サービス概要

HP Service Anywhere
Foundation Service
あらゆる場所でITサービスデスクを実現
HP Service Anywhereは、クラウドベースの え、ソースの異なるコミュニティナレッジの
サービスデスクソリューションです。このas 管理もサポートされています。
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ン型セルフサービスポータルによってもたら は次のとおりです。
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データとアナリティクスのテクノロジーが組 • ガイド付き設計のワークショップ
• 以下のHP Service Anywhereモジュールの構
み込まれています。
成:
Service Anywhereは、従業員向けセルフサービ
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– インシデント管理
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ダーなど、サービスデスクに求められる機能
– 問題管理
を提供します。これらの基本機能は、強力な
– 変更管理
アナリティクス機能、およびHP Service Manag
erやソフトウェアライセンス管理機能との容 • コア参照データの読み込み
易な統合により強化されています。また、Se • 送信メールの統合
rvice Anywhereはサービスカタログ (要求の管 • 従業員セルフサービスのチケット発行の
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設定
サポートするサービス資産と構成の管理な
• すぐに使用できる機能の小規模な修正
ど) も提供します。ベンダー契約と在庫の管
理機能も提供しています。上記に加え、時と • 本 番 環 境 の 稼 働 開 始 お よ び 開 始 後 の サ
ポート
場所を選ばずにアクセスが可能なタブレット
/スマートフォンとの互換性を備え、直感的
で操作性に優れた最新のユーザーインター
フェイスをご利用いただけます。
サービスデスクはHP Service Anywhereに組み
込まれているベストプラクティスを実践する
ことで、HPが培ってきたITサービス管理 (ITS
M) の経験を活用できます。

サービスの概要
HP Service Anywhere Foundation Serviceでは、
わずか45日間でService Anywhereヘルプデスク
の幅広いサービスの展開が可能です。初めて
導入されるお客様を対象とした定額制・低コ
ストのこのサービスは、ITチームがセルフ
サービス機能 (堅牢な従業員セルフサービス
プロセスやサービス要求プロセスなど) を装
備するのに必要なベースライン実装を提供し
ます。インシデント、問題、変更の管理に加

• プロジェクト管理と技術面の監督

このサービスでは、フォームにカスタム
フィールドを追加するといった小さな修正が
可能です。カスタムフィールドの総数など、
Service Anywhereによって課される制限がこの
サービスの制限となります。プロセスフロー
に影響が及ぶ大規模な変更を行うには、別の
サービスが必要になります。

顧客満足度の向上
助けを求めようとしている時にシステムの操
作がうまくいかない場合、ユーザーのイライ
ラや不満は募る一方です。そこで、HPのベス
トプラクティスに基づいて構成された (ソー
シャルメディアやエンドユーザーコラボレー
ションなどの) インタラクティブ機能が搭載
された最新の魅力的なユーザーインターフェ
イスを提供できれば、ユーザーのITエクスペ
リエンスの進化と企業イメージの向上につな
がります。
実装コストの削減
as-a-serviceの実装において、インフラストラ
クチャの導入もソフトウェアのインストール
も一切不要です。ITILおよびHPのベストプラ
クティスが組み込まれているので、プロセス
の設計に時間を費やす必要がありません。す
ぐに使用できる機能から始めて、その後HPの
専門家の助けを借りて微調整を行ってくださ

ユーザーエクス
ペリエンスの向上

ソーシャルIT

ビッグデータ
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サービスの説明
トレーニング
最初のステップとして製品トレーニングを受
けることで、実装の効果が最大化され、可能
な限り迅速に自律型の運用が可能になります。
事前作業

メリット
価値実現の迅速化

HPはお客様との共同作業を通じて現在の環境
を把握したうえで、HP Service Anywhereの展
開で必要になるデータの収集をサポートしま
す。

HP Service Anywhere Foundation Serviceは定額
契約のサービスであり、サービスデスクの実 ガイド付き設計
装に伴う長期的な設計作業が不要になります。 HPでは対話型ワークショップの形式を用いて、
このサービスは、出来る限り迅速に基本機能 お客様の参照データを見直し、プロセスの実
を確立して、お客様のメリットを早期に実現 地検証を行い、小規模なシステム修正が必要
することを重視したものです。
かどうかを決定します。
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製品構成

サービス資産/構成管理 (SACM)

分析とレポート作成

HPはお客様のニーズに合わせてHP Service Any
whereの構成をカスタマイズします。参照
データとユーザーアカウントがシステムに読
み込まれた後、HPの専門家がフォームやプロ
セスフローに対して必要な変更を加えます。

このサービスでカスタム設定を行うことで、
資産追跡が可能になります。これにより、資
産の場所、使用者、および現在のステータス
を迅速に把握できます。UCMDBが必要です。

このサービスは対象のレポートとダッシュ
ボードを設定します。顧客のKPIに対応する
よう設定が許可されているアナリティクスを
更新します。

UCMDBとの統合

リリース管理

このサービスは、REST APIを介したオンプレ
ミスブリッジを使用して、構成アイテム (CI)
をHP UCMDBとHP Service Anywhereの間で受け
渡しできるようにする統合を実装します。

このサービスでは、Release Managementモ
ジュールの実装と構成ができます。

引き継ぎ
HPは、システムが期待通りに機能することを
確認するユーザーテストのサポートなど、本
番稼働に向けて準備を整えます。HPがすべて
の成果物を確認し、すべての承認を取得しま
す。本番稼働の開始後は、実装後サポートを
提供すると共に、次のステップを見極めて実
行していきます。

オプションのサービス拡張
サービスカタログとフルフィルメント
このサービスには、サービス要求管理とフル
フィルメントの各プロセスの実装と構成が含
まれます。このサービスを使用することで、
サービスカタログの内容の定義、構造化、お
よびパブリッシュが容易になります。
ジェネリックケースエクスチェンジ
このサービスでは、中間スクリプトツールと
APIを使用して、Service Anywhereから別のITS
Mツールへのカスタム統合が可能です。Incide
nt Management (インシデント管理)、Change M
anagement (変更管理)、またはRequest Manage
ment (要求管理) で使用するマッピングとユー
スケースを作成できます。
Service Anywhere—Service Managerインシデ
ントエクスチェンジ
このサービスは、中間スクリプトツールとRE
ST APIを使用して、Service AnywhereとService
Manager (SM9.34+) との間のIncident Manageme
ntの双方向統合を実装します。
Propel: Service Anywhere – Service Manager
インシデントエクスチェンジ
このサービスは、プラグアンドプレイ方式の
サービスオーケストレーションメッセージバ
スとしてのPropel Service ExchangeとREST API
を使用して、Service AnywhereとService Manag
er (SM9.34+) との間のIncident Managementの双
方向統合を実装します。

メールニュース配信登録
hp.com/go/getconnectedjp

変更カレンダー
Change Management Calendar向けの実装/構成
サービスを使用することで、変更の今後のス
ケジュールを可視化し、保守期間を迅速に特
定できるようになります。
ベンダー契約管理
このサービス拡張を使用することで、契約管
理機能の実装と構成が可能になり、すべての
ベンダー契約をライフサイクル全体を通じて
容易に管理できるようになります。
IT資産管理
このサービスでは、在庫管理プロセスの実装
と構成ができます。
Service Anywhere向けUniversal Discovery
このサービスは、資産のインベントリ管理と
Service Anywhereへの資産の追加を行うUnivers
al Discoveryを実装します。

調査の作成
このサービスでは、顧客要件ごとに選択され
ている満足度調査を定義・設定できます。
RDP: インシデント管理へのサポート要求に対
するサービス要求
このRepeatable Deployment Package (RDP) サー
ビスは、顧客提供のユースケースに対するサ
ポート要求プロセスに関して、プロセスおよ
びツールのワークショップを提供します。
RDP: UCMDBとの統合
このRepeatable Deployment Package (RDP) サー
ビスは、UCMDBとService Anywhereの統合の構
成に関して、プロセスおよびツールのワーク
ショップを提供します。
変更管理 (MOC)
このサービスは、組織全体のHP Service Anywh
ereへの移行が確実に実行されるよう、移行
に伴う潜在的な影響や障害を特定するのに役
立ちます。

ソフトウェアライセンスの最適化
このサービスは、ソフトウェアライセンス管
理を行う基本的なプロセスを実装します。
BSM OMiの双方向統合

HP Softwareプロフェッ
ショナルサービスの特長

このサービスは、BSM OMiとService Anywhere HPは、ITサービス管理のコンサルティング、
の間でのインシデント統合機能を実装します。 ソリューション設計、実装サービス、教育/
ユーザーは、運用管理イベントからインシデ サポートサービスの卓越した機能を包括的に
ントを直接オープンして更新したり、インシ 提供することで、高品質なアプリケーション
デント更新時にOMiベースのCI詳細情報を更新 の提供や導入を迅速化します。
したりできます。
Idea + Proposal Management (PPM)
このサービスは、PPM Idea Proposal Manageme
ntモジュールの実装と構成の機能を提供しま
す。これにより、ユーザーは標準プロセスで
アイデアと提案を送信できます。

詳細情報
HPの担当者にお問い合わせいただくか、お客
様の地域のHP Softwareプロフェッショナル
サービスまでメールをお送りください。

詳細については、以下のWebサイトを参
照してください。
hp.com/go/hpswprofessionalservices (英語)
hp.com/go/spmservices
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