お客様事例

NetAppのグローバルでのIT運用を支え、
全社員のナレッジベースとしても活躍するServiceNow

このお客様事例は、
ネットアップ株式会社 情報システムセンター センター長 山本弘樹 氏へのインタ
ビューによります。

インシデント管理と変更管理に限定されていたITILの運用をさらに拡充

NetAppは、ストレージとデータ管理のソリューションを提供する世界有数の企業で
ハイライト

す。近年はクラウドへの対応をすすめ、
クラウドとオンプレミスで柔軟かつ自由にデー

グローバルでの ITシステムの ITIL 運用と

タを管理する「データファブリック」
というビジョンのもと、エンタープライズ企業およ

ナレッジベースの構築

びデータセンター等を支援する製品・ソリューションを展開しています。

組織

NetApp

同社は、ITの運用管理においても、米国本社を中心に早くからITILにのっとった先進的

業種

な取り組みを行ってきました。ネットアップ株式会社 情報システムセンター センター

インターネット
本社

カリフォルニア州サニーベール

長 山本弘樹 氏は次のように語ります。
「 2006 年〜2007 年ころ、米国本社から各国の IT 部門に対して、ITIL の資格を取得す

対象地域

るようにという指示がありました。そこで日本でもIT部門全員が資格を取得し、
インシ

全世界

デント管理と変更管理に特化したツールを活用して、
日々の業務を記録していました。

ITSMソフトウェア

その後、
プロセス全体を把握して運用を改善するには、ITIL 化をさらにすすめる必要

インシデント管理
問題管理
変更管理
ナレッジ管理

があるということになり、次のステップとして問題管理に取り組むことになりました。そ
れが2010年ころの話です。」
（山本氏）
「インシデント管理」は、日々、ユーザーからあがってくる問題、たとえば「ソフトウェア
が動かない」
「機器からアラートが出ている」
といった問題とその対応をすべて記録す
る業務です。そこで、多くのユーザーから同じ問題が報告されると、
システムに何らか
の問題がある可能性があるため「問題管理」に移行して原因を究明します。そして、洗
い出した原因を修正し、
システムを改善するのが「変更管理」にあたります。
ところが、既存のツールはインシデント管理と変更管理に限定されていたため、問題
管理の取り組みが不十分でした。そこで、新たなツールが検討されることになり、最終
的に、当時、
まだ設立されて間もなかったServiceNowが選択されることになったの
です。
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インシデント管理と変更管理に限定されていたITILの運用をさらに拡充

ServiceNow を活用して「問題管理」

「インシデントチケットを作るには、多くの

を加えた新しい ITIL 運用がスタート

フィールドを入力しなければならず、けっ

システムの開発は米国の IT 部門が主導

こう面倒です。
しかし、実際の現場では、

ですすめられました。ただし、NetAppは

ユーザーが我々のところに質問にきて、

世界中に拠点があるため、開発したシス

その場で解決できることも少なくありま

テムをグローバルで運用するには、人材

せん。ただ、
こうした対応もすべて記録す

を効率的にトレーニングする必要があり

る必要がありますので、3つのフィールド

ました。そこで、採用されたのが、
トレー

を入力すれば、すぐにチケットが作成でき

ナー自身を訓練するトレイン・ザ・
トレーナ

る『ウォークインチケット』という仕組み

ーでした。

を作りました。」
（山本氏）

「システムを構築してUAT（ユーザーアク

グローバル共通のナレッジベースを構

セプタンステスト）を実施し、問題がない

築して全社員にアクセス権を付与

ことが確認されたあと、次のステップとし

新しい IT 運用の仕組みと同時に、同社は

て、世界各国のリージョンからメンターと

もう1 つ、ServiceNow を活用した新し

なる社員が選ばれ、米国本社で集中的に

いシステムも開発しました。それがグロ

トレーニングが行われました。その際は、

ーバルで共通で活用するナレッジベース

私もメンターとして参加しました。メンタ

です。

ーの役割は、帰国後に、
トレーナーとして
各リージョンの社員を教育することです。
私も、帰国後は日本だけでなく、中国、韓
国、シンガポール、オーストラリアなどの
各地域の IT スタッフを集めて、テレビ会
議等でトレーニングを実施しました。」
（山
本氏）
こうして、ServiceNowによる新しいITIL
運用がスタート。
「インシデント管理」
「変
更 管 理 」に「 問 題 管 理 」が加わったこと
で、発生した問題を集中管理し、
システム
に反映する統一的な仕組みが動き始め
ました。
なお、運用開始後しばらくしてから、現場
のニーズに対応するため、システムの改
変が行われました。
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「ナレッジベースは、いわゆるFAQ 集で
す。ITILのプロセスを回すと、ヘルプデス
クには同じような問い合わせが集まり、

FAQ が蓄積されていきます。そこで、そ
れをServiceNowに統合してナレッジベ
ースとして公開することにしたのです。」
（山本氏）
前述のインシデント管理、問題管理、変更
管理のシステムにアクセスできるのは、

IT 部門のスタッフだけです。一方、ナレッ
ジベースには、全社員にアクセス権が割
り当てられました。

ネットアップ株式会社
情報システムセンター
センター長
山本弘樹 氏

インシデント管理と変更管理に限定されていたITILの運用をさらに拡充

「 IT 以外の社員がServiceNowにログイ

「 ServiceNow で問題を管理し、責任を

ンすると、2 つの機能を提供する画面が

もって対処することは、本社 IT 部門の役

表示されます。1つは問題報告のチケット

割です。各リージョンの主な役割はイン

を作成する機能で、もう1つがナレッジベ

シデントを上げることですが、報告したイ

ー ス の 検 索 機 能 で す 。た と え ば 、

ンシデントが、現在、
どのように対応され

Outlook のメールで画像が表示されな

ているのかを確認できるようになったの

いなら、
『 Outlook

は、報告する側としてもメリットだと感じ

Picture 』のようにキ

ーワード検索することで、必要な情報を
調べることができます。従来もマニュア
ルはありましたが、バラバラでまとまって
いなかったので、検索性は格段に向上し
ました。」
（山本氏）
なお、ナレッジベースに登録する内容に
ついても、
グローバルでのレビュープロ
セスが確立されています。毎月、本社 IT
部門から各リージョンの IT 部門に項目の
候補が送られてきて、
レビューが行われ
たあと、ナレッジベースに正式登録され
る仕組みです。
グローバルでの ITIL 運用を支え、全社
員が意識することなく活用できるナレッ
ジベースとして活躍

2010 年以降、ServiceNowによって構
築されたシステムは、NetApp の社内 IT
運用に不可欠なシステムとして安定稼

ています。」
（山本氏）
ナレッジベースについても、すでにグロ
ーバルで多くのナレッジが蓄積され、全
社員に有効活用されています。
「 FAQ が一カ所にまとまって検索できる
ようになったことで、社員がセルフサービ
スで解決できる範囲が格段に広がりまし
た。また、弊社は昨年、Office 365を導入
したのですが、そ の FAQ も準 備した結
果、導入がスムーズにすすんだと思いま
す。」
（山本氏）

2 0 1 0 年 から 約 7 年 間 に わ たって
ServiceNow を活用している同社です
が、毎日、ServiceNow にログインして
業 務 で 活 用して い る山 本 氏 は 、

ServiceNowを次のように評価します。
「日々の 業 務で使っていて実 感するの

働を続けています。山本氏は、問題管理

は、非常に安定しているということです。

が加わった効果について、次のように語

長期のダウンタイムが発生したことはあ

ります。

りません。また、
クラウドなので必要なら
自宅のパソコンからでもフォローアップ
ができるのは助かります。すでに7年間使
っていますが、社内で他のツールが話題
になったことはありません。」
（山本氏）

お客様事例

お客様事例

【コラム】NetApp全体におけるServiceNowの導入成果

ServiceNow は、2010 年に導入されて

そこで、
このプロセスをServiceNow で

以降、NetApp のグローバルの IT 運用を

自動化。具体的には、顧客、パートナー、

支えるサ ービスとして活用されていま

外勤営業員からのメー ルを発信元、件

す。また、米国本社においては、IT 部門以

名、メー ル本文の情報に基づいて分析

外での活用もすすんでいます。

し、ServiceNow のキューに転送する仕

たとえば、見積から請求までを担当する

組みを開発しました。

部門では、顧客からの問い合わせを管理

この結果、担当者はServiceNowにログ

するプロセスがバラバラで、担当者がそ

インして、キューにあるリクエストにだけ

れぞれ個別に、顧客、パートナー、外勤営

対応すればよくなりました。また、転送と

業員から送られてくる何千というメール

承認が自動的に管理され、
リクエストの

を受け取って、手作業で業務を行ってい

正確なステータスも把握できるようにな

ました。このため業務が煩雑になり、
どう

りました。そのコスト削減効果は、年間で

してもミスが発生しがちでした。

185,000ドルと見積もられています。

これは、NetAppにおけるServiceNow
の成果の一部です。その他の部門でも、

ServiceNow は、同社の業務プロセス
の効率化に目覚ましい成果を上げてい
ます。
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