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FAQ

一般的な質問
Q：  My VMware について教えてください

A：  My VMwareは、VMwareのポータルの使用環境を簡素化および

効率化することを目的とした、企業ベースのインターフェイス

による、セルフ サービスの新しい統合ポータルです。これによ

り製品ライセンスとサポート情報の管理環境を変革できます。

この新しいサイトは 2012 年中に公開され、VMware のお客様

とパートナーの皆様にご利用いただけます。

Q：  My VMware を導入する理由を教えてください

A：  操作が容易で、ライセンス キーとサポート情報をまとめて表示

できるポータルを使用したいという要望をお客様からいただきま

した。そこで、必要な情報をまとめて表示できるように、複数の

ポータルに分散していた多くの機能を統合することにしました。

My VMware を使用すると、オンラインでの主な作業を短時間

で容易に処理できるため、時間と労力を節約できます。

Q：  My VMware が運用開始されるのはいつからですか 

A：  My VMware は現在開発中で、2012 年の前半に運用開始される

予定です。運用開始が近くなりましたら、詳細情報をお知らせ

します。

Q：  My VMware ではどのようなことができますか 

A：  My VMware を使用すると、次のことが可能になります。

• 現在のような管理者の E メール単位ではなく、エンタイトル 

メント アカウント単位で製品のライセンス キーとサポート 

情報を表示および管理 （エンタイトルメント アカウントにつ

いては、この FAQ の後半に記載されている 「定義」 をご覧 

ください）

• ヘルプの依頼とサポート リクエストの発行

• 製品のダウンロード

• 製品の評価版の表示および管理

• 注文とサポート契約の詳細の表示 

• フォルダを作成してライセンス キーを整理 

• ライセンス キーの管理およびサポート情報に関するユーザー

の権限を管理

• サポート契約の更新見積りを依頼

• エンタイトルメント アカウント内のユーザーが行ったタスク

を表示

My VMware

Q：  My VMware の主なメリットは何ですか

A：  My VMware が運用開始されると、ライセンス キーとサポー

ト契約は、発注を行った個人ではなく、企業に紐づけられます。

つまり、現在のような管理者の E メール単位ではなく、エンタ

イトルメント アカウント単位で製品のライセンス キーとサ

ポート情報を管理できるようになります。このほかにも、以下

のようなメリットがあります。

• 製品およびサポート情報を整理し、わかりやすく表示

• 購入およびサポート契約のステータスを詳細に表示

• ライセンス キーとサポート リクエストをまとめて表示

• ライセンス キーを整理するためのフォルダを使用して、ライ

センス キーの管理を簡素化

• 製品ダウンロードや評価版をわかりやすく整理して表示する

ことで、インストールの時間を短縮

• 柔軟性の高いユーザー権限モデルにより、特定の個人に特定

の操作を割り当て可能

Q：  My VMware の公開後にエンタイトルメント アカウントに関

する質問がある場合、どこに問い合わせたらよいですか

A：  質問がある場合は、VMware ライセンス サポートにお問い合わせ

ください。

Q：  今後、プロファイルを変更または編集できますか

A：  はい。My VMware でプロファイルを変更できるようになります。

必要に応じて、VMware ライセンス サポートにお問い合わせく

ださい。

Q：  My VMware へのログイン方法を教えてください

A：  My VMware へのログイン方法は、既存の VMware ポータル

にログインする方法と同じです。

Q：  My VMware についてもっと詳しく教えてください

A：  今後数か月以内に、利用可能情報や使用方法など、My VMware 

に関するさまざまな情報をお届けします。また、My VMware の

詳細なプレビューやベータ版に関するセッションに参加する

こともできます。

https://www.vmware.com/support/fileLSR.portal
https://www.vmware.com/support/fileLSR.portal
http://www.vmware.com/my_vmware_signup.html
http://www.vmware.com/my_vmware_signup.html
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Q：  エンタイトルメント アカウントのスーパー ユーザーやプロ

キュアメント コンタクトを指定するのは誰ですか

A：  新規のお客様は、My VMware の利用開始時に、発注書でライ

センス エンド ユーザーを確認できます。このユーザーが、新し

いエンタイトルメント アカウントのスーパー ユーザーになり

ます。

既存のエンタイトルメント アカウントの PLA （プライマリ  

ライセンス アドミニストレータ） は、My VMware への移行後、

自動的にスーパー ユーザーになります。ただし、アカウントに

複数の PLA が関連付けられている場合を除きます。この場合、

最後に発注した PLA がスーパー ユーザーになります。ユーザー 

ロールについては、この FAQ の後半に記載されている 「ロール

の定義」 をご覧ください。

注： 一部のお客様においては、このデータ変換ルールは適用

されない場合があります。

Q：  スーパー ユーザーおよびプロキュアメント コンタクトのロール

は、PLA （プライマリ ライセンス アドミニストレータ） および 

SLA （セカンダリ ライセンス アドミニストレータ） のロール

と同等ですか

A：  同じではありません。1 人の PLA が、そのエンタイトルメント 

アカウントのスーパー ユーザーになります。その他のユーザーは

引き続きライセンス キーにアクセスできますが、特定のロール

はなくなります。実行できる操作は、ユーザー権限によって 

決まります。ユーザー ロールについては、この FAQ の後半に

記載されている 「ロールの定義」 をご覧ください。

Q：  スーパー ユーザーは自身のロールを再割り当てできますか

A：  はい。My VMware では、スーパー ユーザーは自身に割り当て

られているロールを、エンタイトルメント アカウントに関連付

けられている任意のユーザーに再割り当てできます。サポート

が必要な場合は、VMware ライセンス サポートにお問い合わせ

ください。

Q：  関連する各エンタイトルメント アカウントのスーパー ユーザー

を知るにはどのようにしたらよいですか

A：  スーパー ユーザーおよびプロキュアメント コンタクトは、

[Account Summary] ページに記載されています。これらの

ロールを持つユーザーに直接連絡するには、引き続き E メール

を使用してください。

Q：  フォルダとは何ですか。My VMware ではどのような目的で 

使用しますか

A：  お客様は、My VMware のフォルダを使用することにより、製品

のライセンス キー、サポート情報およびフォルダへのアクセス

権を持つユーザーの管理および整理を最適な方法で行うことが

できます。スプレッド シートに情報を整理する必要がなくなり、

管理を効率化および簡素化します。

My VMware のユーザー、ロール、および権限
My VMware で使用できるユーザー ロールには、次のものがあり

ます。My VMware 環境での公式なロールは、「スーパー ユーザー」 

と 「プロキュアメント コンタクト （購買担当者） 」 のみです （これら

のロールの詳細については、次をご覧ください）。

スーパ－ ユーザーは、エンタイトルメント アカウントを代表して、

ライセンス キーとユーザーの管理、エンタイトルメント アカウント

内のユーザーに関連付けられている権限の追加や削除、ユーザーの

追加や削除、および別のユーザーへのスーパー ユーザー ロールの

再割り当てを実行することができます。スーパー ユーザーは 1 つの

エンタイトルメント アカウントに 1 人のみですが、同じユーザーが

複数のエンタイトルメント アカウントのスーパー ユーザーになる

ことができます。

プロキュアメント コンタクト （購買担当者） は、特定のエンタイトル

メント アカウントを代表して、ライセンス キーとサポート情報を

管理できます。また、ユーザー権限の委譲や削除も可能です。ただし、

プロキュアメント コンタクトは E メール アドレスを変更したユー

ザーを認証することはできません。これを実行できるのは、スーパー 

ユーザーのみです。同一のユーザーがスーパー ユーザーとプロキュ

アメント コンタクトを兼任できます。

ほかのすべてのユーザーは 「ユーザー」 と呼ばれ、権限が割り当て

られます。デフォルトでは、すべてのユーザーが 1 つ以上のフォルダ

に関連付けられ、エンタイトルメント アカウントに関連する製品を

ダウンロードする権限が与えられます。スーパー ユーザーまたはプロ

キュアメント コンタクトから、その他のアカウント権限が付与され

ることがあります。

Q：  My VMware では、どのような権限を使用できますか

A：  スーパー ユーザーやプロキュアメント コンタクトは、次の操作

を実行するための権限を割り当てることができます。

• 製品ライセンスとサポート情報の詳細を、エンタイトルメント

アカウント単位で表示および管理

• ヘルプの依頼とサポート リクエストの発行

• 製品の評価版の表示および管理

• 注文とサポート契約の詳細の表示 

• フォルダを作成してライセンス キーを整理

• ライセンス キーの管理およびサポート情報の詳細に関する

ユーザーの権限を管理

• サポート契約の更新見積りを依頼

https://www.vmware.com/support/fileLSR.portal
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定義
エンタイトルメント： エンタイトルメントは、個々のユーザーでは

なく、エンタイトルメント アカウントに関連付けられます。エンタ

イトルメントとは、お客様が利用できる製品、ライセンス、サポート、

およびサービスのことです。これらの利用権限は、一般に契約や購入

契約に基づいています。サポート エンタイトルメントやライセンス

条件など、一部のエンタイトルメントは更新可能です。エンタイト

ルメントの詳細な定義は、次のとおりです。

• サポート エンタイトルメント： お客様が利用できるサポート 

サービスです。サポート契約によっては、複数のサポート  

エンタイトルメントがあります。

• 製品エンタイトルメント： お客様が利用できる製品バイナリ

とライセンスです。

• サービス エンタイトルメント： お客様が利用できる教育サー

ビスおよびプロフェッショナル サービスです。サービス エン

タイトルメントは、現時点では My VMware の管理対象では

ありません。

エンタイトルメント アカウント： エンタイトルメント アカウント

とは、企業、団体、個人に対応付けられる、エンタイトルメント 

情報の一意の管理単位です。エンタイトルメント アカウントを設定

すると、個々のメール アカウント単位ではなく、まとめて情報を 

表示できます。エンタイトルメント アカウントには、エンタイトル 

メントなどの製品やサービスが関連付けられます。

フォルダ： フォルダとは、ライセンス キーを管理および整理するた

めに、My VMware で使用されるツールです。ユーザーは、すべての

フォルダには自動的に関連付けられません。各ユーザーは、フォルダ

ごとに異なる権限を持つことができます。ユーザーは、それらの権限

に応じて、フォルダの作成、名前の変更、移動、および削除を実行

できます。また、ユーザーはサブフォルダを作成できます。Home、

VCE、ASP などの My VMware がお客様用に自動的に作成する

フォルダについては、移動または削除することはできません。

Home フォルダ： Homeフォルダは、ライセンス キー用のデフォ

ルトのフォルダで、すべてのユーザーはこれをフォルダ ビューで 

見ることができます。Homeフォルダの削除や名前の変更を行う 

ことはできません。このフォルダは、常に 1 つだけ存在する最上位

のフォルダです。

ユーザー権限： 権限とは、ユーザーが実行できる処理 （権限が付与

されている場合） を示します。製品をダウンロードする権限など、

ユーザーがエンタイトルメント アカウントに関連付けられたときに

デフォルトで付与される権限もあります。また、スーパー ユーザー、

プロキュアメント コンタクト、またはユーザーとフォルダの管理権限

を持つユーザーによって委譲される権限もあります。

Q：  フォルダを変更できるのは、どのユーザーですか

A：  スーパー ユーザー、プロキュアメント コンタクト、および権限

を与えられたユーザーが、エンタイトルメント アカウント用の

フォルダの作成、名前の変更、移動、および削除を実行できます。

また、これらのユーザーはサブフォルダを作成して、情報を詳細

に整理できます。Home、VCE、ASP など、My VMwareによっ

て自動的に作成されるフォルダもあります。ユーザーは、これ

らのフォルダの移動や削除はできません。ユーザーはすべての

フォルダに自動的には関連付けられません。所有する権限は

フォルダごとに異なります。

Q：  My VMware の使用を開始するときに、フォルダはどのように

編成されますか

A：  既存のすべてのライセンス キーは、現在の PLA （プライマリ 

ライセンス アドミニストレータ） によって、Home フォルダ

の下にある 1 つのフォルダに配置されます。既存のライセンス 

キーに関連付けられたユーザーには、My VMware の新しい 

Home フォルダにアクセスする権限があります。エンタイトル

メント アカウントに SLA （セカンダリ ライセンス アドミニス

トレータ） が含まれている場合、ライセンス キーは、現在の 

PLA および SLA のユーザー ルールに基づいてフォルダに配置

されます。RU （登録ユーザー） が存在するエンタイトルメント 

アカウントでは、ライセンス キーは PLA のライセンス フォルダ

の下にある 1 つのフォルダに配置されます （これらのロールの

詳細については、この FAQ の後半に記載されているロールの

定義をご覧ください）。

Q：  エンタイトルメント アカウントにユーザーを追加する方法を教

えてください

A：  適切な権限がある場合は、エンタイトルメント アカウントに 

任意のユーザーを追加できます。既存のすべてのライセンス  

アドミニストレータとサポート アドミニストレータは、登録

ユーザーと同様に自動的にエンタイトルメント アカウントに 

追加されます。

Q：  外部のサードパーティ企業が当社のアカウントにアクセスする

ことはできますか

A：  はい。サードパーティの企業に対して、御社のアカウントに 

アクセスする権限を付与することができます。My VMware の

使用を開始する前に、サードパーティ企業が御社のアカウント

に関連付けられていた場合を除いて、サードパーティ企業が 

御社のアカウントにアクセスする権限を VMware が付与する

ことはありません。
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ロールの定義
スーパ－ ユーザーは、エンタイトルメント アカウントを代表して、

ライセンス キーとユーザーの管理、エンタイトルメント アカウント

内のユーザーに関連付けられている権限の追加や削除、ユーザーの

追加や削除、および別のユーザーへのスーパー ユーザー ロールの

再割り当てを実行することができます。スーパー ユーザーは 1 つの

エンタイトルメント アカウントに 1 人のみですが、同じユーザーが

複数のエンタイトルメント アカウントのスーパー ユーザーになる

ことができます。

プロキュアメント コンタクト （購買担当者） は、特定のエンタイトル

メント アカウントを代表して、ライセンス キーとサポート情報を

管理できます。また、ユーザー権限の委譲や削除も可能です。ただし、

プロキュアメント コンタクトは E メール アドレスを変更したユー

ザーを認証することはできません。これを実行できるのは、スーパー 

ユーザーのみです。同一のユーザーがスーパー ユーザーとプロキュ

アメント コンタクト を兼任できます。

ライセンス エンド ユーザーとは、購入したライセンスやサポート

のエンド ユーザーであるお客様の担当者です。ライセンス エンド 

ユーザーの情報がない場合、発注書の 「お客様担当者」 がデフォルト

でライセンス エンド ユーザーとして使用されます。これがお客様

にとって VMware との最初の取引である場合は、お客様の新しい

エンタイトルメント アカウントが作成されます。デフォルトでは、

ライセンス エンド ユーザーがエンタイトルメント アカウントの

スーパー ユーザーになります。

My VMware の導入前に使用されていたロール
注： 次のロールは My VMware の導入前に使用されていたもので、

My VMware では使用されないため、参照のみを目的として定義を

記載しています。

PLA （プライマリ ライセンス アドミニストレータ）

1 つの契約につき、プライマリ ライセンス アドミニストレータは 1 人

のみです。PLA （プライマリ ライセンス アドミニストレータ） は、

お客様が指定する注文の担当者であり、次の項目に対する責任を負

います。

• サービスの選択、購入、および該当する場合は更新 

• VMware から提供されるソフトウェア製品ライセンス、メン

テナンス リリース、マイナー リリース、およびメジャー  

リリースの入手と管理 

• 使用許諾契約書の順守 

• 契約における、ほかのアドミニストレータ （セカンダリまた

はサポート） の追加、削除、または変更 

PLA は、ライセンス ポータルへのログイン中に、関連する契約の

すべてのライセンスを表示、変更、および有効化する権限があります。

プライマリ ライセンス アドミニストレータを変更する場合は、

VMware までご連絡ください。

SA （サポート アドミニストレータ） の変更や追加は PLA のみが 

実行できます。

SLA （セカンダリ ライセンス アドミニストレータ）

SLA （セカンダリ ライセンス アドミニストレータ） は、1 つの契約

に複数指定できます。SLA （セカンダリ ライセンス アドミニスト

レータ） は、次の項目に対する責任を負います。

• ソフトウェア製品ライセンス、メンテナンス リリース、マイ

ナー リリース、およびメジャー リリースの入手と管理 

• VMware からのアップデートやアップグレードの入手と管理 

SLAは、PLAからアクセスを許可されているライセンスのみを 

表示、変更、および有効化できます。SLAの変更や追加は PLA 

のみが実行できます。

SA （サポート アドミニストレータ）

SA （サポート アドミニストレータ） は、1 つの契約に複数指定でき

ます。SA は、次の項目に対する責任を負います。

• VMware グローバル サポート サービス （GSS） へのサポート

依頼

• エスカレーションされたサポートの問題の解決の監視 

SAは、ライセンスのプロビジョニング、表示、変更、または有効

化はできません。SA に PLA または SLA のロールもある場合は、

ライセンスの表示、変更、有効化などの関連する権限が与えられます。

RU （登録ユーザー）

RU （登録ユーザー） は、ライセンス キーが登録されている個人で、

一意のメール アドレスを持っています。RU は 1 つのライセンス 

キーに 1 人です。RU には、次の権限があります。

• 登録されているライセンス キーを使用してアクティベーション

が可能なソフトウェアのダウンロード 

• 登録されているライセンス キーの表示 

• 登録されているライセンス キーの管理


