加開発で実現可能

やり取りが多く、出社してすぐにメールク

オペレーションの属人性を排除、一貫性

は出社して最初に見るのはServiceNow

のあるKPI測定も可能
ベネッセインフォシェルでは継続的改善
を着実に進めるため、5つの指標と3つの
達成レベルを明確化しています。
まず 5 つの指標としては「コスト低減化」
「変化対応力」
「提供速度」
「応用力」
「顧客

ライアントを立ち上げていましたが、今で
の画面になっています。自分が行うべき
業務が、
ここに全て集約されているからで
い、自分が行うべき業務に集中できるた

ITソリューション本部
ITソリューション2部

め、高い生産性を発揮できます。また実施

部長

み付けを行い、
優先順位を決めた上で、
改

体で共有されているため、対応漏れが発

善に向けた取り組みを進めています。

生する危険性もありません。新人オペレ

レベル 1 、
「業務に必要な全ての機能が

ServicenNowの統合ポータル上に整備
されている」をレベル2、
「一連のプロセス
が完全につながり自動化可能な部分が自
動化されている」をレベル3と定義。最終
的に全ての業務でレベル3を達成するこ
とを目指し、3〜6ヶ月のサイクルでリリー

滝澤 友章 氏

すべき業務は自動的に各オペレーターに
割り当てられ、割り当て状況もグループ全

されServiceNowで管理されている」を
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す。オペレーターはこの画面の内容に従

満足度」を列挙。業務毎にそれぞれの重

達成レベルに関しては、
「ルールが明確化

も進められています。」

おり、その分析によって新たな手順化や

ーターを採用する場合も、以前は教育に
半月〜1ヶ月かかっていましたが、現在で
は1〜2日で対応可能になっています。
ベネッセインフォシェルにおけるITサービス事業構造変革プロジェクトの流れ

❶『ベネッセインフォシェル版事業構造モデル』の定義
ServiceNow

モデル参照（ITILベース）

+

大規模サービス・プロバイダー
モデル参照

スを繰り返しています。
このような取り組みによって、業務プロセ
スは大きく変わっていきました。その一例
として滝澤氏は、
事業部門からの依頼を受
けてITサービスをデリバリする業務を取り

現状業務の確認

❷ 事業構造モデルの確定
❸ サービス提供領域と機能レベルの定義
❹ 変革に向けたGap調査・導入計画策定

上げ、
その変化を次のように説明します。
「以前はメールや電話など複数の手段によ
って特定の担当者に直接依頼が入り、
その

❺ ServiceNow導入による実業務の変革

業務の属人化・ブラックボックス化が、戦略的な全体最適化を阻害する要因に

時間単価の高いシステムエンジニアも、
より高度な業務に集中できるようになって
います。業務フローは申請受付、判断、オ
ペレーションに分けられており、申請受付
のほとんどはServiceNowで無人化、
オペ
レーションは標準化され誰にでもできる
ようになっているため、彼らは判断だけ下
せば良くなりました。以前は5 〜 6 名のシ
ステムエンジニアが従事していた業務が、
現在では全く関与することなく遂行でき
るようになったケースもあると言います。
業務効率がどの程度向上しているのか、

KPIによる定量的な評価も行いやすくな
りました。ベネッセインフォシェルではITIL
で定義されているKPIのうち、複数のKPI
を継続的に測定し、ServiceNowによって

重要な要素になっていると指摘します。
「ServiceNowの稼働率がSLAで定義さ
れた値を下回ったことはなく、安定したプ

知から一次対応開始までの平均時間」や

インとなっていますが、今後はそれ以外

め、極めて重要なポイントです。また適度

の共通サービスへと、ServiceNow の

な間隔で機能追加が行われていることも

活用領域を拡大していくことも視野に

評価しています。これによって、海外を含

入っています。すでに、名刺発注申請や

む他社の知見やノウハウが蓄積された新

オフィスレイアウト変更申請といった、
総務サービスへの適用が行われてお

り入れることも可能になっています」。

り、人事サービスや法務サービスへの

●

依頼手段がServiceNowに統一され、
割り当ても実現

●

●

握しやすくなるため、継続的改善に取り組
みやすくなります。」
（滝澤氏）

だけではなく、ストラテジーやデザイン
といった領域でServiceNowを活用す
ることも計画されています。これによっ
てIT戦略をもとにサービスをデザイン・

全ての活動をServiceNow上に記録す
も容易に
単一プラットフォームで完結しているた
り、
継続的改善にも貢献

マネジメントは改善すべきポイントが把

も活用を推進 またオペレーション領域

受付、承認、作業の役割分担が明確化

ることで、新たな手順化やFAQ 作成等

●

ストラテジー/デザインといった領域で

され、
業務の属人性も排除

ていくことです。ServiceNowは全ての機

当者は自分の貢献度を知ることができ、

●

依頼内容に応じた担当グループの自動

め、一貫性のあるKPI 測定が可能にな

での可視化が行えます。これによって担

適用も検討されています。

＜ServiceNow導入の効果＞

状況を可視化し、継続的な改善につなげ

いるため、客観的かつ一貫性のある指標

●

機能を、当社のサービスマネジメントに取

れらの KPIが改善されるわけではありま

能が1つのプラットフォーム上で完結して

させたいと考えています。」

グループ事業会社の満足度に直結するた

「様々なシステムを導入しても、すぐにこ
せん。重要なのはKPIでオペレーションの

ンジニアの担当業務をより上流へとシフト

す。稼働率は当社の顧客であるベネッセ

「一定時点での未処理のインシデント数」
等が計測されています。

は業務全体の 7 割を自動化し、システムエ

ITサービス以外の共通サービスへも展開
現在ではITサービス事業での活用がメ

ラットフォームであることを実感していま

自動的にレポートを作成しています。例え
ばインシデント管理では「インシデント検

お客様事例

開発し、これをそのまま運用に乗せて
いくことが可能になると言います。
「ライフサイクル全体をServiceNowと
いう統合的なプラットフォーム上で動か
すことで、統一感とスピード感はさらに
高くなっていくはずです。当社のビジョ
ンである
『最高水準の運用効率』
をより

ライフサイクル全体をServiceNowで

前進させ、
グループ全体の企業価値向

動かすことで、統一感とスピード感のさ

上に大きな貢献を果たしていきたいと

らなる向上を目指す

考えています。」
（久山氏）

「レベル3まで到達している業務はまだ一
部に過ぎませんが、今後さらにオペレーシ
ョンの自動化・無人化を進めていきます」
と
久山氏。これによってコストがさらに下が

また久山氏は、
プラットフォーム自体の優

り、ユーザーである事業会社の事務処理

位性が高いことも、継続的改善を支える

負担も軽減できると語ります。
「最終的に
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