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概要 

IT サービスマネジメントは、ビジネス部⾨が必要とする適切な IT サービスを安定的に提供するための管理活動全
般を指すものである。ビジネスが多様化する中で IT 部⾨には、従来のシステムの開発・構築・運⽤という役割だけ
ではなく、IT 部⾨の視点からビジネスを理解しそのビジネスの発展に貢献することが求められることから、IT サー
ビスマネジメントの視点が⽋かせなくなっている。本講義では、まずサービスマネジメントとは何かという視点を
学ぶ。その上で IT におけるサービスマネジメントについてのベストプラクティスである ITIL をもとに講義を進め、
システム運⽤管理に必要となる実践的知識を交えながら、いくつかの IT サービスの事例を通して IT サービスマネジ
メントをどのように⾏うべきかを検討する。

⽬的・狙い 

本講義の受講を通して、サービスマネジメントの基本的な考え⽅を理解した上で、IT におけるサービスマネジメ
ントのベストプラクティスである ITIL をもとに知識習得を図る。さらには、習得した知識を活かし、IT  サ―ビスの
事例をもとに具体的なアプローチについて検討することで、知識だけではなく、IT サービスマネージャに必要な実
践的な対応スキルの習得も⽬指す。

修得できる知識単位:       

（A2）K‐09‐22‐01:    経営・組織論（レベル  4）経営管理、PDCA、経営組織 

（A2）K‐06‐15‐01:    サ―ビスマネジメント（レベル  4）サ―ビスライフサイクル、ITIL、サ―ビスレベル合意書（SLA） 
（A3）K‐06‐15‐02:    サ―ビスの設計・移⾏（レベル  4）    サ―ビスの計画、サ―ビスの設計・開発、移⾏ 

（A3）K‐06‐15‐03:    サ―ビスマネジメントプロセス（レベル  4）    サ―ビス提供プロセス、関係プロセス 

（A3）K‐06‐15‐04:    サ―ビスの運⽤（レベル  4）システム運⽤管理、運⽤オペレ―ション、サ―ビスデスク 

（A3）K‐06‐15‐05:    ファシリティマネジメント（レベル  4）設備管理、施設管理 

（A4）K‐04‐12‐08:    導⼊（レベル  4）システム⼜はソフトウェアの導⼊計画の作成、導⼊の実施 

（A4）K‐04‐12‐09:    受⼊れ⽀援（レベル  4）システム⼜はソフトウェアの受⼊れレビュ―と受⼊れテスト 

（A4）K‐04‐12‐10:    保守・廃棄（レベル  4）システム⼜はソフトウェアの保守の形態、保守の⼿順 

前提知識 

（履修条件） 
特に前提知識は問わない。 

到達⽬標 

上位到達⽬標 

・サービスマネジメントの視点を持ってビジネスに取り組むことができる。
・ITIL を活⽤して IT 部⾨の IT サ―ビスマネージャを務めることができる。
最低到達⽬標 

・サービスマネジメントの基本的な内容を理解する。
・ITIL の基本的な内容を理解する。

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ―
対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ○  発問とディスカッションを多⽤した講義形式 

実習・演習（個⼈）  ○  事例をもとに IT サービスマネジメントの視点で解決を試みる 

実習・演習（グループ）  ―
サテライト開講授業 ―
その他  ―

授業外の学習 
・講義後に配布するワークシート（簡単な質問や感想等）に回答する。
・必要に応じて次回講義（特に演習）に必要となる簡単なタスクを課す。

授業の内容 

・講義の進め⽅は、配布するレジュメに基づき解説、事例研究、演習・議論の流れで進める。
・事例をもとに個⼈演習を実施し、その内容をもとに講義内でディスカッションを⾏う。
※本講義は ITIL  v3 に準拠するが、2019 年に ITIL4 が公開されるため、講義時点で明らかとなった点については可能
な範囲で補⾜を⾏う。



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 
オリエンテーション、授業の概要と特?の説明、評価?法の解説  、全授業テーマの紹
介、サービスマネジメントの概要、ITIL の体系説明 

―  対⾯ 

第 2 回 

サービスマネジメント概論（１）︓サービスの捉え⽅
IT サービスマネジメントにおけるサービスを論じる前提として、サービスとは何か
について IT 部⾨以外の観点も踏まえて説明する。

―  対⾯ 

第 3 回 

サービスマネジメント概論（２）︓サービスマネジメントとは
前回講義で学んだサービスに対する理解をもとに、それを維持し発展させていくた
めに必要となるサービスマネジメントについて検討する。

―  対⾯ 

第 4 回 

サービスマネジメント概論（３）︓サービスマネジメントシステム
代表的なサービス産業におけるサービスマネジメントシステムの事例研究を⾏い、
その特徴を検討する。

―  対⾯ 

第 5 回 
ITIL に基づく IT  サ―ビスマネジメントのライフサイクル（１） 

サービスストラテジについて学ぶ【個⼈演習課題あり】 ―  対⾯ 

第 6 回  個⼈演習課題の内容をもとにディスカッションを⾏う。  ―  対⾯ 

第 7 回 
ITIL に基づく IT  サ―ビスマネジメントのライフサイクル（２） 

サービスデザインについて学ぶ【個⼈演習課題あり】 ―  対⾯ 

第 8 回  個⼈演習課題の内容をもとにディスカッションを⾏う。  ―  対⾯ 

第 9 回 
ITIL に基づく IT  サ―ビスマネジメントのライフサイクル（３） 

サービストランジションについて学ぶ①
―  対⾯ 

第 10 回 
ITIL に基づく IT  サ―ビスマネジメントのライフサイクル（４） 

サービストランジションについて学ぶ②【個⼈演習課題あり】 ―  対⾯ 

第 11 回  個⼈演習課題の内容をもとにディスカッションを⾏う。  ―  対⾯ 

第 12 回 
ITIL に基づく IT  サ―ビスマネジメントのライフサイクル（５） 

サービスオペレーションについて学ぶ① ―  対⾯ 

第 13 回 

ITIL に基づく IT  サ―ビスマネジメントのライフサイクル（６） 

サービスオペレーションについて学ぶ②
継続的サービス改善について学ぶ【個⼈演習課題あり】

―  対⾯ 

第 14 回  個⼈演習課題の内容をもとにディスカッションを⾏う。  ―  対⾯ 

第 15 回  本講義全体のまとめ  ―  対⾯ 

試験  最終試験︓講義内容に関する論述試験を実施する。  ―  対⾯ 

成績評価 

次の３つのポイントで評価する(合計 100  点満点) 

講義後ワークシート提出 １５点（１点×１５回） 

個⼈演習課題提出 ６０点（1５点×４回。ただし、１回以上の提出は必須とする） 

最終試験２５点 

教科書・教材  適宜 LMS で配布する。 

参考図書  必要に応じて講義中に指⽰する。 




