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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器の一覧に対応付けて当該機器間の依存関係を記憶する構成情報記憶部から、障害が
発生した機器を含む機器間の依存関係を取得する依存関係取得手順と、
　前記依存関係取得手順によって取得された前記障害が発生した機器を含む機器間の依存
関係と、前記障害が発生した機器の情報とに基づいて、前記依存関係と障害の原因箇所と
が対応付けられた学習データを作成する学習データ作成手順と、
　前記学習データ作成手順によって作成された学習データに基づいて、前記障害の原因箇
所を特定するための手順を示す解決手順を生成する解決手順生成手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする支援プログラム。
【請求項２】
　前記解決手順生成手順は、前記学習データ作成手順によって作成された学習データと、
機器の障害発生の過去事例を示す過去学習データとに基づいて、前記解決手順を生成する
ことをコンピュータに実行させることを特徴とする請求項１に記載の支援プログラム。
【請求項３】
　前記解決手順生成手順は、前記学習データ作成手順によって作成された学習データと、
前記過去学習データとを所定の比率で利用することにより前記解決手順を生成することを
コンピュータに実行させることを特徴とする請求項２に記載の支援プログラム。
【請求項４】
　前記解決手順生成手順は、前記過去学習データが所定値より多い場合に、当該過去学習
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データのみを利用し、かつ、前記学習データ作成手順によって作成された学習データと同
一な前記過去学習データに重みを付けて利用することにより前記解決手順を生成すること
をコンピュータに実行させることを特徴とする請求項２に記載の支援プログラム。
【請求項５】
　前記解決手順生成手順は、前記学習データ作成手順によって作成された学習データの参
照回数に応じて、前記過去学習データに重みを付けて利用することにより前記解決手順を
生成することをコンピュータに実行させることを特徴とする請求項２に記載の支援プログ
ラム。
【請求項６】
　機器の一覧に対応付けて当該機器間の依存関係を記憶する構成情報記憶手段と、
　障害が発生した機器を含む機器間の依存関係を前記構成情報記憶手段から取得する依存
関係取得手段と、
　前記依存関係取得手段によって取得された前記障害が発生した機器を含む機器間の依存
関係と、前記障害が発生した機器の情報とに基づいて、前記依存関係と障害の原因箇所と
が対応付けられた学習データを作成する学習データ作成手段と、
　前記学習データ作成手段によって作成された学習データに基づいて、前記障害の原因箇
所を特定するための手順を示す解決手順を生成する解決手順生成手段と、
　を有することを特徴とする支援装置。
【請求項７】
　コンピュータが、
　機器の一覧に対応付けて当該機器間の依存関係を記憶する構成情報記憶部から、障害が
発生した機器を含む機器間の依存関係を取得する依存関係取得工程と、
　前記依存関係取得工程によって取得された前記障害が発生した機器を含む機器間の依存
関係と、前記障害が発生した機器の情報とに基づいて、前記依存関係と障害の原因箇所と
が対応付けられた学習データを作成する学習データ作成工程と、
　前記学習データ作成工程によって作成された学習データに基づいて、前記障害の原因箇
所を特定するための手順を示す解決手順を生成する解決手順生成工程と、
　を実行することを特徴とする支援方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の機器間における障害トラブルを対処するための支援プログラム、支援
装置および支援方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＴ（Information　Technology）を利用したＩＴシステムの運用管理、当該Ｉ
Ｔシステムの運用管理のためのガイドラインであるＩＴＩＬ（Information　Technology
　Infrastructure　Library）によるサポートおよび問題・課題管理において、様々なト
ラブルに対する解決方法を提示するトラブル対処システムがある。
【０００３】
　例えば、トラブル対処システムは、図２４に示すように、トラブルに対する解決方法を
提示するために、過去のトラブル対応事例などから作成されたトラブル解決のための手順
を保持している。そして、トラブル対処システムは、トラブルの現象である障害情報が入
力されると、当該トラブルを解決するための解決方法を提示する。なお、図２４は、従来
技術に係るトラブル対処システムを説明するための図である。
【０００４】
　また、上記トラブル対処システムは、例えば、図２５に示すように、システムに関する
顧客からの質問やシステム障害情報などを受け付ける問合せ窓口（コールセンタなど）に
設けられる。そして、コールセンタのオペレータは、顧客などからトラブルの問合せがな
されると（図２５の（１）参照）、トラブル対処システムを用いて、トラブル解決のため
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の方法を参照して顧客に回答する（図２５の（２）および（３）参照）。
【０００５】
　続いて、オペレータは、顧客からの問合せの事例を、過去事例として過去事例データベ
ースに登録する（図２５の（４）参照）。その後、コンテンツ作成者は、過去事例データ
ベースのデータを精査してトラブル対処システムが保持しているトラブル解決手順データ
ベースを作成する（図２５の（５）参照）。なお、図２５は、従来技術に係るトラブル対
処システムをコールセンタに適用した場合を説明するための図である。
【０００６】
　また、上記のようなトラブル対処システムには、例えば、ネットワークに潜在するサー
ビス間の依存関係を辿ることにより障害の原因となる集合を抽出して障害箇所を検出する
技術や、過去の知識データを活用して、当該知識データに基づいて所定事象に対して解決
手段を導出する技術などが適用されている。
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－２５９３３１号公報
【特許文献２】特開２００６－２５２５６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した従来技術では、有用なトラブル解決手順を提示することができ
ないという課題があった。具体的には、上記従来技術では、ネットワーク上における機器
間のデータ依存関係とサービス依存関係とから、所定機器のサービスが障害に影響する範
囲を特定しているが、障害箇所を確定することができない。また、上記従来技術では、リ
アルタイムに情報を取得したり、トラブルを解決する手順を最適化したりすることができ
ない。この結果、上述した従来技術では、有用なトラブル解決手順を提示することができ
ない。
【０００９】
　さらに、図２５に示した従来技術では、過去事例がフリーフォーマットで保存されてい
る場合に、コンテンツ作成者によるトラブル解決手順の作成に時間がかかってしまう。
【００１０】
　そこで、本発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、有
用なトラブル解決手順を提示することが可能である支援プログラム、支援装置および支援
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本願の開示する支援装置は、機器の一覧
に対応付けて当該機器間の依存関係を記憶する構成情報記憶手段と、前記構成情報記憶手
段から障害が発生した機器を含む機器間の依存関係を取得する依存関係取得手段と、前記
依存関係取得手段によって取得された前記障害が発生した機器を含む機器間の依存関係と
、前記障害が発生した機器の情報とに基づいて、前記依存関係と障害の原因箇所とが対応
付けられた学習データを作成する学習データ作成手段と、前記学習データ作成手段によっ
て作成された学習データに基づいて、前記障害の原因箇所を特定するための手順を示す解
決手順を生成する解決手順生成手段と、を有することを要件とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本願の開示する支援プログラム、支援装置および支援方法によれば、有用なトラブル解
決手順を提示することが可能であるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る複数の機器間における障害トラブルを対処す
るための支援プログラム、支援装置および支援方法の実施例を説明する。
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【実施例１】
【００１４】
［支援装置の概要］
　最初に、実施例１に係る支援装置の概要を説明する。本願の開示する支援装置は、例え
ば、ネットワーク機器により構成されるシステムに関する顧客からの質問や、当該システ
ムの障害情報などを受け付けるコールセンタに配設される。一般的に、コールセンタのオ
ペレータは、システム障害に関する問合せが顧客からなされた場合に、当該システム障害
の解決手順を保持しているトラブル対処のためのシステムを利用し、トラブルの解決手順
を顧客に対して提示する。
【００１５】
　上述した構成において、支援装置は、機器の一覧に対応付けて当該機器間の依存関係を
記憶する構成情報記憶部を有する。そして、支援装置は、障害が発生した機器を含む機器
間の依存関係を構成情報記憶部から取得する。続いて、支援装置は、取得された障害が発
生した機器を含む機器間の依存関係と、障害が発生した機器の情報とに基づいて、依存関
係と障害の原因箇所とが対応付けられた学習データを作成する。その後、支援装置は、作
成された学習データに基づいて、障害の原因箇所を特定するための手順を示す解決手順を
生成する。
【００１６】
　具体的に説明すると、支援装置は、エンドユーザが閲覧するウェブサーバ「Ｗｅｂ」、
サービスを提供するアプリケーションサーバ「Ａｐ」および当該アプリケーションのデー
タベースサーバ「ＤＢ」などにより構成されるネットワークでの機器の一覧「Ｗｅｂ、Ａ
ｐ、ＤＢ」を記憶する。
【００１７】
　そして、支援装置は、機器の一覧「Ｗｅｂ、Ａｐ、ＤＢ」に対応付けて、当該機器間に
おいて、それぞれが利用者側（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ）と提供者側（Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）とで
あることを示す依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および
「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」を記憶する構成情報記憶部を有す
る。
【００１８】
　なお、構成情報記憶部に記憶される情報は、例えば、手入力、システム設計時のデータ
、ディスカバリ（ＳＮＭＰ：Simple　Network　Management　Protocol）、診断ツールお
よびパケットキャプチャなどを利用して、予め収集された情報である。
【００１９】
　そして、支援装置は、障害が発生した機器「Ａｐ」および「ＤＢ」の情報が入力された
場合に、当該障害が発生した機器「Ａｐ」および「ＤＢ」を含む機器間「Ｗｅｂ、Ａｐ、
ＤＢ」の依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏ
ｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」を構成情報記憶部から取得する。
【００２０】
　続いて、支援装置は、取得された障害が発生した機器を含む機器間の依存関係「Ｃｏｎ
ｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒ
ｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」と、障害が発生した機器「Ａｐ」および「ＤＢ」の情報とに基づい
て、依存関係と障害の原因箇所「ＤＢ」とが対応付けられた学習データを作成する。
【００２１】
　依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」における原因箇所を導
出するルールは、例えば、障害が発生した機器が「Ａｐ」および「ＤＢ」である場合に、
Ｐｒｏｖｉｄｅｒである「ＤＢ」を原因箇所とするルールとなる。要するに、「Ａｐ」と
「ＤＢ」とで障害が発生している場合には、提供者側（Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）である「ＤＢ
」の稼動がなされていないと利用者側（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ）である「Ａｐ」の稼動が見込
めないため、提供者側（Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）である「ＤＢ」が原因箇所となる。
【００２２】
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　その後、支援装置は、作成された学習データに基づいて、障害の原因箇所「ＤＢ」を特
定するための手順を示す解決手順をアルゴリズム「ＩＤ３（Iterative　Dichotomiser　3
）」などを利用して生成する。なお、支援装置によって生成された解決手順は、例えば、
上述したコールセンタにおいて、障害トラブルを解決するための手順として利用される。
【００２３】
　つまり、支援装置は、一つまたは複数の機器における障害トラブルを対処する場合に、
機器の構成情報に基づいて学習データを作成し、作成された学習データからトラブル解決
手順を生成することができる結果、有用なトラブル解決手順を提示することが可能である
。
【００２４】
［支援装置の構成］
　次に、図１を用いて、実施例１に係る支援装置の構成を説明する。図１は、実施例１に
係る支援装置の構成例を示す図である。
【００２５】
　図１に示すように、支援装置１０は、記憶部２０と、制御部３０とを有し、例えば、ネ
ットワーク機器により構成されるシステムに関する顧客からの質問や、当該システムの障
害情報などを受け付けるコールセンタに配設される。
【００２６】
　記憶部２０は、制御部３０による各種処理に必要なデータや、制御部３０による各種処
理結果を記憶し、特に、構成情報記憶部２１と、学習データ記憶部２２とを有する。
【００２７】
　構成情報記憶部２１は、機器の一覧に対応付けて当該機器間の依存関係を記憶する。例
えば、構成情報記憶部２１は、図２に示すように、機器一覧「Ｗｅｂ（ウェブサーバ）、
Ａｐ（アプリケーションサーバ）、ＤＢ（データベースサーバ）」に対応付けて、当該機
器間の依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎ
ｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」を記憶する。なお、図２は、構成情報記憶
部２１に記憶される情報の例を示す図である。
【００２８】
　また、依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」は、「ＤＢ」が
稼動することにより「Ａｐ」の稼動も可能になるという依存関係になる。また、依存関係
「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」は、「Ａｐ」が稼動することに
より「Ｗｅｂ」の稼動も可能になるという依存関係になる。要するに、「ＤＢ」、「Ａｐ
」および「Ｗｅｂ」は、「ＤＢ」の稼動により「Ａｐ」が稼動可能となり、さらに、「Ａ
ｐ」の稼動により「Ｗｅｂ」が稼動可能となるという依存関係になる。
【００２９】
　なお、構成情報記憶部２１に記憶される情報は、例えば、手入力、システム設計時のデ
ータ、ディスカバリ（ＳＮＭＰ：Simple　Network　Management　Protocol）、診断ツー
ルおよびパケットキャプチャなどを利用して、予め収集された情報である。
【００３０】
　学習データ記憶部２２は、機器の依存関係と障害の原因箇所とを対応付けて記憶する。
具体的には、学習データ記憶部２２は、図３に示すように、取得される機器の構成情報名
であり、依存関係にある「Ｗｅｂの稼動」、「Ａｐの稼動」および「ＤＢの稼動」と、「
原因箇所」とを対応付けて記憶する。なお、図３は、実施例１に係る学習データ記憶部２
２に記憶される情報の例を示す図である。
【００３１】
　例えば、学習データ記憶部２２は、「Ｗｅｂの稼動：×」（Ｗｅｂが稼動していない）
、「Ａｐの稼動：○」（Ａｐが稼動している）および「ＤＢの稼動：○」（ＤＢが稼動し
ている）と、「原因箇所：Ｗｅｂ」とを対応付けて記憶する。また、例えば、学習データ
記憶部２２は、「Ｗｅｂの稼動：○」（Ｗｅｂが稼動している）、「Ａｐの稼動：×」（
Ａｐが稼動していない）および「ＤＢの稼動：×」（ＤＢが稼動していない）と、「原因
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箇所：ＤＢ」とを対応付けて記憶する。また、例えば、学習データ記憶部２２は、「Ｗｅ
ｂの稼動：×」（Ｗｅｂが稼動していない）、「Ａｐの稼動：×」（Ａｐが稼動していな
い）および「ＤＢの稼動：×」（ＤＢが稼動していない）と、「原因箇所：ＤＢ」とを対
応付けて記憶する。
【００３２】
　制御部３０は、制御プログラム、各種の処理手順などを規定したプログラムおよび所要
データを格納するための内部メモリを有するとともに、特に、依存関係取得部３１と、学
習データ作成部３２と、解決手順生成部３３とを有し、これらによって種々の処理を実行
する。
【００３３】
　依存関係取得部３１は、障害が発生した機器を含む機器間の依存関係を構成情報記憶部
２１から取得する。具体的に例を挙げると、依存関係取得部３１は、障害が発生した機器
「Ａｐ」および「ＤＢ」の情報が入力された場合に、当該障害が発生した機器「Ａｐ」お
よび「ＤＢ」を含む機器間「Ｗｅｂ、Ａｐ、ＤＢ」の依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅ
ｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ｄ
Ｂ」を構成情報記憶部２１から取得する。
【００３４】
　学習データ作成部３２は、依存関係取得部３１によって取得された障害が発生した機器
を含む機器間の依存関係と、障害が発生した機器の情報とに基づいて、依存関係と障害の
原因箇所とが対応付けられた学習データを作成する。
【００３５】
　上述した例で具体的に例を挙げると、学習データ作成部３２は、依存関係取得部３１に
よって取得された障害が発生した機器を含む機器間の依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅ
ｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ｄ
Ｂ」と、障害が発生した機器「Ａｐ」および「ＤＢ」の情報とに基づいて、依存関係と障
害の原因箇所「ＤＢ」とが対応付けられた学習データを作成する。なお、学習データ作成
部３２は、作成した学習データを学習データ記憶部２２に格納する。
【００３６】
　ここで、学習データ作成部３２が、学習データ記憶部２２に格納する学習データにおけ
る原因箇所を導出するルールについて、障害が発生した機器の数ごとに分けて説明する。
【００３７】
（障害機器が１つの場合）
　まず、依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏ
ｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」において、障害が発生した機器が、「Ｗ
ｅｂ」のみである場合、「Ａｐ」のみである場合、「ＤＢ」のみである場合を説明する（
図３参照）。
【００３８】
　学習データ作成部３２は、例えば、依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉ
ｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」において、
障害が発生した機器が「Ｗｅｂ」（Ｗｅｂの稼動：×、Ａｐの稼動：○、ＤＢの稼動：○
）のみである場合に、当該「Ｗｅｂ」を原因箇所として導出する。
【００３９】
　また、学習データ作成部３２は、例えば、依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒ
ｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」にお
いて、障害が発生した機器が「Ａｐ」（Ｗｅｂの稼動：○、Ａｐの稼動：×、ＤＢの稼動
：○）のみである場合に、当該「Ａｐ」を原因箇所として導出する。
【００４０】
　また、学習データ作成部３２は、例えば、依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒ
ｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」にお
いて、障害が発生した機器が「ＤＢ」（Ｗｅｂの稼動：○、Ａｐの稼動：○、ＤＢの稼動
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：×）のみである場合に、当該「ＤＢ」を原因箇所として導出する。
【００４１】
　つまり、学習データ作成部３２は、依存関係取得部３１によって取得された依存関係に
おいて、障害が発生した機器が１つのみである場合に、当該障害が発生した機器を原因箇
所として導出する。
【００４２】
（障害機器が２つの場合）
　次に、依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏ
ｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」において、障害が発生した機器が、「Ｗ
ｅｂ」と「Ａｐ」とである場合、「Ａｐ」と「ＤＢ」とである場合を説明する（図３参照
）。
【００４３】
　学習データ作成部３２は、例えば、依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉ
ｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」において、
障害が発生した機器が「Ｗｅｂ」と「Ａｐ」と（Ｗｅｂの稼動：×、Ａｐの稼動：×、Ｄ
Ｂの稼動：○）である場合に、Ｐｒｏｖｉｄｅｒである「Ａｐ」を原因箇所として導出す
る。
【００４４】
　また、学習データ作成部３２は、例えば、依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒ
ｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」にお
いて、障害が発生した機器が「Ａｐ」と「ＤＢ」と（Ｗｅｂの稼動：○、Ａｐの稼動：×
、ＤＢの稼動：×）である場合に、Ｐｒｏｖｉｄｅｒである「ＤＢ」を原因箇所として導
出する。
【００４５】
　つまり、学習データ作成部３２は、依存関係取得部３１によって取得された依存関係に
おいて、障害が発生した機器が２つである場合に、当該障害が発生した機器の依存関係の
うち、Ｐｒｏｖｉｄｅｒである機器を原因箇所として導出する。
【００４６】
（障害機器が３つ以上の場合）
　次に、依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏ
ｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」において、障害が発生した機器が、「Ｗ
ｅｂ」、「Ａｐ」および「ＤＢ」である場合を説明する（図３参照）。
【００４７】
　学習データ作成部３２は、例えば、依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉ
ｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」において、
障害が発生した機器が「Ｗｅｂ」、「Ａｐ」および「ＤＢ」（Ｗｅｂの稼動：×、Ａｐの
稼動：×、ＤＢの稼動：×）である場合に、根源となるＰｒｏｖｉｄｅｒである「ＤＢ」
を原因箇所として導出する。
【００４８】
　つまり、学習データ作成部３２は、依存関係取得部３１によって取得された依存関係に
おいて、障害が発生した機器が３つ以上（ｎ階層，ｎ＝３以上）である場合に、当該障害
が発生した機器の依存関係のうち、根源となるＰｒｏｖｉｄｅｒである機器を原因箇所と
して導出する。
【００４９】
　図１に戻り、解決手順生成部３３は、学習データ作成部３２によって作成された学習デ
ータに基づいて、障害の原因箇所を特定するための手順を示す解決手順を生成する。上述
した例で具体的に例を挙げると、解決手順生成部３３は、学習データ作成部３２によって
作成された学習データに基づいて、障害の原因箇所「ＤＢ」を特定するための手順を示す
解決手順をアルゴリズム「ＩＤ３」などを利用して生成する（図４参照）。
【００５０】
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　図３に示した学習データから解決手順生成部３３によって生成される解決手順は、例え
ば、図４に示すように、「ＤＢ」が稼動していない場合に、当該「ＤＢ」を原因箇所とし
、「ＤＢ」が稼動している場合に、「Ａｐ」の稼動を確認する解決手順となる。そして、
「Ａｐ」が稼動していない場合には、当該「Ａｐ」を原因箇所とし、「Ａｐ」が稼動して
いる場合に、「Ｗｅｂ」を原因箇所とする解決手順となる。なお、図４は、実施例１に係
る解決手順生成処理によって生成される解決手順の例を示す図である。
【００５１】
　要するに、解決手順生成部３３によって生成される解決手順を用いれば、最適に障害発
生の原因箇所を確認できる。言い換えると、「Ａｐ」と「Ｗｅｂ」とにおいて障害が発生
していても、「ＤＢ」の稼動を確認することなく、「Ａｐ」の稼動のみを確認し、さらに
、「Ａｐ」の障害が復旧した後に、「Ｗｅｂ」の稼動のみを確認するという最短ルートで
障害発生の原因箇所を確認できる。
【００５２】
　なお、解決手順生成部３３によって生成された解決手順は、例えば、コールセンタ（若
しくは、ヘルプデスクやカスタマーサポートなど）において、障害トラブルを解決するた
めの手順として利用される。
【００５３】
［解決手順生成処理］
　次に、図５を用いて、実施例１に係る解決手順生成処理を説明する。図５は、実施例１
に係る解決手順生成処理を説明するためのフローチャートである。なお、以下では、「Ｗ
ｅｂ」、「Ａｐ」および「ＤＢ」において、「Ａｐ」と「ＤＢ」とで障害が発生した場合
の処理の流れを説明する。
【００５４】
　図５に示すように、支援装置１０は、例えば、障害が発生した機器「Ａｐ」および「Ｄ
Ｂ」の情報が入力された場合に（ステップＳ１０１肯定）、当該障害が発生した機器「Ａ
ｐ」および「ＤＢ」を含む機器間「Ｗｅｂ、Ａｐ、ＤＢ」の依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ
：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅ
ｒ：ＤＢ」を構成情報記憶部２１から取得する（ステップＳ１０２）。
【００５５】
　そして、支援装置１０は、取得された障害が発生した機器を含む機器間の依存関係「Ｃ
ｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、
Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」と、障害が発生した機器「Ａｐ」および「ＤＢ」の情報とに基
づいて、依存関係と障害の原因箇所「ＤＢ」とが対応付けられた学習データを作成する（
ステップＳ１０３）。
【００５６】
　続いて、支援装置１０は、作成された学習データに基づいて、障害の原因箇所「ＤＢ」
を特定するための手順を示す解決手順をアルゴリズム「ＩＤ３」などを利用して生成する
（ステップＳ１０４）。なお、支援装置１０によって生成された解決手順は、例えば、コ
ールセンタ（若しくは、ヘルプデスクやカスタマーサポートなど）において、障害トラブ
ルを解決するための手順として利用される。
【００５７】
［学習データ作成処理］
　次に、図６を用いて、実施例１に係る学習データ作成処理を説明する。図６は、実施例
１に係る学習データ作成処理を説明するためのフローチャートである。なお、以下では、
構成される機器が「Ｗｅｂ、Ａｐ、ＤＢ」であり、当該機器間の依存関係が「Ｃｏｎｓｕ
ｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖ
ｉｄｅｒ：ＤＢ」である場合を説明する。
【００５８】
　図６に示すように、支援装置１０は、例えば、障害が発生した機器が「Ｗｅｂ」のみで
ある場合に（ステップＳ２０１肯定）、当該「Ｗｅｂ」を原因箇所とする学習データを作
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成する（ステップＳ２０２）。なお、支援装置１０は、障害が発生した機器が１つではな
い場合に（ステップＳ２０１否定）、ステップＳ２０３の処理を実行する。
【００５９】
　そして、支援装置１０は、障害が発生した機器が「Ｗｅｂ」と「Ａｐ」とである場合に
（ステップＳ２０３肯定）、Ｐｒｏｖｉｄｅｒである「Ａｐ」を原因箇所とする学習デー
タを作成する（ステップＳ２０４）。
【００６０】
　続いて、支援装置１０は、全ての依存関係について学習データを作成していない場合に
（ステップＳ２０５否定）、ステップＳ２０４の処理を実行し、全ての依存関係について
学習データを作成した場合に（ステップＳ２０５肯定）、ステップＳ２０６の処理を実行
する。なお、支援装置１０は、障害が発生した機器が依存関係を有する２つではない場合
に（ステップＳ２０３否定）、ステップＳ２０６の処理を実行する。
【００６１】
　その後、支援装置１０は、障害が発生した機器が「Ｗｅｂ」、「Ａｐ」および「ＤＢ」
（３階層）である場合に（ステップＳ２０６肯定）、根源となるＰｒｏｖｉｄｅｒである
「ＤＢ」を原因箇所とする学習データを作成する（ステップＳ２０７）。
【００６２】
　そして、支援装置１０は、ｎ階層（ｎ＝３）以上の全ての依存関係について学習データ
を作成した場合に（ステップＳ２０８肯定）、処理を終了する。なお、支援装置１０は、
ｎ階層以上の全ての依存関係について学習データを作成していない場合に（ステップＳ２
０８否定）、ステップＳ２０７の処理を実行する。また、支援装置１０は、依存関係がｎ
階層の関係ではない場合に（ステップＳ２０６否定）、処理を終了する。
【００６３】
［実施例１による効果］
　上述したように、支援装置１０は、一つまたは複数の機器における障害トラブルを対処
する場合に、機器構成情報の依存関係に基づいて学習データを作成し、作成された学習デ
ータからトラブル解決のための手順を生成するので、有用なトラブル解決手順を提示する
ことが可能である。
【００６４】
　例えば、支援装置１０は、「Ｗｅｂ」、「Ａｐ」および「ＤＢ」を有する構成において
、「Ａｐ」と「ＤＢ」とで障害が発生した場合に、障害が発生した機器「Ａｐ」および「
ＤＢ」の情報を受け付ける。そして、支援装置１０は、障害が発生した機器「Ａｐ」およ
び「ＤＢ」を含む機器間「Ｗｅｂ、Ａｐ、ＤＢ」の依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ
、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ
」を構成情報記憶部２１から取得する。続いて、支援装置１０は、取得された障害が発生
した機器を含む機器間の依存関係と、障害が発生した機器の情報とに基づいて、依存関係
と障害の原因箇所「ＤＢ」とが対応付けられた学習データを作成する。その後、支援装置
１０は、作成された学習データに基づいて、障害の原因箇所「ＤＢ」を特定するための手
順を示す解決手順をアルゴリズム「ＩＤ３」などを利用して生成する。この結果、支援装
置１０は、有用なトラブル解決手順を提示することが可能である。
【００６５】
　また、支援装置１０は、取得された構成情報に基づいて学習データを作成し、作成され
た学習データから解決手順を生成するので、解決手順を人手により作成する従来技術と比
較して、解決手順生成にかかる時間を短縮することが可能である。
【００６６】
　また、支援装置１０は、構成情報の依存関係を利用して解決手順を生成するので、実際
の運用・保守において、より最適な解決手順を生成することが可能であり、さらに、より
最適な解決手順を生成するので、生成された解決手順の人手による修正にかかる時間も短
縮することが可能である。
【実施例２】
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【００６７】
　ところで、上記実施例１では、学習データに基づいて解決手順を生成する場合を説明し
たが、本発明はこれに限定されるものではなく、さらに、機器の障害発生の過去事例を示
す過去学習データを用いて解決手順を生成することもできる。
【００６８】
　そこで、以下の実施例２では、図７～図１０を用いて、学習データと、機器の障害発生
の過去事例を示す過去学習データとに基づいて解決手順を生成する場合について説明する
。なお、実施例２に係る支援装置１０の一部の構成や機能については、実施例１と同様で
あるためその説明を省略し、ここでは、実施例１とは異なる過去学習データと、解決手順
生成処理とについて説明する。
【００６９】
［実施例２に係る支援装置の構成］
　図７を用いて、実施例２に係る支援装置１０の構成を説明する。図７は、実施例２に係
る支援装置１０の構成例を示す図である。
【００７０】
　図７に示すように、支援装置１０は、記憶部２０と、制御部３０とを有し、例えば、ネ
ットワーク機器により構成されるシステムに関する顧客からの質問や、当該システムの障
害情報などを受け付けるコールセンタに配設される。
【００７１】
　記憶部２０は、制御部３０による各種処理に必要なデータや、制御部３０による各種処
理結果を記憶し、特に、構成情報記憶部２１と、学習データ記憶部２２と、過去学習デー
タ記憶部２３とを有する。
【００７２】
　過去学習データ記憶部２３は、機器の障害発生の過去事例を示す過去学習データを記憶
する。具体的には、過去学習データ記憶部２３は、図８に示すように、機器の構成情報名
であり、依存関係にある「Ｗｅｂの稼動」、「Ａｐの稼動」および「ＤＢの稼動」と、「
原因箇所」とを「事例」ごとに対応付けて記憶する。なお、図８は、実施例２に係る過去
学習データ記憶部２３に記憶される情報の例を示す図である。
【００７３】
　例えば、過去学習データ記憶部２３は、「事例１」として、「Ｗｅｂの稼動：○」、「
Ａｐの稼動：×」および「ＤＢの稼動：○」と、「原因箇所：Ａｐ」とを対応付けて記憶
する。また、例えば、過去学習データ記憶部２３は、「事例２」として、「Ｗｅｂの稼動
：○」、「Ａｐの稼動：×」および「ＤＢの稼動：×」と、「原因箇所：Ａｐ」とを対応
付けて記憶する。また、例えば、過去学習データ記憶部２３は、「事例３」として、「Ｗ
ｅｂの稼動：○」、「Ａｐの稼動：×」および「ＤＢの稼動：×」と、「原因箇所：ＤＢ
」とを対応付けて記憶する。
【００７４】
　過去学習データ記憶部２３に記憶される情報は、構成される機器において、過去に実際
に発生した障害の事例であるため、上記のように、「事例２」と「事例３」とでは、障害
箇所が同一であるにも関わらず「原因箇所」が異なる。つまり、過去学習データは、構成
情報の依存関係に基づいて、機械的に作成される学習データと全く同一になるわけではな
い。
【００７５】
　制御部３０は、制御プログラム、各種の処理手順などを規定したプログラムおよび所要
データを格納するための内部メモリを有するとともに、特に、依存関係取得部３１と、学
習データ作成部３２と、解決手順生成部３３とを有し、これらによって種々の処理を実行
する。
【００７６】
　解決手順生成部３３は、学習データ作成部３２によって作成された学習データと、機器
の障害発生の過去事例を示す過去学習データとに基づいて、障害の原因箇所を特定するた
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めの手順を示す解決手順を生成する。
【００７７】
　具体的には、解決手順生成部３３は、学習データ作成部３２によって作成された学習デ
ータと、過去学習データ記憶部２３に記憶される過去学習データとに基づいて、障害の原
因箇所を特定するための手順を示す解決手順をアルゴリズム「ＩＤ３」などを利用して生
成する。
【００７８】
　図３に示した学習データと、図８に示した過去学習データとから解決手順生成部３３に
よって生成される解決手順は、例えば、図９に示すように、「Ｗｅｂ」が稼動していない
場合に、当該「Ｗｅｂ」を原因箇所とし、「Ｗｅｂ」が稼動している場合に、「ＤＢ」の
稼動を確認する解決手順となる。そして、「ＤＢ」が稼動していない場合には、当該「Ｄ
Ｂ」を原因箇所とし、「ＤＢ」が稼動している場合に、「Ａｐ」を原因箇所とする解決手
順となる。なお、図９は、実施例２に係る解決手順生成処理によって生成される解決手順
の例を示す図である。
【００７９】
　つまり、実施例２では、データが少なく擬似的（実際の事例ではない）に作成される学
習データと、データが多く実際の事例から作成される過去学習データとに基づいて解決手
順を生成するので、実施例１とは異なる解決手順が生成されることもある。
【００８０】
［実施例２に係る解決手順生成処理］
　次に、図１０を用いて、実施例２に係る解決手順生成処理を説明する。図１０は、実施
例２に係る解決手順生成処理を説明するためのフローチャートである。なお、以下では、
実施例１と同様に、「Ｗｅｂ」、「Ａｐ」および「ＤＢ」において、「Ａｐ」と「ＤＢ」
とで障害が発生した場合の処理の流れを説明する。
【００８１】
　図１０に示すように、支援装置１０は、例えば、障害が発生した機器「Ａｐ」および「
ＤＢ」の情報が入力された場合に（ステップＳ３０１肯定）、当該障害が発生した機器「
Ａｐ」および「ＤＢ」を含む機器間「Ｗｅｂ、Ａｐ、ＤＢ」の依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅ
ｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄ
ｅｒ：ＤＢ」を構成情報記憶部２１から取得する（ステップＳ３０２）。
【００８２】
　そして、支援装置１０は、取得された障害が発生した機器を含む機器間の依存関係「Ｃ
ｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、
Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」と、障害が発生した機器「Ａｐ」および「ＤＢ」の情報とに基
づいて、依存関係と障害の原因箇所「ＤＢ」とが対応付けられた学習データを作成する（
ステップＳ３０３）。
【００８３】
　続いて、支援装置１０は、作成された学習データと、過去学習データ記憶部２３に記憶
される過去学習データとに基づいて、障害の原因箇所「ＤＢ」を特定するための手順を示
す解決手順をアルゴリズム「ＩＤ３」などを利用して生成する（ステップＳ３０４）。な
お、支援装置１０によって生成された解決手順は、例えば、コールセンタ（若しくは、ヘ
ルプデスクやカスタマーサポートなど）において、障害トラブルを解決するための手順と
して利用される。
【００８４】
［実施例２による効果］
　上述したように、支援装置１０は、一つまたは複数の機器における障害トラブルを対処
する場合に、機器構成情報の依存関係に基づいて学習データを作成し、作成された学習デ
ータと障害発生の過去事例を示す過去学習データとからトラブル解決のための手順を生成
するので、より有用なトラブル解決手順を提示することが可能である。
【００８５】
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　言い換えると、支援装置１０は、学習データよりも信頼性の高い過去学習データもさら
に利用することにより解決手順を生成するので、より有用なトラブル解決手順を提示する
ことが可能である。
【実施例３】
【００８６】
　ところで、上記実施例２では、学習データと過去学習データとをそのまま利用すること
により解決手順を生成する場合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、
学習データと過去学習データとを所定の比率で利用することにより解決手順を生成するこ
ともできる。
【００８７】
　具体的には、解決手順生成部３３は、学習データ作成部３２によって作成された学習デ
ータと、機器の障害発生の過去事例を示す過去学習データとを所定の比率で利用すること
により、障害の原因箇所を特定するための手順を示す解決手順を生成する。
【００８８】
　そこで、以下の実施例３では、図１１および図１２を用いて、学習データと過去学習デ
ータとを所定の比率で利用することにより解決手順を生成する場合について説明する。な
お、実施例３に係る支援装置１０の各構成や一部の機能については、実施例２と同様であ
るためその説明を省略し、ここでは、実施例２とは異なる解決手順生成処理について説明
する。
【００８９】
［実施例３に係る解決手順生成処理］
　図１１を用いて、実施例３に係る解決手順生成処理を説明する。図１１は、実施例３に
係る解決手順生成処理を説明するためのフローチャートである。なお、以下では、実施例
１と同様に、「Ｗｅｂ」、「Ａｐ」および「ＤＢ」において、「Ａｐ」と「ＤＢ」とで障
害が発生した場合の処理の流れを説明する。
【００９０】
　図１１に示すように、支援装置１０は、例えば、障害が発生した機器「Ａｐ」および「
ＤＢ」の情報が入力された場合に（ステップＳ４０１肯定）、当該障害が発生した機器「
Ａｐ」および「ＤＢ」を含む機器間「Ｗｅｂ、Ａｐ、ＤＢ」の依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅ
ｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄ
ｅｒ：ＤＢ」を構成情報記憶部２１から取得する（ステップＳ４０２）。
【００９１】
　そして、支援装置１０は、取得された障害が発生した機器を含む機器間の依存関係「Ｃ
ｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、
Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」と、障害が発生した機器「Ａｐ」および「ＤＢ」の情報とに基
づいて、依存関係と障害の原因箇所「ＤＢ」とが対応付けられた学習データを作成する（
ステップＳ４０３）。
【００９２】
　続いて、支援装置１０は、作成された学習データと、過去学習データ記憶部２３に記憶
される過去学習データとを所定の比率（例えば、学習データ：過去学習データ＝５：５）
で利用することにより、障害の原因箇所「ＤＢ」を特定するための手順を示す解決手順を
アルゴリズム「ＩＤ３」などを利用して生成する（ステップＳ４０４）。なお、支援装置
１０によって生成された解決手順は、例えば、コールセンタ（若しくは、ヘルプデスクや
カスタマーサポートなど）において、障害トラブルを解決するための手順として利用され
る。
【００９３】
　図３に示した学習データと、図８に示した過去学習データとから解決手順生成部３３に
よって生成される解決手順は、例えば、図１２に示すように、「ＤＢ」が稼動していない
場合に、当該「ＤＢ」を原因箇所とし、「ＤＢ」が稼動している場合に、「Ａｐ」の稼動
を確認する解決手順となる。そして、「Ａｐ」が稼動していない場合には、当該「Ａｐ」
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を原因箇所とし、「Ａｐ」が稼動している場合に、「Ｗｅｂ」を原因箇所とする解決手順
となる。なお、図１２は、実施例３に係る解決手順生成処理によって生成される解決手順
の例を示す図である。
【００９４】
　また、所定の比率による解決手順生成処理を詳細に説明すると、支援装置１０は、例え
ば、学習データ６個、過去学習データ８個である場合に、「６」と「８」との最大公約数
「２」を算出する。
【００９５】
　そして、支援装置１０は、算出された「２」を用いて、学習データを「８÷２＝４倍」
、過去学習データを「６÷２＝３倍」して、学習データ「６個×４＝２４個」および過去
学習データ「８個×３＝２４個」とする。続いて、支援装置１０は、所定の比率が「５：
５」である場合に、学習データ「２４個」および過去学習データ「２４個」の合計４８個
を「ＩＤ３」に適用して、解決手順を生成する。
【００９６】
　また、上記所定の比率は、「５：５」に限られるものではなく、例えば、過去学習デー
タの信頼性の高さや、学習データと過去学習データとのデータ数などによって任意に変更
することができる。例えば、上記所定の比率が「ｍ：ｎ」である場合には、学習データ「
２４個×ｍ」および過去学習データ「２４個×ｎ」として「ＩＤ３」に適用して、解決手
順を生成する。
【００９７】
　つまり、実施例３では、データの絶対数において優先されてしまう過去学習データと、
データの少ない学習データとの比率を所定比率で利用することにより解決手順を生成する
ので、実施例２とは異なる解決手順が生成されることもある。
【００９８】
［実施例３による効果］
　上述したように、支援装置１０は、構成情報の依存関係から学習データを作成し、作成
された学習データと、過去学習データとを所定の比率で利用することにより解決手順を生
成するので、より有用な解決手順を生成することが可能である。
【実施例４】
【００９９】
　ところで、上記実施例２では、学習データと過去学習データとをそのまま利用すること
により解決手順を生成する場合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、
学習データと同一な過去学習データに重みを付けて利用することにより解決手順を生成す
ることもできる。
【０１００】
　具体的には、解決手順生成部３３は、機器の障害発生の過去事例を示す過去学習データ
が所定値より多い場合に、当該過去学習データのみを利用し、かつ、学習データ作成部３
２によって作成された学習データと同一な過去学習データに重みを付けて利用することに
より、障害の原因箇所を特定するための手順を示す解決手順を生成する。
【０１０１】
　そこで、以下の実施例４では、図１３～図１５を用いて、学習データと同一な過去学習
データに重みを付けて利用することにより解決手順を生成する場合について説明する。な
お、実施例４に係る支援装置１０の各構成や一部の機能については、実施例２と同様であ
るためその説明を省略し、ここでは、実施例２とは異なる解決手順生成処理について説明
する。
【０１０２】
［実施例４に係る解決手順生成処理］
　図１３を用いて、実施例４に係る解決手順生成処理を説明する。図１３は、実施例４に
係る解決手順生成処理を説明するためのフローチャートである。なお、以下では、実施例
１と同様に、「Ｗｅｂ」、「Ａｐ」および「ＤＢ」において、「Ａｐ」と「ＤＢ」とで障
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害が発生した場合の処理の流れを説明する。
【０１０３】
　図１３に示すように、支援装置１０は、例えば、障害が発生した機器「Ａｐ」および「
ＤＢ」の情報が入力された場合に（ステップＳ５０１肯定）、当該障害が発生した機器「
Ａｐ」および「ＤＢ」を含む機器間「Ｗｅｂ、Ａｐ、ＤＢ」の依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅ
ｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄ
ｅｒ：ＤＢ」を構成情報記憶部２１から取得する（ステップＳ５０２）。
【０１０４】
　そして、支援装置１０は、取得された障害が発生した機器を含む機器間の依存関係「Ｃ
ｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、
Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」と、障害が発生した機器「Ａｐ」および「ＤＢ」の情報とに基
づいて、依存関係と障害の原因箇所「ＤＢ」とが対応付けられた学習データを作成する（
ステップＳ５０３）。
【０１０５】
　続いて、支援装置１０は、過去学習データ記憶部２３に記憶される過去学習データのう
ち、学習データ記憶部２２に記憶される学習データと同一な過去学習データに重みを付け
て利用することにより、障害の原因箇所「ＤＢ」を特定するための手順を示す解決手順を
アルゴリズム「ＩＤ３」などを利用して生成する（ステップＳ５０４）。なお、支援装置
１０によって生成された解決手順は、例えば、コールセンタ（若しくは、ヘルプデスクや
カスタマーサポートなど）において、障害トラブルを解決するための手順として利用され
る。
【０１０６】
　実施例４に係る解決手順生成処理では、図１４に示すように、例えば、過去学習データ
の複数の事例のうち、学習データと同一である過去学習データ「事例１」、「事例３」、
「事例４」、「事例６」、「事例７」および「事例８」に重みを付けつつ、解決手順を生
成する。なお、図１４は、実施例４に係る解決手順生成処理を説明するための図である。
【０１０７】
　また、図１４に示した学習データと過去学習データとから解決手順生成部３３によって
生成される解決手順は、例えば、図１５に示すように、「Ｗｅｂ」が稼動していない場合
に、当該「Ｗｅｂ」を原因箇所とし、「Ｗｅｂ」が稼動している場合に、「ＤＢ」の稼動
を確認する解決手順となる。そして、「ＤＢ」が稼動していない場合には、当該「ＤＢ」
を原因箇所とし、「ＤＢ」が稼動している場合に、「Ａｐ」を原因箇所とする解決手順と
なる。なお、図１５は、実施例４に係る解決手順生成処理によって生成される解決手順の
例を示す図である。
【０１０８】
　つまり、実施例４では、実際の事例であり、信頼性が比較的高い過去学習データのうち
、より実際の適用シーンに近い学習データと同一である過去学習データに重みを付けて解
決手順を生成するので、より有用な解決手順を生成することができる。
【０１０９】
　言い換えると、実施例４では、過去学習データのうち、学習データと同一な事例ではな
いことから信頼性が低くなる（と予測される）過去学習データよりも、学習データと同一
な事例であることから信頼性が高くなる（と予測される）過去学習データに、さらに重み
を付けて解決手順を生成するので、より有用な解決手順を生成することができる。なお、
過去学習データに与える重みは、例えば、倍の比重を与えるなどして予め設定される。
【０１１０】
［実施例４による効果］
　上述したように、支援装置１０は、学習データと同一な過去学習データに重みを付けて
利用することにより解決手順を生成するので、より有用な解決手順を生成することが可能
である。
【実施例５】
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【０１１１】
　ところで、上記実施例２では、学習データと過去学習データとをそのまま利用すること
により解決手順を生成する場合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、
学習データの参照回数に応じて、過去学習データに重みを付けて利用することにより解決
手順を生成することもできる。
【０１１２】
　そこで、以下の実施例５では、図１６～図２０を用いて、学習データの参照回数に応じ
て、過去学習データに重みを付けて利用することにより解決手順を生成する場合を説明す
る。なお、実施例５に係る支援装置１０の各構成や一部の機能については、実施例２と同
様であるためその説明を省略し、ここでは、実施例２とは異なる学習データ、過去学習デ
ータおよび解決手順生成処理について説明する。
【０１１３】
［実施例５に係る支援装置の構成］
　図１６および図１７を用いて、実施例５に係る学習データ記憶部２２と過去学習データ
記憶部２３とに記憶される情報を説明する。図１６は、実施例５に係る学習データ記憶部
２２に記憶される情報の例を示す図であり、図１７は、実施例５に係る過去学習データ記
憶部２３に記憶される情報の例を示す図である。
【０１１４】
　学習データ記憶部２２は、機器の依存関係、障害の原因箇所および参照された回数を示
す参照回数を対応付けて記憶する。具体的には、学習データ記憶部２２は、図１６に示す
ように、取得される機器の構成情報名であり、依存関係にある「Ｗｅｂの稼動」、「Ａｐ
の稼動」および「ＤＢの稼動」と、「原因箇所」と、「参照回数」とを対応付けて記憶す
る。
【０１１５】
　例えば、学習データ記憶部２２は、「Ｗｅｂの稼動：×」、「Ａｐの稼動：○」および
「ＤＢの稼動：○」と、「原因箇所：Ｗｅｂ」と、「参照回数：２」とを対応付けて記憶
する。また、例えば、学習データ記憶部２２は、「Ｗｅｂの稼動：○」、「Ａｐの稼動：
×」および「ＤＢの稼動：×」と、「原因箇所：ＤＢ」と、「参照回数：５」とを対応付
けて記憶する。また、学習データ記憶部２２は、「Ｗｅｂの稼動：×」、「Ａｐの稼動：
×」および「ＤＢの稼動：×」と、「原因箇所：ＤＢ」と、「参照回数：１」とを対応付
けて記憶する。
【０１１６】
　学習データ記憶部２２に記憶される「参照回数」とは、学習データ作成後に、支援装置
１０を利用するユーザによって参照された回数（カウンタ）であり、ユーザは、システム
障害などの際に、トラブルを解決するために学習データ記憶部２２を所定の専用機能など
を用いて参照する。
【０１１７】
　要するに、ユーザによって参照される回数が多い学習データは、システムでのトラブル
解決のために多用されているということになる。なお、学習データ記憶部２２に記憶され
る参照回数は、機器障害の最新のトラブルに対応させるために、所定期間を過ぎた場合に
回数をリセットするなどしても良い。
【０１１８】
　過去学習データ記憶部２３は、機器の障害発生の過去事例と当該過去事例に重みを付け
るための倍率とを対応付けて記憶する。具体的には、過去学習データ記憶部２３は、図１
７に示すように、機器の構成情報名であり、依存関係にある「Ｗｅｂの稼動」、「Ａｐの
稼動」および「ＤＢの稼動」と、「原因箇所」と、「倍率」とを「事例」ごとに対応付け
て記憶する。
【０１１９】
　例えば、過去学習データ記憶部２３は、「事例１」として、「Ｗｅｂの稼動：○」、「
Ａｐの稼動：×」および「ＤＢの稼動：○」と、「原因箇所：Ａｐ」と、「倍率：３」と
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を対応付けて記憶する。また、例えば、過去学習データ記憶部２３は、「事例３」として
、「Ｗｅｂの稼動：○」、「Ａｐの稼動：×」および「ＤＢの稼動：×」と、「原因箇所
：ＤＢ」と、「倍率：５」とを対応付けて記憶する。
【０１２０】
　解決手順生成部３３は、学習データ作成部３２によって作成された学習データの参照回
数に応じて、過去学習データ記憶部２３に記憶される過去学習データに重みを付けて利用
することにより、障害の原因箇所を特定するための手順を示す解決手順を生成する。
【０１２１】
　具体的には、解決手順生成部３３は、学習データ作成部３２によって作成された学習デ
ータの参照回数（図１６参照）に応じて、当該学習データと同一な過去学習データの倍率
を決定する（図１７参照）。そして、解決手順生成部３３は、過去学習データ記憶部２３
に記憶される過去学習データの倍率を利用することにより、障害の原因箇所を特定するた
めの手順を示す解決手順をアルゴリズム「ＩＤ３」などを利用して生成する。
【０１２２】
　例えば、解決手順生成部３３は、学習データ作成部３２によって作成された学習データ
「Ｗｅｂの稼動：○」、「Ａｐの稼動：×」、「ＤＢの稼動：×」および「原因箇所：Ｄ
Ｂ」の「参照回数：５」に応じて、当該学習データと同一な過去学習データ「事例３」の
倍率「５」を決定する。
【０１２３】
　そして、解決手順生成部３３は、過去学習データ記憶部２３に記憶される過去学習デー
タ「事例３」の倍率「５」を利用することにより、障害の原因箇所を特定するための手順
を示す解決手順をアルゴリズム「ＩＤ３」などを利用して生成する。
【０１２４】
［実施例５に係る解決手順生成処理］
　次に、図１８を用いて、実施例５に係る解決手順生成処理を説明する。図１８は、実施
例５に係る解決手順生成処理を説明するためのフローチャートである。なお、以下では、
実施例１と同様に、「Ｗｅｂ」、「Ａｐ」および「ＤＢ」において、「Ａｐ」と「ＤＢ」
とで障害が発生した場合の処理の流れを説明する。
【０１２５】
　図１８に示すように、支援装置１０は、例えば、障害が発生した機器「Ａｐ」および「
ＤＢ」の情報が入力された場合に（ステップＳ６０１肯定）、当該障害が発生した機器「
Ａｐ」および「ＤＢ」を含む機器間「Ｗｅｂ、Ａｐ、ＤＢ」の依存関係「Ｃｏｎｓｕｍｅ
ｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、Ｐｒｏｖｉｄ
ｅｒ：ＤＢ」を構成情報記憶部２１から取得する（ステップＳ６０２）。
【０１２６】
　そして、支援装置１０は、取得された障害が発生した機器を含む機器間の依存関係「Ｃ
ｏｎｓｕｍｅｒ：Ｗｅｂ、Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：Ａｐ」および「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：Ａｐ、
Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：ＤＢ」と、障害が発生した機器「Ａｐ」および「ＤＢ」の情報とに基
づいて、依存関係と障害の原因箇所「ＤＢ」とが対応付けられた学習データを作成する（
ステップＳ６０３）。
【０１２７】
　続いて、支援装置１０は、学習データ作成部３２によって作成された学習データ「Ｗｅ
ｂの稼動：○」、「Ａｐの稼動：×」、「ＤＢの稼動：×」および「原因箇所：ＤＢ」の
「参照回数：５」に応じて、当該学習データと同一な過去学習データ「事例３」の倍率「
５」を決定する。
【０１２８】
　その後、支援装置１０は、過去学習データ記憶部２３に記憶される過去学習データ「事
例３」の倍率「５」を利用することにより、障害の原因箇所を特定するための手順を示す
解決手順をアルゴリズム「ＩＤ３」などを利用して生成する（ステップＳ６０４）。なお
、支援装置１０によって生成された解決手順は、例えば、コールセンタ（若しくは、ヘル
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プデスクやカスタマーサポートなど）において、障害トラブルを解決するための手順とし
て利用される。
【０１２９】
　実施例５に係る解決手順生成処理では、図１９に示すように、例えば、過去学習データ
の複数の事例のうち、学習データと同一である過去学習データ「事例１」、「事例３」、
「事例４」、「事例６」、「事例７」および「事例８」に、学習データの参照回数に応じ
て重みを付けつつ、解決手順を生成する。なお、図１９は、実施例５に係る解決手順生成
処理を説明するための図である。
【０１３０】
　また、図１９に示した学習データと過去学習データとから解決手順生成部３３によって
生成される解決手順は、例えば、図２０に示すように、「Ｗｅｂ」が稼動していない場合
に、当該「Ｗｅｂ」を原因箇所とし、「Ｗｅｂ」が稼動している場合に、「ＤＢ」の稼動
を確認する解決手順となる。そして、「ＤＢ」が稼動していない場合には、当該「ＤＢ」
を原因箇所とし、「ＤＢ」が稼動している場合に、「Ａｐ」を原因箇所とする解決手順と
なる。なお、図２０は、実施例５に係る解決手順生成処理によって生成される解決手順の
例を示す図である。
【０１３１】
　つまり、実施例５では、システムでのトラブル解決のために多用されていることとなる
ユーザによって参照される回数が多い学習データと同一な過去学習データに重みを付けて
解決手順を生成するので、より有用な解決手順を生成することができる。
【０１３２】
　言い換えると、実施例５では、機械的に作成された学習データのうち、参照回数が多い
ことから信頼性が高い（と予測される）学習データと同一な過去学習データの事例に重み
を付けて解決手順を生成するので、より有用な解決手順を生成することができる。
【０１３３】
［実施例５による効果］
　上述したように、支援装置１０は、学習データの参照回数に応じて、当該学習データと
同一な過去学習データの重みを決定し、決定された重みを利用することにより解決手順を
生成するので、より有用な解決手順を生成することが可能である。
【実施例６】
【０１３４】
　さて、これまで本発明の実施例について説明したが、本発明は上述した実施例以外にも
種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、（１）レイヤ間の依存関係を
抽出、（２）ネットワークトポロジ抽出、（３）支援装置の構成、（４）プログラム、に
おいて異なる実施例を説明する。
【０１３５】
（１）レイヤ間の依存関係を抽出
　上記実施例１では、機器間の依存関係と機器の情報とに基づいて解決手順を生成する場
合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、生成された解決手順での原因
箇所となる所定機器における複数の階層間の依存関係と、所定機器の情報とに基づいて解
決手順を生成することもできる。
【０１３６】
　以下に、図２１－１を用いて、レイヤ間の依存関係を抽出して解決手順を生成する処理
について説明する。図２１－１は、レイヤ間の依存関係を抽出して解決手順を生成する処
理を説明するための図である。
【０１３７】
　なお、支援装置１０の各構成や一部の機能については、実施例１と同様であるためその
説明を省略し、ここでは、実施例１とは異なる構成情報記憶部２１に記憶される情報と解
決手順生成処理とについて説明する。また、以下では、実施例１で生成される解決手順で
の原因箇所となる所定機器が図２１－１の左図であり、当該所定機器のレイヤ「業務１０
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０」と、異なる機器のレイヤ「業務２００」との間で通信されている場合について説明す
る。
【０１３８】
　上述した構成において、支援装置１０は、機器の一覧および機器間の依存関係と、さら
に、所定機器における複数の階層間の依存関係を記憶する。そして、支援装置１０は、生
成される解決手順での原因箇所となる所定機器における依存関係を構成情報記憶部２１か
ら取得し、取得された所定機器における依存関係と、所定機器の情報とに基づいて、所定
機器における原因箇所を特定するための手順を示す解決手順をさらに生成する。
【０１３９】
　具体的に説明すると、構成情報記憶部２１は、図２に示した機器の一覧および機器間の
依存関係と、さらに、所定機器（例えば、サーバなど）における複数のレイヤ間「業務１
００、アプリ１０１、ミドル１０２、ＯＳ１０３、ハード１０４」の依存関係（図２１－
２参照）を記憶する。なお、構成情報記憶部２１に記憶される情報は、実施例１と同様に
、手入力などにより予め入力された情報である。なお、図２１－２は、所定機器における
複数のレイヤ間の依存関係の例を示す図である。
【０１４０】
　そして、解決手順生成部３３は、実施例１で生成される解決手順での原因箇所となる所
定機器（図２１－１の左図）における依存関係を構成情報記憶部２１から取得する。続い
て、「業務１００」、「アプリ１０１」および「ミドル１０２」において障害が発生して
いる場合に、解決手順生成部３３は、取得された所定機器における依存関係と、所定機器
のレイヤにおける障害情報（業務１００～ミドル１０２において障害発生）とに基づいて
、所定機器における原因箇所「ミドル１０２」を特定するための手順を示す解決手順をさ
らに生成する。
【０１４１】
　なお、解決手順生成部３３は、「業務１００」および「アプリ１０１」において障害が
発生している場合には、原因箇所を「アプリ１０１」として特定するための解決手順をさ
らに生成する。
【０１４２】
　つまり、支援装置１０は、機器間で障害の原因となった所定機器におけるレイヤ間を上
位（業務）から障害判定した場合に、はじめて正常と判定される一つ前のレイヤを原因箇
所とする解決手順を生成するので、さらに詳細なトラブル解決手順を生成することが可能
である。
【０１４３】
（２）ネットワークトポロジ抽出
　また、上記実施例１では、機器間の依存関係と機器の情報とに基づいて解決手順を生成
する場合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、機器の依存関係および
接続形態と機器の情報とに基づいて解決手順を生成することもできる。
【０１４４】
　以下に、図２２を用いて、ネットワークトポロジを抽出して解決手順を生成する処理に
ついて説明する。図２２は、ネットワークトポロジを抽出して解決手順を生成する処理を
説明するための図である。
【０１４５】
　なお、支援装置１０の各構成や一部の機能については、実施例１と同様であるためその
説明を省略し、ここでは、実施例１とは異なる構成情報記憶部２１に記憶される情報と解
決手順生成処理とについて説明する。
【０１４６】
　なお、以下では、図２２に示したルータ、スイッチＡ～スイッチＣおよびサーバＡ～サ
ーバＦにより構成されるネットワークにおいて、サーバＡとサーバＢとで障害が発生した
場合の解決手順生成処理を説明する。
【０１４７】
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　上述した構成において、支援装置１０は、機器の一覧および機器間の依存関係と、機器
の一覧における接続形態をさらに記憶する。そして、支援装置１０は、障害が発生した機
器を含む機器間の依存関係と接続形態とを構成情報記憶部２１から取得する。続いて、支
援装置１０は、取得された障害が発生した機器を含む機器間の依存関係および接続形態と
、障害が発生した機器の情報とに基づいて、依存関係と障害の原因箇所とが対応付けられ
た学習データを作成する。その後、支援装置１０は、作成された学習データに基づいて、
障害の原因箇所を特定するための手順を示す解決手順を生成する。
【０１４８】
　具体的に説明すると、構成情報記憶部２１は、図２に示した機器の一覧および機器間の
依存関係と、さらに、当該機器の一覧における接続形態（ネットワークトポロジ）を記憶
する。構成情報記憶部２１に記憶されるネットワークトポロジは、例えば、図２２に示す
ように、ルータの配下にスイッチＡおよびスイッチＢが、スイッチＡの配下にサーバＡ～
サーバＣが、スイッチＢの配下にサーバＤおよびスイッチＣが、スイッチＣの配下にサー
バＥおよびサーバＦが接続されているという内容の接続形態である。
【０１４９】
　そして、依存関係取得部３１は、障害が発生した機器「サーバＡ」および「サーバＢ」
を含む機器間の依存関係「Ｐｒｏｖｉｄｅｒ：スイッチＡ、Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：サーバＡ
、サーバＢ、サーバＣ」と、接続形態「スイッチＡの配下にサーバＡ～サーバＣが接続」
とを構成情報記憶部２１から取得する。
【０１５０】
　続いて、学習データ作成部３２は、取得された障害が発生した機器を含む機器間の依存
関係および接続形態と、障害が発生した機器「サーバＡ」、「サーバＢ」の情報とに基づ
いて、依存関係と障害の原因箇所とが対応付けられた学習データを作成する。
【０１５１】
　学習データ作成部３２によって作成される学習データを詳細に説明すると、例えば、図
２２において、「サーバＡ」と「サーバＢ」とに障害が発生した場合には、実施例１での
学習データ作成によると、Ｐｒｏｖｉｄｅｒである「スイッチＡ」が原因箇所との判定に
なる。
【０１５２】
　ところが、「サーバＣ」に障害が発生していないため、実際には、「スイッチＡ」では
なく、「サーバＡ」と「サーバＢ」とのそれぞれが原因箇所であると推測される。従って
、学習データ作成部３２は、依存関係だけではなく、さらに接続関係と障害機器の情報と
を用いて、「サーバＡ」と「サーバＢ」とが原因箇所であるという学習データを導出する
。
【０１５３】
　その後、解決手順生成部３３は、学習データ作成部３２によって作成された学習データ
に基づいて、障害の原因箇所を特定するための手順を示す解決手順を生成する。なお、解
決手順生成部３３によって生成される解決手順は、上記のように、「サーバＡ」が稼動し
ていない場合に、当該「サーバＡ」を原因箇所とし、「サーバＡ」が稼動している場合に
、「サーバＢ」を原因箇所とする解決手順となる。
【０１５４】
　つまり、支援装置１０は、機器間の依存関係および接続関係（ネットワークトポロジ）
と、障害が発生した機器の情報とに基づいて、学習データを作成するので、より有用なト
ラブル解決手順を生成することが可能である。
【０１５５】
（３）支援装置の構成
　上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラメ
タを含む情報（例えば、図１に示した「構成情報記憶部２１」に記憶される情報）につい
ては、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１５６】
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　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、例えば、「依存関係取得部３１」と、「学習データ作成部３２」と
を、障害が発生した機器を含む機器間の依存関係を取得して学習データを作成する「学習
データ作成部」に統合するなど、その全部または一部を、各種の負担や使用状況などに応
じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合することができる。さらに、各装置
にて行われる各処理機能は、その全部または任意の一部が、ＣＰＵおよび当該ＣＰＵにて
解析実行されるプログラムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウ
ェアとして実現され得る。
【０１５７】
（４）プログラム
　ところで、上記実施例では、ハードウェアロジックによって各種の処理を実現する場合
を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、あらかじめ用意されたプログラ
ムをコンピュータで実行することによって実現するようにしてもよい。そこで、以下では
、図２３を用いて、上記実施例に示した支援装置１０と同様の機能を有する支援プログラ
ムを実行するコンピュータの一例を説明する。図２３は、支援プログラムを実行するコン
ピュータを示す図である。
【０１５８】
　図２３に示すように、支援装置としてのコンピュータ１１０は、ＨＤＤ１３０、ＣＰＵ
１４０、ＲＯＭ１５０およびＲＡＭ１６０を有し、これらは、バス１８０などで接続され
る。
【０１５９】
　ＲＯＭ１５０には、上記実施例１に示した支援装置１０と同様の機能を発揮する支援プ
ログラム、つまり、図２３に示すように依存関係取得プログラム１５０ａと、学習データ
作成プログラム１５０ｂと、解決手順生成プログラム１５０ｃとが、あらかじめ記憶され
ている。なお、これらのプログラム１５０ａ～プログラム１５０ｃについては、図１に示
した支援装置１０の各構成要素と同様、適宜統合または、分散してもよい。
【０１６０】
　そして、ＣＰＵ１４０がこれらのプログラム１５０ａ～プログラム１５０ｃをＲＯＭ１
５０から読み出して実行することで、図２３に示すように、プログラム１５０ａ～プログ
ラム１５０ｃは、依存関係取得プロセス１４０ａと、学習データ作成プロセス１４０ｂと
、解決手順生成プロセス１４０ｃとして機能するようになる。なお、プロセス１４０ａ～
プロセス１４０ｃは、図１に示した、依存関係取得部３１と、学習データ作成部３２と、
解決手順生成部３３とに対応する。
【０１６１】
　そして、ＣＰＵ１４０はＲＡＭ１６０に記録された構成情報データ１６０ａに基づいて
支援プログラムを実行する。
【０１６２】
　なお、上記各プログラム１５０ａ～プログラム１５０ｃについては、必ずしも最初から
ＲＯＭ１５０に記憶させておく必要はなく、例えば、コンピュータ１１０に挿入されるフ
レキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤディスク、光磁気ディスク、ＩＣカ
ードなどの「可搬用の物理媒体」、またはコンピュータ１１０の内外に備えられるＨＤＤ
などの「固定用の物理媒体」、さらには公衆回線、インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮなど
を介してコンピュータ１１０に接続される「他のコンピュータ（またはサーバ）」などに
各プログラムを記憶させておき、コンピュータ１１０がこれから各プログラムを読み出し
て実行するようにしてもよい。
【０１６３】
　以上の実施例１～実施例６を含む実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
【０１６４】
（付記１）機器の一覧に対応付けて当該機器間の依存関係を記憶する構成情報記憶部から
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、障害が発生した機器を含む機器間の依存関係を取得する依存関係取得手順と、
　前記依存関係取得手順によって取得された前記障害が発生した機器を含む機器間の依存
関係と、前記障害が発生した機器の情報とに基づいて、前記依存関係と障害の原因箇所と
が対応付けられた学習データを作成する学習データ作成手順と、
　前記学習データ作成手順によって作成された学習データに基づいて、前記障害の原因箇
所を特定するための手順を示す解決手順を生成する解決手順生成手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする支援プログラム。
【０１６５】
（付記２）前記解決手順生成手順は、前記学習データ作成手順によって作成された学習デ
ータと、機器の障害発生の過去事例を示す過去学習データとに基づいて、前記解決手順を
生成することをコンピュータに実行させることを特徴とする付記１に記載の支援プログラ
ム。
【０１６６】
（付記３）前記解決手順生成手順は、前記学習データ作成手順によって作成された学習デ
ータと、前記過去学習データとを所定の比率で利用することにより前記解決手順を生成す
ることをコンピュータに実行させることを特徴とする付記２に記載の支援プログラム。
【０１６７】
（付記４）前記解決手順生成手順は、前記過去学習データが所定値より多い場合に、当該
過去学習データのみを利用し、かつ、前記学習データ作成手順によって作成された学習デ
ータと同一な前記過去学習データに重みを付けて利用することにより前記解決手順を生成
することをコンピュータに実行させることを特徴とする付記２に記載の支援プログラム。
【０１６８】
（付記５）前記解決手順生成手順は、前記学習データ作成手順によって作成された学習デ
ータの参照回数に応じて、前記過去学習データに重みを付けて利用することにより前記解
決手順を生成することをコンピュータに実行させることを特徴とする付記２に記載の支援
プログラム。
【０１６９】
（付記６）前記構成情報記憶部は、所定機器における複数の階層間の依存関係をさらに記
憶するものであって、
　前記解決手順生成手順は、前記生成される解決手順での原因箇所となる所定機器におけ
る依存関係を前記構成情報記憶部から取得し、取得された所定機器における依存関係と、
前記所定機器の情報とに基づいて、前記所定機器における原因箇所を特定するための手順
を示す解決手順をさらに生成することをコンピュータに実行させることを特徴とする付記
１に記載の支援プログラム。
【０１７０】
（付記７）前記構成情報記憶部は、前記機器の一覧における接続形態をさらに記憶するも
のであって、
　前記依存関係取得手順は、障害が発生した機器を含む機器間の依存関係と接続形態とを
前記構成情報記憶部から取得し、
　前記学習データ作成手順は、前記依存関係取得手順によって取得された前記障害が発生
した機器を含む機器間の依存関係および接続形態と、前記障害が発生した機器の情報とに
基づいて、前記依存関係と障害の原因箇所とが対応付けられた学習データを作成すること
をコンピュータに実行させることを特徴とする付記１に記載の支援プログラム。
【０１７１】
（付記８）機器の一覧に対応付けて当該機器間の依存関係を記憶する構成情報記憶手段と
、
　障害が発生した機器を含む機器間の依存関係を前記構成情報記憶手段から取得する依存
関係取得手段と、
　前記依存関係取得手段によって取得された前記障害が発生した機器を含む機器間の依存
関係と、前記障害が発生した機器の情報とに基づいて、前記依存関係と障害の原因箇所と
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が対応付けられた学習データを作成する学習データ作成手段と、
　前記学習データ作成手段によって作成された学習データに基づいて、前記障害の原因箇
所を特定するための手順を示す解決手順を生成する解決手順生成手段と、
　を有することを特徴とする支援装置。
【０１７２】
（付記９）前記解決手順生成手段は、前記学習データ作成手段によって作成された学習デ
ータと、機器の障害発生の過去事例を示す過去学習データとに基づいて、前記解決手順を
生成することを特徴とする付記８に記載の支援装置。
【０１７３】
（付記１０）前記解決手順生成手段は、前記学習データ作成手段によって作成された学習
データと、前記過去学習データとを所定の比率で利用することにより前記解決手順を生成
することを特徴とする付記９に記載の支援装置。
【０１７４】
（付記１１）前記解決手順生成手段は、前記過去学習データが所定値より多い場合に、当
該過去学習データのみを利用し、かつ、前記学習データ作成手段によって作成された学習
データと同一な前記過去学習データに重みを付けて利用することにより前記解決手順を生
成することを特徴とする付記９に記載の支援装置。
【０１７５】
（付記１２）前記解決手順生成手段は、前記学習データ作成手段によって作成された学習
データの参照回数に応じて、前記過去学習データに重みを付けて利用することにより前記
解決手順を生成することを特徴とする付記９に記載の支援装置。
【０１７６】
（付記１３）前記構成情報記憶手段は、所定機器における複数の階層間の依存関係をさら
に記憶するものであって、
　前記解決手順生成手段は、前記生成される解決手順での原因箇所となる所定機器におけ
る依存関係を前記構成情報記憶手段から取得し、取得された所定機器における依存関係と
、前記所定機器の情報とに基づいて、前記所定機器における原因箇所を特定するための手
順を示す解決手順をさらに生成することを特徴とする付記８に記載の支援装置。
【０１７７】
（付記１４）前記構成情報記憶手段は、前記機器の一覧における接続形態をさらに記憶す
るものであって、
　前記依存関係取得手段は、障害が発生した機器を含む機器間の依存関係と接続形態とを
前記構成情報記憶手段から取得し、
　前記学習データ作成手段は、前記依存関係取得手段によって取得された前記障害が発生
した機器を含む機器間の依存関係および接続形態と、前記障害が発生した機器の情報とに
基づいて、前記依存関係と障害の原因箇所とが対応付けられた学習データを作成すること
を特徴とする付記８に記載の支援装置。
【０１７８】
（付記１５）機器の一覧に対応付けて当該機器間の依存関係を記憶する構成情報記憶部か
ら、障害が発生した機器を含む機器間の依存関係を取得する依存関係取得工程と、
　前記依存関係取得工程によって取得された前記障害が発生した機器を含む機器間の依存
関係と、前記障害が発生した機器の情報とに基づいて、前記依存関係と障害の原因箇所と
が対応付けられた学習データを作成する学習データ作成工程と、
　前記学習データ作成工程によって作成された学習データに基づいて、前記障害の原因箇
所を特定するための手順を示す解決手順を生成する解決手順生成工程と、
　を含んだことを特徴とする支援方法。
【０１７９】
（付記１６）前記解決手順生成工程は、前記学習データ作成工程によって作成された学習
データと、機器の障害発生の過去事例を示す過去学習データとに基づいて、前記解決手順
を生成することを含んだことを特徴とする付記１５に記載の支援方法。
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【０１８０】
（付記１７）前記解決手順生成工程は、前記学習データ作成工程によって作成された学習
データと、前記過去学習データとを所定の比率で利用することにより前記解決手順を生成
することを含んだことを特徴とする付記１６に記載の支援方法。
【０１８１】
（付記１８）前記解決手順生成工程は、前記過去学習データが所定値より多い場合に、当
該過去学習データのみを利用し、かつ、前記学習データ作成工程によって作成された学習
データと同一な前記過去学習データに重みを付けて利用することにより前記解決手順を生
成することを含んだことを特徴とする付記１６に記載の支援方法。
【０１８２】
（付記１９）前記解決手順生成工程は、前記学習データ作成工程によって作成された学習
データの参照回数に応じて、前記過去学習データに重みを付けて利用することにより前記
解決手順を生成することを含んだことを特徴とする付記１６に記載の支援方法。
【０１８３】
（付記２０）前記構成情報記憶部は、所定機器における複数の階層間の依存関係をさらに
記憶するものであって、
　前記解決手順生成工程は、前記生成される解決手順での原因箇所となる所定機器におけ
る依存関係を前記構成情報記憶部から取得し、取得された所定機器における依存関係と、
前記所定機器の情報とに基づいて、前記所定機器における原因箇所を特定するための手順
を示す解決手順をさらに生成することを含んだことを特徴とする付記１５に記載の支援方
法。
【０１８４】
（付記２１）前記構成情報記憶部は、前記機器の一覧における接続形態をさらに記憶する
ものであって、
　前記依存関係取得工程は、障害が発生した機器を含む機器間の依存関係と接続形態とを
前記構成情報記憶部から取得し、
　前記学習データ作成工程は、前記依存関係取得工程によって取得された前記障害が発生
した機器を含む機器間の依存関係および接続形態と、前記障害が発生した機器の情報とに
基づいて、前記依存関係と障害の原因箇所とが対応付けられた学習データを作成すること
を含んだことを特徴とする付記１５に記載の支援方法。
【図面の簡単な説明】
【０１８５】
【図１】実施例１に係る支援装置の構成例を示す図である。
【図２】構成情報記憶部に記憶される情報の例を示す図である。
【図３】実施例１に係る学習データ記憶部に記憶される情報の例を示す図である。
【図４】実施例１に係る解決手順生成処理によって生成される解決手順の例を示す図であ
る。
【図５】実施例１に係る解決手順生成処理を説明するためのフローチャートである。
【図６】実施例１に係る学習データ作成処理を説明するためのフローチャートである。
【図７】実施例２に係る支援装置の構成例を示す図である。
【図８】実施例２に係る過去学習データ記憶部に記憶される情報の例を示す図である。
【図９】実施例２に係る解決手順生成処理によって生成される解決手順の例を示す図であ
る。
【図１０】実施例２に係る解決手順生成処理を説明するためのフローチャートである。
【図１１】実施例３に係る解決手順生成処理を説明するためのフローチャートである。
【図１２】実施例３に係る解決手順生成処理によって生成される解決手順の例を示す図で
ある。
【図１３】実施例４に係る解決手順生成処理を説明するためのフローチャートである。
【図１４】実施例４に係る解決手順生成処理を説明するための図である。
【図１５】実施例４に係る解決手順生成処理によって生成される解決手順の例を示す図で
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ある。
【図１６】実施例５に係る学習データ記憶部に記憶される情報の例を示す図である。
【図１７】実施例５に係る過去学習データ記憶部に記憶される情報の例を示す図である。
【図１８】実施例５に係る解決手順生成処理を説明するためのフローチャートである。
【図１９】実施例５に係る解決手順生成処理を説明するための図である。
【図２０】実施例５に係る解決手順生成処理によって生成される解決手順の例を示す図で
ある。
【図２１－１】レイヤ間の依存関係を抽出して解決手順を生成する処理を説明するための
図である。
【図２１－２】所定機器における複数のレイヤ間の依存関係の例を示す図である。
【図２２】ネットワークトポロジを抽出して解決手順を生成する処理を説明するための図
である。
【図２３】支援プログラムを実行するコンピュータを示す図である。
【図２４】従来技術に係るトラブル対処システムを説明するための図である。
【図２５】従来技術に係るトラブル対処システムをコールセンタに適用した場合を説明す
るための図である。
【符号の説明】
【０１８６】
　１０　支援装置
　２０　記憶部
　２１　構成情報記憶部
　２２　学習データ記憶部
　２３　過去学習データ記憶部
　３０　制御部
　３１　依存関係取得部
　３２　学習データ作成部
　３３　解決手順生成部
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