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１章 Systemwalker IT  

Service Management 
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Systemwalker IT Service Managementの概要 
 

Systemwalker IT Service Management（ITSM）は日常的に行われているサービスサポ

ート業務の運用、管理機能を提供します。 
ITSMのアーキテクチャを下図に示します。 

 

 

データベース

ITSM Service Desk ITSM Service Level Agreements

タスク管理
機能

Incident
Management

Problem
Management SLM

Asset Inventory モジュール

Atrium CMDB

AR System

ITSM Framework

アプリケーション
共通アプリケーションコンポーネント
製品体系
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設定を始める前に 
 

アプリケーションの設定を始める前に、次の条件を満たしていることを確認してく

ださい。  
 

 アプリケーション管理コンソールでエントリを作成・変更するために、AR  

Systemの書き込みライセンス（固定またはフローティング）と、ITSMのアプ

リケーションライセンスがあること 



 

4 

２章 アプリケーション管理 

コンソール 

ここでは、ITSMアプリケーション管理コンソールについて簡単に説明します。アプリ

ケーション管理コンソールは、インストールしたITSMアプリケーションの設定に使用

します。  

次のトピックについて説明します。  

 

 アプリケーション管理コンソールの概要 

 アプリケーション管理コンソールを開く 

 アプリケーション管理者の定義 

 パスワードのリセット 
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アプリケーション管理コンソールの概要 
 

アプリケーション管理コンソールを使用して、ITSMアプリケーションを設定します。

コンソールには、インストールしたITSMアプリケーションに関係のある項目、およ

びアプリケーションに共通する項目だけが表示されます。設定フォーム は、AR 
System管理者と ITSMアプリケーション管理者しか使用できません。  
 

重要：フォームは、必ずコンソールから開いてください。BMC Remedy User のオ

ブジェクトリストから直接フォームを開くと、必要な情報の一部が表示されない

場合や、予期しない結果になる場合があります。  
 
アプリケーション管理コンソールには、［標準構成］と［カスタム構成］という2 つ
のタブがあります。［標準構成］タブには7つの手順が表示され、順番に組織の情報

を設定できるようになっています。  
 

図 2-1：アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブ 
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［カスタム構成］タブでは、ITSMのすべての構成フォームにアクセスできます。こ

のタブからアクセスしたフォームで、標準構成よりも詳しい設定をおこないます。  
 

図 2-2：アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブ  

 
 
ITSMの設定の詳細は、「３章 標準構成」、および「４章 3カスタム構成」を参照し

てください。 
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アプリケーション管理コンソールを開く  
 
アプリケーション管理コンソールは、BMC Remedy Userまたはブラウザから開きま

す。デスクトップにアプリケーション管理コンソールのショートカットをインスト

ールしている場合は、そのアイコンをクリックして開くこともできます。 
 

 BMC Remedy Userからアプリケーション管理コンソールを開くには  
 

(1) ［スタート］>［プログラム］>［Action Request System］>［BMC Remedy User］

の 順に選択します。  

［ログイン］ダイアログボックスが開きます。 
      

a  ［ユーザー名］フィールドに、アプリケーション管理者のユーザー名を入

力します。  

b  ［パスワード］フィールドに、該当するパスワードを入力します。  

c  AR Systemですべてのユーザーが優先的に接続するサーバーを設定してい

る場 合は、［プリファレンスサーバー］フィールドにサーバー名を入力し

ます。  
 

メモ：アプリケーション管理者の作成方法については、「アプリケーション管理者

の定義」を参照してください。 
 
(2) ［OK］をクリックします。  

ITのホームページが自動的に開きます。ホームページが表示されない場合は、 

BMC Remedy Userで次の操作をおこないます。  

a  ［ツール］>［オプション］を選択します。  

b  ［オプション］ダイアログボックスで、［ホームページ］タブをクリックし

ます。  

c  ［ホームページを自動的に開く］チェックボックスをオンにします。  

 

(3) ITのホームページで、［アプリケーション管理コンソール］リンクをクリッ

クします。  

アプリケーション管理コンソールが表示されます。 

 

 ブラウザからアプリケーション管理コンソールを開くには  
 

(1) ブラウザに次のパスを入力します 

http://<Webサーバー>:<ポート>/arsys/forms/<ARシステムのサーバー>/ 

Home Page  

URLの各部には次を指定します。  
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<Webサーバー>には、server_name.company.comの形式でBMC Remedy Mid  Tierシステムの完全

修飾名を指定します。  

<ポート>には、ポート番号（オプション）を指定します。Webサーバーがデフォルトのポート（80）に接

続されていない場合のみ指定します。  

<ARシステムのサーバー>には、アプリケーションがインストールされているAR  Systemサーバーの

名前を指定します。  

 

メモ： Mid Tier とアプリケーションが同じシステム上にある場合は、AR System
のサーバー名を省いてもかまいません。  

     

(2) ログインページの［ユーザー名］フィールドと［パスワード］フィールドに、

ユーザー名とパスワードを入力します。  

(3) ［ログイン］をクリックします。 ブラウザにITのホームページが表示され

ます。  

(4)  ITのホームページで、［アプリケーション管理コンソール］リンクをクリッ

クします。  

アプリケーション管理コンソールが表示されます。  
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アプリケーション管理者の定義  
 

一般に、アプリケーション管理者とは、ITSMアプリケーションの設定を担当する人

を指します。ITSMをインストールしたときに、デフォルトのアプリケーション管理

者が設定されています。この管理者を使用して、アプリケーションの設定を開始で

きます。 
既存のユーザーアカウントにアプリケーション管理者権限を割り当てることも、新

しくユーザーアカウントを作成してアプリケーション管理者権限を割り当てること

もできます。  
ここでは、アプリケーション管理者がアプリケーションを設定できるようにするた

めに 小限必要なエントリについて説明します。ここで作成したアプリケーション 
管理者エントリは、ユーザーを設定するときに詳細情報を追加して変更することに

なります（「86メンバー情報」を参照）。  
 

重要：管理者を設定するときは、必ずアプリケーション管理コンソールから ITSM
のメンバーフォームを開いてください。メンバーフォームで追加または変更した

情報は、自動的に AR System のユーザーフォームに反映されますが、 ユーザー

フォームを更新してもメンバーフォームには反映されません。 
 

 アプリケーション管理者を定義するには  
 

メモ：アプリケーション管理者は、AR System のライセンスを持っている必要があ

ります。appadmin のユーザー名でログオンして、アプリケーション管理者を定義

することができます。  
 
(1) 「アプリケーション管理コンソールを開く」の説明に従って、アプリケーシ

ョン管理コンソールを開きます。  

(2) ［標準構成］タブで、適切な個人を選択します。  

(3) この人がすでにユーザーとして追加されている場合や、ユーザーとして追加

されているかどうかを確認する場合は、次の手順に従います。  

a  ［手順 4 メンバー］の横にある［表示］リンクをクリックします。 ［メ

ンバー］フォームが表示されます。  

b  「情報の検索」の説明に従って、アプリケーション管理者として追加する

ユーザーを検索します。  

c  アプリケーション管理者にするユーザーを選択します。  

d  選択したユーザーの情報が［メンバー］フォームに表示されます。  

(4) この人がユーザーとして追加されていない場合は、「メンバー情報の作成」

の説明に従って情報を入力し、次の手順に進みます。  

(5) ［ログイン・アクセスの詳細］タブをクリックします。  

a  ［無制限アクセス］ドロップダウンリストで、［はい］を選択します。  

b  ［アプリケーションの権限］の［権限グループの更新］をクリックします。

［権限グループ］ダイアログボックスが開きます。  

c  ［権限グループ］ドロップダウンリストから、追加する権限グループを選

択します。  

d  選択した権限グループにライセンスを付ける場合は、ライセンスのタイプ
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を選択します。  

 

重要：「アセットの設定」と「コスト管理者」グループには、必ずしもライセンス

を付ける必要はありません。アセット管理者とアセットユーザーの権限グループ

には、構成アイテムの作成や変更のライセンスを付ける必要はありません。 
 

e  各権限グループを選択し、［追加・変更］をクリックします。  

 

アプリケーション  権限グループ 

すべて  AR System > Administrator 

すべて  共通機能> Config Categorization Admin 

すべて  共通機能 > Config Group Mapping  Admin 

すべて  共通機能> Contact Location Admin 

すべて  共通機能> Contact Organization  Admin 

すべて  共通機能 > Licensing 

すべて  共通機能> Notification Admin 

すべて  経理 > Cost Manager 

Incident Management  リクエスト> Requester Console Config 

Incident Management 

Problem Management  

 タスク管理 > Task Application Config 

Incident Management 

Problem Management 

 タスク管理 > Task Process Config 

Incident Management  インシデント管理 > Incident Config 

Problem Management  問題管理> Problem Config 

SLM  SLM > SLM Config 

 
権限についての詳細は、「権限」を参照してください。  
 
(6) ［閉じる］をクリックします。  

アプリケーション管理者の情報が、AR Systemのユーザーフォームと ITSM

のメンバーフォームに保存されます。  
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パスワードのリセット  
 
ログインIDを持っているメンバーのパスワードをリセットできます。  
 

 ユーザーのパスワードを変更するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［メンバー］>［パ

スワードのリセット］の順に選択し、［開く］をクリックします。 

［パスワードのリセット］フォームが開きます。  
 

図 2-3：［パスワードのリセット］フォーム  

 
 

(3) パスワードを変更するユーザーのログインIDを入力して、［Enter］キーを押

します。 ユーザーのサポート連絡先情報が表示されます。  

(4) 新しいパスワードを入力します。  

(5) ［OK］をクリックします。  

(6) 変更を確認するメッセージが表示されたら、もう一度パスワードを入力して

［Enter］キーを押します。 
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３章 標準構成 

ここでは、アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブについて説明します。

このタブを使用して、組織の情報を順番に設定していきます。  

次のトピックについて説明します。  

 

 標準構成タブについて 

 新しい会社の作成  

 組織の作成  

 ロケーションの作成  

 サポートグループの作成  

 メンバー情報の作成  

 製品カテゴリの作成  

 運用カテゴリの作成  

 割り当ての設定  

 標準構成データの表示と変更 
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標準構成タブについて  
 
［標準構成］タブには、組織の情報を設定する標準的なプロセスが順番に示されま

す。 カスタム構成をおこなう場合も、このタブから始めてかまいません。管理者ア

カウントを持っている場合は、このタブですべての構成をおこなえます。必要な権

限 （運用カテゴリを設定して管理する権限など）がない場合は、必要な権限を自分

に設定するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 標準構成が終わったら、

次のことをおこなえます。  
 

 「標準構成データの表示と変更」の説明に従って、標準構成データを表示し

て変更する。  
 「カスタム構成タブについて」の説明に従って、カスタム構成をおこなう。 

 

 ［標準構成］タブで標準構成を開始するには   
 

(1) 「アプリケーション管理コンソールを開く」の説明に従って、アプリケーシ

ョン管理コンソールを開きます。  

［標準構成］タブが開きます。［会社別の構成］フィールドに、現在選択し

ている会社が表示されます。  

ITSMには、「自社」のデータが含まれています。  

実行済みの標準構成手順の横には、チェックマークが付いています。画面下

部に、次の手順とその説明が表示されます。  

 

メモ：画面下部にある説明は、現在選択している会社だけにあてはまります。別の

会社を設定する場合は、この説明に従うことになりません。 
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         図 3-1：［標準構成］タブ 

 
 
(2) 自社の設定を続行するか、新しい会社を作成します。新しい会社を作成する

には、「新しい会社の作成」の手順に従ってください。  
 

ヒント：新しい会社を作成した場合も、その標準構成を中止してこの手順に戻るこ

とができます。設定する会社を選択して続行してください。  
 
(3) 標準構成の次の手順に移るには、［次の手順］をクリックします。  

次の手順を示すダイアログボックスが開きます。  
 

重要：必ず、順番どおりにひとつひとつ手順を完了させてください。手順を省くと、

後に続く手順を完了できないことがあります。たとえば、サポートグループ を作

成しないと、サポートスタッフのメンバーレコードは作成できません。 
 
(4) 次の操作もおこなえます。  

 追加の構成レコードを作成するには、手順の横にある［作成］リンクを

クリックします。たとえば、会社に部署を追加するには、［会社］と［組

織］の横にある［作成］リンクをクリックします。  

既存の構成レコードを変更するか、さらにカスタマイズするには、該

当する［表示］リンクをクリックします。 

 

このチェックマークは、 

会社や組織が設定済みで 

あることを示します。   
会社に部署を追加す 

るには［作成］リンク

をクリックします。   

［次の手順］をクリ  

 ッ クすると、［ロケー

ション］ダイアログボ

ックスが開きます。   
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新しい会社の作成  
 
ITSMには、「自社」のデータが含まれています。  
「自社」のデータを使用しない場合は、［会社］ダイアログボックスが、情報デー

タベースを構築するための 初のダイアログボックスになります。［会社］ダイア

ログボックスで、別の会社を追加することもできます。次のタイプの会社を作成で

きます。  
 

 顧客：サービスの提供先になる外部の会社  

 運用会社：サービスの提供先になる内部の会社または部門  
 
どちらの場合も、他のデータ構造内で定義されたデータを区別します。たとえば、 製
品カテゴリがA社だけに関連付けられている場合は、アプリケーションの［インシ

デント］フォームなどで、その製品カテゴリがA社だけに表示され、B社に は表示

されません。  
［製品カテゴリ］ダイアログボックスで、次のような3番目のタイプの会社を作成で

きます。  
 

 製造元：製品カタログにある製品を製造する会社  
 
他のタイプの会社は、カスタム構成で使用できます（「６章 会社情報の設定」を参

照）。  
 

 新しい会社を作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブで、［新しい会社を作

成・設定するには、ここをクリックします。］リンクをクリックします。 

［会社］ダイアログボックスが開きます。 

 

 図 3-2：［会社］ダイアログボックス  

 
 

(2) ［会社］フィールドに会社名を入力します。  

(3) 会社タイプを選択します。  

(4) ［追加］をクリックします。  

(5) 会社が作成されたことを示すメッセージが表示されます。［OK］をクリック

すると、その会社が［標準構成］タブで選択されます。次のセクションの説

明に従って、会社の構造を指定してください。 



 

16 

組織の作成   
組織構成は、会社の業務区分に沿った構成で、会社、組織、部署の順に細分化され

ます。 
 

 会社と組織を作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブで、［組織］の横にあ

る［作成］リンクをクリックします。 

［組織］ダイアログボックスが開きます。 
 

図 3-3：［組織］ダイアログボックス  

 
 

(2) 組織を入力または選択します。  

組織を作成する場合は、その名前を入力します。組織に部署を1つ追加した

ら、別の部署を追加するときに、その組織を選択できるようになります。  

(3) 部署を入力します。  

(4) ［追加］をクリックします。 必要に応じて、別の組織や部署を追加します。  

(5) すべて設定し終わったら、［閉じる］をクリックします。 
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ロケーションの作成  
 

ロケーション構成は、サイトの場所を表し、会社、地域、サイトグループとサイト の
順に細分化されます。この構成は、グループの割り当てや、承認などのマッピン グ
で使用します。サイトとは、建物などの実在するもののことです。 
 

 ローションを作成するには  
 
アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブで、正しい会社を選択してい

ることを確認します。  
［ロケーション］の横にある［作成］リンクをクリックします。 
［ロケーション］ダイアログボックスが開きます。 
 

図 3-4：［ロケーション］ダイアログボックス  

 
 

必要に応じて、［地域］フィールドと［サイトグループ］フィールドで情報を入力、

または選択します。  
これらのフィールドを使用して、2～3レベルのロケーション構成を作成します。  

 

 地域：地理的に分割した領域。会社のサイト数や場所に応じて、複数の

地域（東北、関東、関西など）を設定します。地域を作成する目的は、

ITSMのレポートで使用するためだけです。  

作成する地域の名前を入力します。地域にサイトグループまたはサイ

トを1つ 追加したら、別のサイトまたはサイトグループを追加すると

きに、その地域を 選択できるようになります。 

 サイトグループ：地域をさらに細分化したものですが、個々の場所の集

まりを指します。会社にあるサイトの数や場所に応じて、サイトグル

ープをいくつでも設定できます。たとえば、ABCグループ本部がこれに

相当します。  
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作成するサイトグループの名前を入力します。サイトグループにサイ

トを1つ 追加したら、別のサイトを追加するときに、そのサイトグル

ープを選択できるようになります。 

 

(2) ［サイト］フィールドにサイトの名前を入力します。  

(3) サイトの住所を入力または選択します。  

(4) ［追加］をクリックします。  

必要に応じて、別の地域、サイトグループ、サイトを追加します。  

(5) 設定がすべて終わったら、［閉じる］をクリックします。 
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サポートグループの作成   
 
サポートグループ構造は、サポート業務から見た会社の構成を示し、会社、サポー

ト組織、サポートグループの順に細分化されます。通常、サポートグループは ITSM
アプリケーションで作業を割り当てるために使用します。  
 

 サポートグループを作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブで、正しい会社を選択

してい ることを確認します。 

(2) ［サポートグループ］の横にある［作成］リンクをクリックします。  

［サポートグループ］ダイアログボックスが開きます。 
 

図 3-5：［サポートグループ］ダイアログボックス  

 
 

(3) ［サポート組織］フィールドと［サポートグループ名］フィールドで情報を

入力または選択します。 

サポート組織の名前を入力して、サポート組織を作成します。組織にサポー

トグループを1つ追加したら、別のサポートグループを追加するときに、そ

の組織を選択できるようになります。  

(4) サポートグループの役割を選択します。 

［サポートグループの役割］フィールドは、組織内でのサポートグループの

役割を 示します。たとえば、会社全体のサポートを担当する「社内サポー

ト」と、ある部署だけを担当するサポートグループがあります。  

(5) ［追加］をクリックします。 

必要に応じて、別のサポート組織やグループを追加します。  

(6) すべて設定し終わったら、［閉じる］をクリックします。 
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メンバー情報の作成  
 
メンバーには、サポートスタッフとサポートスタッフ以外の2種類あります。サポー

トスタッフ以外は、IT組織以外のメンバーや、ITSMでレコードを作成したり変更し

たりしないメンバーが含まれます。  
ゲストを除き、ITSMにアクセスするすべてのメンバーに、ログイン IDとパスワー

ドを設定する必要があります。メンバー情報には、各個人が所属している会社、組

織、勤務先住所、自宅住所、デスクロケーション、サポートグループ、選択 した追

加情報なども含まれます。  
 
次のトピックについて説明します。  
 

 テンプレートを使用したメンバーレコードの作成 

 サポートスタッフ以外のメンバーレコードの作成  

 サポートスタッフレコードの作成 
 
サポートスタッフ以外のメンバーの方が簡単に作成できるので、サポートスタッフ 
よりも先に説明します。  
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テンプレートを使用したメンバーレコードの作成  
テンプレートからメンバーレコードを作成するときは、レコードの一部にテンプレ

ートにある標準情報が使われます。ITSMには、メンバーの標準テンプレートが 付
属しています。  

 

 テンプレートを使ってメンバーレコードを作成するには  
(1) アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブで、正しい会社を選択

していることを確認します。  

(2) ［メンバー］の横にある［作成］リンクをクリックします。［メンバー］フ

ォームが表示されます。 

 
 

図 3-6：［メンバー］フォーム  

 
 

(3) ［テンプレートの選択］をクリックします。  

［個人のテンプレート］ダイアログボックスが開きます。  
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図 3-7：［個人のテンプレート］ダイアログボックス  

 
 

(4) 個人の名前、名字、ログイン IDを入力します。  

(5) 電話番号を入力するには、電話番号のフィールド内をクリックし、［Enter］

キーを押します。国コードはリストから選択するか、手動で入力します。電

話番号を入力しないと、［不明］に設定されます。  

(6) 必要に応じて、電子メールアドレスを入力します。 

 

 メモ：電子メールアドレスは、電子メールで通知を受信するために必要です。  
 

(7) 適切なテンプレートを選択して、［選択］をクリックします。 ダイアログボ

ックスが閉じます。選択したテンプレートに応じて、［メンバー］ フォーム

で指定する必要がある他のフィールドの説明が表示されます。［メンバー］ 

フォームが再表示されます。  

(8) ［メンバー］フォームの必須フィールドに入力します。  

［メンバー］フォームについての詳細は、後続のセクションを参照してくだ

さい。  

(9) ［メンバー］フォームで、［追加］をクリックします。  

必要に応じて、別のメンバーレコードを追加します。 

(10) すべて追加し終わったら、［閉じる］をクリックします。  

 

サポートスタッフ以外のメンバーレコードの作成   
 
従業員、顧客、およびベンダーは、サポートスタッフ以外のメンバーになります。 サ
ポートスタッフ以外のメンバーのレコードは、サポートスタッフが、インシデン ト
を報告した顧客をフォームに入力するときなどに使用します。サポートスタッフ 以
外のメンバーがログインIDとパスワードを持っている場合は、リクエスト者コ ン
ソールで自分のリクエストを記録できます。  
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 サポートスタッフ以外のメンバーレコードを作成するには  
(1) アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブで、正しい会社を選択

してい ることを確認します。  

(2) ［メンバー］の横にある［作成］リンクをクリックします。  

［メンバー］フォームが表示されます。  
 

図 3-8：入力済みの［メンバー］フォーム：顧客用  

 
 

(3) メンバーの名前と名字を入力します。   

(4) クライアントタイプを選択します。  

 

メモ：［オフィス勤務の従業員］を選択した場合は、［サイト］フィールドでサイ

トを選択または入力する必要があります。［在宅勤務の従業員］を選択した場合

は、自宅情報を入力する必要があります。  
 

(5) 必要に応じて、営業やテクニカルサポートなどの連絡先タイプを選択します。  

(6) ［サポートスタッフ］ドロップダウンリストで［いいえ］を選択します。  

(7) 電話番号を入力するには、電話番号のフィールド内をクリックし、［Enter］

キーを押します。国コードはリストから選択するか、手動で入力します。  

電話番号を入力しないと、［不明］に設定されます。  

(8) 必要に応じて、電子メールアドレスを入力します。 メモ：電子メールアド

レスは、電子メールで通知を受信するために必要です。  

(9) 在宅勤務の従業員の場合は、自宅の住所と電話番号を入力します。  

(10) ［組織情報］で会社を選択し、必要に応じて組織と部署を選択します。  
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(11) ［ロケーション情報］でサイトを選択します。 

従業員の場合はサイトを選択する必要がありますが、顧客やベンダーの場合

は選択 しなくてもかまいません。  

(12) このメンバーがシステムにログインできるようにするには、次の手順に従

います。  

a  ログイン IDとパスワードを入力します。 

［メンバー］フォームにアクセスできるメンバーは、自分のパスワードを

変更できます。  

b  このメンバーがアプリケーションにアクセスする必要がある場合は、「サポ

ートスタッフレコードの作成」を参照してください。 

通常、サポートスタッフ以外のメンバーは、アプリケーションにアクセス

する 必要はありません。ただし、リクエスト者コンソールからリクエスト

を作成、変更することはできます。リクエスト者コンソールからは、自分

のレコードだけにアクセスできます。会社が複数ある場合に、サポートス

タッフ以外にアプリケーションへのアクセス権を与えるときは、必要に応

じて、アクセスを制限 してください（「サポートスタッフレコードの作成」

を参照）。  

c  必要に応じて、ライセンスタイプを［固定］または［フローティング］か

ら選択します。  

d  AR Systemのフルテキストサーチオプションがある場合は、［FTSライセンス

タイプ］を選択します。 

(13) ［追加］をクリックします。 

(14) ログイン IDとパスワードを入力した場合は、パスワードを再入力する必要

があります。 

必要に応じて、別のメンバーレコードを追加します。  

(15) すべて追加し終わったら、［閉じる］をクリックします。 

 

サポートスタッフレコードの作成   
 
アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブにあるサポートスタッフの標

準設定を使用して、メンバーレコードを作成できます。ただし、テンプレートを使

用するか、カスタム構成をおこなう場合は、「サポートスタッフメンバーのプロフ

ァイルの作成」の説明に従って［カスタム構成］タブで［メンバー］フォームを完

成させます。  
 

 サポートスタッフレコードを作成するには  
(1) アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブで、正しい会社を選択

してい ることを確認します。 

(2) ［メンバー］の横にある［作成］リンクをクリックします。 

［メンバー］フォームが表示されます。  
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図 3-9：入力済みの［メンバー］フォーム：サポートスタッフ用  

 
 
 
特に記されている場合を除き、このフォームのフィールドは、サポートスタッフと 
サポートスタッフ以外のメンバーの両方で同じように設定できます。  
 
(3) 次のフィールドを除き、「サポートスタッフ以外のメンバーレコードの作成」

の説明に従って設定します。  

 サポートスタッフ：［はい］を選択します。  

［サポートグループ］タブが表示されます。［ログイン・アクセスの詳

細］タブと［サポートグループ］タブの両方を設定する必要がありま

す。  

(4) ITSMアプリケーションへの適切な権限を設定します。  

a  ［アプリケーションの権限］の［権限グループの更新］をクリックします。  

［権限グループ］ダイアログボックスが開きます。  
 

 

［サポートスタッ

フ］ドロップダウン

リストで［はい］を

選択すると、［サポー

トグループ］タブが

表示されます。 
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図 3-10：［権限グループ］ダイアログボックス  

 
 

b  ［権限グループ］ドロップダウンリストから、追加する権限グループを選

択します。 

権限についての詳細は、「権限」を参照してください。  

c  必要に応じて、ライセンスタイプを［固定］または［フローティング］か

ら選択します。  

d  ［追加・変更］をクリックします。  

e  必要に応じて、別の権限グループを追加します。  

f  ［閉じる］をクリックします。  

 

(5) ［会社］フィールドを使用して、特定の会社にアクセスを制限している場合

は、サポートスタッフをその会社に割り当てて、アプリケーションのデータ

へのアクセス権を与えます。 

特定の会社にアクセスを制限していない場合は、［メンバー］ フォームの［ロ

グイン・アクセスの詳細］タブの［無制限アクセス］ドロップダウンリスト

で［はい］を選択する必要があります。  

 

重要： ITSM の情報へのアクセス権を個人に設定するには、指定した会社へのアク

セス権を個人に与えるか、［無制限アクセス］ドロップダウンリストで［は い］

を選択する必要があります。  
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特定の会社へのアクセスを制限するには、次の手順に従います。  
     

a  ［アクセス制限］の［アクセス制限の更新］をクリックします。 

［アクセス制限］ダイアログボックスが開きます。 
 

図 3-11：［アクセス制限］ダイアログボックス  

 
 

b  ［アクセス制限］ドロップダウンリストから、スタッフにアクセス権を追

加する  

会社を選択します。  

c  ［追加・変更］をクリックし、［閉じる］をクリックします。  

 

(6) スタッフに少なくとも1つのサポートグループを関連付けます。  

a  ［サポートグループ］タブをクリックします。 
 

図 3-12：［メンバー］フォームの［サポートグループ］タブ  
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b  ［サポートグループおよび役割の更新］をクリックします。 

［サポートグループのメンバーシップと役割の更新］フォームが表示され

ます。  
 

図3-13：［サポートグループのメンバーシップと役割の更新］フォーム 

 
 

c  ［サポートグループ関係を追加］で、［会社］、［サポート組織］、［サポート

グループ］、［関係の役割］の値を選択します。  

関係の役割は、［メンバー］と［関係メンバー］のどちらかです。これは、

情報 提供のみを目的としています。メンバーとは、このスタッフがサポー

トグルー プに属しているという意味です。関係メンバーとは、このスタッ

フがサポート グループに割り当てられたリクエストを変更できることを

意味します。役割を 変更するには、［関係メンバーの作成］または［メン

バーをマーク］をクリックします。  

d  ［追加］をクリックします。  

 

サポートスタッフは、複数のサポートグループに属することができます。一

次 グループを指定するには、サポートグループを選択し、［デフォルトに設

定］をクリックします。  
 

e  リクエストやインシデントなどを割り当てられないようにするには、その

スタッフが属している各サポートグループで［非可用としてマーク］をク

リックします。  
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(7) ［機能的役割の更新］タブをクリックします。  
 

図 3-14：［機能的役割の更新］タブ  

 
 
このタブを使用して、サポートグループに属するスタッフに機能的役割を割り当て

ます。機能的役割によって、権限グループで与えられたアクセス権が拡張しますが、

ITSM内で使用する特定のサポートグループだけで通用します。たとえば、1 人のス

タッフが2つのサポートグループのメンバーになることはできますが、1つ のグルー

プのマネージャにしかなれません。  
 

機能的役割を追加するには、次の手順に従います。  
 

a  ［サポートグループの機能的役割を追加］で、［会社］、［サポート組織］、

［サポートグループ名］の値を選択します。 

このタブの［会社］、［サポート組織］、［サポートグループ名］のドロップ

ダウンリストの項目は、［サポートグループの更新］タブでそのスタッフが

サポート グループに関連付けられている場合だけ表示されます。  

b  機能的役割を選択します。 

機能的役割についての詳細は、「機能的役割」を参照してください。  

c  ［追加］をクリックします。 

追加した機能的役割が、タブの下部ペインにあるリストに表示されます。

必要 に応じて、別の機能的役割を追加します。   

(8) ［閉じる］をクリックします。  

(9) ［メンバー］フォームで、［追加］をクリックします。  

(10) このスタッフのパスワードを再入力します。 必要に応じて、別のメンバー

レコードを追加します。  
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(11) すべて追加し終わったら、［閉じる］をクリックします。 
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製品カテゴリの作成  
 
ITSMのさまざまなフォームで使用する製品カテゴリを作成できます。製品は、会社

で使用する品目で、通常はIT関連です。製品をもとにして、構成アイテム、イ ンシ

デント、問題、変更リクエストを分類します。  
 
製品カテゴリの構造は、Atrium CMDBにあるさまざまな製品や構成アイテムを示し、

カテゴリ1、カテゴリ2、カテゴリ3、製品名と製造元、モデルバージョンのに細分化

されます。  
 
製品情報を作成または変更する前に、製品の関係を理解することが重要です。  
 

 製品カテゴリ情報を作成するときは、3つすべてのカテゴリを指定する

必要があります。製品名と製造元のフィールドはオプションですが、

片方だけに入力することはできません。作成する製品によっては、1

つのカテゴリだけで十分な 場合があります。このような場合は、他の

2つを［なし］に設定します。  

 1つの製品カテゴリに、複数のモデルやバージョンを指定できます。  

 製品を1つまたは複数の会社に関連付けることができます。同じ製品カ

テゴリを複数作成することはできません。そのため、新しいカテゴリ

を 作成する前に、既存のカテゴリを確認してください。カテゴリの表

示についての詳細は、「０章標準構成データの表示と変更」を参照して

ください。  

 

 製品カテゴリを作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブで、正しい会社を選択

してい ることを確認します。  

(2) ［製品カテゴリ］の横にある［作成］リンクをクリックします。  

［製品カテゴリ］ダイアログボックスが開きます。  
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図3-15：［製品カテゴリ］ダイアログボックス 

 
      

(3) 構成アイテム（CI）のタイプを選択します。 

［CIタイプ］フィールドは、この製品カテゴリの CIのタイプを示します。  

(4) 製品カテゴリを選択または入力します。1つのカテゴリだけで十分な場合は、

他の2つを［なし］に指定します。 

カテゴリ1やカテゴリ2を指定して製品カテゴリを1つ作成したら、別の製品

カテ ゴリを作成するときに、そのカテゴリを選択できるようになります。

たとえば、カ テゴリ1～3が「ハードウェア」、「サーバー」、「UNIX」という

製品カテゴリを作 成したとします。次に、「ハードウェア」、「サーバー」、

「Windows」という製品カテゴリを作成するときは、［ハードウェア］と［サ

ーバー］を選択できます。  

(5) 必要に応じて、製品名を入力または選択します。 

製品を作成する場合は、その名前を入力します。この製品の製造元が複数あ

る場合 は、製品カテゴリを作成した後で、この製品を選択できるようにな

ります。  

(6) 製品名を指定した場合は、製造元を指定します。製造元を選択するか、［新

規］をクリックして製造元を追加します。 

［新規］をクリックすると、［新規製造元の追加］ダイアログボックスが開

きます。 会社を入力してステータスを［有効］に設定し、［保存］をクリッ

クします。  

(7) ステータスを［有効］に設定します。 

 

メモ：アプリケーションでこのカテゴリを一時的に選択できないようにするには、 
ステータスを［提案済み］に設定します。  

 

(8) ［スイートの定義］で、この製品がスイートの一部である場合は［はい］、

それ以外 の場合は［いいえ］を選択します。  

(9) 設定している会社だけでこのカテゴリを使用するか、全会社で使用するかを

指定し ます。［すべての会社］を選択すると、このカテゴリが「グローバル」

会社に関連付けられ、すべての運用会社と顧客の会社で使用されるようにな

ります。  
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(10) ［追加］をクリックします。 

この製品カテゴリが、すべての運用会社と顧客の会社の［インシデント］フ

ォームなどで使用できるようになります。また、ITSMのどのアプリケーショ

ンでも使用できます。 

必要に応じて、別の製品カテゴリを追加します。  

(11) すべて追加し終わったら、［閉じる］をクリックします。 
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運用カテゴリの作成  
 
ITSMのさまざまなフォームで使用するサービスの運用カテゴリを作成できます。 
運用カテゴリには、ユーザーアカウントの追加やサーバーのパスワードの変更など、

通常ヘルプデスクがおこなうサービスがすべて含まれます。また、アプリケーショ

ンやネットワークのエラーなど、インシデントや問題を表すアイテムも追加できま

す。  
同じ運用カテゴリを複数作成することはできません。そのため、新しいカテゴリを 
作成する前に、既存のカテゴリを確認してください。カテゴリの表示についての詳  
細は、「０章標準構成データの表示と変更」を参照してください。  
 

 運用カテゴリを作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブで、正しい会社を選択

してい ることを確認します。  

(2) ［運用カテゴリ］の横にある［作成］リンクをクリックします。 ［運用カ

タログ］ダイアログボックスが開きます。  

 

図 3-16：［運用カタログ］ダイアログボックス  

 
 

      

(3) 運用カテゴリを選択または入力します。  

カテゴリ1やカテゴリ2を指定して運用カテゴリを1つ作成したら、別の運用

カテゴリを作成するときに、そのカテゴリを選択できるようになります。た

とえば、カテゴリ1～3が「追加」、「ユーザー」、「アカウント」という運用カ

テゴリを作成したとします。次に、「追加」、「ユーザー」、「Webページ」とい

う運用カテゴリを作成するときは、［追加］と［ユーザー］を選択できます。  

(4) ステータスを［有効］に設定します。  

 

メモ：アプリケーションでこのカテゴリを一時的に選択できないようにするには、

ステータスを［提案済み］に設定します。  
 

(5) 設定している会社だけでこのカテゴリを使用するか、全会社で使用するかを
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指定します。 

［すべての会社］を選択すると、このカテゴリが「グローバル」会社に関連

付けられ、すべての運用会社と顧客の会社で使用されるようになります。  

(6) ［追加］をクリックします。  

運用カテゴリを保存すると、「グローバル」という会社に自動的に関連付け

られます。この運用カテゴリが、すべての運用会社と顧客の会社の［インシ

デント］ フォームなどで使用できるようになります。また、ITSMのどのア

プリケーション でも使用できます。  

(7) 必要に応じて、別の運用カテゴリを追加します。 

すべて追加し終わったら、［閉じる］をクリックします。   
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割り当ての設定  
 
割り当てを設定しておくと、調査や変更リクエストなどのレコードがシステムで適 
切なサポートグループに自動的に割り当てられるようになります。割り当ての順序

は、主要なチケットフォームにある機能ですが、これをITSMアプリケーションで 使
用するときは、チケットフォームで割り当てエントリを見つけ、そこから逆に割り

当てられるサポートグループを見つけます。  
 

 割り当てを設定するには  
(1) アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブで、正しい会社を選択

していることを確認します。  

(2) ［割り当て］の横にある［作成］リンクをクリックします。  

［割り当て］ダイアログボックスが開きます。  
 

図 3-17：［割り当て］ダイアログボックス  

 
 

(3) ［イベント］ドロップダウンリストから、割り当てるイベントのタイプを選

択します。  

たとえば、［インシデントオーナー］は、インシデントのオーナーを割り当

てるために使います。詳細は、「
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割り当てるイベント」を参照してください。  

(4) 割り当てるサポートグループを選択します。  

(5) ［割り当ての順序］で、このエントリをいつ自動割り当てで使用するかを指

定します。  

 

 会社：どの会社のインシデントまたはリクエストでこの割り当てを使用

するかを指定します。すべての会社で使用する場合は、［グローバル］

を選択します。 

 運用カテゴリ：運用サービス別に割り当てます。 

 製品カテゴリ：製品カテゴリ別に割り当てます。  

 

(6) ［追加］をクリックします。必要に応じて、別の割り当てを設定します。 

(7) すべて設定し終わったら、［閉じる］をクリックします。  
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標準構成データの表示と変更  
 
ITSMの標準構成が終わったら、構成データを表示できます。構成データを表示す る
と、カスタム構成用のフォームが表示されます。たとえば、サポートグループを 表
示した場合は、［サポートグループ］フォームを使用して、すでに入力されている

データを変更したり、サポートグループの営業時間などを追加したりできます。  
 

 標準構成データを表示または変更するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［標準構成］タブで、正しい会社を選択

していることを確認します。  

(2) 表示または変更する標準構成データの横にある［表示］リンクをクリックし

ます。 対応するフォームが開き、選択した会社のレコードの検索結果が表

示されます。場合によっては、すべての会社に適用されるレコードも表示さ

れます。たとえば、 ［サポートグループ］の横にある［表示］をクリック

すると、図3-18のような［サポートグループ］フォームが開き、見つかった

サポートグループがすべて表示され ます。  

フォームの上部ペインは検索結果、下部ペインは選択したレコードを示しま

す。  

 

図 3-18：サポートグループが表示された［サポートグループ］フォーム   

 
 

(3) 適切なレコードを選択します。 

必要に応じて、データを表示するか変更します。詳細は、次の表を参照して

ください。  
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［表示］リンクの位置  フォーム 説明 

会社別の構成  ［会社］フォーム 
「６章会社情報の設定」を参照してくだ

さい。 

組織 

 

 

 

 

 

 

 

［メンバーの組織の

更新］フォーム 

別の部署を選択したり組織の新しい名

前を入力したりして、このフォームを更

新できます。変更が終わったら、［保存］

をクリックします。組織の変更は、［会

社］フォームの［組織］タブでもおこな

えます（「組織」を参照）。 

場所  ［サイトと会社の関

係］フォーム 

メモ：会社のロケーションを表示できま 

   すが、このフォーム自体では変更 

   できません。 

サイトを変更するには、このフォームで

［サイトの編集］をクリックし、［サイ

ト］フォームを開く必要があります。詳

細は、「８章 サイト情報の設定」を参照

してください。 

ロケーションを削除する方法について

は、「会社のロケーションの削除」を参

照してください。 

サポートグループ  ［サポートグループ］ 

フォーム 

「９章 サポートグループ情報の設定」

を参照してください。 

メンバー  ［メンバー］フォーム 「７章 メンバー情報の設定」を参照し

てください。 

製品カテゴリ  ［製品と会社の関係］

フォーム 

メモ：このフォームでは、会社またはア 

   プリケーション用に製品カテゴ 

   リを有効か無効に設定すること 

   しかできません。 

製品カテゴリを変更するには、このフォ

ームで［製品カテゴリの編集］ をクリ

ックし、［製品カタログ］ フォームを開

く必要があります。詳細は、「製品カタ

ログ情報」を参照してください。 

運用カテゴリ  ［運用会社の関係］フ

ォーム 

メモ：このフォームでは、会社またはア 

   プリケーション用に運用カテゴ 

   リを有効か無効に設定すること 

   しかできません。 

運用カテゴリを変更するには、このフォ

ームで［運用カテゴリの編集］ をクリ

ックし、［運用カタログ］ フォームを開

く必要があります。詳細は、「運用カタ

ログ情報」を参照してください。 

割り当て  ［割り当ての設定］ 

フォーム 

「グループの割り当て」を参照してくだ

さい。割り当ての設定についての詳細

は、「１２章 割り当ての設定」を参照し

てください。 
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(4) フォームを変更した場合は、［保存］をクリックします。  

(5) フォームを閉じます。  
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４章 カスタム構成  

ここでは、アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブについて説明し

ます。このタブで、ITSMアプリケーションのさまざまな設定をカスタマイズします。  

ヒント：カスタム構成タブを使用する前に、「３章 標準構成」に従って標準構成をお

こなってください。  
 
次のトピックについて説明します。  
 

 カスタム構成タブについて 

 カスタム構成の概要  

 情報の更新  

 システム設定  

 承認プロセスの設定  

 スキーマ名  

 アプリケーションデータベースの並び順 

 タイムゾーン 

 地理的情報  

 通貨 
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カスタム構成タブについて  
［カスタム構成］タブから、ITSMの構成用の全フォームにアクセスできます。 

 

 ［カスタム構成］タブを開くには 
(1) 「アプリケーション管理コンソールを開く」の説明に従って、アプリケーシ

ョン管理コンソールを開きます。  

［標準構成］タブが開きます。 

(2) ［カスタム構成］タブをクリックします。 

 

ITSMの構成についての詳細は、後続のセクションを参照してください。 
 

図 4-1：アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブ 

 
 

共通機能 
 
［共通機能］の下にある次の構成リンクを使用できます。  
 

 詳細設定オプション  

• システムの構成 - アプリケーションデータベースの並び順：「アプリ

ケーションデータベースの並び順」を参照  

• システムの構成 - システム設定：「システム設定」を参照  

 業務時間セグメント  

• 時間セグメント：時間セグメントの登録は、予定表を埋めていくのと

よく似ています。たとえば、誰かがある会議室を使う予定を入れると、
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他の人は同じ時間にその会議室を予約できなくなります。同様に、ビ

ジネスイベント （休業日など）やカテゴリ、CIの時間セグメント（時

間帯）を登録します。  

たとえば、CIを利用できる時間セグメントと、定期的なメンテナンス

などで利用できない時間セグメントを指定します。 

 配賦  

• 配賦期間：「配賦期間」を参照  

 割り当ての設定  

• アプリケーションの割り当ての設定：「１２章 割り当ての設定」を参

照  

 コスト  

• コストカテゴリ：「コストカテゴリ」を参照  

• 原価部門：「原価部門」を参照  

• コストレートテンプレート：「コストレート」を参照  

• 経理規則：「経理規則」を参照  

 通知エンジン   

• 国コードオプション：「国コードオプション」）を参照  

• 数字ページャプレフィックス：「数字ページャプレフィックス」を参

照  

• ページャサービス：「ページャサービス」を参照  

 組織構成  

• 会社と組織：「６章 会社情報の設定」を参照  

• 各国通貨：「通貨」を参照  

• 地理-市区町村：「地理的情報」）を参照  

• 地理-国 ：「地理的情報」を参照  

• 地理-都道府県：「地理的情報」を参照  

• サイト：「８章 サイト情報の設定」を参照  

• サポートグループ：「９章 サポートグループ情報の設定」を参照  

• タイムゾーン：「タイムゾーン」を参照  

 メンバー 

• メンバー：「７章 メンバー情報の設定」を参照  

• パスワードのリセット：「パスワードのリセット」を参照  

• テンプレート：「メンバーのテンプレートの作成」を参照  

 製品・運用カタログ  

• カタログマッピング：「製品カタログ情報」を参照  

• 一般カタログの構造：「一般カタログ情報」を参照  

• 運用カタログ：「運用カタログ情報」を参照  

• 製品カタログ：「製品カタログ情報」を参照  

• 製品カタログエイリアスのマッピング：「製品カタログのエイリアス

のマッピング」を参照  

• 製品カタログの信頼済みデータセット：「製品カタログの信頼済みデ

ータセット」を参照  

インシデント管理  
 
Incident Managementをインストールしている場合は、［インシデント管理］の下に

ある次の構成リンクを使用できます。  
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 詳細設定オプション 

• 優先度と重みの範囲 - インパクト値：「インシデントの優先度と重み」を参照  

• 優先度と重みの範囲 - 優先度：「インシデントの優先度と重み」を参照  

• 優先度と重みの範囲 - 緊急度の値：「インシデントの優先度と重み」を参照  

• 優先度と重みの範囲 - 範囲：「インシデントの優先度と重み」を参照  

• 規則：「規則」を参照  

• 作業情報のインバウンドおよびアウトバウンド通信：「作業情報の設定」  

を参照  

 意思決定ツリーの設定  

• 意思決定ツリー：「意思決定ツリーの設定」を参照  

 スクリプトの設定  

• スクリプトデータベース：「スクリプトの作成」および「スクリプト

のマッピング」を参照  

 テンプレート  

• テンプレート：「インシデント管理のテンプレート」を参照  

問題管理 
 
Problem Managementをインストールしている場合は、［問題管理］の下にある次の

構成リンクを使用できます。  
 

 詳細設定オプション  

• 優先度と重みの範囲 - インパクト値：「問題のインパクト」を参照  

• 優先度と重みの範囲 - 優先度：「問題の優先度」を参照  

• 優先度と重みの範囲 - 緊急度の値：「問題の緊急度」を参照  

• 優先度と重みの範囲 - 範囲：「問題の重みの範囲」を参照  

• 規則：「規則」を参照  

 

リクエスト者コンソール  
 
［リクエスト者コンソール］の下にある次の構成リンクを使用できます。 
 

 構成  

• アプリケーションの設定：「アプリケーションの設定」を参照  

• サマリーの定義：「サマリーの定義」を参照  

• アンケートの設定：「アンケートの設定」を参照  

 リクエスト者コンソールのオプション  

• 規則：「リクエストの規則の設定」を参照  

サービスレベル管理  
 

Service Level Management（SLM）の設定については、『Systemwalker IT Service 
Management Service Level Agreements 設定ガイド』を参照してください。  
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カスタム構成の概要  
ここでは、ITSMの構成機能の概要と、構成の適切な順番を示します。 次のトピッ

クについて説明します。 
 

 構成機能 
 データを構成する順序 

 

構成機能   
 
ITSMの組織構造モデルは、2種類あります。1つ目は、社内の業務区分に沿った 構
造で、3層のデータモデルからなります。1層目が会社、2層目が組織、3層目が部署

です。  
 

メモ：この組織構成では、［会社］フィールドだけが必須になります。  
 
2つ目は、会社またはサポート会社内の IT組織の構成を主体にしています。必ずし

も部署の構成と同じにする必要はありません。この構造は、3層のデータモデル  
からなります。1層目が会社、2層目がサポート組織、3層目がサポートグループ  
です。［会社］フィールド（カテゴリ1）は、両方の組織構造で使用する同じ フィ

ールドです。  
 

メモ：このサポート業務主体の構成では、［会社］、［サポート組織］および［サ

ポートグループ］フィールドが必須になります。  
 
どのタイプの組織でも、製品カテゴリと運用カテゴリの構造を使って、ITSMアプリ

ケーションのカテゴリに関係のあるフィールドに会社をマッピングできます。詳細

は、「製品カタログ情報」を参照してください。  
 
ITSMアプリケーションを使用する前に、実際の環境とニーズに合わせて、次の基本

的なデータ構造を設定します。  
 

 組織 

 ロケーション 

 サポートグループ 

 運用カテゴリ 

 製品カテゴリ 

 

メモ：アプリケーションを使用する前に、メンバーの権限と機能的役割も定義する

必要があります。  

データを構成する順序  
 
次の表に、データを構成する適切な順序を示します。別のフォームにある情報を関 
連付ける場合は、データの作成順が特に重要になります。また、この表では、入力

またはインポートが必要な情報などの注意事項も示します。  
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順序 構成機能 必須とオプ

ションの別

必要な権限 注意事項 

1 組織構成> 会社と組

織 

「会社情報について」

を参照。 

必須 Contact Location 

Admin: サイト情

報を作成するため

に必要です。 

およびContact 

Organization 

Admin：会社とサポ

ートグループの情

報を作成するため

に必要です。 

初に会社情報を入力また

はインポートする必要があ

ります。これは、運用会社、

または顧客は、他のフォーム

で選択肢と 

して使われるからです。たと

えば、会社に製品が関連付け

られている場合は、その会社

を選択すると、関連付けられ

ている製品だけが表示され

ます。 

必須情報を入力してエント

リを保存してから、別の情報

を追加します。 

2 組織構成> 会社と組

織> メンバーの組織 

「組織」を参照。 

オプション  Contact Location Admin: サ

イト情報を作成するために

必要です。 

またはContact 

Organization Admin：会社と

サポートグループの情報を

作成するために必要です。 

3  組織構成> サポート

グループ「サポートグ

ループ」を参照。 

必須 Contact 

Organization 

Admin  

サポートグループは、割り当

てを設定するとき必要です。 

4  国「地理的情報」を参

照。 

オプション Contact Location 

Admin  

 

国の情報はITSM で入力され

ます。 

5  都道府県「地理的情

報」を参照。 

オプション Contact Location 

Admin  

 

6  
市区町村「０章地理的

情報」を参照。 

オプション Contact Location 

Admin  

都道府県を指定しなかった

場合は、［なし］に指定しま

す。 

7  組織構造> タイムゾ

ーン「タイムゾーン」

を参照。 

必須  タイムゾーンの情報は、ITSM 

で入力されます。 

8  組織構造> サイト「組

織」を参照。 

オプション Contact Location 

Admin  

クライアントのタイプによ

っては、メンバーレコードを

作成するときにサイトが必

要な場合があります。 

(続く)
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（続き） 

順序 構成機能 必須とオプ

ションの別

必要な権限 注意事項 

9  組織構造> サイト> 

会社の関係 

「会社の関係」を参

照。 

オプション Contact Location 

Admin  

ITSM でサイトを使用する前

に、サイトを会社に関連付け

る必要があります。 

このためには、会社、地域お

よびサイトグループを先に

入力またはインポートして

おきます。 

10  メンバー> CI 「メン

バー情報」と「CIとメ

ンバーの関連付け」を

参照。 

オプション Contact 

Organization 

Admin または

Contact People 

Admin  

またはContact 

People User  

またはContact 

Support Admin  

 

11  メンバー> サポート

グループ「サポートグ

ループ」を参照。 

必須 Contact 

Organization 

Admin または

Contact Support 

Admin  

サポートグループに関連付

けられるのはサポートスタ

ッフ（［サポートスタッフ］

ドロップダウンリストで［は

い］ を選択した場合）だけ

です。 

12  メンバー> サポート

グループ> サポート

グループの機能的役

割「サポートスタッフ

メンバーのプロファ

イルの作成」を参照。 

オプション Contact 

Organization 

Admin または

Contact Support 

Admin または担当

者 

サポートグループの機能的

役割は、二次的な権限になり

ます。機能的役割は、サポー

トスタッフにしか設定でき

ません。 

13  メンバー> 通知「通

知」を参照。 

オプション Contact 

Organization 

Admin または

Contact People 

Admin または

Contact People HR 

Admin または

Contact People 

User または

Contact Support 

Admin  

システムで通知のデフォル

トが設定されています。サポ

ートスタッフへの通知設定

だけを、デフォルト以外に設

定できます。メモ：自分の通

知設定しか変更できません。

ログイン情報を持っている

サポートグループとメンバ

ーを入力またはインポート

してから、通知設定を追加す

る必要があります。 

(続く)
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（続き） 

順序 構成機能 必須とオプ

ションの別

必要な権限 注意事項 

14  メンバー> ログイ

ン・アクセスの詳細「

ログイン・アクセスの

詳細」を参照。 

必須 Contact 

Organization 

Admin または

Contact Support 

Admin  

ITSM アプリケーションのラ

イセンスを割り当てるには、

AR System の有効な固定ま

たはフローティングライセ

ンスを持っている必要があ

ります。メンバーがアクセス

できる全システムの権限が

表示されます。 

15  メンバー> ログイ

ン・アクセスの詳細> 

アプリケーションの

権限 

「サポートスタッフ

メンバーのプロファ

イルの作成」を参照。 

必須 Contact 

Organization 

Admin  

またはContact 

Support Admin  

メンバーを権限グループに

関連付けて、会社のデータへ

のアクセスを制限します。 

16  メンバー> ログイ

ン・アクセスの詳細> 

アクセス制限「サポー

トスタッフメンバー

のプロファイルの作

成」を参照。 

オプション Contact 

Organization 

Admin または

Contact People 

Admin または

Contact People HR 

Admin  

またはContact 

People User  

またはContact 

Support Admin  

［メンバー］フォームの［ロ

グイン・アクセスの詳細］

タブで加えた変更は、AR 

System の［ユーザー］フォ

ームに自動的に反映されま

す。［ユーザー］ フォーム

には直接情報を入力しない

でください。 

17  メンバー> 属性「メン

バーの属性の追加」を

参照。 

オプション Contact 

Organization 

Admin または

Contact People 

Admin  

またはContact 

People User  

またはContact 

Support Admin  

 

18  割り当ての設定> 割

り当ての設定「割り当

ての設定」を参照。 

オプション Config Group 

Mapping Admin  

割り当てを設定する前に、

メンバーの組織、サイトと

会社の関係、製品と会社の

関係および運用カタログの

情報を入力またはインポー

トする必要があります。 

(続く)
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（続き） 

順序 構成機能 必須とオプ

ションの別

必要な権限 注意事項 

19  製品・運用カタログ> 

製品カタログ「製品カ

タログ情報」を参照。 

オプション Config 

Categorization 

Admin または

Config 

Categorization 

User  

会社で使用できる製品のデ

ータベースを作成して管理

します。 

20  製品・運用カタログ> 

製品カタログ> 製品> 

製品のエイリアス 

「製品のエイリアス」

を参照。 

オプション Config 

Categorization 

Admin  

またはConfig 

Categorization 

User  

製品のエイリアスは、製品

を作成するときに自動的に

作成されます。 

21  製品・運用カタログ> 

製品カタログ> モデ

ル/ バージョン「136

製品のモデルとバー

ジョン」を参照。 

オプション Config 

Categorization 

Admin または

Config 

Categorization 

User  

 

22  製品・運用カタログ> 

製品カタログ> モデ

ル/ バージョン「製品

情報の変更」参照。 

オプション Config 

Categorization 

Admin または

Config 

Categorization 

User  

 

23  製品・運用カタログ> 

運用カタログ「運用カ

タログ情報」を参照。 

オプション Config 

Categorization 

Admin または

Config 

Categorization 

User  

運用カテゴリの情報は、レ

ポートするインシデント、

問題、変更などの割り当て

と分類に使用します。 

24  製品・運用カタログ> 

一般カタログの構造「

一般カタログ情報」を

参照。 

オプション Config 

Categorization 

Admin または

Config 

Categorization 

User  

一般カタログの情報をITSM 

のフォームで使用できるよ

うにするには、会社に関連

付ける必要があります。 
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情報の更新  
 
ここでは、情報を更新する方法を、検索、変更、削除の3つの手順に分けて説明し  
ます。  
 

情報の検索  
 
情報を更新するには、まずその情報を見つけなければなりません。構成フォームが違

っても、情報を検索する方法はよく似ています。ここでは、ITSMの［会社］フォーム

を例にして説明します。  
 
 

 検索を開始するには  
 

(1) 情報を検索するフォームを開きます。  

たとえば［会社］フォームを開くには、アプリケーション管理コンソールの［カ

スタム構成］タブで［共通機能］>［組織構造］>［会社と組織］の順に選択し、

［開 く］をクリックします。 

(2) フォームが新規モードで開きます。 

BMC Remedy Userのツールバーの［新規検索］アイコンをクリックするか、ブ

ラ ウザでフォームの［検索］ボタンをクリックして、検索モードに切り替え

ます。 

(3) 検索条件を入力します。  

 文字を入力することも、パラメータを指定することもできます。たとえば、

［会社］フォームでは会社名、タイプ、およびステータスを指定して検

索できます。 

 検索する値を選択することもできます。  

(4) 検索条件を入力したら、［検索］をクリックします。  

たとえば、ABC Companyを検索するには、「ABC Company」を選択または入力し

て、［検索］をクリックします。  
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図 4-2：会社の検索  

 
 

 

図 4-3：会社の検索の結果リスト  

 
 

情報の変更 
 
構成フォームが違っても、情報を変更する方法はよく似ています。ここでは、［会社］

フォームを例にして情報の変更方法を説明します。 
 

 情報を変更するには  
 
構成フォームが違っても、情報を変更する方法はよく似ています。ここでは、［会社］
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フォームを例にして情報の変更方法を説明します。  
 
(1) 変更する情報を含むフォームを開きます。  

(2) 変更する情報（会社など）を検索します。 

検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(3) 検索結果リストから、変更するエントリを選択します。 選択したエントリ（会

社など）の情報が、フォームに表示されます。  

(4) 必要な変更を加えて［保存］をクリックします。 

構成フォームが違っても、情報を削除する方法はよく似ています。ここでは、

［会社］フォームを例にして情報の削除方法を説明します。  

 

情報の削除 
 
構成フォームが違っても、情報を削除する方法はよく似ています。ここでは、［会社］

フォームを例にして情報の削除方法を説明します。 
 

 情報を削除するには  
 

(1) 削除する情報を含むフォームを開きます。 

(2) 削除する情報（会社など）を検索します。 

検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。 

(3) 検索結果リストから、削除するエントリを選択します。  

選択したエントリ（会社など）の情報が、フォームに表示されます。 

(4) 必要に応じて、［ステータス］ドロップダウンリストで［削除］を選択して［保

存］をクリックします。たとえば、［会社］フォームでは、［ステータス］ドロ

ップダウ ンリストがフォームの右下にあります。 

(5) BMC Remedy Userで［アクション］>［削除］を選択するか、ブラウザで結果リ

ストの下にある［削除］ボタンをクリックします。  

(6) 情報を削除するには、管理者の権限グループに属している必要があります。  

 

警告：情報が完全に削除されます。  
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システム設定  
 
この機能は、一般的な設定と AR Systemの設定に使用します。  
 

 システム設定を変更するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［詳細設定オプション］

> ［システムの構成 - システム設定］の順に選択し、［開く］をクリックしま

す。  

［システム設定］フォームが表示されます。  

 

図 4-4：［システム設定］フォーム  

 
 

(3) ITSMの［会社］フィールドのデフォルトの会社を指定するには、［テナンシー

モード］フィールドで［シングルテナンシー］を選択し、デフォルトにする会

社を選択します。  

(4) 必要な変更を加えて、［保存］をクリックします。 

 

  

重要： ITSMの情報へのアクセス権を個人に設定するには、指定した会社へのアクセ

ス権を個人に与えるか、［無制限アクセス］フィールドで［はい］を選択 する必要

があります。詳細は、「７章 サポートスタッフ以外のメンバーのプロファイルの作

成」または「サポートスタッフメンバーのプロファイルの作成」を参照してくださ

い。 
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アプリケーションデータベースの並び順  
 
［スキーマのソート］フォームで、AR Systemのフォームで使用するデータベースの

並び順をカスタマイズできます。このフォームは主にインストール中に使用し、イン

ストールしているデータベースの種類に従って並び順を選択します。 
 

メモ： MSSQL では、この操作をおこなう必要はありません。これらのデータベース

はそのまま使用できます。  
 

 データベースの並び順をカスタマイズするには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［システムの構成］>

［アプリケーションデータベースの並び順］の順に選択し、［開く］をクリッ

クします。  

［スキーマのソート］フォームが表示されます。  
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図4-5：［スキーマのソート］フォーム 

 
 

(3) すべてのレコードを検索します。このためには、検索条件を何も指定しないで

［検索］をクリックします。 

(4) ［機能］の［並び順タイプ］を選択します。 ［Oracle］を選択します。  

(5) ［すべて変更］をクリックします。  

 

メモ： AR Server を再起動すると、変更した並び順が表示されます。  
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タイムゾーン  
 
ITSMのデフォルトでは、アプリケーションサーバーのタイムゾーンが米国東部標準時

になっています。サーバーが別のタームゾーンにある場合は、ITSMアプリ ケーショ

ンが正しく機能するようにデフォルトを変更する必要があります。  
 

 タイムゾーンを指定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［タイ

ムゾーン］の順に選択し、［開く］をクリックします。 

［タイムゾーン］フォームが表示されます。  

(3) ［検索］をクリックして、アプリケーションサーバーがある場所のタイムゾー

ンを 見つけます。  

(4) 結果リストからタイムゾーンを選択します。  

(5) 選択したタイムゾーンをデフォルトにするには、［サーバータイムゾーン］ド

ロッダウンリストで［はい］を選択します。  

(6) ［保存］をクリックします。  
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地理的情報  
 
都道府県や市区町村、通貨の情報を追加する前に、国を指定する必要があります。 デ
ータベースにはこのようなデータが大量に存在するので、検索をできるかぎり絞り込

みます。  
 

メモ：市区町村名だけで検索すると、長時間がかかり、AR System サーバーのパフォ

ーマンスが低下することがあります。  
 

 国を追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［地理-

国］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［地理-国］フォームが表示されます。  

(3) BMC Remedy Userのツールバーの［新規リクエスト］アイコン、またはブラウ

ザ の［新規］ボタンをクリックします。  

(4) 国名、およびISO 3166の2文字の国コード（「アルゼンチン」と「AR」など）を

入力します。 

(5) ［国際電話番号］に、国番号（アルゼンチンの場合は 54など）を入力します。  

(6) 必要に応じて、オプションの情報を入力します。  

(7) ステータスを選択します。  

(8) ［保存］をクリックします。  

国を変更するには、国を選択し、必要な変更を加えてから［保存］をクリック

しま す。  

国を削除するには、［ステータス］ドロップダウンリストで［削除］を選択し

て ［保存］をクリックします。次に、BMC Remedy Userで［アクション］>［削

除］ を選択するか、ブラウザの結果リストの下にある［削除］をクリックし

ます。  

 

 都道府県を追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［地理-

都道府県］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［地理-都道府県］フォームが表示されます。  

(3) BMC Remedy Userのツールバーの［新規リクエスト］アイコン、またはブラウ

ザ の［新規］ボタンをクリックします。  

(4) 国を選択します。  

(5) 新しい都道府県を入力します。  

(6) ステータスを選択します。  

(7) ［保存］をクリックします。  

都道府県を変更するには、都道府県を選択し、必要な変更を加えてから［保存］

を クリックします。  

都道府県を削除するには、［ステータス］ドロップダウンリストで［削除］を

選択 して［保存］をクリックします。次に、BMC Remedy Userで［アクション］
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>［削除］を選択するか、ブラウザの結果リストの下にある［削除］をクリッ

クします。  

 

 市区町村を追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［地理-

市 区町村］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［地理-市区町村］フォームが表示されます。  

(3) BMC Remedy Userのツールバーの［新規リクエスト］アイコン、またはブラウ

ザ の［新規］ボタンをクリックします。  

(4) 国を選択します。  

(5) 追加する市区町村を入力します。  

(6) ステータスを選択します。  

(7) ［保存］をクリックします。  

市区町村を変更するには、市区町村を選択し、必要な変更を加えてから［保存］

を クリックします。  

市区町村を削除するには、［ステータス］ドロップダウンリストで［削除］を

選択 して［保存］をクリックします。次に、BMC Remedy Userで［アクション］

>［削 除］を選択するか、ブラウザの結果リストの下にある［削除］をクリッ

クします。  
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通貨  
 
国の通貨情報を追加したり変更したりできます。  
 

 通貨を追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。 

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［各国

通貨］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［各国通貨］フォームが表示されます。  

(3) BMC Remedy Userのツールバーの［新規リクエスト］アイコン、またはブラウ

ザ の［新規］ボタンをクリックします。  

(4) 国を選択します。  

(5) ［国コード（ISO）］ドロップダウンリストから、国名を選択します。国名に対

応す る国コードが自動的に表示されます。  

(6) 通貨（フランスの場合は「ユーロ」など）を入力し、必要に応じて説明を入力

し ます。  

(7) ［複数通貨］ドロップダウンリストで、通貨番号を選択します。1つの国につ

き、 5種類の通貨を入力できます。  

(8) ［通貨 ISO（英字）］フィールドに、ISO 4217の3文字の通貨コードを入力しま

す。 複数の国を含む地域で1つの通貨を指定する場合は、2文字のコードの前

にXを付けます。たとえば、カリブ海諸国用のドルでは「XCD」になります。  

(9) 必要に応じて、オプションの情報を入力します。  

(10) ステータスを選択します。  

(11) ［保存］をクリックします。  

通貨を変更するには、通貨を選択し、必要な変更を加えてから［保存］をクリ

ック します。  

通貨を削除するには、［ステータス］ドロップダウンリストで［削除］を選択

して ［保存］をクリックします。次に、BMC Remedy Userで［アクション］>

［削除］を選択するか、ブラウザの結果リストの下にある［削除］をクリック

します。  

 

 



 

60 

５章 権限と役割 

ここでは、権限と機能的役割について説明します。 次のトピックについて説明します。  

 

 権限 

 機能的役割 



設定ガイド  

61  

権限   
 
権限グループを使用して、ユーザーにITSMアプリケーションやモジュールへのアクセ

ス権を設定します。  
次のセクションから、ITSMアプリケーションやモジュール内で使用する権限と、その

権限でおこなえる操作やアクセスできる機能について説明します。  
 

AR Systemの権限  
 
次の表に、ITSMアプリケーションで使用する AR Systemの権限を示します。  
権限の設定についての詳細は、「サポートスタッフメンバーのプロファイルの作成」 を
参照してください。 

権限 説明 アクセスできる機能・情報 

Administrator  ITSM アプリケーションの管理

権限。通常、この権限グループ

は、AR System にアクセスする

開発者と、ITSM システムのフ

ォームにアクセスするシステ

ム管理者用に予約されていま

す。 

管理者は、ITSM アプリケーシ

ョンのインストールと保守、

ITSM 内での変更を担当しま

す。 

BMC Remedy Administrator からITSM の

全フォームにアクセスできます。ただし、

ITSM のフォームのユーザーとしてのア

クセス権は自動的に付きません。このア

クセス権を得るには、アプリケーション

やモジュール固有の権限を追加する必要

があります。 

Browser  ITSM では使用しません。  

Customize  ITSM では使用しません。  

Sub 

Administrator  ITSM では使用しません。 

 

 

ITSMの共通機能権限  
次の表に、ITSMアプリケーションで使用する一般的な権限と設定権限を示します。 権
限の設定についての詳細は、「サポートスタッフメンバーのプロファイルの作成」を

参照してください。 
権限 説明 アクセスできる機能・情報 

ASE-Administrator 割り当てエンジンやメンバー

のIT スキル情報を管理する

権限 

割り当てエンジンの設定メンバーの「IT スキ

ル」 

属性 

Approval Admin  
Approval Server を管理する

権限 
Approval Server の管理 

Command Event 

Master  

コマンドオートメーションイ

ンターフェイスを設定する権

限 

アプリケーションのレジストリ 

コマンドパラメータの定義 

（続く）
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（続き） 

権限 説明 アクセスできる機能・情報 

Config 

Categorization 

Admin  

製品カタログ、運用カタログ、

一般カタログの各エントリ、

その関係を登録、変更、削除

する権限と、ベンダーの会社

を作成する権限。Config 

Categorization User より上

の権限です。 

• カタログマッピング 

• 一般カタログの構造 

• 製品カタログ 

• 運用カタログ 

Config 

Categorization 

User  

製品カタログ、運用カタログ、

一般カタログの各エントリ、

およびエントリと会社の関係

を登録、変更、削除する権限。

メモ：既存のカテゴリとの関

   係だけを追加または削

   除できます。 

Config Categorization Admin 

より下の権限です。 

• 一般カタログの構造 

• 製品カタログ 

• 運用カタログ 

Config Group 

Mapping Admin  

スクリプトの作成、変更、削

除など、割り当てマッピング

とグループイベントマッピン

グのエントリを登録、変更、

削除する権限 

• グループの割り当て 

• スクリプトの関係のマッピング 

Contact Location 

Admin  

地理情報やサイトを登録、変

更、削除する権限 

• 会社情報サイト情報 

• 地理的情報 

Contact 

Organization 

Admin  

メンバー情報やサポートグル

ープを登録、変更、削除し、

承認マッピングにアクセスす

る権限。Contact People 

Admin 、Contact People 

User 、Contact Support Admin 

より上の権限です。 

• 会社情報メンバー情報サ 

• ポートグループ情報 

• 承認者のマッピング 

Contact People 

Admin  

サポートスタッフ以外のメン

バー情報を登録、変更、削除

し、すべてのメンバー情報エ

ントリを変更するフルアクセ

ス権。 

Contact Organization Admin 

とContact Support Admin よ

り下、Contact People User よ

り上になります。 

• サポートスタッフ以外のメンバー情報への

フルアクセス 

• すべてのメンバー情報の変更 

Contact People HR 

Admin  

［メンバー］フォームの［属

性］タブの人事情報やメンバ

ーの出勤・移動情報にアクセ

スする権限 

• HR 出勤管理 

• HR 時間管理 

• 福利厚生情報 

• 移動・出張情報 

（続く）
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（続き） 

権限 説明 アクセスできる機能・情報 

Contact People 

User  
サポートスタッフ以外のメン

バー情報を登録、変更する権

限。ただし、プロファイルの

ステータスは変更できませ

ん。Contact Organization 

Admin 、Contact Support 

Admin 、Contact People Admin 

より下の権限です。 

• サポートスタッフ以外のメンバー情報 

Contact Support 

Admin  

メンバー情報の登録、変更、

削除、プロファイルのステー

タスの変更、および承認のマ

ッピングにアクセスする権

限。 

Contact Organization Admin 

より下、Contact People Admin 

とContact People User より

上になります。 

• メンバー情報 

• 承認者のマッピング 

DSL Master  Definitive Software Library 

コンソールでの書き込み権限

• 製品とスイートの作成 

• パッチファイルの作成 

• SLI の作成 

DSL Viewer  Definitive Software Library 

コンソールでの表示権限 

• 製品とスイートの表示 

• ファイルの表示 

• SLI の表示 

General Access  ［メンバー］フォームで追加

した個人に自動的に付く権

限。ITSM で明示的に設定する

権限ではありません。AR 

System の一般アクセスグル

ープよりアクセスレベルが高

くなり、ゲストユーザー用に

使用できます。この権限は、

ITSM アプリケーション内の

フィールドを変更するユーザ

ーに必要です。 

• メンバー情報 

• アプリケーションのコンソール 

• アプリケーション管理コンソール 

Licensing  AR System のユーザーライセ

ンスを登録、変更、削除する

権限 

•  

Notification 

Admin  

通知の設定フォームを変更す

る権限 

• 通知エンジン 

Security  ITSM ユーザーの既存のパス

ワードをリセットする権限 

• パスワードのリセット 
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経理用の権限  
 

次の表に、コスト管理機能で使用する権限を示します。 
権限 説明 アクセスできる機能・情報 

Cost Manager  経理サブシステムのすべての

コストレコードを設定、作成、

変更、削除するフルアクセス

権。コスト管理者は、レポー

トの実行や配賦の作成を担当

します。変更のフルアクセス

権を取得するには、アプリケ

ーションの固定またはフロー

ティングライセンスが必要で

す。 

• コストカテゴリ 

• 原価部門の設定 

• コストレートテンプレートの作成 

• 経理規則の設定 

Cost User  自動的に付く権限。ITSM で明

示的に設定することはありま

せん。 

経理サブシステムのすべての

コストレコードを作成、変更、

削除する権限です。 

• すべてのコストレコードの作成、変更、削

除 

Cost Viewer  自動的に付く権限。ITSM で明

示的に設定することはありま

せん。 

経理サブシステムのコストレ

コードを表示する権限です。

• すべてのコストレコードの表示 

 

Incident Managementの権限  
 

次の表に、Incident Managementアプリケーションで使用する権限を示します。 
権限 説明 アクセスできる機能・情報 

Incident Config  Incident Management の設定

フォームを変更する権限。 

アプリケーションの固定また

はフローティングライセンス

が必要です。 

• インシデントのインパクト値 

• インシデントの優先度 

• インシデントの優先度の範囲 

• インシデントの緊急度の値 

• 意思決定ツリー 

• インシデントの規則 

• 作業情報のインバウンドおよびアウトバウ

ンド通信 

（続く）
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（続き） 

権限 説明 アクセスできる機能・情報 

Incident Master  Incident Management アプリ

ケーションへのアクセス権。

機能的役割や所属しているサ

ポートグループとは関係な

く、インシデントを変更する

ことができます。Incident 

User 、Incident Submitter 、

Incident Viewer より上の権

限です。アプリケーションの

固定またはフローティングラ

イセンスが必要です。 

• インシデントリクエス 

Incident 

Submitter  

Incident Management アプリ

ケーションでインシデントを

検索、登録する権限。 

Incident Viewer 権限グルー

プと一緒に使用できます。

Incident Master とIncident 

User より下の権限です。 

アプリケーションの読み取り

ライセンスが必要です。 

• インシデントリクエスト 

Incident User  Incident Management アプリ

ケーションでインシデントを

開く、検索、登録および変更

する権限。 

メモ：機能的役割と所属する

   サポートグループを指

   定して、変更権限を制

   限できます。 

Incident Master より下、  

Incident Viewer より   

上になります。 

アプリケーションの固定また

はフローティングライセンス

が必要です。 

• インシデントリクエスト 

Incident Viewer  Incident Management アプリ

ケーションを表示する権限。

インシデントを検索したり、

作業情報や添付ファイルエン

トリを登録したりできます。

Incident Submitter 権限グ

ループと一緒に使用できま

す。Incident Master と

Incident User より下の権限

です。 

• インシデントリクエスト 
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Problem Managementの権限  
 

次の表に、Problem Managementアプリケーションで使用する権限を示します。 
権限 説明 アクセスできる機能・情報 

Problem Config  Problem Management の設定

フォームを設定、変更する 

権限。 

アプリケーションの固定また

はフローティングライセンス

が必要です。 

• 問題のインパクト値 

• 問題の優先度 

• 問題の優先度の範囲 

• 問題の規則 

• 問題の緊急度の値 

• 意思決定ツリー 

Problem Master  Problem Management アプリ

ケーションへのアクセス権。

機能的役割や所属しているサ

ポートグループとは関係な

く、解決策データベース、既

知エラー、問題の調査を変更

できます。Problem User 、

Problem Submitter 、Problem 

Viewer より上の権限です。 

アプリケーションの固定また

はフローティングライセンス

が必要です。 

• 解決策データベース 

• 既知エラー 

• 問題調査 

Problem Submitter Problem Management アプリ

ケーションで解決策データベ

ース、既知エラー、問題の調

査を検索、登録する権限。

Problem Master とProblem 

User より下の権限です。アプ

リケーションの読み取りライ

センスが必要です。 

• 解決策データベース 

• 既知エラー 

• 問題調査 

Problem User  Problem Management アプリ

ケーションで解決策データベ

ース、既知エラー、問題の調

査のエントリを開く、検索、

登録および変更する権限。メ

モ：機能的役割と所属するサ

ポートグループを指定して、

変更権限を制限できます。

Problem Master より下、

Problem Viewer より上にな

ります。 

アプリケーションの固定また

はフローティングライセンス

が必要です。 

• 解決策データベース 

• 既知エラー 

• 問題調査 

（続く）
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（続き） 

権限 説明 アクセスできる機能・情報 

Problem Viewer  Problem Management アプリ

ケーションでの表示権限。解

決策データベース、既知エラ

ー、問題の調査を検索したり、

作業情報や添付ファイルエン

トリを登録したりできます。

Problem Submitter 権限グル

ープと一緒に使用できます。

Problem Master とProblem 

User より下の権限です。 

• 解決策データベース 

• 既知エラー 

• 問題調査 

 

リクエストの権限  
 
次の表に、リクエスト者コンソールに関係のある権限を示します。この権限は、 
Incident Management アプリケーションで使われます。 

権限 説明 アクセスできる機能・情報 

Requester Console 

Config  

リクエスト者の管理フォーム

のうち、［サマリーの定義］フ

ォーム以外を変更する権限 

• アプリケーションの設定の変更 

• アンケートの質問の設定 

• リクエストの規則の変更 

Requester Console 

Master  

［サービスリクエスト］フォ

ームを変更する権限 

• サービスリクエスト情報 

Summary 

Definition Config 

［サマリーの定義］フォーム

を変更する権限 

• サマリーの定義 

 

SLMの権限  
 
次の表に、SLMアプリケーションで使用する権限を示します。 

権限 説明 アクセスできる機能・情報 

SLM Config  アプリケーション管理コンソ

ール、サービスレベル管理コ

ンソール、ダッシュボードの

SLM 機能へのアクセス権。ア

グリーメントとサービス目標

を作成、変更、削除、表示で

きます。 

• アプリケーション 

• ビジネススケジュール 

• コレクタモジュール 

• インポートとエクスポート 

SLM権限についての詳細は、『Systemwalker IT Service Management Service Level 
Agreementsユーザガイド』を参照してください。 
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タスクに関係のある権限 
 
次の表に、タスク管理システムで使用する権限を示します。 

権限 説明 アクセスできる機能・情報 

Task 

Administrator  

すべてのタスク管理フォーム

を変更する権限 

• すべてのタスク管理フォーム 

Task Application 

Config  

タスク管理の統合の設定フォ

ームを変更する権限 

• アプリケーションの構成リターンコードの

設定 

Task Manager  タスクを他のレコード（イン

シデント、問題の調査、変更

リクエストなど）に関連付け

る権限 

• ITSM のタスク管理機能 

Task Process 

Config 

タスク管理の割り当てやタス

クの設定フォームを変更する

権限 

• アプリケーションの構成 

• リターンコードの設定 

• 割り当ての設定 

• 割り当てエンジンの設定 

• グループの割り当て 

Task User  作成、関連付けされたタスク

へのアクセス権 

• 既存のタスク 

Task Viewer  自動的に付く権限。ITSM で明

示的に設定することはありま

せん。 

タスクの読み取り専用アクセ

ス権です。 

• タスクの読み取り 
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機能的役割  
 

機能的役割は、さまざまな通知で使用します。権限グループで付くアクセス権を拡張

しますが、 サポートスタッフにしか設定できません。  
機能的役割の設定については、「サポートスタッフメンバーのプロファイルの作成」

を参照してください。  
次の表に、ITSMアプリケーションで定義する役割とその目的を示します。 

 

アプリケーション 機能的役割 目的 

Incident Management、

Problem Management  

可用性マネージャ • 情報の通知のみを目的とし、SLM のエスカ

レーション通知で使用します。 

Incident Management、

Problem Management  

掲示板登録者 • 掲示メッセージを作成、変更できます。 

Incident Management  インシデント管理者 • 情報の通知のみを目的とし、SLA のエスカ

レーションの通知で使用します。インシデ

ント管理コンソールのマネージャ用画面の

アクセス権も付きます。 

Problem Management  問題管理者 • 各グループに割り当てられた、問題の調査、

既知エラー、提案済み解決策データベース

のエントリすべてを制御する権限。問題管

理コンソールのマネージャ用画面へのアク

セス権も付きます。 

Incident Management、

Problem Management  

リリースマネージャ • 情報の通知のみが目的です。 

SLA サービスレベルマネージ

ャ 

• 情報の通知のみが目的です。 

Incident Management、

Problem Management  

サポートグループ管理者 • 自分のサポートグループ内のメンバーを追

加および削除できます。対応するサポート

グループエントリ、インシデントリクエス

ト、変更リクエストを変更することもでき

ます。 

Incident Management  サポートグループリーダ

ー 

• 完了したインシデントを変更できます。こ

の役割は、［インシデント］フォームの担当

グループやオーナーグループのメンバーに

設定します。自分のサポートグループ内の

メンバーを追加および削除できます。 

Incident Management  サポートグループマネー

ジャ 

• 完了したインシデントを変更できます。こ

の役割は、［インシデント］フォームの担当

グループやオーナーグループのメンバーに

設定します。インシデント管理コンソール

へのアクセス権も付きます。自分のサポー

トグループ内のメンバーを追加および削除

できます。 
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６章 会社情報の設定  

 

会社の作成、変更および削除は、［会社］フォームでおこないます。このフォーム は、

情報データベースを構築するときに 初に更新しなければならないフォームです。会社

にはさまざまな種類があり、ITSMでは次のものを取り扱います。  

 

 顧客 運用会社  

 一般連絡先  

 サプライヤ  

 製造元 

 ベンダー  

 次のトピックについて説明します。  

 会社情報について  

 会社のエイリアス  

 ロケーション  

 組織  

 サポートグループ  

 メンバー  

 その他の情報  

 詳細設定  
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会社情報について   
 
組織構成とは、会社の業務区分に沿った構成で、会社、組織、部署の順に細分化さ れ
ます。組織は、［会社］フォームで作成します。組織のデータは、［会社］フォーム

の［組織］タブで定義します。  
会社情報を追加する前に、会社情報の関係を理解することが重要です。会社情報を 保
存するには、会社名、タイプ、およびステータスのフィールドに入力する必要が あり

ます。［メニュー構造（カテゴリ1）］フィールドを空白にすると、自動的に会 社名

と同じに設定されます。  
会社を作成または変更するときに、会社の略称と説明を入力できます。［会社］ フォ

ームの情報を変更する場合は、エイリアス、ロケーション、組織、メンバーおよびサ

ポートグループだけを作成できます。会社のタイプを複数定義できるので、 1社が顧

客、一般連絡先、運用会社、ベンダーなどになりえます。  
 

テナンシーモード  
 
ITSMでは、［会社］フィールドを使ってマルチテナンシーモードを有効にします。 ［会

社］フィールドで、会社や部署、その他のグループを指定してアクセスを制御します。

デフォルトでは、ITSMアプリケーションはシングルテナンシーモードで 動作します。

マルチテナンシーモードが必要ない場合は、［シングルテナンシー］ オプションを選

択してください。［会社］フィールドにフォームのデフォルトの会 社が入力されます。

このオプションを選択しないと、［会社］フィールドのデフォ ルト値は設定されませ

ん。  
 

メモ：不明ユーザーが ITSM リクエスト者コンソールにアクセスする場合は、シング

ルテナンシーモードを使用する必要があります。  
 
テナンシーモードの設定についての詳細は、「システム設定」を参照してください。  
 
 

 会社を作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［会社

と組織］の順に選択し、［開く］をクリックします。 

［会社］フォームが表示されます。 
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図 6-1：［会社］フォーム  

 
 

(3) 会社名を入力してタイプを選択します。  

レコードを保存すると、会社の値が自動的に［詳細設定］タブの［メニュー構

造 （カテゴリ1）］フィールドに入力されます。  

(4) 必要に応じて、残りの会社情報およびメニュー構造のカテゴリを入力します。  

(5) ［保存］をクリックします。  

会社が作成され、ITSMのフォームの［会社］フィールドで選択できるようにな

ります。  

 

図 6-2：会社情報  

 
 
会社情報の変更と削除についての詳細は、「情報の更新」を参照してください。 
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会社のエイリアス  
 
会社のエイリアスとは、会社の略称や別名のことです。エイリアスは、会社情報を含

むフィールドでタイプアヘッド検索するときに使用します。会社に複数の名前が付い

ていることになるので、会社を見つけやすくなります。 ［会社］フィールドに会社名

やエイリアスの一部または全部を入力して［Enter］ キーを押すと、完全な会社名が

表示されます。1社につき1つまたは複数のエイリ アスエントリを定義できます。  
 

ヒント：データベースで大文字と小文字が区別される場合は、エイリアスを小文字に

しておくと、ユーザーが大文字と小文字のどちらでも入力できるようになります。  
 

 会社のエイリアスを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［会社

と組織］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［会社］フォームが表示されます。  

(3) 会社を検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) 会社を選択します。  

(5) ［エイリアスの更新］をクリックします。 

［会社のエイリアスの更新］ダイアログボックスが開きます。 

 

図 6-3：［会社のエイリアスの更新］ダイアログボックス  

 
 

メモ：データベースで大文字と小文字が区別される場合は、エイリアスを小文字にし

ておくと便利です。アプリケーションのユーザーが、大文字と小文字のどちらでも

入力できるようになります。  
 

(6) 一番上のフィールドに会社のエイリアスを入力して、［追加］をクリックしま

す。  

(7) ［閉じる］をクリックします。  

作成したエイリアスは、ITSMのフォームの［会社］フィールドのドロップダウ

ン リストに表示されます。  



 

74 

 

 会社のエイリアスを変更するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［会社

と組織］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［会社］フォームが表示されます。  

(3) 会社を検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) 会社を選択します。  

(5) ［エイリアスの更新］をクリックします。  

［会社のエイリアスの更新］ダイアログボックスが開きます。 

(6) 変更する会社のエイリアスを選択します。 一番上のフィールドに、選択した

会社のエイリアスが表示されます。  

(7) 情報を変更して［変更］をクリックします。  

(8) ［閉じる］をクリックします。  

 

メモ：会社のエイリアスを削除するには、［会社のエイリアスの更新］ダイアログボ

ックスでエイリアスを選択して［削除］をクリックします。  
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ロケーション  
 
ロケーション構成は、サイトの場所を表し、会社、地域、サイトグループとサイト の
順に細分化されます。ロケーションは、グループの割り当てや、承認などのマッピン

グで使用します。  
ここでは、ロケーションについて、次のトピックに分けて説明します。  
 

 会社のロケーションの追加 
 会社のロケーションの削除  
 地域の変更 
 サイトグループの変更  

 

会社のロケーションの追加   
 
ロケーション構成を作成するには、［会社］フォームの［ロケーション］タブを使い

ます。  
 

メモ：サイトがすでに作成されている場合は、［サイト情報］フォームで、会社にそ

のサイトを関連付けることができます（８章 サイト情報の設定を参照）。  
 

 会社にロケーションを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［会社

と組織］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［会社］フォームが表示されます。  

(3) 会社を検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。 

 

(4) 会社を選択し、［ロケーション］タブをクリックします。  

 

図 6-4：［会社］フォームの［ロケーション］タブ 

 
 

(5) ［ロケーションの更新］をクリックします。  

［ロケーションの更新］ダイアログボックスが開きます。  
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図 6-5：入力済みの［ロケーションの更新］ダイアログボックス  

 
 

(6) 必要に応じて、［地域］フィールドと［サイトグループ］フィールドで情報を

入力、または選択します。  

 地域：地理的に分割した領域。会社のサイト数や場所に応じて、複数の地域（東

北、関東、関西など）を設定します。地域を作成する目的は、ITSMのレ ポー

トで使用するためだけです。  
 サイトグループ：地域をさらに細分化したものですが、個々の場所を集まりを

指します。会社にあるサイトの数や場所に応じて、サイトグループをいくつで 
も設定できます。たとえば、ABCグループ本部がこれに相当します。  
サイトグループの数はロケーションの数とは関係ありません。通常、サイトグ

ループは、同じ敷地内に建物がいくつもあることを示します。各建物がロケー

ションになります。  
サイトグループを作成する目的は、ITSMのカスタムレポートで使用するためだ

けです。  
 

メモ：サイトグループを定義するために、地域を定義する必要はありません。地域を

定義しないと、サイトグループが 2 番目の階層になります。  
 

(7) ［サイト］フィールドにサイトの名前を入力します。  

(8) サイトの住所を入力または選択します。 

サイトとは、郵送先住所の付いた建物（ロケーション）のことです。［サイト］ 

フィールドは、ITSMのロケーション構成の4番目の階層です （［会社］が1番目、 

［地域］が2番目、［サイトグループ］が3番目です）。  
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メモ：サイトを定義するために、地域やサイトグループを定義する必要はありません。

地域とサイトグループを定義しない場合は、サイトが 2 番目の階層になります。つ

まり、サイトは、会社のすぐ下、会社と地域の下、会社とサイトグループの下、ま

たは会社、地域およびサイトグループの下になる ことができます。  
 

(9) ［追加］をクリックします。  

ダイアログボックスの下半分に、作成したロケーションが表示されます。 

(10) 必要に応じて、別の地域、サイトグループ、サイトを追加します。 

(11) 設定がすべて終わったら、［閉じる］をクリックします。 

サイトの他の情報については、「サイト情報サイト情報」を参照してください。  

 

会社のロケーションの削除  
 
ロケーションと会社の関係を削除することができます。  
 

 会社のロケーションを削除するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。 

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［会社

と組織］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［会社］フォームが表示されます。  

(3) 会社を検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) 会社を選択し、［ロケーション］タブをクリックします。  

(5) ［ロケーションの更新］をクリックします。 ［ロケーションの更新］ダイア

ログボックスが開きます。  

(6) ダイアログボックスの下半分にあるリストからサイトを選択し、［削除］をク

リックします。  

ロケーションのリストからサイトが削除されます。  

 

地域の変更  
 
［会社］フォームの［詳細設定］タブで、地域を変更したり削除したりできます。  
 

 地域を変更するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［会社

と組織］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［会社］フォームが表示されます。  

(3) 会社を検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) 会社を選択し、［詳細設定］タブをクリックします。  
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(5) ［地域の更新］をクリックします。  

［地域の更新］ダイアログボックスが開きます。  
 

図 6-6：［地域の更新］ダイアログボックス  

 
 

(6) 変更する地域を選択します。  

(7) 一番上のフィールドに、選択した地域が表示されます。  

(8) 情報を変更して［変更］をクリックします。  

(9) ［閉じる］をクリックします。  

 

メモ：地域を削除するには、［地域の更新］ダイアログボックスで地域を選択して［削

除］をクリックします。  
 

サイトグループの変更   
 
［会社］フォームの［詳細設定］タブで、サイトグループを変更したり削除したりで

きます。  
 

 サイトグループを変更するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［会社

と組織］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［会社］フォームが表示されます。  

(3) 会社を検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) 会社を選択し、［詳細設定］タブをクリックします。  

(5) ［サイトグループの更新］をクリックします。 ［サイトグループの更新］ダ

イアログボックスが開きます。  

(6) 変更するサイトグループを選択します。 一番上のフィールドに、選択したサ

イトグループが表示されます。  

(7) 情報を変更して［変更］をクリックします。  

(8) ［閉じる］をクリックします。 
 



設定ガイド  

79  

 

メモ：サイトグループを削除するには、［サイトグループの更新］ダイアログボック

スでサイトグループを選択して［削除］をクリックします。  
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組織  
 
組織構造は、社内の組織と部署を表します。［会社］、［組織］および［部署］フィ

ールドを、会社の人事構成に合わせて設定することもできます。たとえば、「営業」

や「マーケティング」をメンバーの組織に、「営業1課」を部署にします。  
 

 組織を追加するには  
(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。 

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［会社

と組織］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［会社］フォームが表示されます。  

(3) 会社を検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) 会社を選択し、［組織］タブをクリックします。  

(5) ［組織の更新］をクリックします。 ［組織の更新］ダイアログボックスが開

きます。  

(6) 組織と部署を入力します。  

(7) ［追加］をクリックします。 ITSMの組織リストに作成した組織が表示されま

す。  

(8) ［閉じる］をクリックします。  

 

 組織を変更するには  
(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［会社

と組織］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［会社］フォームが表示されます。  

(3) 会社を検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) 会社を選択し、［組織］タブをクリックします。  

(5) ［組織の更新］をクリックします。 ［組織の更新］ダイアログボックスが開

きます。  

(6) 変更する組織を選択します。  

一番上のフィールドに、選択した組織と部署が表示されます。  

(7) 次のいずれかをおこないます。  

 組織を変更し、［組織の変更］をクリックします。  
 部署を変更し、［部署の変更］をクリックします。 選択したすべてのエントリ

が変更されます。  
(8) ［閉じる］をクリックします。  

 

メモ：組織を削除するには、［組織の更新］ダイアログボックスで組織を選択して［削

除］をクリックします。  
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サポートグループ  
 
［サポートグループ］タブには、会社のサポートグループが一覧表示されます。こ  
のタブで、次の操作をおこなえます。  

 会社のサポートグループを追加する。  
 会社のサポートグループを表示または変更する。 詳細は、「サポートグループ

の作成」を参照してください。  
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メンバー  
［メンバー］タブには、会社のメンバーが一覧表示されます。このタブで、次の操作

をおこなえます。  
 会社にメンバーを追加する。  
 メンバーのレコードを表示または変更する。 詳細は、「サポートグループの作

成」を参照してください。  
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その他の情報  
 
［その他］タブには、会社に関する他の情報が一覧表示されます。  
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詳細設定  
 
［詳細設定］タブには、会社の詳細設定が一覧表示されます。必要に応じて、［メ ニ
ュー構造］の各フィールドを使用して、他のフォームで［会社］の値を選択する ため

の2つまたは3つの階層を持つメニュー構造を作成します。  
 

メモ：レコードを保存すると、会社の値が自動的に［詳細設定］タブの［メニュー構

造（カテゴリ 1）］フィールドに入力されます。  
 
［詳細設定］タブで地域を設定する方法については、「地域の変更」を参照してくだ

さい。  
［詳細設定］タブでサイトグループを設定する方法については、「サイトグループの

変更」を参照してください。  
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７章 メンバー情報の設定  

メンバー情報は、各個人の会社、組織、勤務先住所、自宅住所、デスクロケーション、サ

ポートグループ、選択した追加情報などの、個人のプロファイルで構成されます。  

次のトピックについて説明します。  

 

 メンバー情報 

 メンバーの詳細情報の追加  

 メンバーの属性の追加  

 CIとメンバーの関連付け  

 サポートグループの表示  

 作業情報  

 通知  

 ログイン・アクセスの詳細  

 代理承認者  

 原価部門  
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メンバー情報  
 
どのようなメンバー情報を表示または変更できるかは、ユーザーが持っている権限と

機能的役割によって異なります。権限についての詳細は、「権限」を参照してくださ

い。1人のユーザーが、1つまたは複数の権限を持つことができます。  
たとえば、メンバーへの連絡を管理できる権限を持っている場合は、ユーザーの会 社
情報や連絡先情報を変更できますが、サポートグループの関係は変更できません。  
［メンバー］フォームで選択した項目によって、追加情報を設定する必要があるか  
どうかが決まります。たとえば、サポートスタッフのレコードを作成する場合は、エ

ントリを保存する前にログインIDを入力する必要があります。また、新しいメンバー

のレコードを作成するときは、オフィス勤務の場合はサイト、在宅勤務の場 合は自宅

住所を入力する必要があります。  
 

重要：メンバーのレコードを設定するときは、必ずアプリケーション管理コンソール

から ITSM の［メンバー］フォームを開いてください。メンバーフォーム で追加ま

たは変更した情報は、自動的にAR Systemのユーザーフォームに反 映されますが、

ユーザーフォームを更新してもメンバーフォームには反映されません。  
 

 

テナンシーモード  
 
ITSMのマルチテナンシー機能を使用している場合は、［会社］フィールドを使用して、

メンバーを設定するときのアクセスを制御できます。マルチテナンシーモー ドでは、

無制限のアクセス権を持っているメンバーは、すべての会社または指定した会社のデ

ータにアクセスでき、調査や変更リクエストなど、その会社のレコードを登録、管理

できます。複数の会社のデータにアクセスする権限をメンバーに与えることもできま

す。 
シングルテナンシーモードを使用して、デフォルトの会社を有効にする場合は、指定

したデフォルトの会社だけへのアクセス権をメンバーに設定します。  
 

メモ：不明ユーザーが ITSM リクエスト者コンソールにアクセスする場合は、シング

ルテナンシーモードを使用する必要があります。  
 
テナンシーモードの設定についての詳細は、「システム設定」を参照 してください。  
 

サポートスタッフ以外のメンバーのプロファイルの作成  
 
サポートスタッフ以外のメンバーには、IT組織以外のメンバーや、ITSMでリクエスト

を作成、変更しないメンバーが含まれます。  
 
 
 

 サポートスタッフ以外のメンバーのプロファイルを追加するには  
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(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［メンバー］>［メン

バー］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［メンバー］フォームが表示されます。  

 

図 7-1：［メンバー］フォーム  

 
 

ヒント：追加するメンバー用のテンプレートを作成した場合は、ナビゲーションペイ

ンで［クイックリンク］>［テンプレートの選択］を選択して、テンプレートから標

準情報を取り込みます。メンバーテンプレートの追加に ついての詳細は、「メンバ

ーのテンプレートの作成」を参照してください。  
 

(3) メンバーの名前と名字を入力します。  

(4) クライアントのタイプとプロファイルのステータスを選択します。  

 

メモ：［オフィス勤務の従業員］を選択した場合は、［サイト］フィールドでサイト

を選択または入力する必要があります。［在宅勤務の従業員］を選択した 場合は、

［詳細］タブに自宅情報を入力する必要があります。  
 

(5) ［クライアントの重要性］および［VIP］ドロップダウンリストから値を選択

します。  

 

メモ：これらのフィールドを空白のままにすると、デフォルトの値（［標準］と［い

いえ］）が使われます。  
 

 
［VIP］フィールドは、組織内の重要人物を識別するために使用します。［クラ
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イアントの重要性］フィールドは、特に注意が必要な個人を区別するために使

用します。これらのフィールドの値は、Incident Managementの［顧客］フィー

ルドからメンバーのプロファイルを取得したときに表示されます。  
 

メモ：サポートスタッフ以外のメンバーのプロファイルでは、［割り当て可能］フィ

ールドは使用できません。  
 

(6) ［組織情報］で会社を選択し、オプションの情報を入力します。  

(7) 必要に応じて、［連絡先情報］に電話番号（ビジネス）を入力します。 電話番

号を入力するには、電話番号のフィールド内をクリックし、［Enter］キーを 押

します。国コードはリストから選択するか、手動で入力します。  

(8) 必要に応じて、電子メールアドレスを入力します。 メモ：電子メールアドレ

スは、電子メールで通知を受信するために必要です。  

(9) ［ロケーション情報］でサイトを選択します。  

 

メモ：地域またはサイトグループを選択する前にサイトを選択すると、［地域］ フィ

ールドと［サイトグループ］フィールドを使用してサイトが会社に関 連付けられて

いる場合は、この 2 つのフィールドに値が自動的に表示されます。  
 

入力が完了した［メンバー］フォームの［一般］タブは、次のようになります。  
 

図 7-2：サポートスタッフ以外のメンバーの［メンバー］フォーム：［一般］タブ  

 
 

(10) ［ログイン・アクセスの詳細］タブをクリックします。  

a  このメンバーが ITSMにアクセスするために使用するログイン IDを入力しま

す。  

b  必要な場合は、パスワードを入力します。［メンバー］フォームにアクセスで
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きるメンバーは、自分のパスワードを変更できます。  

(11) ITSMアプリケーションへの適切な権限を設定します。  

a  ［アプリケーションの権限］の［権限グループの更新］をクリックします。  

［権限グループ］ダイアログボックスが開きます。  

 

図 7-3：［権限グループ］ダイアログボックス  

 
 

b  ［権限グループ］ドロップダウンリストから、追加する権限グループを選択

します。  

権限についての詳細は、「権限」を参照してください。  

c  必要に応じて、ライセンスタイプを［固定］または［フローティング］から

選択します。  

d  ［追加・変更］をクリックします。  

e  必要に応じて、別の権限グループを追加します。  

f  ［閉じる］をクリックします。  

(12) ［ライセンスのプリファレンス］の［ライセンスタイプ］ドロップダウンリ

ストか ら、割り当てるAR Systemライセンスのタイプを選択します。 

(13) AR Systemのフルテキストサーチオプションがある場合は、［FTSライセンスタ

イプ］を選択します。  

(14) ［会社］フィールドを使用して、特定の会社にアクセスを制限している場合

は、サポートスタッフをその会社に割り当てて、アプリケーションのデータへ

のアクセス 権を与えます。特定の会社にアクセスを制限していない場合は、

［メンバー］ フォームの［ログイン・アクセスの詳細］タブの［無制限アク

セス］ドロップダウンリストで［はい］を選択する必要があります。  

 

重要： ITSM の情報へのアクセス権を個人に設定するには、指定した会社へのアクセ

ス権を個人に与えるか、［無制限アクセス］ドロップダウンリストで［は い］を選

択する必要があります。  
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特定の会社へのアクセスを制限するには、次の手順に従います。  
a  ［アクセス制限］の［アクセス制限の更新］をクリックします。  

［アクセス制限］ダイアログボックスが開きます。  
 

 

図 7-4：［アクセス制限］ダイアログボックス  

 
 

b  ［アクセス制限］ドロップダウンリストから、メンバーにアクセス権を追加

する  

会社を選択して［追加・変更］をクリックし、［閉じる］をクリックします。  

入力が完了した［ログイン・アクセスの詳細］タブは、次のようになります。  

 

図 7-5：［メンバー］フォーム：［ログイン・アクセスの詳細］タブ  

 
 

これは、サポートスタッフ以外のメンバーを追加するために 低限必要な情報

です。  
(15) ［保存］をクリックします。  
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メモ：メンバー情報の変更と削除についての詳細は、「情報の更新」を参照してくだ

さい。  
 

サポートスタッフメンバーのプロファイルの作成  
 

サポートスタッフメンバーとは、IT組織のメンバーや、ITSMでリクエストを作 成、変更するメ

ンバーのことです。サポートスタッフメンバーを追加するには、 ［メンバー］フォームの上部

にある［個人情報］を設定し、［一般］タブ、［サポー トグループ］タブ、［ログイン・アクセ

スの詳細］タブに情報を入力する必要があります。  

 

 サポートスタッフメンバーを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［メンバー］>［メン

バー］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［メンバー］フォームが表示されます。  

 

図 7-6：［メンバー］フォーム  

 
 

ヒント：追加するメンバー用のテンプレートを作成した場合は、ナビゲーションペイ

ンで［クイックリンク］>［テンプレートの選択］を選択して、テンプレートから標

準情報を取り込みます。メンバーテンプレートの追加に ついての詳細は、「メンバ

ーのテンプレートの作成」を参照してください。  
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(3) メンバーの名前と名字を入力します。  

(4) クライアントのタイプとプロファイルのステータスを選択します。  

 

メモ：［オフィス勤務の従業員］を選択した場合は、［サイト］フィールドでサイト

を選択または入力する必要があります。［在宅勤務の従業員］を選択した 場合は、

［詳細］タブに自宅情報を入力する必要があります。  
 

 

(5) ［クライアントの重要性］および［VIP］ドロップダウンリストから値を選択

します。  

 

メモ：これらのフィールドを空白のままにすると、デフォルトの値（［標準］と［い

いえ］）が使われます。  
 

［VIP］フィールドは、組織内の重要人物を識別するために使用します。［クラ

イアントの重要性］フィールドは、特に注意が必要な個人を区別するために使

用します。これらのフィールドは、Incident Managementの［顧客］フィールド

でメン バーのプロファイルを取得したときに表示されます。  
 

(6) ［サポートスタッフ］ドロップダウンリストで［はい］を選択します。  

［割り当て可能］フィールドが［はい］に設定されます。これは、サポートス

タッ フメンバーに、インシデント、問題、変更リクエストなどを割り当てら

れるという 意味です。 

割り当ての可能性の変更についての詳細は、「サポートスタッフメンバーを非

可用にする」を参照してください。  

(7) ［組織情報］で会社を選択し、オプションの情報を入力します。  

(8) 必要に応じて、［連絡先情報］に電話番号（ビジネス）を入力します。 電話番

号を入力するには、電話番号のフィールド内をクリックし、［Enter］キーを 押

します。国コードはリストから選択するか、手動で入力します。 

(9) 必要に応じて、電子メールアドレスを入力します。  

 

メモ：電子メールアドレスは、電子メールで通知を受信するために必要です。  
 

(10) ［ロケーション情報］でサイトを選択します。  

 

メモ：地域またはサイトグループを選択する前にサイトを選択すると、［地域］フィ

ールドと［サイトグループ］フィールドを使用してサイトが会社に関連付けられて

いる場合は、この 2 つのフィールドに値が自動的に表示されます。  
  

(11) 割り当てエンジンで、スタッフが担当できる作業量を基準にリクエストを割

り当てる場合は、［キャパシティ評価］フィールドと［タスクキャパシティ評

価］フィー ルドに情報を入力します。読み取り専用の［オープンチケット］

フィールドと［未 完了タスク］フィールドには、スタッフに割り当てられた

オープンチケットと未完 了タスクの数が格納されます。  

入力が完了した［メンバー］フォームの［一般］タブは、次のようになります。  
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図 7-7：サポートスタッフメンバーの［メンバー］フォーム：［一般］タブ  

 
 

(12) ［ログイン・アクセスの詳細］タブをクリックします。  

a  このメンバーが ITSMにアクセスするために使用するログイン IDを入力しま

す。  

b  必要な場合は、パスワードを入力します。［メンバー］フォームにアクセスで

きるメンバーは、自分のパスワードを変更できます。  

(13) ITSMアプリケーションへの適切な権限を設定します。  

a  ［アプリケーションの権限］の［権限グループの更新］をクリックします。  

［権限グループ］ダイアログボックスが開きます。  
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図 7-8：［権限グループ］ダイアログボックス  

 
 

b  ［権限グループ］ドロップダウンリストから、このメンバーに設定する権限

グループを選択します。  

権限についての詳細は、「権限」を参照してください。  

c  必要に応じて、ライセンスタイプを［固定］または［フローティング］から

選択します。  

d  ［追加・変更］をクリックします。  

e  必要に応じて、別の権限グループを追加します。  

f  ［閉じる］をクリックします。  

(14) ［ライセンスのプリファレンス］の［ライセンスタイプ］ドロップダウンリ

ストか ら、割り当てるAR Systemライセンスのタイプを選択します。  

(15) ［会社］フィールドを使用して、特定の会社にアクセスを制限している場合

は、サポートスタッフをその会社に割り当てて、アプリケーションのデータへ

のアクセス 権を与えます。特定の会社にアクセスを制限していない場合は、

［メンバー］ フォームの［ログイン・アクセスの詳細］タブの［無制限アク

セス］ドロップダウンリストで［はい］を選択する必要があります。  

 

重要： ITSM の情報へのアクセス権を個人に設定するには、指定した会社へのアクセ

ス権を個人に与えるか、［無制限アクセス］ドロップダウンリストで［は い］を選

択する必要があります。  
 

特定の会社へのアクセスを制限するには、次の手順に従います。  
a  ［アクセス制限］の［アクセス制限の更新］をクリックします。  

［アクセス制限］ダイアログボックスが開きます。  
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図 7-9：［アクセス制限］ダイアログボックス  

 
 

b  ［アクセス制限］ドロップダウンリストから、メンバーにアクセス権を与え

る会社を選択して［追加・変更］をクリックし、［閉じる］をクリックします。  

入力が完了した［ログイン・アクセスの詳細］タブは、次のようになります。  

 

図 7-10：［メンバー］フォーム：［ログイン・アクセスの詳細］タブ  

 
 

(16) スタッフに少なくとも1つのサポートグループを関連付けます。  

a  ［サポートグループ］タブをクリックします。  

b  ［サポートグループ］タブの［サポートグループおよび役割の更新］をクリ

ックします。 

［サポートグループのメンバーシップと役割の更新］フォームが表示されま

す。  

c  ［サポートグループ関係を追加］で、［会社］、［サポート組織］、［サポートグ

ループ］、［関係の役割］の値を選択します。  
 
関係の役割は、［メンバー］と［関係メンバー］のどちらかです。これは、情報 提供
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のみを目的としています。メンバーとは、このスタッフがサポートグルー プに属して

いるという意味です。関係メンバーとは、このスタッフがサポート グループに割り当

てられたリクエストを変更できることを意味します。役割を 変更するには、［関係メ

ンバーの作成］または［メンバーをマーク］をクリック します。  
 

d  ［追加］をクリックします。  

サポートスタッフは、複数のサポートグループに属することができます。一

次 グループを指定するには、サポートグループを選択し、［デフォルトに設

定］を クリックします。  

e  リクエストやインシデントなどを割り当てられないようにするには、そのス

タッフが属している各サポートグループで［非可用としてマーク］をクリッ

クします。  

(17) ［機能的役割の更新］タブをクリックします。  

このタブを使用して、サポートグループに属するスタッフに機能的役割を割り

当てます。このタブの［会社］、［サポート組織］、［サポートグループ名］のド

ロップダ ウンリストの項目は、［サポートグループの更新］タブでそのスタッ

フがサポート グループに関連付けられている場合だけ表示されます。  

機能的役割によって、権限グループで与えられたアクセス権が拡張しますが、 

ITSM内で使用する特定のサポートグループだけで通用します。たとえば、1人

の スタッフは2つのサポートグループのメンバーになることができますが、1

つのグループのマネージャにしかなれません。  

(18) ［閉じる］をクリックします。 

入力が完了した［サポートグループのメンバーシップと役割の更新］フォーム

の ［サポートグループの更新］タブは、次のようになります。  

 

図 7-11：［サポートグループのメンバーシップと役割の更新］フォーム：［サポート

グループ の更新］タブ  
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メモ：メンバー情報の変更と削除についての詳細は、「情報の更新」を参照してくだ

さい。  
 

メンバーのテンプレートの作成  
 
さまざまなタイプのメンバーの標準情報の入ったテンプレートを作成しておくと、メ

ンバーを追加するプロセスが簡単になります。  
 

 メンバーのテンプレートを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［メンバー］>［テン

プレート］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［個人のテンプレートの設定］ダイアログボックスが開きます。  

 

図 7-12：［個人のテンプレートの設定］ダイアログボックス  

 
 

 

(3) ［作成］をクリックします。  

［個人のテンプレートの設定］フォームが表示されます。  
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図 7-13：［個人のテンプレートの設定］フォーム  

 
 

(4) テンプレートの名前を入力し、ステータスを選択します。  

(5) ［個人の詳細］タブで、オプションの情報を入力します。  

a  ［詳細］で、プロファイルのステータスを選択します。  

b  クライアントタイプを選択し、職位を入力します。  

c  ［VIP］および［クライアントの重要性］ドロップダウンリストから値を選択

します。  

d  このテンプレートがサポートスタッフ用の場合は、［サポートスタッフ］ドロ

ップダウンリストで［はい］を選択します。  

 

メモ：［はい］を選択した場合は、［サポートグループ］タブを使用できます。［い

いえ］を選択した場合は使用できません。  
 

e  必要に応じて、［組織情報］で会社、組織、部署を選択します。 

f  必要に応じて、［ロケーション情報］で地域、サイトグループ、サイトを選択

します。サイト情報は、オフィス勤務の従業員を追加するときに必要です。  

 

メモ：地域またはサイトグループを選択する前にサイトを選択すると、［地域］フィ

ールドと［サイトグループ］フィールドを使用してサイトが会社に関 連付けられて

いる場合は、この 2 つのフィールドに値が自動的に表示され ます。  
 

g  必要に応じて、［連絡先情報］に FAX番号を入力します。  

(6) ［ログイン・アクセスの詳細］タブをクリックします。  
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図 7-14：［個人のテンプレートの設定］フォーム：［ログイン・アクセスの詳細］タ

ブ  

 
 

(7) ライセンスタイプを選択し、このテンプレートのライセンス情報を設定します。  

a  ［ライセンスタイプ］の［ライセンスタイプ］ドロップダウンリストから、

割り当てるAR Systemライセンスのタイプを選択します。  

b  AR Systemのフルテキストサーチオプションがある場合は、［FTSライセンスタ

イプ］を選択します。  

 

メモ：これらのフィールドは、サポートスタッフメンバー用のテンプレートで必ず入

力する必要があります。  
 

(8) 必要に応じて、［アプリケーション権限グループのリスト］の各フィールドで、

適切なITSM権限グループを追加します。  

a  ［権限グループ］ドロップダウンリストから、追加する権限グループを選択

します。 権限についての詳細は、「権限」を参照してください。  

b  必要に応じて、ライセンスタイプを［固定］または［フローティング］から

選択します。  

c  ［追加・変更］をクリックします。  

(9) ［デフォルトの通知方法］ドロップダウンリストから、バックアップとして使

う通知方法を選択します。  

 

メモ：サポートスタッフメンバー用のテンプレートでは、このフィールドに必ず入力

する必要があります。  
 

(10) サポートスタッフメンバーのテンプレートの場合は、［サポートグループ］タ

ブをクリックします。  

 



 

100 

図 7-15：［個人のテンプレートの設定］フォーム：［サポートグループ］タブ  

 
 

(11) サポート会社、組織、グループ名を選択して、［追加］をクリックします。  

(12) ［保存］をクリックします。  

 

メモ：メンバーのテンプレートの変更と削除についての詳細は、「情報の更新」を参

照してください。  
 
作成したテンプレートの情報を［メンバー］フォームに追加するには、フォーム のナ

ビゲーションペインで［クイックリンク］>［テンプレートの選択］を選択します。  
 

メンバーのログイン IDの削除  
 
サポートスタッフ以外のメンバーのログイン IDを削除できます。  
 

 メンバーのログイン IDを削除するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［メンバー］>［メン

バー］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［メンバー］フォームが表示されます。  

(3) ログイン IDを削除するメンバーを検索して選択します。 情報の検索について

の詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) ナビゲーションペインで、［その他の機能］>［ログイン IDの削除］を選択し

ます。  

 

メモ：この機能を使用するには、担当する組織の管理者かサポートの管理者の権限が

必要です。  
 



設定ガイド  

101  

メンバーの詳細情報の追加  
 
［メンバー］フォームの［詳細］タブに、自宅の住所や別の連絡先などの詳細を追加

できます。  
 

 メンバーの詳細情報を追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［メンバー］>［メン

バー］ の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［メンバー］フォームが表示されます。  

(3) メンバーを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) メンバーを選択して［詳細］タブをクリックします。  

(5) ［自宅住所の編集］をクリックします。 ［アドレスの詳細］ダイアログボッ

クスが開きます。  

(6) 番地と郵便番号を入力し、国、都道府県、市町村、タイムゾーンを選択します。  

(7) 電話番号を追加するには、電話番号のフィールド内をクリックし、［Enter］キ

ーを押します。  

 

メモ：国コードはリストから選択するか、手動で入力します。  
 

(8) 必要に応じて、［追加連絡先情報］に情報を入力します。  

 

メモ：自動着信呼分配システム（Automatic Call Distribution：ACD）を使っている

場合は、［ACD］フィールドに ID 番号を入力できます。  
 

(9) ［保存］をクリックします。  
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メンバーの属性の追加  
 
［メンバー］フォームの［属性］タブで、メンバーのプロファイルに属性を追加して

情報を入力できます。たとえば、福利厚生情報や、クレジットカードを保存する ウォ

レット情報を設定できます。  
メモ：人事部で管理する従業員の出勤状況、福利厚生情報、ウォレット情報を追加、

表示するには、Contact People HR Admin権限が必要です。  
 

 メンバーの属性を作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［メンバー］>［メン

バー］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［メンバー］フォームが表示されます。  

(3) メンバーを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) メンバーを選択して［属性］タブをクリックします。  

選択できる属性タイプのリストは、持っている権限によって異なります。  

属性を作成、表示、または削除することができます。たとえば、［属性タイプ］

で ［アクセスID］を選択して［作成］をクリックすると、［アクセス ID］フ

ォームが 表示されます。  

 

図 7-16：［アクセス ID］フォーム  

 
 

［アクセス ID］フォームには、メンバーがアプリケーションで使用するアクセ

ス IDの構成が示されます。  
(5) 属性タイプを選択し、表示されたダイアログボックスに必要な情報を入力しま

す。 

属性の設定を保存してダイアログボックスを閉じると、設定した属性が［メン 

バー］フォームの［属性］リストに表示されます。  
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CIとメンバーの関連付け  
 
［メンバー］フォームの［CI］タブで、CIをメンバーに関連付けることができます。  
 

 CIをメンバーに関連付けるには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［メンバー］>［メン

バー］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［メンバー］フォームが表示されます。  

(3) メンバーを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) メンバーを選択し、［CI］タブをクリックします。  

(5) ［関連付け］をクリックします。  

［CI関係の検索］フォームが表示されます。  

 

図 7-17：［CI関係の検索］フォーム  

 
 

(6) 関連付ける CIの検索条件を入力し、［検索］をクリックします。  

(7) メンバーに関連付ける CIを選択します。  

(8) 関係タイプを選択して［関連付け］をクリックします。  

(9) ［閉じる］をクリックします。  
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サポートグループの表示  
 
［メンバー］フォームの［サポートグループ］タブには、メンバーが所属している サ
ポートグループと、そのグループ内でメンバーが持っている機能的役割が表示さ れま

す。各サポートスタッフを少なくとも1つのサポートグループに関連付ける必 要があ

ります。詳細は、「サポートスタッフメンバーのプロファイルの作成」を参照してく

ださい。  
 
「サポートグループ管理者」または「サポートグループマネージャ」の機能的役割を

定義した場合は、［メンバー］フォームの［サポートグループ］タブで［サポートグ

ループプロファイルの更新］をクリックして、サポートグループ情報を変更できます。  
 

サポートスタッフメンバーを非可用にする  
 
サポートスタッフメンバーに何も割り当てられないようにするには、［メンバー］ フ
ォームの［サポートグループ］タブでサポートグループを選択し、［すべての非可 用
性をマーク］をクリックし、［保存］をクリックします。選択したサポートグルー プ
で、機能的役割を含み、このメンバーへの割り当てが［いいえ］に変わります。  
サポートスタッフメンバーを割り当て可能にするには、［可用性の再開］をクリック

し、［保存］をクリックします。  
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作業情報 
 
［メンバー］フォームの［作業情報］タブで、プロファイルに作業情報を追加できま

す。  
 

 作業情報エントリを作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［メンバー］>［メン

バー］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［メンバー］フォームが表示されます。  

(3) メンバーを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) メンバーを選択して［作業情報］タブをクリックします。  

 

図 7-18：［メンバー］フォーム：［作業情報］タブ  

 
 

(5) ［作業情報タイプ］ドロップダウンリストから、［メーリングリスト］、［一般

情報］、 ［メンバーのタスク］などのタイプを選択します。  

(6) ［日付］フィールドの右にあるボタンをクリックして、日付を選択します。こ

の フィールドを空白のままにすると、現在の日付が使用されます。  

(7) ［ソース］ドロップダウンリストから、［電子メール］、［FAX］、［電話］、［ボイ

ス メール］などの連絡方法を選択します。  

(8) ［サマリー］フィールドに、作業情報エントリの簡単な説明を入力します。  

(9) ［詳細］フィールドに、作業情報エントリの詳しい説明を入力します。  

(10) 添付ファイルを追加するには、次の手順に従います。  

a  ［ファイル名］ヘッダーの下を右クリックし、［追加］を選択します。  

b  添付するファイルを見つけます。  

c  ファイルを選択して［開く］をクリックします。 選択したファイルが添付さ

れます。  

 

メモ：ファイルは 3 つまで添付できます。  
 

(11) 作業情報エントリを保存後に変更できないようにするには、［ロック済み］ド
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ロップダウンリストから［はい］を選択します。変更できるようにする場合は、

［いい え］を選択します。  

(12) ［保存］をクリックします。  

作成したエントリが［作業情報履歴］リストに追加されます。  

 

メモ：既存のエントリを表示するには、［作業情報履歴］リストでエントリを選択し

て［表示］をクリックします。  
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通知  
 
メンバーに通知する方法をカスタマイズできます。通知方法は、モジュールやイベン

トによって異なります。モジュールやイベントごとに、デフォルトの通知方法が設定

されています。デフォルトの方法で十分な場合は、カスタマイズする必要はありませ

ん。  
 

サポートスタッフへの通知方法のカスタマイズ  
 
サポートスタッフメンバーに通知する方法をカスタマイズできます。  
 

 メンバーの通知設定を変更するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［メンバー］>［メン

バー］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［メンバー］フォームが表示されます。  

(3) メンバーを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) メンバーを選択して［通知］タブをクリックします。 ［通知］リストに、シ

ステムのデフォルトの設定が表示されます。  

 

図 7-19：［メンバー］フォーム：［通知］タブ  

 
 
通知可能：このメンバーに通知できないようにするには［いいえ］を選択しま

す。  
通知言語：このメンバーが受け取る通知の言語を選択します。このフィールド

を空白のままにすると、英語が使用されます。  
 

(5) ［保存］をクリックします。  
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 通知方法をカスタマイズするには   
 

(1) メンバーを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(2) メンバーを選択します。  

(3) ［通知］タブの［通知プリファレンスの更新］をクリックします。 ［通知プ

リファレンス］フォームが表示されます。  

(4) ［作成］をクリックします。  

［通知プリファレンス］フォームの各フィールドがクリアされます。 

このフォームのエントリは、［モジュール］フィールドと［通知イベント］フ

ィールドの情報に基づいています。このフィールドのサポートフィールドで、

いつ通知するかをさらにカスタマイズできます。  

(5) 通知をカスタマイズするモジュールを選択します。  

(6) カスタマイズする通知イベントを選択します。 選択できるイベントは、選択

したモジュールによって異なります。  

(7) このイベントをさらに分類する場合は、サポートフィールドで情報を選択しま

す。  

たとえば、メンバーが所属しているグループへの割り当てだけを通知し、それ

以外は通知しないように指定できます。  

(8) 次の必須フィールドで［はい］または［いいえ］を選択します。  

a  ［ページャ通知］フィールド：指定したイベントやモジュールの通知をペー

ジに送信する場合は［はい］を選択します。  

b  ［営業時間の使用］フィールドと［休業日の使用］フィールド：それぞれ営

業時間内と休業日にページャで通知する場合に［はい］を選択します。  

c  ［個人通知］フィールド：選択したイベントやモジュールが個人に割り当て

られたことを通知しない場合は、［いいえ］を選択します。  

d  ［グループ通知］フィールドで、選択したイベントやモジュールがグループ

に割り当てられたことを通知しない場合は、［いいえ］を選択します。  

(9) 選択したイベントやモジュールの通知方法を選択します。 この方法をページ

ャと一緒に使用できます。たとえば、ページャと電子メールの両方で通知する

ように設定できます。  

(10) ［追加］をクリックして、カスタマイズした設定を［通知プリファレンス］

リストに追加します。  

 

メモ：［通知プリファレンス］リストに表示されるカスタム設定の［通知タイプ］は

［ユーザー］になります。システムで定義済みの設定は、［システムデ フォルト］

になります。システムデフォルトを変更したり、削除したり ることはできません。

カスタム設定は、アプリケーションが個人への通知方法を決めるときに、システム

デフォルトより優先されます。  
 

 通知設定を変更するには  
 

(1) メンバーを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(2) メンバーを選択して［通知］タブをクリックし、［通知プリファレンスの更新］

をクリックします。  

［通知プリファレンス］フォームが表示されます。  
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(3) 変更するカスタム設定を選択します。  

 

メモ：［通知イベント］タブの右側のカラムの中で、［通知プリファレンス］の［通

知タイプ］が［ユーザー］のフィールドだけを変更できます。  
 

(4) 必要な変更を加えて、［変更］をクリックします。  

 

メモ：設定を削除するには、削除する設定を選択して［削除］をクリックします。 
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サポートスタッフへのページャでの通知設定  
 
［メンバー］フォームの［通知］タブで、ページャでの通知を指定できます。ページ

ャは、バックアップの通知方法になります。優先される通知方法は、［通知］タブの

左側にあるリストに表示されます。  
ページャの設定についての詳細は、「１３章 ページャの設定」を参照してください。  
 

 ページャでの通知を設定するには  
 

(1) メンバーを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(2) メンバーを選択して［通知］タブをクリックします。  

(3) ページャのサービスプロバイダを選択します。  

(4) ［通知ページャ］フィールド内をクリックし、［Enter］キーを押します。 ［電

話の詳細］ダイアログボックスが開きます。  

(5) ページャの電話番号と PIN（メンバーの識別番号）を入力し、［OK］をクリッ

クし ます。  

(6) ページャに電子メールを送信できる場合は、メールアドレスを入力します。  

(7) ［デフォルトの通知方法］ドロップダウンリストから、バックアップとして使

う通 知方法を選択します。  

(8) 必要に応じて、メンバーに通知可能かどうかと通知用の言語を選択します。  

(9) ［保存］をクリックします。  
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ログイン・アクセスの詳細  
 
［ログイン・アクセスの詳細］タブは、［メンバー］フォームで指定した個人のログ

インID、ライセンス情報、権限グループを保存します。情報の入力についての詳細は、

「サポートスタッフメンバーのプロファイルの作成」を参照してください。  
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原価部門  
 
［メンバー］フォームの［経理情報］タブで、原価部門を設定できます。詳細は、「原

価部門」を参照してください。  
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８章 サイト情報の設定  

サイトを作成、変更、削除するには、［サイト情報］フォームを使います。サイトグルー

プは、さまざまなサイトをグループにまとめたものです。  

次のトピックについて説明します。  

 

 サイト情報 

 サイトのエイリアス 

 会社の関係 

 追加情報と添付ファイル 

 

  

 

    



 

114 

サイト情報   
 
サイトを作成するには、まず［サイト情報］フォームの［住所情報］タブを使用しま

す。他のタブはサイトを作成しないと使えないので、先にこのタブで設定する必 要が

あります。次に、他のタブで情報を追加したり変更したりします。ITSMのフォームの

フィールドでサイトを選択できるようにするには、サイトを会社に関連 付ける必要が

あります。このためには、［サイト情報］フォームの［会社の関係］ タブを使います。  
 

 サイトを作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［サイ

ト］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［サイト情報］フォームが表示されます。  

 

図 8-1：［サイト情報］フォーム  

 
 

(3) サイト名］フィールドに、サイトの名前を入力します。  

(4) ［住所情報］タブの［国］、［市区町村］、および他のオプションのフィールド

で情報を入力または選択します。  

(5) 受付電話番号や FAX番号を入力するには、そのフィールド内をクリックし、

［Enter］キーを押します。  

 

メモ：国コードはリストから選択するか、手動で入力します。  



設定ガイド  

115  

 

(6) ［保存］をクリックします。  

サイト情報の変更と削除についての詳細は、「情報の更新」を参照してくださ

い。  
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サイトのエイリアス  
 
サイトのエイリアスとは、サイトの略称や別名のことです。エイリアスは、［サイ ト］

フィールドのタイプアヘッド検索機能で使用します。［サイト］フィールドに サイト

名やエイリアスの一部または全部を入力して［Enter］キーを押すと、完全 なサイト

名が表示されます。1つのサイトにつき、1つまたは複数のエイリアスを 定義できます。  
 

 サイトのエイリアスを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［サイ

ト］ の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［サイト情報］フォームが表示されます。  

(3) サイトを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) サイトを選択し、［サイトのエイリアス］タブをクリックします。  

(5) ［表示］をクリックします。  

［サイトのエイリアスの更新］ダイアログボックスが開きます。  

(6) 一番上のフィールドにサイトのエイリアスを入力して、［追加］をクリックし

ます。  

(7) ［閉じる］をクリックします。  

作成したエイリアスは、ITSMのフォームの［サイト］フィールドのドロップダ

ウンリストに表示されます。  

 

 サイトのエイリアスを変更するには  
 

(1) サイトを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(2) サイトを選択し、［サイトのエイリアス］タブをクリックします。  

(3) ［表示］をクリックします。  

［サイトのエイリアスの更新］ダイアログボックスが開きます。  

(4) 変更するサイトのエイリアスを選択します。 一番上のフィールドに、選択し

たサイトのエイリアスが表示されます。  

(5) 情報を変更して［変更］をクリックします。  

(6) ［閉じる］をクリックします。  

 

メモ：サイトのエイリアスを削除するには、［サイトのエイリアスの更新］ダイアロ

グボックスでエイリアスを選択して［削除］をクリックします。  
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会社の関係  
 
会社のロケーション構造（会社、地域、サイトグループで構成されます）にサイト を
関連付けるには、会社との関係を作成します。このためには、［サイト情報］ フォー

ムの［会社の関係］タブを使います。  
1つのサイトは、会社の1つのロケーション構造に1回だけ関連付けることができ ます。

サイトを関連付けられるロケーション構造には、会社、会社と地域、会社と サイトグ

ループ、会社と地域とサイトグループがあります。  
 

 サイトと会社の関係を作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［サイ

ト］の順に選択し、［OK］をクリックします。  

［サイト情報］フォームが表示されます。  

(3) サイトを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) サイトを選択し、［会社の関係］タブをクリックします。  

(5) ［表示］をクリックします。  

［サイトと会社の関係］ダイアログボックスが開きます。  

 

図 8-2：［サイトと会社の関係］ダイアログボックス  

 
 

(6) 会社を選択または入力し、オプションのフィールドで情報を選択または入力し

て ［追加］をクリックします。  

(7) ［閉じる］をクリックします。  

 

メモ： ITSM アプリケーションでサイトが表示されるようにするには、会社に関連付

ける必要があります。たとえば、［インシデント］フォームに表示されるサイトは

顧客のロケーションを表します。  
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 サイトと会社の関係を変更するには  
 

(1) サイトを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(2) サイトを選択し、［会社の関係］タブをクリックします。  

(3) ［表示］をクリックします。  

［サイトと会社の関係］ダイアログボックスが開きます。  

(4) サイトとの関係を変更する会社を選択します。  

(5) 情報を変更して［変更］をクリックします。  

(6) ［閉じる］をクリックします。  

 

メモ：サイトと会社の関係を削除するには、［サイトと会社の関係］ダイアログボッ

クスで会社を選択して［削除］をクリックします。  
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追加情報と添付ファイル  
 
サイトに別の情報や添付ファイルを追加できます。  
 

 サイトに情報や添付ファイルを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［サイ

ト］ の順に選択します。  

［サイト情報］フォームが表示されます。  

(3) サイトを選択し、［追加情報と添付ファイル］タブをクリックします。  

(4) ［サイトの追加情報］フィールドに、サイトの追加説明または詳細を入力しま

す。  

(5) 添付ファイルを追加するには、次の手順に従います。  

a  ［ファイル名］ヘッダーの下を右クリックし、［追加］を選択します。  

b  添付するファイルを見つけます。  

c  ファイルを選択して［開く］をクリックします。  

選択したファイルが添付されます。  

 

メモ：1 つのサイトに 大 3 つのファイルを添付できます。  
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９章 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポートグループ情報の設定  

サポートグループは、組織内でサポートを提供するメンバーを分類するのに使います。通

常、ITSMアプリケーションで変更リクエストやインシデントなどのレコー ドをサポート

グループに割り当てます。  

次のトピックについて説明します。  

 

 サポートグループの作成  

 サポートグループのエイリアス  

 お気に入りのグループ  

 オンコール  

 メンバーと役割の表示  

 営業時間と休業日  
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サポートグループの作成   
 
サポートグループ構造は、サポート業務から見た会社の構成を示し、会社、サポート

組織、サポートグループの順に細分化されます。サポートグループのデータは、 ［メ

ンバー］フォームまたは［会社］フォームの［サポートグループ］タブで定義します。

詳細は、「サポートスタッフメンバーのプロファイルの作成」を参照してください。  
［サポートグループ］フォームでサポートグループを作成するには、［サポートグル

ープ］タブに情報を入力し、いったんフォームを保存してから他のタブに情報を追加

します。サポートグループを作成すると、AR Systemの［グループ］フォーム に権限

グループが自動的に追加されます。 
 

ヒント： AR System サーバーのパフォーマンスが低下するのを防ぐには、ピーク時以

外にサポートグループを追加してください。  
 

 サポートグループを追加するには  
(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［サポ

ートグループ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［サポートグループ］フォームが表示されます。  

 

図 9-1：［サポートグループ］フォーム  

 
 

(3) ［サポートグループ］タブの［サポート会社］、［サポート組織］、［サポートグ

ループ名］、［サポートグループの役割］の各フィールドで情報を入力または選

択します。  
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メモ：［サポートグループの役割］フィールドは、ヘルプデスクや二次サポートなど、

組織内でのサポートグループの役割を示します。  
 

(4) ［保存］をクリックします。  

サポートグループが作成されます。必要に応じて、オンコールオプションを変

更し たり、情報を追加したりできます。  

 ベンダーグループ：このサポートグループが社外のグループの場合は［はい］

を、社内の場合は［いいえ］を選択します。ベンダーグループは、Incident  
Managementで社外のベンダーとの請負契約を定義するときに使用します。 
Incident Managementの［インシデント］フォームの［ベンダー］タブでベンダ

ーグループを選択することもできます。  
 オンコールグループ：このサポートグループに営業時間外に仕事を割り当てる

オンコールスケジュールを設定している場合は［はい］を選択します。 サポー

トグループの変更と削除についての詳細は、「情報の更新」を 参照してくださ

い。  
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サポートグループのエイリアス  
 
サポートグループのエイリアスとは、グループのサイトの略称や別名のことです。 エ
イリアスは、［サポートグループ］フィールドのタイプアヘッド検索機能で使用 しま

す。［サポートグループ］フィールドにサポートグループ名やエイリアスの一 部また

は全部を入力して［Enter］キーを押すと、完全なサポートグループ名が表 示されま

す。1つのサポートグループに、1つまたは複数のエイリアスを定義できます。  
 

 サポートグループのエイリアスを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［サポ

ートグループ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［サポートグループ］フォームが表示されます。  

(3) サポートグループを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) サポートグループを選択し、［グループエイリアス］タブをクリックします。  

(5) ［更新］をクリックします。  

［サポートグループエイリアスの更新］ダイアログボックスが開きます。  

(6) 一番上のフィールドにサポートグループのエイリアスを入力して、［追加］を

クリックします。  

(7) ［閉じる］をクリックします。  
 

 サポートグループのエイリアスを変更するには  
 

(1) サポートグループを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(2) サポートグループを選択し、［グループエイリアス］タブをクリックします。  

(3) ［更新］をクリックします。  

［サポートグループエイリアスの更新］ダイアログボックスが開きます。  

(4) 変更するサポートグループのエイリアスを選択します。 一番上のフィールド

に、選択したエイリアスが表示されます。  

(5) 情報を変更して［変更］をクリックします。  

(6) ［閉じる］をクリックします。  

 

メモ：サポートグループのエイリアスを削除するには、［サポートグループエイリア

スの更新］ダイアログボックスでエイリアスを選択して［削除］をクリックします。  
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お気に入りのグループ  
 
お気に入りのグループとは、インシデントを頻繁に割り当てるサポートグループのこ

とです。ITSMフォームの［割り当て］タブの［割り当ての方法］フィールドにこのグ

ループを追加して、すばやく選択できるようにします。  
 

 お気に入りのグループを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［サポ

ートグループ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［サポートグループ］フォームが表示されます。  

(3) サポートグループを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) サポートグループを選択し、［お気に入りのグループ］タブをクリックします。  

(5) ［更新］をクリックします。  

［お気に入りのグループ］ダイアログボックスが開きます。  

 

図 9-2：［お気に入りのグループ］ダイアログボックス  

 
 

(6) 会社、サポート組織、サポートグループ名を選択します。  

(7) ［追加］をクリックして、［閉じる］をクリックします。  

 

メモ：お気に入りのグループを削除するには、［お気に入りのグループ］ダイアログ

ボックスでグループを選択して［削除］をクリックします。  
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オンコール  
 
重要な仕事を担当するサポートグループに、1日の一定の時間、常にサポートを受け付

けられるというスケジュール（オンコール）を設定できます。オンコールの設定では、

ページャによる通知のスケジュールを決めます。サードパーティ製のページングソフ

トウェアを使用して、ページャにメッセージを送ります。オンコールグループに指定

したサポートグループに仕事が割り当てられると、そのグループの適切なメンバーに

通知されます。  
 

 オンコールスケジュールを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［サポ

ートグループ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［サポートグループ］フォームが表示されます。  

(3) サポートグループを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。 

(4) サポートグループを選択し、［オンコール］タブをクリックします。 

(5) ［追加］をクリックします。 

［オンコールサポートの更新］フォームが表示されます。  

 

図 9-3：［オンコールサポートの更新］フォーム  
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(6) ［オンコールページングタイプ］で次のいずれかをおこないます。   
 

 サポートグループでページャを共有している場合は、［一般］を選択します。  
 サポートグループの各メンバーが自分のページャを持っている場合は、［個人］

を選択します。［個人］を選択した場合は、［メンバー］フォームのメンバー

プロファイルで各メンバーのページングパラメータを定義する必要があります。 
詳細は、「サポートスタッフへの通知方法のカスタマイズ」を参照してくださ

い。  
 

メモ：［オンコールページングタイプ］で［一般］を選択した場合は、このフォーム

の［一般ページャ］にあるフィールドに必要な情報を入力します。また、［ページ

ャサービスプロバイダの構成］フォームでページャサービスプロバ イダを設定する

必要があります。詳細は、「１３章 ページャの設定」を参照してください。  
 

 

(7) ［ステータス］ドロップダウンリストで［有効］を選択します。  

(8) ページャの電話番号を指定する必要がある場合は、次の手順に従います。  

a  ページャサービスプロバイダを選択します。  

b  ［通知ページャ］フィールド内をクリックして、［Enter］キーを押します。  

［電話の詳細］ダイアログボックスが開きます。  

c  ページャの電話番号と PIN（メンバーの識別番号）を入力し、［OK］をクリッ

クします。  

(9) ページャに電子メールを送信できる場合は、［ページャ電子メール］にアドレ

スを入力します。  

 

メモ：［オンコールページングタイプ］で［個人］を選択した場合は、［個人のペー

ジャ］にあるフィールドに情報を入力する必要があります。  
 

(10) このオンコールスケジュールを使用するアプリケーションを指定します。こ

のためには、［インシデント管理の設定］と［変更管理の設定］の［アクティ

ブ］の横にある［はい］チェックボックスをオンにします。  

(11) 優先度とリスク値を選択して、どのような場合にオンコールメッセージを送

信するかを指定します。  

たとえば、［インシデント管理の設定］の［次の優先度以上の場合に送信］ド

ロッ プダウンリストで［高］を選択すると、インシデントの優先度が「高」

と「重要」 の場合だけページャで通知されます。優先度やリスクとは関係な

くメッセージを送 信する場合は、このフィールドを空白のままにしておきま

す。  

(12) ［ページング時間］の［更新］をクリックして、オンコールのスケジュール

を設定します。  

［営業時間の定義］フォームが表示されます。  
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図 9-4：［営業時間の定義］フォーム  

 
 

(13) ［サーバータイムゾーン］ボタンをクリックして、［タイムゾーン］フィール

ドを設定します。  

(14) 各ドロップダウンリストで時刻を選択するか、［7× 24］または［デフォルト］

を クリックして、［保存］をクリックします。  

(15) ［オンコールサポートの更新］ダイアログボックスで、［保存］をクリックし

ます。  
 

 オンコールのスケジュールを変更するには  
 

(1) サポートグループを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(2) サポートグループを選択し、［オンコール］タブをクリックします。  

(3) スケジュールを選択し、［表示］をクリックします。 選択したスケジュールが

表示されます。  

(4) 情報を変更して［保存］をクリックします。  

 

メモ：オンコールのスケジュールを削除するには、削除するスケジュールを選択して

［削除］をクリックします。  
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メンバーと役割の表示  
 
［サポートグループ］フォームの［メンバーの表示］タブと［役割の表示］タブには、

サポートスタッフ個人に関する重要な情報が表示されます。  
 

 メンバーの表示：サポートグループに属する個人が表示されます。  
 役割の表示：サポートグループ内の各個人の役割が表示されます。  

 
［メンバーの表示］タブで、個人をサポートグループに追加したり、サポートグルー

プから削除したりできます。  
 

 サポートグループにメンバーを追加するには  
 

(1) 追加するメンバーが、［メンバー］フォームでサポートスタッフに指定されて

いる ことを確認します。  

(2) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(3) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［サポ

ートグループ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［サポートグループ］フォームが表示されます。  

(4) サポートグループを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(5) サポートグループを選択し、［メンバーの表示］タブをクリックします。  

(6) ［追加］をクリックします。  

［サポートスタッフの検索］ダイアログボックスが開きます。  

(7) 検索条件を入力して、追加するメンバーを見つけます。  

(8) サポートグループに追加するメンバーを選択します。  

(9) ［追加］をクリックして、［閉じる］をクリックします。  

選択したメンバーがサポートグループに追加されます。  
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営業時間と休業日  
 
［サポートグループ］フォームの［営業時間および休業日］タブで、各サポートグ ル
ープの営業時間を表示して変更できます。営業時間と休業日によって、グループ にい

つ通知できるかが決まります。また、インシデントの担当者の対応状況のログでは、

実際の時間と営業時間を使用して、対応所要時間を計算します。  
 

 営業時間と休業日を追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［組織構成］>［サポ

ートグループ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［サポートグループ］フォームが表示されます。  

(3) サポートグループを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(4) サポートグループを選択し、［営業時間および休業日］タブをクリックします。  

(5) ［営業時間］で［更新］をクリックします。  

［営業時間の定義］フォームが表示されます。  

 

図 9-5：［営業時間の定義］フォーム  

 
 

(6) AR Systemサーバーのタイムゾーンを選択するには、［サーバータイムゾーン］

をクリックします。  
 

メモ：サーバーのタイムゾーンを設定するには、まず［タイムゾーン］フォームでタ

イムゾーンを指定する必要があります。詳細は、「タイムゾーン」を参照してくだ

さい。  
 

(7) 各ドロップダウンリストで開始時刻と終了時刻を入力するか、［7× 24］また

は［デフォルト］をクリックして、［保存］をクリックします。  

(8) 指定した営業時間が、［営業時間および休業日］タブに表示されます。  
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図 9-6：［サポートグループ］フォームの［営業時間および休業日］タブ  

 
 

(9) 休業日を追加するには、フォームの［休業日］にある［更新］ボタンをクリッ

クします。  

(10) ［休業日の定義］ダイアログボックスで、［サーバータイムゾーン］をクリッ

クして、AR Systemサーバーのタイムゾーンを選択します。  

 

図 9-7：［休業日の定義］ダイアログボックス  

 
 

(11) ［休業日］フィールドに、休業日の日付を入力します。  

(12) ［追加］をクリックし、残りの休業日も入力します。  

(13) 休業日をすべて入力したら、［閉じる］をクリックします。  
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１０章 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品カタログと 

運用カタログ情報の設定  

カタログには、製品カタログ、運用カタログ、一般カタログの3種類あります。  

製品は、会社で使用する品目で、通常は IT関連です。製品をもとにして、構成アイテム、

インシデント、問題、変更リクエストを分類します。  

運用カタログには、ヘルプデスクが提供する運用サービス、さらにインシデントや問題を

示す品目を入れられます。  

一般カタログは、ITSMのさまざまなフォームで使用でき、一般的なカテゴリ（あ る処置

が必要な理由など）の品目を含みます。  

次のトピックについて説明します。  
 

 製品カタログ情報  

 運用カタログ情報  

 一般カタログ情報  

 製品カタログのエイリアスのマッピング  

 製品カタログの信頼済みデータセット  
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製品カタログ情報   
 
製品カテゴリの構造は、Atrium CMDBにあるさまざまな製品や構成アイテムを示し、

カテゴリ1、2、3、製品名と製造元、モデルバージョンの順に細分化されます。製品カ

テゴリは、各会社のさまざまなプロセスに関連付けることができます。  
製品情報を作成または変更する前に、製品の関係を理解することが重要です。  
 

 製品カテゴリ情報を作成するときは、3つすべてのカテゴリを指定する必要があ

ります。製品名と製造元のフィールドはオプションですが、片方だけに入力す

ることはできません。作成する製品によっては、1つのカテゴリだけで十分な 場
合があります。このような場合は、他の2つを［なし］に設定します。  

 1つの製品カテゴリに、複数のモデルやバージョンを指定できます。  
 製品を1つまたは複数の会社に関連付けることができます。  
 製品を会社に関連付けないと、他のフォームでその製品を選択することはでき

ません。  
 製品を会社やアプリケーションに関連付けると、その製品カテゴリのフィール

ドを含むフォームで選択できるようになります。  
 製品の1つのモデルまたはバージョンに、1つまたは複数のパッチを指定できま

す。  
 

 製品カテゴリを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。 

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［製品・運用カタログ］

>  

［製品カタログ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［製品カタログの設定］フォームが表示されます。  
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図 10-1：［製品カタログの設定］フォーム  

 
 

(3) ［製品カテゴリ］タブの［作成］をクリックします。  

［製品カテゴリの更新］フォームが表示されます。  

 

図 10-2：［製品カテゴリの更新］フォーム  

 
 

(4) 構成アイテム（CI）のタイプを選択します。［CIタイプ］フィールドは、この

製品 カタログの CIのタイプを示します。  
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(5) 製品カテゴリを選択または入力します。1つのカテゴリだけで十分な場合は、

他の2つを［なし］に指定します。  

(6) 製品名を入力または選択します。  

(7) 製造元を選択するか、［新規］をクリックして製造元を追加します。 ［新規］

をクリックすると、［新規製造元の追加］ダイアログボックスが開きます。 会

社を入力してステータスを［有効］に設定し、［保存］をクリックします。  

(8) ステータスを［有効］に設定します。  

 

メモ：アプリケーションでこのカテゴリを一時的に選択できないようにするには、ス

テータスを［提案済み］に設定します。  
 

(9) ［提供元］ドロップダウンリストで、デフォルトの［カスタム］を選択するか、

社外から入手した製品の場合は［サードパーティ］を選択します。  

(10) ［スイートの定義］で、この製品がスイートの一部である場合は［はい］、そ

れ以外 の場合は［いいえ］を選択します。  

(11) ［保存］をクリックします。  

追加した製品を表示するには、フォームの［製品カテゴリの検索条件］のフィ

ールドに適切な検索条件を入力して製品を見つけます。  

 

図 10-3：［製品カタログの設定］フォーム：［製品カテゴリの検索条件］  

 
 

 カタログをマッピングするには  
 
管理作業で ITSMのどのアプリケーションやモジュールを使用するかを指定するに 
は、ここで説明する手順に従います。［カタログマッピング］フォームは、製品カタ

ログにある大量のデータのマッピング用のユーティリティとして機能します。 個々の

製品をマッピングするときは使用しないでください。  
 
(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。 

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［製品・運用カタログ］

> ［カタログマッピング］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

(3) ［カタログマッピング］フォームが新規モードで表示されます。  

BMC Remedy Userのツールバーの［新規検索］アイコンをクリックするか、ブ

ラ ウザでフォームの［検索］ボタンをクリックして、検索モードに切り替え

ます。  
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図 10-4：［カタログマッピング］フォーム  

 
 

(4) ［会社］ドロップダウンリストから、管理アクション、ITSMアプリケーション、

モジュールにマッピングする会社を選択します。  

［グローバル］を選択して、すべての会社にマッピングすることもできます。  

(5) ［管理アクション］ドロップダウンリストから、選択した会社やアプリケーシ

ョン モジュールを取り扱う管理作業を選択します。  

(6) ［アプリケーションモジュールの選択］にある各フィールドで、この管理作業

で使 用するアプリケーションとモジュールを選択します。  

(7) ステータスを選択します。  

(8) ［保存］をクリックして、［閉じる］をクリックします。  

 

製品のエイリアス  
 
製品のエイリアスとは、製品の略称や別名のことです。製品のエイリアスを使用し て、

［製品名］フィールドで製品を検索します。たとえば、「Microsoft Product ABC 2005」
のような長い名前の製品がある場合は、 「ABC」というエイリアスを作成し ておき

ます。ユーザーが［製品名］フィールドに「ABC」とだけ入力して［Enter］キーを押

すと、完全な製品名が表示されます。  
1つの製品に複数のエイリアスを定義できます。  
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 製品のエイリアスを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［製品・運用カタログ］

> ［製品カタログ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［製品カタログの設定］フォームが表示されます。  

(3) ［製品カテゴリの検索条件］のフィールドに検索条件を入力して、［検索］を

クリッ クします。  

(4) 結果リストから製品を選択します。  

(5) ［製品のエイリアス］タブをクリックし、［作成］をクリックします。 ［製品

のエイリアスの更新］ダイアログボックスが開きます。  

(6) エイリアスを入力して［保存］をクリックします。  

製品のモデルとバージョン製品カタログにある製品のモデルとバージョンを

指定できます。モデルやバージョ ンごとに、パッチも指定できます。  

製品のモデルとバージョン 
 
製品カタログにある製品のモデルとバージョンを指定できます。モデルやバージョン

ごとに、パッチも指定できます。 
 

 製品のモデルまたはバージョンを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［製品・運用カタログ］

> ［製品カタログ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［製品カタログの設定］フォームが表示されます。  

(3) ［製品カテゴリの検索条件］のフィールドに検索条件を入力して、［検索］を

クリッ クします。  

(4) 結果リストから製品を選択します。  

(5) ［モデル/バージョン］タブをクリックし、［作成］をクリックします。  

［製品モデル/バージョン］フォームが表示されます。  

 

図 10-5：［製品モデル/バージョン］フォーム  

 
 

(6) ［製品モデル/バージョン］フィールドに、追加するモデルまたはバージョン
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を入力します。  

(7) モデルまたはバージョンの状況を選択します。  

(8) ［要契約］で、［はい］または［いいえ］を選択します。  

(9) 必要に応じて、他の情報を入力して［保存］をクリックします。  

選択した製品のモデルまたはバージョンが、［モデル/バージョン］タブのリス

ト に表示されます。製品カタログにあるどの製品でも、複数のモデルやバー

ジョンを 追加できます。  
 

 製品のモデルまたはバージョンのパッチ情報を追加するには  
 

(1) 製品カタログの設定］フォームの［モデル/バージョン］タブで、製品のモデ

ルまたはバージョンを選択します。  

(2) ［パッチ］タブをクリックし、［作成］をクリックします。  

［パッチ］ダイアログボックスが開きます。  

 

図 10-6：［パッチ］ダイアログボックス  

 
 

(3) パッチ 新ビルド ID］フィールドに、追加するパッチのビルド IDを入力しま

す。  

(4) 必要に応じて、パッチのビルド日や説明を入力します。  

(5) ［保存］をクリックします。  

 

製品情報の変更  
 
製品のステータスや製品のモデル/バージョン情報を変更し、製品を会社やアプリケー

ションまたはモジュールに関連付けることができます。  
 

 製品情報を変更するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［製品・運用カタログ］

> ［製品カタログ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［製品カタログの設定］フォームが表示されます。 

(3) ［製品カテゴリの検索条件］のフィールドに検索条件を入力して、［検索］を

クリックします。  
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(4) 適切なタブをクリックし、［表示］をクリックします。  

(5) 情報を変更して［保存］をクリックします。  

 

メモ：製品情報を削除するには、削除する情報を選択して［削除］をクリックします。

選択したタブの情報だけが削除されます。  
 

 製品カテゴリをオフラインにするには  
 
［製品カタログの設定］フォームの［オフラインに設定］をクリックします。オン ラ
インに戻すには、［設定の有効化］をクリックします。  
 

メモ：製品をフィールドのドロップダウンリストに表示させるには、製品のステータ

スを［有効］に設定する必要があります。  
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会社またはアプリケーションと製品の関連付け  
 
会社、ITSMのアプリケーションやモジュールと製品の関係によって、その製品の 情
報を使用できるかどうかが決まります。1つの製品を1つまたは複数の会社に関 連付け

ることができます。  
 

メモ：すべての会社で製品情報を使えるようにするには、［グローバル］を選択しま

す。  
 

 製品と会社、アプリケーション、モジュールの関係を追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［製品・運用カタログ］

> ［製品カタログ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［製品カタログの設定］フォームが表示されます。  

(3) ［製品カテゴリの検索条件］のフィールドに検索条件を入力して、［検索］を

クリッ クします。  

(4) 結果リストから製品を選択します。  

［会社・モジュールの関係］リストには、選択した製品に直接関連付けられて

いる 会社、アプリケーション、モジュールが表示されます。  

(5) ［会社およびモジュールの関係］で［作成］をクリックします。 ［会社・モ

ジュールの関係］フォームが表示されます。  

 

図 10-7：［会社・モジュールの関係］フォーム  

 
 

(6) ［会社］ドロップダウンリストから、製品に関連付ける会社の名前を選択しま

す。  

(7) この製品を有効にする ITSMアプリケーションやモジュールの［はい］チェッ

クボックスをオンにします。  

 

ヒント：すべてのアプリケーションとモジュールを選択する場合は、［サービスサポ

ートモジュール］の右にあるチェックマークをクリックします。  
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(8) ステータスを選択します。  

 

メモ：製品をフィールドのドロップダウンリストに表示させるには、製品のテータス

を［有効］に設定する必要があります。  
 

(9) ［保存］をクリックします。  
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運用カタログ情報  
 
運用カテゴリは、ITSMのフォームで使用します。運用カタログには、ヘルプデスク が
通常提供するサービス（追加、移動、削除、変更、パスワードのリセットなど）を入

れます。また、インシデントや問題を示す品目を追加することもできます。  
 

メモ： ITSM のフォームで運用カテゴリを使用できるようにするには、会社に関連付

ける必要があります。  
 

 運用カテゴリを追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［製品・運用カタログ］

> ［運用カタログ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［運用カタログの設定］フォームが表示されます。  

 

図 10-8：［運用カタログの設定］フォーム  

 
 

(3) ［運用カテゴリ］で［作成］をクリックします。  

［運用カタログの更新］ダイアログボックスが開きます。  
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図 10-9：［運用カタログの更新］ダイアログボックス  

 
 

(4) 運用カテゴリを選択または入力します。  

(5) ステータスを［有効］に設定します。  

 

メモ：アプリケーションでこのカテゴリを一時的に選択できないようにするには、ス

テータスを［提案済み］に設定します。  
 

(6) ［保存］をクリックして、［閉じる］をクリックします。  

追加したカテゴリを表示するには、フォームの［運用カテゴリの検索条件］の 

フィールドに適切な条件を入力して検索します。  

 

図 10-10：［運用カタログの設定］フォーム：［運用カテゴリの検索条件］  

 
 

メモ：運用カテゴリを変更するには、変更する運用カテゴリを選択して［表示］をク

リックします。［運用カタログの更新］ダイアログボックスで、ステータスと運用

の説明だけを変更します。他の情報は変更できません。運用カテゴリを削除するに

は、削除する運用カテゴリを選択して［削除］をクリックします。  
 

  

運用カテゴリのオフライン設定  
 
運用カテゴリのステータスをオフラインに変更するには、［運用カタログの設定］ フ
ォームの［会社およびモジュールの関係］で運用カテゴリを選択して［オフラインに

設定］をクリックします。すると、そのカテゴリがリストで選択できなくなり ます。

オンラインに戻すには、［設定の有効化］をクリックします。  
 

会社またはアプリケーションと運用カテゴリの関連付け  
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会社、ITSMのアプリケーションやモジュールと運用カテゴリの関係によって、そ の
カテゴリの情報を使用できるかどうかが決まります。1つの運用カテゴリを1つまたは

複数の会社に関連付けることができます。  
 

メモ：すべての会社で運用カテゴリを使えるようにするには、［グローバル］を選択

します。  
 

 運用カテゴリと会社、アプリケーション、モジュールの関係を追加す

るには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［製品・運用カタログ］

> ［運用カタログ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［運用カタログの設定］フォームが表示されます。  

(3) ［運用カテゴリの検索条件］のフィールドに検索条件を入力して、［検索］を

クリックします。 ［会社およびモジュールの関係］リストには、［運用カテゴ

リ］リストで選択したカ テゴリに直接関連付けられている会社、アプリケー

ション、モジュールが表示されます。  

(4) ［会社およびモジュールの関係］で［作成］をクリックします。 ［運用カタ

ログの関係］ダイアログボックスが開きます。  

 

図 10-11：［運用カタログの関係］ダイアログボックス  

 
 

(5) ［会社］ドロップダウンリストから、運用カテゴリに関連付ける会社の名前を

選択 します。  

(6) この運用カテゴリを有効にする ITSMアプリケーションやモジュールの［はい］ 

チェックボックスをオンにします。  

 

ヒント：すべてのアプリケーションとモジュールを選択する場合は、［サービスサポ

ートモジュール］の右にあるチェックマークをクリックします。  
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(7) ステータスを選択します。  

 

 

メモ：運用カテゴリをフィールドのドロップダウンリストに表示させるには、運用カ

テゴリのステータスを［有効］に設定する必要があります。  
 

(8) ［保存］をクリックします。  
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一般カタログ情報  
 
一般カタログにある情報が、ITSMのアプリケーションのさまざまなフィールドに あ
るドロップリストで選択できるようになります。カテゴリのタイプのいくつかは、す

でに定義されています。たとえば、［理由］というタイプは、Incident  Management
の［インシデント］フォームの［原因］フィールド、および Problem  Managementの
［問題の調査］フォームと［既知エラー］フォームの［根本原因］ フィールドのドロ

ップダウンリスト用です。  
選択する製品カテゴリと運用カテゴリによって、一般カタログのどのカテゴリが表 示
されるかを決めることができます。たとえば、［インシデント］フォームの［原因］

フィールドで選択できる「ハードウェア障害」という品目を作成し、製品カテ ゴリ1
が［ハードウェア］の場合だけ選択できるようにします。製品カテゴリ1で 他の値が

選択されたときは表示されません。  
 

一般カテゴリの作成  
 
［一般カタログの設定］フォームで、まず［一般・製品・運用の関係カテゴリ］に 情
報を入力する必要があります。一般カテゴリを、製品と運用の両方のカテゴリ、 また

はどちらか一方のカテゴリだけに関連付けることができます。  
 

メモ：一般カテゴリを他のフォームで使用できるようにするには、カテゴリを会社に

関連付ける必要があります。  
 

 一般カテゴリを作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［製品・運用カタログ］

> ［一般カタログの構造］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［一般カタログの設定］フォームが表示されます。  

(3) ［一般・製品・運用の関係カテゴリ］で［作成］をクリックします。  

［一般カタログの更新］フォームが表示されます。  
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図 10-12：［一般カタログの更新］フォーム  

 
 

(4) カテゴリのタイプ（［理由］など）を選択します。［理由］は、Incident  

Managementの［インシデント］フォームの［原因］フィールド用です。  

(5) ［一般］の下にある［一般カテゴリ］の各フィールドに、カテゴリの値を入力

します。たとえば、［理由］タイプの［一般カテゴリ1］フィールドに、「ハー

ドウェア 障害」と入力します。  

 

メモ：［原因］フィールドには、カテゴリが 1 つしかありません。したがって、この

タイプでは、一般カテゴリ 1 だけを指定する必要があります。  
 

(6) 必要に応じて、一般カテゴリを運用カテゴリや製品カテゴリに関連付けます。

このためには、［運用］と［製品］の下にある各カテゴリに値を入力します。  

必ず、製品カタログや運用カタログに存在する値を指定してください。また、

複数 の運用カテゴリや製品カテゴリの構造に関連付けたい場合は、必要な回

数だけ一般カテゴリを定義してください。  

(7) ステータスを選択します。  

(8) ［保存］をクリックして、［閉じる］をクリックします。  

一般カテゴリ定義を作成した後で、その定義を検索すると、［一般・製品・運

用の 関係カテゴリ］リストに表示されます。  
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図 10-13：［一般カタログの設定］ﾌｫｰﾑ：［一般・製品・サービスの関係カテゴリ］リ

スト  

 
 

メモ：一般カテゴリを変更するには、変更する一般カテゴリを選択して［表示］をク

リックします。［一般カタログの更新］ダイアログボックスで、ステータスだけを

変更できます。他の情報は変更できません。一般カテゴリを削除するには、削除す

る一般カテゴリを選択して［削除］をクリックします。  
 

一般カテゴリのオフライン設定  
 
一般カテゴリのステータスをオフラインに変更するには、［一般カタログの設定］ フ
ォームの［一般・製品・運用の関係カテゴリ］で、その一般カテゴリの定義を選択 し
て［オフラインに設定］をクリックします。すると、そのカテゴリがリストで選択で

きなくなります。オンラインに戻すには、［設定の有効化］をクリックします。  
 

会社またはアプリケーションと一般カテゴリとの関連付け  
 
会社、ITSMのアプリケーションやモジュールと一般カテゴリの関係によって、そのカ

テゴリの情報を使用できるかどうかが決まります。1つの一般カテゴリを1つまたは複

数の会社に関連付けることができます。  
 

メモ：すべての会社で一般カテゴリを使えるようにするには、［グローバル］を選択

します。  
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 一般カテゴリと会社、アプリケーション、モジュールの関係を追加す

るには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［製品・運用カタログ］

> ［一般カタログの構造］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［一般カタログの設定］フォームが表示されます。  

(3) ［一般カテゴリの検索条件］のフィールドに検索条件を入力して、［検索］を

クリッ クします。  

(4) 結果リストからカテゴリを選択します。  

［会社およびモジュールの関係］リストには、選択したカテゴリに直接関連付

けられている会社、アプリケーション、モジュールが表示されます。  

(5) ［会社およびモジュールの関係］で［作成］をクリックします。  

［一般カタログの設定］フォームが表示されます。  

 

図 10-14：［一般カタログの設定］フォーム  

 
 

(6) ［会社］ドロップダウンリストから、一般カテゴリに関連付ける会社名を選択

し ます。  

(7) この一般カテゴリを有効にする ITSMアプリケーションやモジュールの［はい］

チェックボックスをオンにします。  

 

ヒント：すべてのアプリケーションとモジュールを選択する場合は、［サービスサポ

ートモジュール］の右にあるチェックマークをクリックします。  
 

(8) ステータスを選択します。  

 

メモ：一般カテゴリをフィールドのドロップダウンリストに表示させるには、一般カ

テゴリのステータスを［有効］に設定する必要があります。  
 

(9) ［保存］をクリックします。  
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製品カタログのエイリアスのマッピング  
 
検出された製品の CIを、［Product Catalog Alias Mapping］フォームで定義したカテゴ

リにマッピングできます。CIを保存すると、［Product Catalog Alias Mapping］フォー

ムで定義したマッピングが保存されます。  
たとえば、［検出された製品カテゴリ］の［カテゴリ1］フィールドを「デスクトップ」、

［マッピング済み製品カテゴリ］の［カテゴリ1］フィールドを「ハードウェア」に指

定すると、カテゴリ1を「デスクトップ」にして検出した CIを保存 するときは、カテ

ゴリ1が「ハードウェア」になります。  
 

 検出されたカテゴリを製品カテゴリにマッピングするには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［製品・運用カタログ］

>［製品カタログエイリアスのマッピング］の順に選択し、［開く］をクリック

します。  

［Product Catalog Alias Mapping］フォームが表示されます。  

 

図 10-15：［Product Catalog Alias Mapping］フォーム  

 
 

(3) マッピングする CIのタイプを選択します。  

(4) ［Discovery Product Categorization］と［Mapped Product Categorization］

で、選択したCIにマッピングする情報を選択します。  

(5) ［Save］をクリックします。  
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製品カタログの信頼済みデータセット  
 
信頼済みデータセットは、［製品カタログ］フォームでカテゴリが定義されていな  
い品目が見つかったときに選択できるデータセットです。 ［信頼済みデータセット］

のエントリから製品カテゴリを作成してグローバル会社に関連付けてから、CIを作成

できます。  
 

メモ：［製品カタログ］フォームになく、［信頼済みデータセット］フォームでも定

義されていないデータセットからは、CI を作成できません。  
 

 信頼済みデータセットを選択するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［製品・運用カタログ］

>［製品カタログの信頼済みデータセット］の順に選択し、［開く］をクリック

します。  

［信頼済みデータセット］フォームが表示されます。  

 

図 10-16：［信頼済みデータセット］フォーム  

 
 

(3) ［データセット名］ドロップダウンリストでデータセットを選択します。  

(4) ［保存］をクリックします。  
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１１章 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスト情報の設定 

 

 

ITSMには、さまざまなコストを追跡し、その影響を調べる機能が備わっています。次のト

ピックについて説明します。  
 

 コストカテゴリ  

 原価部門  

 経理規則  

 コストレート  

 配賦期間  
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コストカテゴリ   
 
さまざまなコストを分類するカテゴリを作成できます。  
コストカテゴリを作成すると、コストレコードの対応するフィールドのリストとコス

トリストにコストタイプが追加されます。  
定義した固有のカテゴリとタイプの組み合わせが、各アプリケーションでコストを作

成するときに使用できるようになります。  
 

 コストカテゴリを作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［コスト］>［コスト

カテゴリ］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［コストカテゴリの設定］フォームが表示されます。  

(3) 検索条件を入力して［検索］をクリックし、既存のコストカテゴリを表示しま

す。  

 

図 11-1：［コストカテゴリの設定］フォーム  

 
 

(4) 新しいカテゴリの基礎となるコストカテゴリを選択します。  

 

メモ： BMC Remedy User のツールバーの［新規リクエスト］アイコン、またはブラ

ウザの［新規］ボタンをクリックして、コストカテゴリを作成すること もできます。  
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(5) ［会社］ドロップダウンリストから会社を選択するか、全会社用のカテゴリを

作成 する場合は［グローバル］を選択します。  

(6) ［コストカテゴリ］フィールドに、追加するカテゴリを入力します。  

(7) ［コストタイプ］ドロップダウンリストから、カテゴリのタイプを選択します。  

(8) ［コストタイプキー］フィールドで、コストタイプのキーを指定します。  
 

 
重要：［コストタイプキー］フィールドの値は、システムで使用する名前です。変更

することはできません。コストタイプの値は言語によって変わりますが、 ワークフ

ローでは表示用の値ではなくキーの値が使われるので、［コストタイプキー］フィ

ールドの値はどの言語でも同じになります。  
 

(9) コストカテゴリとタイプのステータスを選択します。  
 

 リース：リースしているアセットやコンポーネントがある場合は、その契約か

らコストエントリを作成します。  
 メンテナンス：メンテナンス契約を結んでいるアセットやコンポーネントがあ

る場合は、その契約からコストエントリを作成します。  
 購入価格：このクラスのコストを配賦するときに減価償却費を計上するかどう

かを指定します。  
 ソフトウェアライセンス：ソフトウェアのライセンス契約を結んでいるアセッ

トやコンポーネントがある場合は、その契約からコストエントリを作成します。  
 サポート：サポート契約を結んでいるアセットやコンポーネントがある場合は、

その契約からコストエントリを作成します。  
 保証：保証契約を結んでいるアセットやコンポーネントがある場合は、その契

約からコストエントリを作成します。  
 その他：コストエントリを作成しません。  

 

(10) ［コストの説明］フィールドに、コストカテゴリとタイプの説明を入力しま

す。  

(11) ［保存］をクリックします。  
 

 コストカテゴリを変更するには  
 

(1) 変更するコストカテゴリを検索します。  

情報の検索についての詳細は、「情報の検索」を参照してください。  

(2) コストカテゴリを選択して、必要な変更を加えます。  

(3) ［保存］をクリックします。  

 

メモ：コストカテゴリを削除するには、［ステータス］ドロップダウンリストから［イ

ンアクティブ］を選択して［保存］をクリックします。次に、BMC  Remedy User
で［アクション］>［削除］を選択するか、ブラウザの結果リ ストの下にある［削

除］をクリックします。  
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原価部門  
 
原価部門は、どの部門や部署でコストが発生するかを決める仕組みです。原価部門 の
階層を作成して、コストを分配することができます。原価部門の階層には、 「ソース」

と「対象」の関係がなりたちます。これは、親子関係によく似た関係で、 ソースが親、

対象が子になります。ソースと対象の関係によって、コストをどのよ うに配分するか

が決まります。対象原価部門を持っているソース原価部門を「分割 原価部門」といい

ます。  
対象原価部門を何レベルにも埋め込むことはできません。各原価部門は、ソースま た
は対象のどちらかだけになります。両方にすることはできません。分配方法に応じて、

ソース原価部門の対象を指定します。  
ソース原価部門に、次の分配方法の1つを定義する必要があります。  
 

 なし：コストを分配しません。対象原価部門は指定できません。これがデフォ

ルトです。  
 均等分配：各対象原価部門にコストが均等に分配されます。分配率は指定しま

せん。  
 ユーザー定義による分配率：各対象原価部門への分配率を指定する必要があり

ます。分配率の合計が100％にならなくてもかまいませんが、100％を超えるこ

とはできません。  
 
原価部門を作成するときは、次のことに注意してください。  
 

 原価部門のコードが「未配分」になっているデフォルトの原価部門を、対象原

価部門にすることはできません。  
 無効になっている原価部門は、ソースにも対象にもできません。  
 対象原価部門は、1つのソース原価部門にしか所属できません。  
 どの原価部門も、同時にソースと対象になることはできません。たとえば、ソ

ース原価部門をそれ自体の対象原価部門にすることはできません。  
 
対象原価部門は、均等分配またはユーザー定義による分配方法を選択しないと追加 で
きません。配分されるコストは、ソース原価部門の分配率で決まります。この分 配率

は、対象原価部門の［原価部門］フォームにある［分配率］フィールドに保存されま

す。  
均等に分配する場合は、分配率の合計が100％になるように分割されます。  
メモ：ソース原価部門と対象原価部門のステータスが「アクティブ」の場合に対象原

価部門を追加または削除すると、分配率が計算し直されます。  
均等分配の分配率は、100をアクティブなソース原価部門のアクティブな対象原価 部
門の数で割ったものです。ソース原価部門と対象原価部門がアクティブになる と、分

配率が再計算されます。  
  

 原価部門を追加するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［コスト］>［原価部

門］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［原価部門］フォームが表示されます。  



設定ガイド  

155  

 

図 11-2：［原価部門］フォーム  

 
 

(3) BMC Remedy Userのツールバーの［新規リクエスト］アイコン、またはブラウ

ザ の［新規］ボタンをクリックします。  

(4) 原価部門を追加する会社を選択します。  

(5) ［原価部門コード］フィールドに、原価部門のコードを入力します。たとえば、

SPLT-8200という分割原価部門（SPLTは分割の意）、ENG-2000（技術部の対象原 

価部門）、MRT-3000（マーケティング部の対象原価部門）などになります。こ

こ で指定したコードが、原価部門の各フィールドのドロップダウンリストに

追加されます。  

(6) ステータスを選択します。  

(7) 必要に応じて、次の情報を入力します。  

a  ［原価部門名］フィールドと［説明］フィールドに入力します。  

b  ［原価部門オーナー］フィールドに値を入力するか、［Enter］キーを押して

オーナーを検索します。  

 

ヒント：分配方法を指定して対象原価部門を追加する前に、この分割原価部門を保存

する必要があります。  
 

(8) ［保存］をクリックします。  

作成した原価部門を分割原価部門にするには、対象原価部門を追加します。  
 

 対象原価部門を追加するには  
 

(1) 対象原価部門を追加する原価部門を選択します。  

(2) ［分配方法］ドロップダウンリストから、［均等分配］または［ユーザー定義
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による 分配率］を選択します。  

(3) ［追加］をクリックします。 ［原価部門の検索］ダイアログボックスが開き

ます。 

(4) 検索条件を選択して［検索］をクリックします。  

(5) 対象原価部門を選択し、［選択アイテムを戻す］をクリックします。 選択した

原価部門が、［対象の原価部門］テーブルに表示されます。  

(6) ［保存］をクリックします。  

(7) ［ユーザー定義による分配率］を選択した場合は、次の手順に従って、対象原

価部門ごとに分配率を指定する必要があります。  

a  対象原価部門を選択します。  

b  ［表示］をクリックします。 

［原価部門］フォームが表示されます。  

 

図 11-3：［原価部門］フォーム  

 
 

c  ［対象の原価部門］テーブルの［分配率］カラムに、選択した対象原価部門

の分配率を入力します。  

d  ［保存］をクリックします。  
 

 原価部門を変更するには  
 

(1) ［原価部門］フォームに検索条件を入力して［検索］をクリックします。  

(2) フォームの上部に表示される結果リストで、変更する原価部門を選択します。  

(3) 情報を変更して［保存］をクリックします。  
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メモ：ステータスが「無効」の原価部門を変更することはできません。 
 

(4) 対象原価部門を削除するには、［対象の原価部門］テーブルで、対象原価部門

を選択して［削除］をクリックします。  

ソース原価部門と対象原価部門との関係が削除されます。対象原価部門がソー

ス 原価部門になり、別のソース原価部門の対象原価部門として追加すること

ができます。  

 

メモ：原価部門を削除するには、［原価部門］ダイアログボックスで原価部門を選択

して［削除］をクリックします。ステータスが「提案済み」の原価部門 だけを削除

できます。デフォルトの原価部門（未配分）は削除できません。  
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経理規則  
 
ITSMで使用する経理上の規則を作成できます。この規則で、自動原価計算で使用 す
る原価部門と計算方法の両方が決まります。  
 

 経理規則を作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［コスト］>［経理規

則］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［経理規則の設定］フォームが表示されます。  

(3) 検索条件を入力して［検索］をクリックし、既存の経理規則を表示します。  

 

図 11-4：［経理規則の設定］フォーム  

 
 

(4) 新しい経理規則の基礎となる経理規則を選択します。  

 

メモ： BMC Remedy User のツールバーの［新規リクエスト］アイコン、またはブラ

ウザの［新規］ボタンをクリックして、経理規則を作成することもできます。  
 

(5) ［会社］ドロップダウンリストから会社を選択するか、全会社用の規則を作成

する 場合は［グローバル］を選択します。  

(6) ［コストカテゴリ］ドロップダウンリストから、経理規則のコストカテゴリを

選択します。  

(7) ［コストレートテンプレートの使用］ドロップダウンリストで、製品カテゴリ、

組織カテゴリ、グループのうち、どの原価を照合するかを指定します。 

(8) ［計算された実際のコスト］ドロップダウンリストで次のいずれかを選択しま
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す。 作業中の時間：実際の作業時間のログエントリから原価を計算します。 計

時の開始・停止：開始時刻から停止時刻までの合計時間を使用します。 手動

入力：ITSMのフォームの［経理］タブに手動で入力した値を使用します。  

(9) 経理規則のステータスを選択し、説明を変更します。  

(10) 必要に応じて、経理規則の原価部門コードを選択します。 原価部門の詳細は、

「原価部門」を参照してください。  

(11) ［保存］をクリックします。  
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コストレート  
 

コストを設定する方法は、次の3通りあります。 
 製品カテゴリごと  
 組織カテゴリごと  
 担当者グループごと  

 
カテゴリ別のコストは、リクエストのカテゴリに基づいて変更リクエストに関連付 け
ることができます。作業にかかった時間（時間または分単位）を基にコストを計 算す

ることも、作業の固定費を設定しておくこともできます。  
グループ別のコストも、時間または固定費に基づいて設定できますが、カテゴリに 基
づいてリクエストに関連付けるのではなく、リクエストを担当するグループに関 連付

けます。  
グループに関連付けたコストは、グループのロケーションによってさらに詳しく設 定
することができます。たとえば、東京都のグループには、佐賀県より高い運用コスト

（給与、賃貸料など）を定義します。  
 

メモ：［経理規則の設定］フォームで定義した経理規則と、［コストレートの設定］

フォームの［定義方法］で指定したカテゴリまたはグループが一致するコ ストレー

トだけが照合されます。  
 

 カテゴリ別にコストレートを定義するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［コスト］>［コスト

レートテンプレート］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［コストレートの設定］フォームが表示されます。  

(3) BMC Remedy Userのツールバーの［新規リクエスト］アイコン、またはブラウ

ザ の［新規］ボタンをクリックし、新しいコストレートテンプレートを開き

ます。  

(4) ［会社］ドロップダウンリストから会社を選択するか、全会社用のテンプレー

トを 作成する場合は［グローバル］を選択します。  

(5) 目的の単位レート、単位タイプおよびステータスを選択します。  

(6) 必要に応じて、諸経費率およびコストレートテンプレートの説明を入力します。  

 

メモ：諸経費は、標準のコストに追加する費用です。指定した比率が、コストの計算

時に加算されます。  
  

(7) ［定義方法］ドロップダウンリストから、［製品カテゴリ］または［運用カテ

ゴリ］を選択します。  

アプリケーションと、製品カテゴリまたは運用カテゴリが表示されます。  

 



設定ガイド  

161  

図 11-5：［コストレートの設定］ﾌｫｰﾑ：［定義方法］で［製品カテゴリ］を選択した

場合  

 
 

(8) コストレートテンプレートを使用するアプリケーションを選択します。  

(9) 製品カテゴリまたは運用カテゴリを選択し、カテゴリを指定します。  

(10) ［保存］をクリックして、［閉じる］をクリックします。  
 

 担当者グループ別にコストレートを定義するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［コスト］>［コスト

レートテンプレート］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［コストレートの設定］フォームが表示されます。  

(3) BMC Remedy Userのツールバーの［新規リクエスト］アイコン、またはブラウ

ザ の［新規］ボタンをクリックし、新しいコストレートテンプレートを開き

ます。  

(4) ［会社］ドロップダウンリストから会社を選択するか、全会社用のテンプレー

トを作成する場合は［グローバル］を選択します。  

(5) 目的の単位レート、単位タイプおよびステータスを選択します。  

(6) 必要に応じて、諸経費率およびコストレートテンプレートの説明を入力します。  

 

メモ：諸経費は、標準のコストに追加する費用です。指定した比率が、コストの計算

時に加算されます。  
 

(7) ［定義方法］ドロップダウンリストで［担当者グループ］を選択します。  

(8) サポート組織、担当グループ、およびロケーションを指定するフィールドが表

示されます。  
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図 11-6：［コストレートの設定］ﾌｫｰﾑ：［定義方法］で［担当者グループ］を選択し

た場合  

 
 

(9) コストレートテンプレートを使用するサポート組織を選択します。  

(10) 担当グループを選択します。  

(11) 地域を指定し、必要に応じて、サイトグループとサイトを選択します。  

(12) ［保存］をクリックして、［閉じる］をクリックします。  
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配賦期間  
 
配賦期間は、原価部門や法人にアセットのコストを配賦する期間のことです。過去の

期間は変更できません。  
 

 配賦期間を設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［配賦］>［配賦期間］

の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［配賦期間の設定］ダイアログボックスが開きます。  

(3) BMC Remedy Userのツールバーの［新規リクエスト］アイコン、またはブラウ

ザの［新規］ボタンをクリックし、新しいコストレートテンプレートを開きま

す。  

(4) ［会社］ドロップダウンリストから会社を選択するか、全会社用のテンプレー

トを 作成する場合は［グローバル］を選択します。  

(5) ［期間タイプ］ドロップダウンリストで、期間または［手動］を選択します。  

(6) ［手動］を選択した場合は、日付を指定します。  

 

図 11-7：［配賦期間の設定］ダイアログボックス：［期間ﾀｲﾌﾟ］で［手動］を選択し

た場合  

 
 

(7) ［保存］をクリックして、［閉じる］をクリックします。  

  

ヒント： ITSM を初めてインストールしたときに、上述の手順に従って、会社の会計

年度の四半期に合わせて配賦期間を設定します。たとえば、4 月の半ば に ITSM を

インストールし、会計年度の四半期が 2～4 月までの場合は、まず、［期間タイプ］

フィールドを［手動］に設定し、配布期間の終了日を現在の四半期の終了日（4 月

30 日）に設定します。4 月 30 日が過ぎたら配布期間を閉じ、新しい配布期間を開

いて［毎四半期］に設定します。この操作は、初めて配賦期間を設定するときだけ

必要です。  
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１２章 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 割り当ての設定  

イベントやリクエストなどの割り当ては、組織、場所、サービスおよび製品のカテゴリに

基づいておこないます。また、割り当てを使用するアプリケーションにも関連しています。

割り当て先はグループにも個人にも指定でき、定義した割り当てを ITSMの全アプリケー

ションまたは特定のアプリケーションだけで使用するように 設定できます。  

次のトピックについて説明します。  

 

 自動割り当て 

 グループの割り当て 

 個人への自動割り当て 
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自動割り当て   
 
問題やリクエストをグループに自動的に割り当てるには、［グループの割り当て］フ

ォームを使います。また、ITSMに付属している割り当てエンジンアプリケー ション

を使用すると、割り当て可能なメンバーの中から自動的に特定のメンバーを 選び出す

条件を定義できます。  
メンバーに自動割り当てできないようにする方法については、「サポートスタッフメ

ンバーを非可用にする」を参照してください。  
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グループの割り当て  
 
割り当て情報を作成するには、まず、グループへの割り当てを設定します。次に、 必
要に応じて、割り当てエンジンを使用し、定義済みの割り当て情報に従って、グルー

プ内の特定の個人が自動的に選出されるように設定します。割り当てエンジン で使用

する個人用の割り当て情報をカスタマイズすることもできます。  
 

 グループへの割り当てを設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［共通機能］>［割り当ての設定］>

［割り当ての設定］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［割り当ての設定］フォームが表示されます。  

(3) BMC Remedy Userのツールバーの［新規リクエスト］アイコンをクリックする

か、ブラウザでフォームの［新規リクエスト］ボタンをクリックして、フォー

ムを新規モードにします。  

 

図 12-1：［割り当ての設定］フォーム  

 
 

(4) ［イベント］ドロップダウンリストから、割り当てるイベントのタイプを選択

しま す。詳細は、「
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割り当てるイベント」を参照してください。  

(5) ［割り当て］の下にあるドロップダウンリストから、サポート会社、サポート

組織 および 担当グループを選択します。  

(6) ［使用可能なシステム］で、割り当てエントリを使用する ITSMアプリケーシ

ョンとモジュールを選択します。たとえば、Incident Managementだけで使わ

れる割り 当てエントリを作成します。会社や組織の選択が同じでも、異なる

サポートグルー プが割り当てられるようになります。  

(7) ［割り当ての順序］で、このエントリをいつ自動割り当てで使用するかを指定

します。［連絡先の会社］フィールドと［会社］フィールドには必ず入力する

必要があります。  

割り当てエントリは、次のデータ構造に基づいてマッピングされます。 

 組織  
 場所  
 運用カテゴリ  
 製品カテゴリ  

 

割り当ての順序は、主要なチケットフォームにある機能ですが、これをITSMア

プリケーションで使用するときは、チケットフォームで割り当てエントリを見

つけ、 そこから逆に割り当てられるサポートグループを見つけます。  
 

(8) ［保存］をクリックします。  

割り当て情報の変更と削除についての詳細は、「情報の更新」を参照してくだ

さい。  
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割り当てるイベント  
 
次の表に、割り当てられるイベントを示します。  
 

イベント 使用可能なシステム 割り当てフォー

ム 

説明 

一般 Incident Management 

 • ユーザーサービスの

復旧 

• ユーザーサービスリ

クエスト 

• インフラの復旧 

• インフライベント 

インシデント インシデントの解決を

割り当てます。 

一般 Problem Management  既知エラー 既知エラーの正確な情

報を管理する担当者を

指定します。 

一般 Problem Management  問題の調査 問題調査の担当者を指

定します。 

一般 Problem Management  解決策データベ

ース 

解決策エントリを割り

当て、問題が確実に解決

されるようにします。 

インシデントオ

ーナー 

Incident Management • 

ユーザーサービスの復

旧 

• ユーザーサービスリ

クエスト 

• インフラの復旧 

• インフライベント 

インシデント インシデントのオーナ

ーを割り当てます。 

問題-マネージャ Problem Management  既知エラー 既知エラーの管理者を

割り当てます。 

問題-マネージャ Problem Management  問題の調査 問題調査の管理者を割

り当てます。 

解決管理者 Problem Management  解決策 解決策データベースエ

ントリを割り当てます。 

タスク担当者 タスク管理システム タスク タスクの実行者にタス

クを割り当てます。 
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個人への自動割り当て  
 
グループへの割り当て以外に、ITSMの定義済み割り当てプロセス（割り当てエンジン

を使用）で、個人に自動的に割り当てられるように設定できます。割り当てエンジン

で使用する個人用の割り当て情報をカスタマイズすることもできます。  
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１３章 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページャの設定  

 

ここでは、ページャによる通知の設定用各フォームで、ページャの詳細を設定する方法を

説明します。  

次のトピックについて説明します。  

 

 国コードオプション  

 数字ページャプレフィックス  

 ページャサービス  
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国コードオプション 
 
国コードオプションは、ページャの電話番号に、市外局番と国コードを付けるかどう

かを指定する場合に使用します。   
 

 国コードを作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］ドロップダウンリストから、［共通機能］>［通知

エンジン］>［国コードオプション］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［国コードオプションの設定］フォームが表示されます。  

(3) 市外局番を入力します。  

(4) この市外局番に国コードを付けてダイヤルするかどうかを選択します。  

(5) ステータスを選択します。  

 

図 13-1：［国コードオプションの設定］フォーム  

 
 

(6) ［保存］をクリックします。  

 

メモ：国コードオプションを変更するには、変更するオプションを選択し、必要な変

更を加えて［保存］をクリックします。国コードオプションを削除するには、削除

するオプションを選択し、［ステータス］ドロップダウンリス トから［削除］を選

択して［保存］をクリックします。次に、BMC  Remedy User で［アクション］>
［削除］を選択するか、ブラウザの結果リストの下にある［削除］をクリックしま

す。  
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数字ページャプレフィックス  
 
数字ページャプレフィックスによって、送信されるページが決まります。  
 

 数字ページャプレフィックスを作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］ドロップダウンリストから、［共通機能］>［通知

エンジン］>［数字ページャプレフィックス］の順に選択し、［開く］をクリッ

クします。  

［数字ページャプレフィックスの設定］フォームが表示されます。  

(3) ステータスを選択します。  

(4) フォーム名を選択します。たとえば、インシデント管理の［HPD:Help Desk］ フ

ォームを選択します。  

(5) ［数字ページプレフィックス］フィールドに、そのページがインシデントに関

連付けられていることを示す番号11など、ページを定義する情報を入力します。  

 

図 13-2：［数字ページャプレフィックスの設定］フォーム  

 
 

(6) ［保存］をクリックします。  

前の例では、［HPD:Help Desk］フォームでページャの通知が生成されると、数

字 ページャでアプリケーションの通知を受け取るように設定されているユー

ザーが、［数字ページャプレフィックス］フィールドで指定されたプレフィッ

クスを受信します。このプレフィックスは、アプリケーションで自動的に通知

が生成される場合だけ送信されます。［インシデント］フォームから手動で送

るページには付きません。  

 

メモ：数字ページャプレフィックスを変更するには、変更するプレフィックスを選択

し、必要な変更を加えて［保存］をクリックします。数字ページャプ レフィックス

を削除するには、削除するプレフィックスを選択し、［ステータス］ドロップダウ

ンリストから［削除］を選択して［保存］をクリック します。次に、BMC Remedy 
User で［アクション］>［削除］を選択するか、ブラウザの結果リストの下にある

［削除］をクリックします。  
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ページャサービス  
 
ページャサービスによって通知方法が異なるので、使用する通知方法を定義する必要

があります。詳しい設定については、使用しているページングソフトウェアのマニュ

アルを参照してください。  
 

 ページャサービスを設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］ドロップダウンリストから、［共通機能］>［通知

エンジン］>［ページャサービス］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［ページャサービスプロバイダの構成］フォームが表示されます。  

 

図 13-3：［ページャサービスプロバイダの構成］フォーム  

 
 

(3) ［ページャサービスプロバイダメニュー］フィールドに、［メンバー］フォー

ムの［通知］タブにある［ページャサービスプロバイダ］ドロップダウンリス

トに表示するプロバイダ名を入力します。  

(4) ページャサービスプロバイダを入力します。 

使用するページングソフトウェアに、このフォームで作成したプロバイダ用の

設定 があるはずです。ページャプロバイダのパラメータの設定方法について

は、ページングソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

(5) ページャパラメータ要件を選択します。 

(6) ページャタイプを指定します。 

(7) ［Run Processコマンド］フィールドに、情報をページングソフトウェアに渡

すコマンドを入力します。このフィールドとフラグの各フィールドを使用して、
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ステートメントを作成します。次に、コマンドの例を示します。  

 

d:elalrtc –host 192.168.0.20 –pin <ページャのPIN>  -m “メッセージ” –

c PageMartSNPPTextPager.  

 

–host 192.168.0.20は、ページングサーバーのホストIPアドレスです。各フラ

グに続く情報は、通知エンジンによってページングソフトウェアに渡されます。  

(8) 各フラグとページャの電子メールアドレスのサフィックスを入力します。  

ページングソフトウェアアプリケーションごとに、PIN、プロバイダ、メッセ

ージ などの異なるフラグが必要です。通常、PINは-pin、プロバイダは-c、メ

ッセージは-mです。  

(9) Run Processコマンドを実行できるように、ページングソフトウェアクライア

ントをAR Systemサーバーにコピーします。ディレクトリをシンボリックリン

クしてもかまいません。  

 

メモ：ページャサービスの設定を変更するには、変更する設定を選択し、必要な変更

を加えて［保存］をクリックします。設定を削除するには、削除する 設定を選択し、

［ステータス］ドロップダウンリストから［削除］を選択し て［保存］をクリック

します。次に、BMC Remedy User で［アクション］ >［削除］を選択するか、ブ

ラウザの結果リストの下にある［削除］をクリックします。  
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１４章 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インシデント管理の設定  

ここでは、インシデント管理に固有の機能を設定する方法を説明します。 次のトピック

について説明します。  

 

 意思決定ツリーの設定  

 スクリプトの処理  

 インシデント管理のテンプレート  

 詳細設定オプション  
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意思決定ツリーの設定  
 
意思決定ツリーは、ユーザーに一連の質問に回答させて、新しいインシデントの情報

を収集する方法です。  
意思決定ツリーは、メインブランチとブランチで構成されています。ブランチアイテ

ムが付いている場合もあります。メインブランチは、複数のブランチやブランチ アイ

テムに分かれます。ブランチは、複数のブランチアイテムに分かれます。メインブラ

ンチは、ユーザーに 初に表示されるメッセージまたは質問になります。  
ユーザーがメインブランチを選択すると、該当するブランチが表示されます。たと え
ば、ユーザーが「ハードウェアの問題ですか」を選択すると、ワークステーション、

モニタ、プリンタのどの問題かを選択するようにというメッセージが表示され ます。

ユーザーがブランチを1つ選択すると、さらにブランチアイテムが表示され  
ます。たとえば、ユーザーがプリンタの問題を選択した場合に、インシデントがさら

に分類されて、紙詰まり、トナー不足、その他の問題から選択するようにというメッ

セージが表示されます。  
次に、意思決定ツリーのブランチの例を示します。  
 

 ハードウェアの問題ですか （メインブランチ）  
 ワークステーションの問題ですか （ブランチ 100）  
 ワークステーションを起動できないのですか （ブランチアイテム 101）  
 電源が入りませんか （ブランチアイテム 102）  
 モニタの問題ですか（ブランチ 200）  
 画面がちらつきますか （ブランチアイテム 201）  
 電源が入りませんか （ブランチアイテム 202）  
 画像がきれいに表示されませんか （ブランチアイテム 203）  

 

 意思決定ツリーを設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［インシデント管理］>［意思決定ツ

リーの設定］>［意思決定ツリー］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［意思決定ツリー］フォームが 新規モードで開きます。既存の意思決定ツリ

ーを変更する場合は、変更する意思決定ツリーを選択します。  
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図14-1：意思決定ツリーの例 

 
 

(3) 作成する意思決定ツリーをすべての会社で使用する場合は、［会社］フィール

ドを デフォルトの［グローバル］のままにします。それ以外の場合は、適切

な会社を選 択します。  

(4) ［説明］フィールドに簡単な説明を入力します。システムに複数の意思決定ツ

リー がある場合に、ユーザーがこの説明を見て意思決定ツリーを選択します。  

(5) 必要に応じて、ロケールを選択します。  

(6) 意思決定ツリーがまだ準備段階の場合は、［ステータス］ドロップダウンリス

トか ら［提案済み］または［オフライン］を選択します。使用できる状態に

なったら、 ［有効］に変更します。  

(7) ［保存］をクリックします。  

 

メモ：意思決定ツリーを保存しないと、ブランチを作成できません。 
 

(8) 次の手順に従って、各メインブランチを作成します。  

インシデントフォームを完成させるアクションを指定する「ブランチの詳細」

は、メインブランチ別にグループ分けされます。  

a  ［新規メインブランチ］をクリックします。［ブランチの更新］ダイアログボ
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ックスが開きます。  

b  ［ブランチテキスト］フィールドに質問を入力します。  

c  メインブランチを複数作成する場合は、適切な並び順を入力または選択しま

す。  

この並び順によって、質問が表示される順序が決まります。  
d  ［保存］をクリックして、メインブランチを保存します。  

 

(9) 次の手順に従って各ブランチの詳細を作成します。  

ブランチの詳細には、ブランチとブランチアイテムの両方が含まれています。

ブランチは、メインブランチと直接つながっています。ブランチアイテムは、

ブランチ または別のブランチアイテムのどちらかにつながっています。ブラ

ンチとブランチアイテムには、テキストのメッセージとアクションの両方が含

まれています。  

a  適切なメインブランチ、ブランチ、またはブランチアイテムを選択します。  

b  ［新規ブランチ］または［新規ブランチアイテム］をクリックします。［ブラ

ンチの更新］ダイアログボックスが開きます。 

c  ［ブランチテキスト］フィールドに、質問またはメッセージを入力します。  

d  適切な並び順を入力または選択します。  

 

ヒント：並び順に間を空けておくと、後でブランチを挿入しやすくなります。たとえ

ば、3 つのブランチの並び順を 100、200、300 に指定すると、並び順を指定し直さ

なくても、後で 150 という別のブランチを挿入できます。  
 

e  インシデントアクションのタイプを選択します。次の表に従って、アクショ

ンの詳細を指定します。  

インシデント 

アクションの 

タイプ 

指定するブランチの詳細 ユーザーが選択した場合の結果 

なし ありません。 何も起こりません。 

テンプレート インシデントテンプレートを

選択します。 

［インシデント］フォームに、インシデ

ントテンプレートが表示されます。テン

プレートについての詳細は、「インシデン

ト管理のテンプレート」を参照してくだ

さい。 

カテゴリ 適切なサービスタイプ、運用カ

テゴリ、製品カテゴリを選択し

ます。 

［インシデント］フォームに、ここで指

定した値が表示されます。 

説明・詳細 短い説明を指定し、次のいずれ

かをおこないます。 

• 詳しい説明を入力します。 

または、 

• ［はい］を選択して、［詳細な

説明］フィールドにユーザー

に対する質問を入力します。

説明は［インシデント］フォームの［サ

マリー］フィールドにコピーされます。

選択に応じて、次のどちらかになります。

• 詳細な説明が［補足］フィールドにコ

ピーされます。 

• ユーザーに質問が表示され、その回答

が［補足］フィールドにコピーされま

す。 

（続く）
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（続き） 

インシデント 

アクションの 

タイプ 

指定するブランチの詳細 ユーザーが選択した場合の結果 

スクリプト 適切なスクリプトを選択しま

すしてください。 

ユーザーが顧客に尋ねる質問を表示し、

［インシデント］フォームの一部を作成

し、インシデントを割り当てます。スク

リプトについての詳細は、「スクリプトの

作成」を参照 

解決策 適切な解決策エントリを選択

し、それでインシデントが解決

されるか、解決策をインシデン

トに関連付けるかを選択しま

す。 

インシデントと解決策エントリの関係を

設定します。 

既知エラー 適切な既知エラーを選択し、そ

の既知エラーが解決されるか、

エラーをインシデントに関連

付けるかを選択します。 

インシデントと既知エラーの関係を設定

します。 

f  ［保存］をクリックして、ブランチまたはブランチアイテムを保存します。  

   

(10) 必要に応じて、別のメインブランチ、ブランチ、ブランチアイテムを追加し

ます。  

(11) ［保存］をクリックして、意思決定ツリーを保存します。  

 



 

180 

スクリプトの処理  
 
イニシエータスクリプトは、ヘルプデスクのエージェントがどのようにインシデント

をログに記録したらよいかを指示したものです。使用できるイニシエータスクリ プト

のリストは、インシデントをログに記録するエージェントのサポートグループ または

イニシエータにマッピングします。  
割り当てスクリプトはイニシエータスクリプトに似ていますが、インシデントの担 当
グループにマッピングする点が異なります。インシデントの割り当てグループを 選択

すると、エージェントがインシデントをログに記録するときに、割り当てスク リプト

のリストを使用できるようになります。作成したスクリプトを［インシデント］フォ

ームで使用できるようにするには、組織、場所、運用カテゴリ、製品カテゴリの構造

にスクリプトをマッピングする必要があります。  
次のトピックについて説明します。 
 

 スクリプトの作成  
 スクリプトのマッピング  
 マッピングの管理  

 

スクリプトの作成   
 
スクリプトには、イニシエータスクリプトと割り当てスクリプトの2種類あります。イ

ニシエータスクリプトは、インシデントを作成するサポートグループが作成して使用

します。ヘルプデスクエージェントが顧客に尋ねるインシデントに関する 質問を入れ

ることもできます。  
割り当てスクリプトは、インシデントの解決を担当する、ヘルプデスク以外のグ ルー

プが作成します。このスクリプトには、インシデントを担当するサポートグループに

関係のある情報を収集できるように、エージェントが顧客に尋ねる質問を含めます。  
 

 スクリプトを作成するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［インシデント管理］>［スクリプト

の設定］>［スクリプトデータベース］の順に選択し、［開く］をクリックしま

す。  

［スクリプトの設定］フォームが表示されます。  
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図14-2：［スクリプトの設定］フォーム 

 
 

(3) ［追加］をクリックします。  

［スクリプトの更新］フォームが表示されます。  
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図 14-3：［スクリプトの更新］フォーム  

 
 

(4) ［スクリプトタイプ］ドロップダウンリストから、［割り当て］または［イニ

シエー タ］を選択します。  

(5) 説明を入力し、ステータスを選択します。  

(6) ［フィールドのコピー］で、スクリプトを選択したときのコピー先を選択しま

す。  

(7) ［グループの選択］をクリックします。  

(8) ［マイグループの選択］ダイアログボックスで、このスクリプトのサポートグ

ルー プを選択し、［OK］をクリックします。  

(9) ［スクリプト］フィールドに、顧客に尋ねる質問など、スクリプトの内容を入

力し ます。 

(10) ［保存］をクリックします。  

スクリプトを作成したら、ITSMフォーム（［インシデント］フォームなど）で

選択できるように、マッピングエントリに関連付ける必要があります。  

 

スクリプトのマッピング  
 
マッピングは、ITSMのフォーム（［インシデント］フォームなど）内でスクリプトを

検索するために指定します。スクリプトのマッピングは、次のデータ構造に基づいて

います。  
 

 組織  
 場所  
 組織カテゴリ  
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 製品カテゴリ  
 

 スクリプトをマッピングエントリに関連付けるには  
(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［インシデント管理］>［スクリプト

の設定］>［スクリプトデータベース］の順に選択し、［開く］をクリックしま

す。  

［スクリプトの設定］フォームが表示されます。  

(3) スクリプトを検索する条件を入力して［検索］をクリックします。  

(4) ［スクリプト］リストで、マッピングに関連付けるスクリプトを選択します。  

 

メモ：［スクリプト］テーブル内のスクリプトは、［スクリプトアソシエーションの

マッピング］リストにあるマッピングエントリと直接関連付けられます。  
 

(5) ［スクリプトアソシエーションのマッピング］の［検索］をクリックします。  

［マッピングの管理］フォームが表示されます。  

 

図 14-4：［マッピングの管理］フォーム  

 
 

(6) 既存のマッピングを検索するか、新しいマッピングを作成します。  

 既存のマッピングを見つける場合は、［マッピングの検索条件］の下にあるフ

ィールドに検索条件を入力して［検索］をクリックします。次に、「スクリプ

トをこのマッピングエントリに関連付けるには」に進みます。 
 新しいマッピングを作成する場合は、［新規］をクリックします。  

［新規スクリプトのマッピング］フォームが表示されます。 
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図 14-5：［新規スクリプトのマッピング］フォーム  

 
 

このフォームには、スクリプトで使用できるマッピングフィールドが表示され

ます。  
 

(7) 新しいマッピング情報を入力します。  

(8) ［保存］をクリックします。  

次の例は、ABC Companyの顧客と応対するときに使用できるヘルプデスク用ス

クリプトのマッピングを示しています。  
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図 14-6：［新規スクリプトのマッピング］フォーム：［一般・割り当て］タブ  

 
  

図 14-7：［新規スクリプトのマッピング］フォーム：［マッピング］タブ  
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図14-8：［新規スクリプトのマッピング］フォーム：［モジュールマッピング］タブ  

 
 

 

 スクリプトをこのマッピングエントリに関連付けるには 
 

(1) ［スクリプトの設定］フォームの［検索条件］フィールドを使用してこのマッ

ピングを見つけ、エントリをリストに表示します。  

(2) エントリを選択し、［選択］をクリックします。  

スクリプトがマッピングに関連付けられます。  

 

スクリプトの変更  
 
スクリプトを変更するには、次の手順に従います。  
 

 スクリプトを変更するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［インシデント管理］>［スクリプト

の設定］>［スクリプトデータベース］の順に選択し、［開く］をクリックしま

す。  

［スクリプトの設定］フォームが表示されます。  

(3) スクリプトを検索する条件を入力して［検索］をクリックします。  

(4) ［スクリプト］リストで変更するスクリプトを選択して、［変更］をクリック

します。 ［スクリプトの更新］フォームが表示されます。  

(5) 情報を変更して［保存］をクリックします。  
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メモ：スクリプトを削除するには、スクリプトを選択して［削除］をクリックします。  
 

マッピングの管理  
 
［マッピングの管理］フォームは、マッピングレコードを追加、変更、削除する中 央
の場所になります。  
 

 ［マッピングの管理］フォームを使用するには   
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［インシデント管理］>［スクリプト

の設定］>［スクリプトデータベース］の順に選択し、［開く］をクリックしま

す。  

［スクリプトの設定］フォームが表示されます。  

(3) ［マッピングの管理］をクリックします。  

［マッピングの管理］フォームが表示されます。  

 

図 14-9：［マッピングの管理］フォーム  

 
 

(4) 必要に応じて、マッピングレコードを追加、変更、または削除します。  

 

メモ：スクリプトが付いているマッピングを削除すると、スクリプトエントリが表示

されなくなります。  
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インシデント管理のテンプレート  
 
ユーザーがインシデントを簡単に記録できるようにするには、テンプレートを作成し

ておきます。  たとえば、プリンタのインシデントを記録するテンプレートを作成で

きます。  
 
テンプレートはいくつでも作成できますが、 通常は、ユーザーが頻繁に記録するイン

シデントだけのテンプレートを作成してください。  
 
［Incidentテンプレート］フォームで設定した値が、ユーザーが［インシデント］ フ
ォームで情報を追加するときに使われます。  
 

 インシデントテンプレートを設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［インシデント管理］>［テンプレー

ト］>［テンプレート］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［Incidentテンプレートの選択］ダイアログボックスが開きます。  

(3) 既存のテンプレートを変更するには、次の手順に従います。  

a  ［サポートグループのテンプレートの表示］ドロップダウンリストから、適

切なサポートグループを選択します。テンプレートのリストに、そのサポー

トグループのテンプレートが表示されます。 

b  テンプレートを選択し、［表示］をクリックします。  

(4) 新しいテンプレートを作成する場合は、［作成］をクリックします。  

［Incidentテンプレート］フォームが表示されます。  

 

図14-10：インシデントのテンプレートの例：プリンタの問題 
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(5) ［テンプレート名］フィールドに、テンプレートのわかりやすい名前を入力し

ます。 ユーザーは、テンプレート名のリストから、テンプレートを選択する

ことになりま す。そのため、どのようなテンプレートかがわかりやすい名前

を付けてください。  

(6) ［テンプレートステータス］ドロップダウンリストから［有効］を選択します。  

［有効］は、このテンプレートをインシデント管理で使用できることを示しま

す。 使用しない場合は、［提案済み］、［オフライン］、［無効］、［アーカイブ済

み］また は［削除］を選択します。  

(7) 必要に応じて、テンプレートの並び順を選択します。 

並び順を指定しないと、テンプレートがアルファベット順と50音順でユーザー

に表示されます。ただし、よく使うテンプレートをリストの先頭に表示したい

場合 は、並び順を変更してください。  

(8) 次の説明に従って、各タブで詳しい情報を入力または変更します。  

 分類の設定  
 カテゴリの設定  
 割り当ての設定  
 関係の設定  
 解決策の設定（  
 オーサリンググループの設定  

(9) ［保存］をクリックします。  

 

分類の設定  
 
テンプレートの［分類］タブに入力した値が、［インシデント］フォームの対応する

［分類］タブで使われます。［分類］タブは、インシデントの説明、およびその イン

シデントの影響を受ける製品やサービスを示します。  

 分類を設定するには  
 

(1) ［Incidentテンプレート］フォームの［分類］タブをクリックします。  
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図 14-11：インシデントテンプレートの［分類］タブ  

 
 

(2) ［インパクト］ドロップダウンリストから、このテンプレートを使用して作成

され る［インシデント］フォームのインパクトレベルを選択します。  

(3) ［緊急度］ドロップダウンリストから、［インシデント］フォームの緊急度の

レベルを選択します。 ［優先度］の値は、インパクトと緊急度に基づきます。  

(4) ［サービスタイプ］ドロップダウンリストから、このテンプレートを使用した

ときに記録されるサービスのタイプを選択します。  

［ユーザーサービスの復旧］、［ユーザーサービスリクエスト］、［インフラの復

旧］、 ［インフライベント］のいずれかを選択できます。  

(5) ［補足］フィールドに、インシデントの説明を入力します。これは、インシデ

ントチケットに表示されます。  

 

ヒント：完全な説明を入力せずに、インシデントを記録するユーザーへのメッセージ

を入力することもできます。  
 

(6) ［保存］をクリックします。  

 

カテゴリの設定  
 
テンプレートの［カテゴリ］タブに入力した値が、［インシデント］フォームの ［分

類］タブのサービスカテゴリと製品カテゴリで使われます。  
 

 運用カテゴリは、運用カタログで定義された3層の階層に基づいています。  
 製品カテゴリは、製品カタログで定義された5層の階層に基づいています。 こ

こでの設定に基づいて、顧客CIとの関係が自動的に作成されるようにできます。  
 カテゴリを設定するには  
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(1) ［Incidentテンプレート］フォームの［カテゴリ］タブをクリックします。  

 

図 14-12：インシデントテンプレートの［カテゴリ］タブ  

 
 

(2) ［カテゴリ1］、［カテゴリ2］、［カテゴリ3］で、適切な運用カテゴリを選択し

ます。  

(3) ［カテゴリ1］、［カテゴリ2］、［カテゴリ3］、［製品名］、［モデル/バージョン］ 

で、適切な製品カテゴリを選択します。  

(4) テンプレートで CIとの関係が自動的に作成されるようにするには、［顧客と 

CIの関係の自動作成］で次のように設定します。  

たとえば、電子メールの問題用のテンプレートを作成する場合は、メールサー

バーというCIと顧客の関係を自動的に作成するように設定します。  

［カテゴリ］タブの次のドロップダウンリストからアイテムを選択し、［関係］

タブでCIを指定します。  
  

ドロップダウンリスト 説明 

自動CI 関係 テンプレートでCI との関係を自動的に作成するには、［は

い］を選択します。 

CI の関係タイプ インシデントを報告する顧客とCI の関係を、［使用（担

当）］、［オーナー］、［サポート（担当）］、［管理（担当）］、

［作成（担当）］、［承認（担当）］、［すべて］の中から選択

します。 

インシデントの関係タイプ インシデントとCI との関係を、［関連］、［復旧］、［インパ

クト］の中から選択します。 

 

(5) ［保存］をクリックします。  

割り当ての設定 
 
テンプレートの［割り当て］タブに入力した値は、［インシデント］フォームの 2つ
のタブで使われます。  
 

 テンプレートで設定した割り当ては、インシデントの［割り当て］タブで使わ

れます。ここでは、テンプレートを使って作成するインシデントが割り当てら

れるサポート会社、組織、グループを設定します。  
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 テンプレートで設定したベンダーの割り当ては、インシデントの［ベンダー］

タブで使われます。ここでは、インシデントに割り当てられるベンダーの会社、 
組織、グループを設定します。  

  

 割り当てを設定するには  
 

(1) ［Incidentテンプレート］フォームの［割り当て］タブをクリックします。  

 

図 14-13：インシデントテンプレートの［割り当て］タブ  

 
 

(2) インシデントを作成するユーザーにインシデントを割り当てるには、［現在の

ユーザーに割り当て］ドロップダウンリストから［はい］を選択します。それ

以外の場 合は、次の手順に従います。  

a  ［サポート会社］ドロップダウンリストから、このテンプレートを使って作

成するインシデントが割り当てられる会社を選択します。  

b  ［サポート組織］ドロップダウンリストから組織を選択します。  

c  ［担当グループ］ドロップダウンリストからグループを選択します。  

(3) ベンダーの割り当てを設定します。  

a  ［ベンダーの会社］ドロップダウンリストから、このテンプレートを使って

作成するインシデントが割り当てられる会社を選択します。  

b  ［ベンダー組織］ドロップダウンリストから組織を選択します。  

c  ［ベンダーグループ］ドロップダウンリストからグループを選択します。  

(4) ［保存］をクリックします。  

 

関係の設定  
 
テンプレートの［関係］タブに入力した値が、［インシデント］フォームの［関係］

タブで使われます。  
このタブで、インシデントを特定のCIに関連付けます。たとえば、電子メールの イン

シデント用のテンプレートでは、メールサーバーとの関係を設定します。ま た、プリ

ンタのインシデント用には、一般的な複数のプリンタとの関係を設定して  
おきます。この場合は、ユーザーがこのテンプレートを使用して［インシデント］ フ
ォームにインシデントを記録するときに、不必要な関係を削除します。  
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 関係を設定するには  
 

(1) ［Incidentテンプレート］フォームの［関係］タブをクリックします。  

 

図 14-14：インシデントテンプレートの［関係］タブ  

 
 

(2) ［リクエストタイプ］ドロップダウンリストで、［構成アイテム］を選択しま

す。 

［構成アイテム］しか選択できません。  

(3) ［検索］をクリックします。  

［CI関係の検索］フォームが表示されます。  
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図14-15：［CI関係の検索］フォーム 

 
 

 

(4) ［検索条件］の各タブのフィールドに情報を入力して［検索］をクリックしま

す。 ［CI］リストに検索結果が表示されます。  

(5) 適切な CIを選択します。  

(6) ［関係タイプ］ドロップダウンリストから、CIをインシデントテンプレートに

関連 付けるタイプを選択します。  

(7) ［関連付け］をクリックします。  

選択したCIがインシデントテンプレートに関連付けられたことを示すメッセ

ージ が表示されます。  

(8) 必要に応じて、手順5～7を繰り返し、別の CIを関連付けます。  

(9) ［CI関係の検索］フォームを閉じます。  

(10) ［保存］をクリックします。  

 

解決策の設定  
 
テンプレートの［解決］タブ入力した値が、［インシデント］フォームの［解決］タ

ブで使われます。  
通常は、記録した時点で解決できるインシデント用のテンプレートを作成する場合 だ
け、このタブを使用します。たとえば、パスワードの変更方法などのよくある質問の
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テンプレートで使用します。  
 

ヒント：サポートスタッフが問題を解決するときに見る情報を入力しておくと便利で

す。たとえば、プリンタの紙詰まりを調べる場所のリストを入力します。  
 

 解決策を設定するには  
 

(1) ［Incidentテンプレート］フォームの［解決］タブをクリックします。  

 

図 14-16：インシデントテンプレートの［解決］タブ  

 
 

(2) 解決策の詳しい説明を指定します。  

a  ［解決］フィールドに、インシデントの解決手順を入力します。  

b  ［解決方法］ドロップダウンリストから、インシデントの解決方法を選択し

ます。  

c  インシデントの原因を選択します。  

(3) ［解決製品カテゴリの選択］の各ドロップダウンリストから適切な値を選択し

ます。  

ここで選択する値によって、［解決カテゴリの選択］で選択できる値が決まり

ます。 

このカテゴリで、製品がどのように分類されるかを指定します。  

(4) ［解決カテゴリの選択］の各ドロップダウンリストから適切な値を選択します。 

このカテゴリでは、ドロップダウンリストを3つまで使用して、インシデント

の解決手順を指定します。解決方法より具体的ですが、［解決］フィールドに

直接入力した情報ほど詳しくありません。  

(5) ［保存］をクリックします。  

 

オーサリンググループの設定  
 
テンプレートのオーサリンググループとは、そのテンプレートを変更できるグループ

のことです。サポートグループ管理者の機能的役割またはインシデントを設定す る権

限を持っている場合は、テンプレートのオーサリンググループを指定できます。  
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メモ：インシデントを設定する権限を持っているユーザーは、オーサリンググループ

用のテンプレートを作成できます。オーサリンググループに属して いるユーザーだ

けが、テンプレートを変更できます。  
 

 テンプレートのオーサリンググループを設定するには  
 

(1) ［Incidentテンプレート］フォームの［オーサリンググループ］タブをクリッ

クします。  

 

図 14-17：［Incidentテンプレート］フォームの［オーサリンググループ］タブ  

 
 

(2) ［更新］をクリックします。  

［テンプレートサポートグループアソシエーション］ダイアログボックスが開

きます。  

 

図 14-18：［テンプレートサポートグループアソシエーション］ダイアログボックス  

 
 

(3) 次の手順に従って、グループを追加します。  

a  会社、サポート組織、サポートグループを選択します。  
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b  ［追加］をクリックします。  

(4) ［閉じる］をクリックし、［保存］をクリックします。  

 

メモ：サポートグループを削除するには、リストから削除するグループを選択して［削

除］をクリックします。  
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詳細設定オプション  
 
次の詳細設定オプションがあります。 
 

 規則 
 インシデントの優先度と重み 
 作業情報の設定  

 

規則  
 
会社のニーズに合ったインシデント管理規則を設定します。たとえば、割り当てエ ン
ジンでインシデントがどのように割り当てられるかを決める規則を作成します。  
 

 インシデントの規則を設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［インシデント管理］>［詳細設定オ

プション］>［規則］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［インシデントの規則］フォームが表示されます。  

(3) 既存の規則を変更するには、変更する規則を検索して開きます。  

 

図 14-19：インシデントの規則の例  

 
 

(4) この規則を適用する会社を選択します。すべての会社に適用する場合は、［グ

ロー バル］を選択します。  

(5) ［インシデント］フォームの各日付を変更できるかどうかを指定します。  

［変更可能な報告日］、［変更可能な応答日］、［変更可能な解決日］の各フィー



設定ガイド  

199  

ルドは、インシデントが解決された後や閉じた後で、［インシデント］フォー

ムにある 各日付を変更できるかどうかを示します。これらの日付を変更でき

るのは、インシ デントオーナーグループの「サポートグループマネージャ」

か「サポートグループリーダー」の機能的役割を持っているユーザーとインシ

デントマスターの権限を 持っているユーザーだけです。  

(6) インシデントの登録リクエストを作成するかどうかを選択します。このオプシ

ョンを［はい］に設定すると、ユーザーが［インシデント］フォームを提出し

たときに、対応する登録リクエストが作成されます。顧客は、リクエスト者コ

ンソールでこのリクエストを表示して、インシデントのステータスを確認でき

ます。  

(7) 必要に応じて、［説明］フィールドに規則の説明を入力します。  

(8) 割り当てエンジンを使用してインシデントを個人に自動的に割り当てるには、

次の手順に従います。  

a  ［割り当てエンジンの統合］を［はい］に設定します。 

b  適切な割り当てプロセスを選択します。  

 

次の表に、割り当てプロセスを示します。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割り当てエンジンの設定については、「自動割り当て」を参照してく ださい。  
 

(9) ［保存］をクリックします。  

  

インシデントの優先度と重み  
 
ユーザーがインシデントのインパクトと緊急度を選択すると、重み（数値）を使って

優先度の値が計算され、「重要」などの名前が付いた優先度が割り当てられます。  
 

重要：全会社で使用するインパクト、緊急度、優先度、重みをそれぞれ変更できます。

ただし、特定の会社だけの値を変更する場合は、その会社用の各値、重みの範囲、

優先度の計算式をすべて指定する必要があります。  

割り当てプロセス 説明 

キャパシティ 各個人のキャパシティは、［メンバー］フォームの［キャパシ

ティ評価］フィールドで指定されています。これは、比率を基

準に割り当てる方法です。たとえば、メンバーA のキャパシテ

ィが100 、メンバーB が200 の場合は、メンバーB はメンバー

A の2 倍のチケットを処理できるという意味です。割り当てエ

ンジンは、B には2 枚、A には1 枚という比率でチケットを割

り当てます。 

数 ［メンバー］フォームには、メンバーに割り当てられるチケッ

トの数が記録されています。この方法では、割り当て済みのチ

ケットの数が も少ないメンバーが選択されます。 

ラウンドロビン ［メンバー］フォームには、メンバーに 後に割り当てた時刻

が記録されています。この方法では、 後にインシデントを割

り当てられてから一番時間が経っているメンバーが選択され

ます。 
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特定の会社の設定値を変更する前に、必ず次のセクションに目を通してください。 
 

 インパクトの値 

 緊急度の値  

 重みの範囲  

 優先度  

 

インパクトの値  

 
ユーザーがインシデントのインパクトと緊急度を選択すると、重み（数値）を使って

優先度が計算されます。  
ここでは、インパクトの4つのレベルにそれぞれ数値を指定します。各レベルに重みを

設定できます。Incident Mangementには、全会社用（グローバル）の値と重みのセット

が付属しています。  
 

重要：インパクトのレベルに付ける重みを変更したら、優先度の計算式ごとにインパ

クトを選択し直す必要があります。詳細は、「優先度」を参照してください。  
 

 インパクトの値を設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［インシデント管理］>［詳細設定オ

プション］>［優先度と重みの範囲 - インパクト値］の順に選択し、［開く］

をクリッ クします。 

［インシデントのインパクト］フォームが表示されます。  

(3) 全会社用のインパクトの値を変更するには、その値を検索して開きます。  

 

図 14-20：インシデントのインパクトの設定例  

 
 

重要：特定の会社用の新しい値を作成する場合は、「インシデントの優先度と重み」

から、このセクション全体に目を通してください。  
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(4) 定の会社用の新しい値を作成するには、次の手順に従います。  

a  この値を使用する会社を選択します。  

b  適切なインパクトを選択します。  

(5) 適切な重みを入力または選択します。  

(6) 必要に応じて、［説明］フィールドに説明を入力します。  

(7) ［保存］をクリックします。  

 

緊急度の値  

 
ユーザーがインシデントのインパクトと緊急度を選択すると、重み（数値）を使って

優先度が計算されます。  
ここでは、緊急度の4つのレベルにそれぞれ数値を指定します。各レベルに緊急度を設

定できます。Incident Mangementには、全会社用（グローバル）の値と重みのセットが

付属しています。  
 

重要：緊急度のレベルに付ける重みを変更したら、優先度の計算式ごとに緊急度を選

択し直す必要があります。詳細は、「優先度」を参照してください。 
 

 緊急度を設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［インシデント管理］>［詳細設定オ

プション］>［優先度と重みの範囲 - 緊急度の値］の順に選択し、［開く］を

クリック します。  

［インシデントの緊急度］フォームが表示されます。  

(3) 全会社用の緊急度の値を変更するには、その値を検索して開きます。  

 

図 14-21：インシデントの緊急度の設定例  

 
 

重要：特定の会社用の新しい値を作成する場合は、「インシデントの優先度と重み」

から、このセクション全体に目を通してください。  
 

(4) 特定の会社用の新しい値を作成するには、次の手順に従います。  
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a  この値を使用する会社を選択します。  

b  適切な緊急度を選択します。  

(5) 適切な重みを入力または選択します。  

(6) 必要に応じて、［説明］フィールドに説明を入力します。  

(7) ［保存］をクリックします。  

 

重みの範囲  

 
ユーザーがインシデントのインパクトと緊急度を選択すると、重み（数値）を使って

優先度が計算されます。  
ここで設定する重みの範囲によって、［インシデント］フォームに表示される優先 度
の名前（「重要」など）が決まります。Incident Managementには、重みの範囲の セッ

トが付属しています。  
 

重要：重みの範囲を変更したら、使用する優先度の計算式ごとにインパクトと緊急度

を選択し直す必要があります。詳細は、「優先度」を参照してください。  
 

 重みの範囲を設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［インシデント管理］>［詳細設定オ

プション］>［優先度と重みの範囲 - 範囲］の順に選択し、［開く］をクリッ

クします。  

［インシデントの優先度（重み）の範囲］フォームが表示されます。  

(3) 全会社用の重みの範囲を変更するには、その範囲を検索して開きます。  

 

図 14-22：重みの範囲の設定例  

 
 

重要：特定の会社用の新しい範囲を作成する場合は、「インシデントの優先度と重み」

から、このセクション全体に目を通してください。  
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(4) 特定の会社用の範囲を作成するには、次の手順に従います。  

a  この重みの範囲を使用する会社を選択します。  

b  重みの範囲を定義する優先度を選択します。  

［重要］、［高］、［中］、［低］の4つの優先度から選択できます。  

(5) ［優先度の範囲］の［優先度（重み）の範囲1］で重みの範囲の下限を、［優先

度 （重み）の範囲2］で上限を指定します。  

(6) 必要に応じて、［説明］フィールドに説明を入力します。  

(7) ［保存］をクリックします。 

(8) 上記の手順を繰り返し、4つの各優先度の重みの範囲を設定します。  

 

優先度  

 
ユーザーがインシデントのインパクトと緊急度を選択すると、重み（数値）を使って

優先度の値が計算され、「重要」などの名前が付いた優先度が割り当てられます。  
［インシデントの優先度］フォームに、優先度の計算式が表示されます。Incident  
Managementには、全会社用の計算式のセットが付属しています。  
 

重要：インパクトや緊急度のレベルに付ける重み、または重みの範囲を変更した場合

は、優先度の計算式で使用するインパクトまたは緊急度を選択し直す必要 がありま

す。  
 

 優先度を設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［インシデント管理］>［詳細設定オ

プション］>［優先度と重みの範囲 - 優先度］の順に選択し、［開く］をクリ

ックします。  

［インシデントの優先度］フォームが表示されます。  

(3) 全会社用の優先度の計算式を変更するには、その式を検索して開きます。  
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図14-23：インシデントの優先度の設定例 

 
 

重要：特定の会社用の新しい計算式を作成する場合は、「インシデントの優先度と重

み」から、このセクション全体に目を通してください。  
 

(4) 特定の会社用の新しい計算式を作成するには、その式を使用する会社を選択し

ます。  

(5) ［インパクト］ドロップダウンリストからインパクトのレベルを選択します。  

［インパクト度］フィールドの値が、［インシデントのインパクトの設定］フ

ォームの現在の値に変わります。  

(6) ［緊急度］ドロップダウンリストから緊急度のレベルを選択します。 ［緊急

度（重み）］フィールドの値が、［インシデントの緊急度の設定］フォームの 現

在の値に変わります。  

(7) 必要に応じて、［説明］フィールドに説明を入力します。  

(8) ［保存］をクリックします。  

(9) 変更したインパクトと緊急度の重みが含まれている計算式ごとに、手順3～8を

繰り返します。  

 

作業情報の設定  
 
作業情報タイプを設定して、インシデントリクエストコンソールの［インバウンド］ フ
ィールドと［アウトバウンド］フィールドの合計に追加することができます。  
メモ：これらのフィールドは、ユーザーがインシデントの作業情報のタイプをすばや

く表示できるようにするための読み取り専用のカウンタです。  
 

 作業情報を設定するには  
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(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［インシデント管理］>［詳細設定オ

プション］>［作業情報のインバウンドおよびアウトバウンド通信］の順に選

択し、 ［開く］をクリックします。 

［作業情報の設定］フォームが表示されます。  

(3) 作業情報を設定する会社を選択します。全会社の作業情報を設定する場合は、

［グ ローバル］を選択します。  

(4) ［作業情報モジュール］ドロップダウンリストから、［Help Desk］または［リ

クエ スト管理］を選択します。  

(5) ［作業情報タイプ］ドロップダウンリストから、設定する作業情報のタイプを

選択 します。  

(6) ［コミュニケーションタイプ］ドロップダウンリストから、［インバウンド］

または ［アウトバウンド］を選択します。  

(7) ステータスを選択します。  

(8) ［保存］をクリックします。  
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１５章 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題管理の設定 

ここでは、問題管理に固有の機能を設定する方法を説明します。 次のトピックについて

説明します。  

 

 規則  

 問題の優先度と重み  
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規則  
 
会社のニーズに合った問題管理規則を設定します。この規則によって、割り当てエン

ジンで問題の調査、解決策データベースエントリ、既知エラーを割り当てる方法 が決

まります。  
 

 問題管理の規則を設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［問題管理］>［詳細設定オプション］

>［規則］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［問題の規則の設定］フォームが表示されます。  

(3) 既存の規則を変更するには、変更する規則を検索して開きます。  

 

図15-1：問題の規則の設定例 

 
 

(4) この規則を適用する会社を選択します。すべての会社に適用する場合は、［グ

ロー バル］を選択します。  

(5) ［説明］フィールドに、規則の簡単な説明を入力します。  

(6) 割り当てエンジンを使用して、問題の調査、既知エラー、解決策データベース

エントリを個人に自動的に割り当てるには、次の手順に従います。  

a  ［割り当てエンジンの統合］を［はい］に設定します。  

b  割り当てプロセスを選択します。  
 
問題、解決策データベースエントリ、既知エラーを、問題管理者または担当者

に割り当てるプロセスを選択できます。たとえば、［問題管理者の割り当てプ

ロセス （問題）］ドロップダウンリストでは、問題管理者に調査を自動的に割

り当てるプロセスを指定します。次の表に、割り当てプロセスを示します。  
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割り当てエンジンの設定については、「自動割り当て」を参照してください。  
 

(7) ［保存］をクリックします。  

 

割り当てプロセス 説明 

キャパシティ 各個人のキャパシティは、［メンバー］フォームの［キャパシテ

ィ評価］フィールドで指定されています。これは、比率を基準に

割り当てる方法です。たとえば、メンバーA のキャパシティが

100 、メンバーB が200 の場合は、メンバーB はメンバーA の2 

倍のチケットを処理できるという意味です。割り当てエンジン

は、B には2 枚、A には1 枚という比率でチケットを割り当てま

す。 

数 ［メンバー］フォームには、メンバーに割り当てられるチケット

の数が記録されています。この方法では、割り当て済みのチケッ

トの数が も少ないメンバーが選択されます。 

ラウンドロビン ［メンバー］フォームには、メンバーに 後に割り当てた時刻が

記録されています。この方法では、 後に変更リクエストを割り

当てられてから一番時間が経っているメンバーが選択されます。 
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問題の優先度と重み  
 
ユーザーが問題の調査または既知エラーのインパクトと緊急度を選択すると、重み 
（数値）を使って優先度の値が計算され、「重要」などの名前が付いた優先度が割り 当
てられます。  
 

重要：全会社で使用するインパクト、緊急度、優先度、重みをそれぞれ変更できます。

ただし、特定の会社だけの値を変更する場合は、その会社用の各値、重みの範囲、

優先度の計算式をすべて指定する必要があります。  
 
特定の会社の設定値を変更する前に、必ず次のセクションに目を通してください。  
 

 問題のインパクト  
 問題の緊急度  
 問題の重みの範囲  
 問題の優先度  

 

問題のインパクト  
 
ユーザーが問題の調査または既知エラーのインパクトと緊急度を選択すると、重み 
（数値）を使って優先度が計算されます。  
ここでは、インパクトの4つのレベルにそれぞれ数値を指定します。問題の調査と 既
知エラーの両方で、各レベルに重みを設定できます。Problem Mangementには、 全会

社用（グローバル）の値と重みのセットが付属しています。  
 

重要：インパクトのレベルに付ける重みを変更したら、優先度の計算式ごとにインパ

クトを選択し直す必要があります。詳細は、「問題の優先度」を参照してください。  
 

 インパクトを設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［問題管理］>［詳細設定オプション］

>［優先度と重みの範囲 - インパクト値］の順に選択し、［開く］をクリック

します。  

［問題のインパクトの設定］フォームが表示されます。  

(3) 全会社用のインパクトの値を変更するには、その値を検索して開きます。  
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図 15-2：［問題のインパクトの設定］フォーム  

 
 

重要：特定の会社用の新しい値を作成する場合は、「問題の優先度と重み」から、こ

のセクション全体に目を通してください。  
 

(4) 特定の会社用の新しい値を作成するには、次の手順に従います。  

a  ［フォーム名］ドロップダウンリストから、このインパクト値を問題の調査

と既知エラーのどちらに適用するかを選択します。  

 

メモ：両方に適用する場合は、［問題の調査］フォーム用と［既知エラー］フォーム

用に 2 つのインパクト値を作成する必要があります。  
 

b  この値を使用する会社を選択します。  

c  適切なインパクトを選択します。  

(5) 適切な重みを入力または選択します。  

(6) 必要に応じて、［説明］フィールドに説明を入力します。  

(7) ［保存］をクリックします。  

 

問題の緊急度  
 
ユーザーが問題の調査または既知エラーのインパクトと緊急度を選択すると、重み 
（数値）を使って優先度が計算されます。  
ここでは、緊急度の4つのレベルにそれぞれ数値を指定します。問題の調査と既知 エ
ラーの両方で、各レベルに重みを設定できます。Problem Mangementには、全会社用（グ

ローバル）の値と重みのセットが付属しています。  
 

重要：緊急度のレベルに付ける重みを変更したら、優先度の計算式ごとに緊急度を選

択し直す必要があります。詳細は、「問題の優先度」を参照してください。  
 

 緊急度を設定するには  
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(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［問題管理］>［詳細設定オプション］

> ［優先度と重みの範囲 - 緊急度の値］の順に選択し、［開く］をクリックし

ます。  

［問題の緊急度の設定］フォームが表示されます。  

(3) 全会社用の緊急度の値を変更するには、その値を検索して開きます。  

 

図 15-3：問題の緊急度の設定例  

 
 

重要：特定の会社用の新しい値を作成する場合は、「問題の優先度と重み」から、こ

のセクション全体に目を通してください。  
 

(4) 特定の会社用の新しい値を作成するには、次の手順に従います。  

a  ［フォーム名］ドロップダウンリストから、この緊急度の値を問題の調査と

既知エラーのどちらに適用するかを選択します。  

b  この値を使用する会社を選択します。  

c  適切な緊急度を選択します。  

(5) 適切な重みを入力または選択します。  

(6) 必要に応じて、［説明］フィールドに説明を入力します。  

(7) ［保存］をクリックします。  

 

問題の重みの範囲  
 
ユーザーが問題の調査または既知エラーのインパクトと緊急度を選択すると、重み 
（数値）を使って優先度が計算されます。  
ここで設定する重みの範囲によって、問題の調査または既知エラーで表示される優 先
度の名前（［重要］など）が決まります。Problem Managementには、重みの範囲のセ

ットが付属しています。  
 

重要：重みの範囲を変更したら、使用する優先度の計算式ごとにインパクトと緊急度

を選択し直す必要があります。詳細は、「問題の優先度」を 参照してください。  
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 重みの範囲を設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［問題管理］>［詳細設定オプション］

> ［優先度と重みの範囲 - 範囲］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［問題の優先度（重み）の範囲の設定］フォームが表示されます。  

(3) 全会社用の重みの範囲を変更するには、その範囲を検索して開きます。  

 

図15-4：問題調査の重みの範囲の設定例 

 
 

重要：特定の会社用の新しい範囲を作成する場合は、「問題の優先度と重み」から、

このセクション全体に目を通してください。  
 

(4) 特定の会社用の新しい値を作成するには、次の手順に従います。  

a  ［フォーム名］ドロップダウンリストから、この重みの範囲を問題の調査と

既知エラーのどちらに適用するかを選択します。  

b  この重みの範囲を使用する会社を選択します。  

c  重みの範囲を定義する優先度を選択します。  

［重要］、［高］、［中］、［低］の4つの優先度から選択できます。  

(5) ［範囲設定］で、重みの範囲の下限（優先度（重み）の範囲1）と上限（優先

度 （重み）の範囲2）を入力または選択します。  

(6) 必要に応じて、［説明］フィールドに説明を入力します。  

(7) ［保存］をクリックします。  

(8) 上記の手順を繰り返し、問題調査と既知エラーの4つの優先度に付ける重みの

範囲を設定します。  

 

問題の優先度  
 
ユーザーが問題の調査または既知エラーのインパクトと緊急度を選択すると、重み 
（数値）を使って優先度の値が計算され、「重要」などの名前が付いた優先度が割り  
当てられます。 ［問題の優先度の設定］フォームに優先度の計算式が表示されます。

Problem  Managementには、全会社用の計算式のセットが付属しています。  
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重要：インパクトや緊急度のレベルに付ける重み、または重みの範囲を変更した場合

は、優先度の計算式で使用するインパクトまたは緊急度を選択し直す必要がありま

す。  
 

 優先度を設定するには  
 
(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［問題管理］>［詳細設定オプション］

> ［優先度と重みの範囲 - 優先度］の順に選択します。  

［問題の優先度の設定］フォームが表示されます。  

(3) 全会社用の優先度の計算式を変更するには、その式を検索して開きます。  
 

図 15-5：問題の優先度の設定例   

 
 

重要：特定の会社用の新しい計算式を作成する場合は、「問題の優先度と重み」から、

このセクション全体に目を通してください。  
 

(4) 特定の会社用の新しい計算式を作成するには、次の手順に従います。  

a  ［フォーム名］ドロップダウンリストから、この計算式を問題の調査と既知

エラーのどちらで使用するかを選択します。  

b  この計算式を使用する会社を選択します。  

(5) ［インパクト］ドロップダウンリストからインパクトのレベルを選択します。

インパクトの重みが、［問題のインパクトの設定］フォームの現在の値に変わ

り ます。  

(6) ［緊急度］ドロップダウンリストから緊急度のレベルを選択します。 緊急度

の重みが、［問題の緊急度の設定］フォームの現在の値に変わります。  

(7) 必要に応じて、［説明］フィールドに説明を入力します。  

(8) ［保存］をクリックします。  

(9) 変更したインパクトと緊急度の重みが含まれている計算式ごとに、手順3～8を

繰 り返します。  
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１６章 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リクエスト者コンソール の設定  

リクエスト者コンソールは、Incident Managementアプリケーションのフロントエンドと

して機能します。このコンソールを使って、変更リクエストやインシデントをすばやく登

録できます。ユーザーが  

リクエスト者コンソールを使用できるようにするには、この章の説明に従って設定 する

必要があります。  

次のトピックについて説明します。  

 

 リクエスト者コンソール設定の概要  

 アプリケーションの設定  

 サマリーの定義  

 アンケートの設定  

 リクエストの規則の設定  
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リクエスト者コンソール設定の概要   
 
リクエスト者コンソールを設定する手順は、次の2つに分かれています。  
 

 手順1ユーザーを設定します。  
 手順2他の必要な設定をおこないます。  

 
この設定をおこなえるのは、会社の規模や管理体制によって異なりますが、必要な 権
限を持っているアプリケーション管理者と各設定用の適切な権限を持っている ユー

ザーです。  
まず、リクエスト者コンソール用のユーザーを設定します。次の2種類のユーザーが、

リクエスト者コンソールを使用します。ユーザーまたはリクエスト者は、IT 組織のサ

ポートを必要とします。リクエスト者コンソールマスターは、全リクエス トを表示し、

正しく処理できなかったリクエストとエラーになったリクエストの対 応措置を取り

ます。  
権限についての詳細は、「５章 権限と役割」を参照してください。メンバーへの権限

の割り当てについては、「サポートスタッフメンバーのプロファイルの作成」を参照

してください。  
 

重要：リクエスト者コンソールを使用するには、「一般」というタイプのグループ割

り当てを設定する必要があります。詳細は、「グループの割り当て」を参照してく

ださい。  
 

リクエスト者コンソールを使用するユーザーの設定  
 
リクエスト者コンソールのユーザーとは、通常、ITサポートスタッフのサポート が必

要な従業員を指します。リクエスト者とは、何かを変更してもらったりインシデント

を解決してもらう必要がある社員のことです。つまり、組織のメンバーなら 誰でもリ

クエスト者になる可能性があります。  
リクエスト者コンソールにアクセスしてサービスリクエストを登録するユーザーの 
権限には、次の3種類があります。  
 

 リクエスト者コンソールマスター：サービスリクエストのトラブルシューティ

ングを担当します。他のユーザーが登録したリクエストを表示できます。この

権限を持っているユーザーには、イベントまたはリクエストを表示してトラブ 
ルシューティングするコマンドイベントのマスター権限が自動的に付きます。  

 登録ユーザー：［メンバー］フォームで定義されているユーザー。ログイン情

報を持っています。  
 不明ユーザー：［メンバー］フォームで定義されていますが、ログイン情報は

持っていないユーザーです。  
 
不明ユーザーがリクエスト者コンソールにアクセスできるようにするには、次の手順

に従います。  
 

 AR Systemの［ゲストユーザーを許可］オプションを選択します。  
  AR Systemの登録者ロックモードを有効にし、読み取り専用ライセンスを持っ
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ているユーザーがリクエストをキャンセルしてアンケートに回答できる よう

にします。 
 テナンシーモードを［シングルテナンシー］に設定します。詳細は、「システ

ム設定」を参照してください。  
 ［不明ユーザーを許可］オプションを［はい］に設定し、ログイン情報を追加

します。  
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アプリケーションの設定  
 
リクエスト者コンソールの一般的なアプリケーション設定をおこなうには、リクエ ス
ト管理の［アプリケーションの設定］フォームを使います。このフォームで、マルチ

テナンシーモードを使うか、それとも単一のデフォルトの会社だけを使うかを 決めま

す。不明ユーザーがリクエスト者コンソールにアクセスしてサービスリクエ ストを登

録できるようにするかどうかや、リクエスト者コンソールをフロントエン ドアプリケ

ーションとして使用するかどうかも指定します。  
 

 アプリケーションを設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［リクエスト者コンソール］>［構成］

> ［アプリケーションの設定］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

リクエスト管理の［アプリケーションの設定］フォームが表示されます。  

 

図 16-1：［アプリケーションの設定］フォーム  
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(3) 次の必須フィールドに情報を入力します。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(4) ［保存］をクリックします。  

 

フィールド名 説明 

テナンシーモ

ード 

 ［マルチテナンシー］が表示される場合は、［会社］フィールドでアク

セスを制御しています。 

メモ：この場合は、不明ユーザーはシステムにアクセスできません。 

   登録ユーザーだけがアクセス権を持っています。 

 ［シングルテナンシー］が表示される場合は、デフォルトの会社だけ

を使用しています。 

会社 ［テナンシーモード］フィールドが［シングルテナンシー］になっている場

合は、このフィールドにデフォルトの会社の名前が表示されます。 

不明ユーザー

を許可 

不明ユーザーを許可［テナンシーモード］フィールドに［シングルテナンシ

ー］と表示される場合だけ、［はい］または［いいえ］を選択します。 

 ［テナンシーモード］フィールドに［マルチテナンシー］と表示され

る場合は、このフィールドが［いいえ］になっています。 

［テナンシーモード］フィールドに［シングルテナンシー］が表示され、こ

のフィールドで［はい］を選択した場合は、プロキシのログイン情報を指定

します。 

デフォルトリ

ク エ ス ト ID 

テキスト 

リクエスト者コンソールの［自分のリクエスト］テーブルの［リクエストID］

カラムに、バックエンドアプリケーションからリクエストID が送られる前に

表示するデフォルトのテキスト（「進行中」など）を指定します。このカラム

には、変更（CRQ） またはインシデント（INC）のインスタンスID が表示さ

れます。ユーザーがリクエストを登録してからバックエンドアプリケーショ

ンがリクエストを作成するまでの間、指定したデフォルトのテキストが表示

されます。 

リクエスト者

コンソールの

有効化 

［はい］または［いいえ］を選択します。 

 ［はい］を選択した場合は、リクエスト者コンソールが、バックエン

ドアプリケーションにリクエストを登録するリクエスト者のフロント

エンドアプリケーションになります。 

 ［いいえ］を選択した場合は、リクエスト者またはサポートスタッフ

が［変更］または［インシデント］フォームで直接リクエストを登録

する必要があります。 
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サマリーの定義 
 
［サマリーの定義］フォームを使用して、リクエストウィザードで使用するリクエ ス
トのサマリーを定義します。定義したサマリーが、リクエストウィザードの［サマリ

ー］リストに表示されます。リクエスト者は、サービスリクエストを作成する ときに、

このリストから選択します。  
 

メモ：サマリーを定義するには、Summary Definition Config 権限か  Request  
Console Master 権限が必要です。インシデントや変更の設定できる権限を 持ってい

るユーザーには、サマリーを定義する権限が自動的に付きます。  
  

重要：サマリーを定義する前に、カテゴリの値が設定済みであることを確認してくだ

さい。カテゴリは、［運用カタログの設定］フォームで設定します。  
 

 サマリーを定義するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［リクエスト者コンソール］>［構成］

> ［サマリーの定義］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［サマリーの定義］フォームが表示されます。  

 

図 16-2：［サマリーの定義］フォーム  
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(3) 次の必須フィールドに情報を入力します。  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 必要に応じて、次のフィールドに情報を入力します。  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ［保存］をクリックします。  

 

フィールド名 説明 

サマリー リクエストのサマリー（「パスワードのリセット」など）を入力し 

ます。 

サマリーカテ

ゴリ 

サマリーのカテゴリ（「アカウントへのアクセス」など）を入力または選択し

ます。 

リクエスト者コンソールを使用するメンバーにわかりやすい方法 

でサマリーを分類してください。上の例では、リクエストする 

ユーザーが、［サマリー］リストから［アカウントへのアクセス］  

>［パスワードのリセット］の順に選択します。［アカウントへの 

アクセス］カテゴリを、新しいアカウント作成リクエストで使うように設定

してもかまいません。 

会社 このサマリーを使用できる会社を選択します。ゲストユーザーを含むすべて

の会社がこのサマリーを使用できるようにするには、［グローバル］を選択し

ます。 

リクエストタ

イプ 

このサマリーを選択するリクエストのタイプを、次の中から選択します。 

• インシデント：インシデントリクエストを作成するときに使用します

（Incident Management をインストールする必要があります）。• 変更：変更

リクエストを作成するときに使用します（Change Management をインストー

ルする必要があります）。 

インパクト このサマリーのインパクトを選択します。 

インパクトは、サービスリクエストを処理する方法によって異なります。た

とえば、1 人のユーザーのコンピュータにソフトウェアをインストールする

サービスリクエストのインパクトレベルは［小規模・局所的］、部署または会

社にソフトウェアをインストールするサービスリクエストのインパクトレベ

ルは［大規模・広範囲］または［重大・全体的］になります。 

システムのス

テータス 

［アクティブ］または［インアクティブ］を選択します。 

フィールド名 説明 

説明 サマリーの定義の説明を入力します。 

カテゴリ2  

カテゴリ3  

会社で運用カテゴリのカテゴリ2 やカテゴリ3 がすでに設定されている場合

は、サマリーの定義を細かく分類できます。たとえば、カテゴリ1 が「イン

フラサービス」、カテゴリ2 が「パスワード」になっている場合は、カテゴリ

3 を「Exchange Server 」にします。 

キーワードの

定義 

このサマリーのキーワードを入力します。このキーワードは、解決策データ

ベースでインシデントの解決策を検索するときに使われます。ただし、

Problem Management をインストールして、解決策データベースエントリに特

定のカテゴリ値を設定しておく必要があります。 

たとえば、「パスワードのリセット」というサマリーのキーワードを「パスワ

ード」に設定します。 
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アンケートの設定 
 
［アンケートの質問の設定］フォームを使用して、リクエスト者に対するアンケー ト
の質問を設定します。アンケートは、商務やITサービスの管理者が、顧客の満 足度や

サービスデスクの実績を調べるときに使います。  
特定の会社向けのアンケートを設定することも、すべての会社用（［グローバル］ を
選択）のアンケートを設定することもできます。  
 

メモ：このフォームにアクセスするには、Requester Console Config 権限か Requestor 
Console Master 権限が必要です。  

 

 アンケートを設定するには  
 

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［リクエスト者コンソール］>［構成］

> ［アンケートの設定］の順に選択し、［開く］をクリックします。  

［アンケートの質問の設定］フォームが表示されます。  

 

図 16-3：［アンケートの質問の設定］フォーム  

 
 

(3) このアンケートを実施する会社を選択するか、すべての会社用にする場合は、

［グローバル］を選択します。  

(4) ［リクエストタイプ］ドロップダウンリストから、［インシデント］を選択し

ます。  

［リクエストタイプ］を［インシデント］に設定すると、ユーザーがインシデ

ントリクエストにマッピングされたサマリーの定義を選択した場合にアンケ

ート を受け取ります。  

(5) 4つの質問フィールドに、リクエスト者に回答してもらう質問を入力します。 

質問を4つまで入力できますが、［質問1］だけが必須フィールドです。 

(6) ［保存］をクリックします。  
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リクエストの規則の設定  
 
［リクエストの規則］フォームを使用して、会社ごとにリクエストとアンケートを 自
動的に完了する規則を設定します。  
 

メモ：このフォームにアクセスするには、リクエスト者コンソールを構成する権限か

リクエスト者コンソールのマスター権限が必要です。  
 

 リクエストの規則を設定するには 
  

(1) アプリケーション管理コンソールの［カスタム構成］タブをクリックします。  

(2) ［アプリケーションの設定］リストから、［リクエスト者コンソール］>［リク

エスト 者コンソールのオプション］>［規則］の順に選択し、［開く］をクリ

ックします。  

(3)  ITのホームページで、［アプリケーション管理コンソール］リンクをクリック

します。  

［リクエストの規則］フォームが表示されます。  

 

図 16-4：［リクエストの規則］フォーム  

 
 

(4) 既存の規則を変更するには、その規則を検索します。 ITSMには、全会社用（グ

ローバル）のリクエストの規則が付属しています。   

(5) この規則を適用する会社を選択します。  

(6) ステータスを選択します。  

(7) アンケートの規則を定義します。  

 アンケートの有効化：リクエストの処理の完了後、リクエスト者がアンケート

を受け取るようにする場合は、［はい］を選択します。  
 終アンケート日数： 後のアンケートが回答されてから何日後にアンケート

を送信するかを選択します。  
(8) 必要に応じて、説明を入力します。  

(9) ［保存］をクリックします。  
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