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本ドキュメントの対象読者について 

本ホワイトペーパーは、特定のインシデント管理ツールの機能や設定に関する説

明書ではありません。初めてインシデント管理ツールを導入される方や新たに担当さ

れることになった方で、ツールの導入や運用をどう進めたら良いかわからないといっ

た課題をお持ちの方を対象に、インシデント管理で何を行うのか、また、導入前に検

討していただきたいことについて、活用例を含めて、その概要をご紹介します。すで

にツールを導入されていて、使いこなせていないという方も、今後の改善のためのご

参考になれば幸いです。 
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1. はじめに  

利用者からのリクエストを管理するためのツールには、主に３つのタイプがあり

ます。 

 

① インシデント管理ツール 

運用管理や情報システム部門で、ユーザーからの利用システムに関する問い合わせ

や監視システムと連携して、インシデント（障害）の対応を行います。サービスデ

スクのオペレーターはリクエストを受け付けると、利用システムの構成情報を確認

したり、エンジニアやベンダー等へエスカレーションしたりして、可能な限り早急

にサービスを復旧します。ITIL®に対応したツールでも、運用管理や情報システム

部門でユーザーからの問い合わせ対応（サービスデスク機能）に絞って利用する場

合を、本ドキュメントでは、ヘルプデスクツールと呼びます。 

 

② コールセンター向けツール 

消費者等の個人顧客からの問い合わせ対応で使用し、問い合わせ内容や対応状況を

記録して管理します。CTI と連携することで、電話対応を効率的に行えます。 

 

③ 課題管理ツール 

開発プロジェクト等で発生する課題をチームで共有したり、タスクに担当者を割り

当てたりして、その進捗を管理します。 
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2. インシデント管理ツールを活用した運用 

２-１ ツールを利用するメリット 

利用環境 

 安定稼働し、セキュリティが確保されているツールを選択することで、業務効率

の向上を期待できます 

 クラウドを基盤として使用している場合、外部リソースの利用や外部システムと

の連携が比較的容易です 

 

運用プロセス 

 インシデント管理に関する活動をベストプラクティスで標準化できます 

 蓄積された統計データを IT サービスの改善に役立てることができます 

 

記録 

問い合わせユーザーとの対応やそれに伴う活動が、自動的に分類され、記録されるこ

とで、業務を効率化できます 

 

情報の共有 

対応履歴を関係者と共有することで、属人化を防ぎ、品質の向上に役立てることがで

きます 

 

コミュニケーションの促進 

メール、Web サイト、チャット等、複数のサポートチャネルを設けることで、問い合

わせユーザーの利便性を向上でき、対応者はそれらのメッセージを一元的に管理でき

ます 

 

セルフサービス 

対応履歴からナレッジを作成して、問い合わせユーザーによる自己解決を促進します 

 

２-２ よく挙げられる課題 

システム連携 

リクエスト管理と資産管理やナレッジベース、レポーティング機能が分かれていて、

システム連携が必要な場合、構築時やその後のシステム更新の度に連携処理が正しく

行われることを確認しないといけません。そのため、必要な機能が標準で実装されて
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いるか、または、アップデートによる影響をできるだけ受けないように連携方法を検

討します。 

 

プロセスの整備 

体制やプロセス、手順が整備されていない段階で、インシデント管理、問題管理、

変更管理といった多くの運用管理プロセスをまとめて導入しようとすると、失敗する

ケースが多く見受けられます。 

「あるべき姿」(ToBe モデル)を描いておくことは大事ですが、現状(AsIs モデル)

と比較して、次はどうするか(CanBe モデル)を決めて、それを継続することが成功の

近道です。 

Think Big Start Small 

 

運用プロセスの変更管理 

 新プロセスを導入する際は、それを決定する経営者層や管理者層で受け入れに前

向きであっても、実際に運用する側では、変更に否定的である場合があります。それ

ぞれの立場に合わせた効果を示すことで、協力を得ることができます。 
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経営者

•目標達成、IT統制

管理者

•プロセス管理、評価、リスク管理

担当者

•業務効率、操作性

利用者

•快適なユーザー体験（UX）

 

３ ４つの視点から見るメリット 

３－１ 経営者 

 事業ニーズや顧客要求事項と整合性がとれた方針に沿って、IT サービスを提供で

きる 

 ツールを利用して行う業務およびそのマネジメントが健全かつ有効に実施されて

いることを確認できる 

 システムがデファクトスタンダードに準拠している 

 

３－２ 管理者 

 リアルタイムの対応状況を確認できる 

 SLA 違反や承認依頼等、迅速な対応が必要とされる要求を一覧できる 

 KPI 設定と効果測定可能な統計レポートを利用できる 

 

３－３ 担当者 

 ツールを活用して業務を行うにあたって、メニューを探すために無駄な時間を費

やしたり、複雑なオペレーションで誤操作を起こしたりしないように、分かり易

い画面・メニュー構成、操作性が考慮されている 

 問い合わせユーザーやエスカレーション先、チーム内でのコミュニケーションや

情報公開・共有を促進する 

 ナレッジや過去の履歴を参照して、解決に役立てることができる 

 外部システム連携や通知、振り分け処理を自動化できる 

 カスタマイズが容易にできる 

 

３－４ 利用者 

 複数のサポートチャネルを利用できる 

 適切なフォローを受けられる 

 ナレッジやドキュメントを参照して、自己解決で

きる 
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４ サービスデスクとインシデント管理 

４－１ フレームワークの活用 

多くの関係者がかかわるような IT サービスの提供を改善したい、ツールを利用し

て、デファクトスタンダードやグローバルスタンダードに適合したいといった場合、IT サ

ービスの実施・管理に関するフレームワークを参考にして、効率的に、そして確実に作業

を進めるための要点を把握します。 

 

ITIL® IT サービスマネジメントに関するベストプラクティス集。 

デファクトスタンダード 

ISO/IEC 20000 (ISO20000)  IT サービスマネジメントの国際規格。  

ITIL®との整合性を図る。 

 

ITIL®は、ガイドラインとして活用できますので、記載されている内容をそのまま

実践するのではなく、自組織でレベルアップを必要としている管理プロセス、例えば、イ

ンシデント管理のみを選んで、組織の運用に合わせて取り入れることができます。ただし、

何を(What)実践したら良いかについて参考になっても、どのように(How)実践すれば良い

かが、明確に記載されていない場合があります。そのような場合には、ITIL®の運用プロセ

スに対応したツールを使用することで、What に How を補って、効果的に ITIL を自組織の

運用に取り込むことができます。導入作業を円滑に進め、目標を達成するためのインシデ

ント管理システムを構築するために、以下を策定し、IT サービス提供にかかわる全員が理

解して実践できるようにします。 

 

(1) 方針 

インシデント管理を行う上で、対象とする IT サービスや達成目標、導入にあ

たっての基本方針で、事業のニーズや顧客の要求と整合性がとれている必要が

あります。 

(2) 組織・体制 

(3) プロセス 

(4) 手順 

(5) KPI(重要業績評価指標)とその測定方法 

(6) セキュリティ要件 

 

ツールを利用する場合は、策定した内容からシステム化する範囲を決めて、実装

します。 
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ツールの選定については、こちらのホワイトペーパーもご覧ください。 

「IT ツールを導入するときに気をつけたいポイント」  

http://download.manageengine.jp/sales/points_for_IT_tools.pdf 

 

運用開始後についても、効率性や有効性、費用対効果を向上させるために継続的

にプロセスや IT サービスを改善します。 

 

４－２ サービスデスク 

達成目標 

提供されるサービスとユーザー間の単一窓口となること。インシデントおよびサ

ービス要求を管理し、ユーザーとの連絡も処理する。サービスデスク・スタッフは、可能

な限り迅速にユーザーに対して通常状態のサービス運用を回復するために、インシデント

管理と要求実現のプロセスを実行する。 

 

活動 

ユーザーからの問い合わせを分類して、ビジネスインパクトと緊急度から対応す

る優先度を決めて登録します。初期サポートとして、ナレッジや過去の履歴と照合して、

同様の内容が登録されている場合は、解決を試みて、実施した内容を記録します。 

復旧状況を確認して、解決した場合は、解決策を記録して、チケットをクローズ

します。該当する対応策がない場合や解決しない場合は、インシデントリクエストをオー

プンします。 

  

４－３ インシデント管理 

目的 

通常のサービス運用を可能な限り迅速に回復させ、事業運営へのマイナスのイン

パクトを最小限に抑え、合意したレベルのサービス品質を維持することである。「通常のサ

ービス運用」とは、サービスと CI が、合意済のサービスレベルおよび運用レベルの枠内で

機能している運用状態として定義されている 

 

活動 

 サービスデスクからのエスカレーションや運用部門からの障害連絡、監視システ

ムからのイベントを受信して、報告されたインシデントの詳細確認と調査を行って、対応

策を記録します。その後、サービスデスクへ通知して、サービスデスクは、ユーザーへ回

答します。 

  

http://download.manageengine.jp/sales/points_for_IT_tools.pdf
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５ インシデント管理 -活用例紹介- 

５-１ ケース 1) クライアント管理システム連携 

（自動検知） 

クライアント管理システムで禁止ソフトウェアがインストールされた場合に、インシデン

ト管理システムへ通知するように設定している 

 

（調査と対応） 

(1) クライアント管理システムからインシデント管理システムへ自動通知 

(2) ヘルプデスクからユーザーへ利用目的を確認 

(3) 禁止ソフトウェアであることを伝え、リモートでソフトウェアをアンインストール 

 

  

 

 

 

 

 

  

① 禁止ソフト

を検知 

③ 禁止ソフトウェアをリモートで

アンインストール 

② メール通知 
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５-２ ケース 2) ネットワーク監視システム連携 

（自動検知） 

トラフィックが帯域幅の 9 割（閾値）を超えたため、ネットワーク監視システムからアラ

ートを受信した 

 

(調査と対応) 

(1) フローコレクターで、トラフィックの内容を分析し、回線を圧迫しているアプリケーシ

ョンを特定 

(2) 業務アプリケーションの通信を優先するように対応 

 

 

  

②異常検知 

③ メール通知 

① 監視 
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６ おわりに 

利用者、対応者、管理者そして、連携システムと、関係する人やモノ、コトが多

いため、はじめての導入で、必要なインプット、アウトプット、そして、プロセスを一度

のまとめるのは大変です。 また、導入時に、CanBe モデルとツールの Fit＆Gap 分析を行

い、ギャップが確認された場合は、どのように対応するかを決めておくことも、新システ

ム導入後の運用業務を円滑に進めるために大切です。 

導入前の準備はもちろんですが、導入後の継続的な改善もインシデント管理ツー

ルを使いこなすための重要なポイントです。 

そして、何より、導入を成功させるためには、IT サービス提供にかかわる全員が

導入目標や活動について理解し、実践することが大切です。 

 

参照文献および参考文献 

ITIL® 2011 edition サービスオペレーション : TSO (The Stationery Office) (2013 年) 
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※本文中に記載されている会社、ロゴ、製品の固

有名詞は各社の商号、商標 または登録商標です。 

※ITIL®は、AXELOS Limited の登録商標です。  

※本ドキュメントの記載内容は、2017 年 11 月

現在のものです。記載されている内容は事前の予

告なしに変更する場合があります。 
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