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ITIL における IT サービスマネジメント
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IT はビジネスに活用されるために存在する。一方，現代においては，ほとんどのビジネスは IT による支
援なしには運営し得ない。IT は技術としても産業としても比較的若い分野であり，不確定な要素も少なくな
い。この状況に対処するため IT をサービスとしてマネジメントすること及びその技術が必要である。ITIL ＊ 1
は高品質な IT サービスのための指針である。
IT Services are there solely to support the business and its efﬁcient and effective operation. Most of
businesses depend on IT deeply. As IT is relatively immature as an industry, disciplines to manage IT as
services are needed. ITIL is a guide for high quality IT services.
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ITIL と IT サービスマネジメント

（1）IT サービスとは

利害を優先する結果，肝心のビジネス顧客やユー
ザがおざなりにされてしまうことも少なくないの
ではないだろうか。このような悪弊を防ぐために

今日，あらゆる企業や公的機関あるいはその他

は，まずあらゆるIT活動に携わる者が，自らの業

の組織における事業活動（以下総称して単にビジ

務は顧客のビジネスに価値を提供するためのもの

ネスと呼ぶ）において，ITは必要不可欠になって

であるという基本に忠実である必要がある。IT

いる。技術士の業務においても，多くの部門にお

サービスとは，これを実践するために，ITをサー

い てCAD/CAM/CAEやCALS，ECなどは 従 来

ビスビジネスとして扱う考え方である。

から重要な道具であっただろうし，近年はほとん

（2）ITIL とは

どの会員諸氏が日常的にインターネットを活用し

今やITに関わる全ての組織にとって，ITサービ

ているだろう。さて，これらのITはどの程度ビジ

スマネジメントはやるかやらないかの問題ではな

ネスに役立っているだろうか？ 逆に，ビジネスは

い。どれだけ上手く，あるいは拙く，行っている

どの程度ITに依存しているだろうか？ そしてIT

かが問われている。ITILはビジネスを支援するた

はビジネスを委ねるのに十分な品質，すなわち正

めの質の高いITサービスを計画し実施するための

確さ，速度や容量，利便性，安定性など，を備え

指針である。ITILは，英国政府機関がスポンサと

ているだろうか？

なり，業界の優れた慣行を分析・研究した成果の

本質的にITは何らかのビジネスのために存在す

集大成である。ここ数年，日本を含む世界中に目

る。ビジネス上の必要性や目標を満たすために構
築され，運用される。したがってITとはビジネス
に対して何らかのサービスを提供するものであ
る。翻って，現実のITはどうだろうか。企業の情
報システム部門やそれを代行する事業者は，開発
にせよ運用にせよ，技術的な専門領域ごとに細分
化された縦割りのグループで運営されることが多
い。各グループが十分に連携することなく独自の
＊1
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IT Infrastructure Library。
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ITILフレームワーク（出展：itSMF）
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覚しく普及し，ITサービスマネジメントの世界的

ビスサポート」と「サービスデリバリ」として体系

な業界標準となっている。ITILは中核であるIT

化している（図3）。ここでは，これらの最も重要

サービスマネジメントと周辺の主に運用に関する

な考え方の一部を関連の深い領域ごとに紹介する。

IT活動の知識体系から構成されている（図1）
。
ITをサービスとしてマネジメントするという考
え方と共に，ITILが拠って立つ重要な原則的な考
え方がもう一つある。それは，優れたITサービス
を実現するには，人とプロセスとテクノロジの全
ての面で秀でるだけでなく良くバランスする必要
があり，このため，まず人とプロセスに対処しな
ければならないというものである（図2）
。これは
とかくテクノロジやツールに偏りがちなIT組織の
現状に対する戒めでもある。まずプロセスとテク

図3

ITIL ITサービスマネジメントの規範（出展：itSMF）

（1）サポートに関するプロセス群

ノロジを理解し活用する資質のある人材を雇用

IT組織は日々の障害対応に追われていることが

し，訓練し，維持する必要がある。次に自組織の

少なくない。このためITILは，しばしばサポート

人とテクノロジの水準に基づいてプロセスを定義

に関する規範である「サービスデスク」「インシ

し，実行し，管理・改善する。そして人とプロセ

デント管理」「問題管理」の3つから導入される。

スの水準の向上に合わせて，必要となるテクノロ

ITILでは障害に関して「インシデント」「問題」

ジやツールを導入し改良していく。ITILはこの考

「既知のエラー」の3つの概念がある。インシデ

え方に基づいてITサービスマネジメントについて

ントは個々のユーザが遭遇するサービスの不具合

の優れた慣行を文書化したものである。

であり，問題は1件以上のインシデントの原因と
なる何らかの構成要素の異常であり，エラーは対
処可能な程度に特定された問題の根本原因であ
る。インシデントはインシデント管理，問題とエ
ラーは問題管理で扱う。
インシデント管理の目的はサービスを障害から
速やかに回復させ，ビジネスへの影響を最小限に
抑えることである。このため，インシデントの分
類と記録，一次切り分けと対応，優先付け，「エ

図2

IT マネジメントの 3 つの対象要素（出展：Microsoft）

（3）IT サービス改善の効果の例

スカレーション」を行う。エスカレーションと
は，対応が困難なインシデントをより高度な技術

1990年代初頭にITILができてから，世界各地

を持ったグループあるいは上位の役職者に任せる

の様々な組織でこれを活用したITサービス改善が

ことである。一方，サービス水準向上のためには

行われている。3
（1）で紹介するitSMF

＊2

では，

一次窓口での解決の割合を増やす必要があり，そ

改善事例の収集や公開も行っている。コスト削減，

のために既知のエラーのデータベースや「診断ス

サポートや管理工数の削減，ヘルプデスクのコー

クリプト＊3」の整備と活用が重要になる。

ル数の削減などの改善効果の実例が示されている

問題管理の目的は問題によるビジネスへの影響

（http://www.itsmf-japan.org/itil/index.html）
。

を最小限に抑えることである。このため問題の根

2

IT サービスマネジメントのプロセス

ITILはITサービスマネジメントの規範を「サー

本原因を究明し再発防止を図る。具体的には問題
＊2
＊3

The IT Service Management Forum。
障害の切り分けのための調査手順を整理した文書。
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制御とエラー制御，根本原因分析，問題解決のた
めの変更要求などを行う。管理水準が向上してく

（3）サービスデリバリのプロセス
サービス品質を本質的に向上させようとすると，

ると問題を未然に防止する活動に重点が移される。

顧客の要求を具体化しそれを達成するための活動

サービスデスクはITILの規範の中で唯一プロセ

が必要になる。サービスデリバリのプロセスはこ

スではなく機能として定義されている。サービス

れを効果的かつ効率的に行うためのものである。

デスクはユーザとのコミュニケーションと関係の

「サービスレベル管理」は顧客との間でSLAを

管理を目的とし，ユーザに対してサポート要求と

合意し，これを実現するためにIT組織の内部グ

サービス要求の単一窓口を提供する。インシデン

ループ及び外注業者との取り決めを行う。これら

ト管理プロセスは通常サービスデスクで行われる。

の外部，内部の目標の達成度の追跡や，必要な

（2）変更に関するプロセス群
障害対応をある程度効率的に行えるようになる
と障害の発生の抑止が次の目標になる。障害は

「サービス改善プログラム＊8」の立ち上げも行う。
「財務管理」はITサービスの費用を適正に管理す
るため，予算管理，会計，課金を行う。

ITサービスの構成要素の何らかの変更に伴って発

「キャパシティ管理」
は，SLAのキャパシティ＊9

生する場合が非常に多い。したがって変更を安全

項目の達成のため，負荷の変化を想定しキャパシ

に行うことが重要課題となる。そこで必要になる

ティを調整するものである。ビジネス，サービス，

のが
「構成管理」
「変更管理」
「リリース管理」
である。

リソースのキャパシティを対象とし，「キャパシ

構成管理の目的はITサービスの構成要素を常

ティ計画」「モデリング ＊10」
「需要管理＊11」
「ア

に的確に把握し管理することである。管理対象は
サービス，ハードウェア，ソフトウェア，人，文
書，障害情報，SLA

＊4

プリケーションサイジング＊12」などを行う。
「ITサービス継続性管理」の目的は大規模災害

などである。これらの構

時のビジネスの中断を最小化するためのITサー

成項目の属性と関連性を整理して「構成管理デー

ビスの継続性の確保である。このため，ビジネス

タベース」に格納する。構成項目の識別，制御，

への影響分析，リスク分析，
「スタンバイアレンジ

追跡，監査といった構成管理活動が必要である。

メント＊13」策定，
「ITサービス継続性計画＊14」の

障害対応時の問題の切り分けや変更要求に対する

策定と保守，通常運用への復旧計画等を行う。ビ

影響評価など，ITサービスマネジメントのあらゆ

ジネス継続性管理との整合が重要である。

る活動は構成情報に依存する。このため，構成管
理はITサービスマネジメントの基盤となる。
変更管理の目的はITに対する全ての変更を事

「可用性管理」はサービス停止を最小限に抑え高
可用性ソリューションを提供することを目的とす
る。このため，信頼性，保守性，
「サービス性＊15」
，

前に承認した上で行うことによりビジネスニーズ
の変化に対応しつつサービスの信頼性を保つこと
である。このため，サービスの構成要素の新規導

＊4

発的な障害にも対応可能にし，かつ抜け道を防ぐ

＊5
＊6
＊7
＊8
＊9

ために緊急時の変更プロセスも必要になる。

＊10

入や改変にあたっては，事前に「変更要求 ＊5」
を起票し「変更諮問委員会 ＊6」で審査する。突

リリース管理の目的は承認された変更を効率よ
く実装しサービス中断を最小化することである。
このため，同時に実装する一つまたは複数の変更

＊11
＊12

を「リリース」単位に集め，リリースごとに計

＊13

画，構築とテスト，バックアウト計画＊7 を行う。

＊14
＊15
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Service Level Agreement：提供されるサービス水準
の目標値や取り決めに関する顧客と提供者の合意事項を
記した文書。
ITサービスの構成要素に対する変更を申請するための文書。
申請された変更要求の諾否を審議する委員会。
リリースに失敗した際に元に戻す作業手順。
ITサービスを改善するためのプロジェクト群。
記憶装置の容量や，計算装置の速度，通信回線の速度や
数などのITサービスの構成要素の最大収容能力。
いくつかのパラメータからキャパシティを推定するため
の計算式を作成すること。
利用が多い時間帯に割増料金を設定するなどしてサービ
スに対する需要の平準化を図る活動。
新規開発あるいは変更するアプリケーションソフトウェ
アに対するキャパシティの設計。
通常使用している計算機設備が利用できない事態に備え
た代替設備の利用可能性の確保。
大規模災害などの非常事態においてITサービスの継続性
を維持するための対応計画。
サービスを支援する外部業者の能力。
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セキュリティなどに対してPDCAを実施する。

へFast Track ＊18 申 請 さ れ て お り， 近 い 将 来
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ISO/IECの国際標準となることも予想される。

動向

（3）認定

（1）itSMF

ITサービスマネジメントに関してはBS15000

itSMFはITサービスマネジメントのための国

に基づく組織の認定の他に個人の資格制度があ

際的な独立組織である。1991年に英国で設立

る。 基 礎 資 格 で あ る

され，現在は日本を含め世界各国に支部を持ち，

サービスマネジメントプロセスの深い理解と実務

なお拡大を続けている。各支部は各国のNPOで

能力が問われる

あることが求められる。会員はITのユーザある

ビスマネジメントプロセスのより深い理解とマネ

いはベンダである企業や組織，ないしは個人であ

ジメント能力が問われる

る。itSMFの目的は，①ITサービスマネジメン

準の認定が運用されている。

トにおけるベストプラクティスの開発と普及促

4

進，②ITサービスマネジメント人材のより高度

Foundation ，1つ のIT

Practitioner ，全てのITサー
Managers

の3水

終わりに

なプロフェッショナリズムの発揚，③会員のサー

ITILは近年IT業界で大変注目されている。IT

ビスパフォーマンス改善の支援手段の提供，④経

サービスマネジメントの分野が現在勢いを得てい

験の共有と情報交換のためのフォーラムの提供で

るのは，単に一部のマスコミやベンダによる喧伝

ある。具体的には，各国内及び国際的な会議の開

によるものではない。より良いサービスやより高

催，後に述べる認定組織の登録や個人に対する

いコスト効率を求める顧客のビジネスニーズ，よ

＊16

CPD登録，ITILへの貢献

などを行っている。

（2）標準化

り複雑なテクノロジや組織・契約を扱わなければ
ならないIT組織の環境変化が本質的な推進要因

ITIL発祥の地である英国では図4に示す標準が

である。これらの要請に応えるためには規範が必

運営されている。ITサービスマネジメントに関し

要であり，ITILはその実践的なお手本である。こ

て達成すべき要件がBS15000

＊17

の第1部に，

これを達成するための行動指針が第2部に示され
ている。PD0015は自己アセスメントのガイド
である。ITILは要件を達成するためのプロセス定
義と位置づけられる。英国では，2003年から公

れを活用してITの利用者と提供者の双方に有益な
サービスマネジメントが普及することを期待する。
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著者及び国際的なQA 回答者の供出，将来の開発のため
のフィードバックと入力の収集，ポケットガイドや用語
集といった補助資料の刊行。
BSはBritish Standardの略で日本のJISに相当する。
PDは規格ではない標準情報で日本のTRに相当する。
各国やISO/IEC以外の標準化団体で既に実績のある標準
については，審議を簡略化する制度。
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図4

英国 IT サービスマネジメント標準の体系（出展：itSMF）
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