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VMware の製品とサービスをご利用いただき、ありがとうございます。 

テクニカル サポートは、総合的に VMware の環境をご利用いただく上で大変重要です。弊社 

では、購入並びに設置後も、弊社製品を末長く最大限に活用していただきたいと考えております。

弊社は、あらゆる問題についての解決策を提供し、ご満足いただけるように全力で取り組んで 

います。また、お客様に最大の利益をもたらすため、ビジネス ニーズに合わせたさまざまな 

サポート サービスを提供しております。 

ここに記載されている情報は正確を期していますが、www.vmware.com/support で情報が 

予告なく更新される場合があります。このドキュメントと、お客様の VMware との契約内容が

異なる場合は、個別の契約内容が優先します。 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vmware.com/jp


VMware テクニカル サポート ガイド 

テクニカル サポート ガイド    2014 年 9 月   /   2  

 

 

 

目次 

はじめに ........................................................................................................................................................4 

効果的なサポート関係を築くために ...........................................................................................................4 

ベスト プラクティス ....................................................................................................................................4 

事前計画 ............................................................................................................................................................ 5 

適切なリソースの割り当て ......................................................................................................................... 5 

セルフ ヘルプ リソースの利用 .................................................................................................................. 5 

完全かつ正確な情報の提供 ......................................................................................................................... 5 

製品の登録........................................................................................................................................................ 5 

お客様の役割 ........................................................................................................................................6 

My VMware のロールと責任 .................................................................................................................... 6 

My VMware で使用可能なお客様のロール ......................................................................................... 6 

スーパー ユーザー ......................................................................................................................................... 6 

プロキュアメント コンタクト （購買担当者） ................................................................................... 6 

アドミニストレータ ...................................................................................................................................... 6 

My VMware で使用できる権限 ............................................................................................................... 7 

アカウントのスーパー ユーザーおよびプロキュアメント コンタクトの指定 ......................... 7 

スーパー ユーザーのロールの再割り当て ............................................................................................. 7 

自分が関連付けられている各アカウントのスーパー ユーザーとプロキュアメント  

コンタクトの特定 .......................................................................................................................................... 7 

アカウントへのユーザーの追加 ................................................................................................................ 7 

組織外のサードパーティによるアカウントへのアクセス ............................................................... 7 

VMware サポートのロールと役割 .................................................................................................... 8 

ライセンス サポート チーム ...................................................................................................................... 8 

カスタマー サポート担当者 ....................................................................................................................... 8 

vCloud Air のクライアント サクセス チーム ..................................................................................... 8 

テクニカル サポート エンジニア ............................................................................................................. 8 

テクニカル サポートの重要度について ............................................................................................9 

社内システム環境 （オンプレミス） での重要度の定義 ..........................................................9 

サービスとしてのソフトウェア （SaaS） での重要度の定義 ................................................9 

サービスとしてのインフラストラクチャ （IaaS） での重要度の定義 ................................ 10 

サポート リクエストのライフ サイクル ................................................................................................... 12 

アカウントとプロファイルの更新 .......................................................................................................... 12 

事前準備 ........................................................................................................................................................... 12 

情報の収集 .......................................................................................................................................... 13 

お客様番号...................................................................................................................................................... 13 

構成 ................................................................................................................................................................... 13 

ログ ファイル ................................................................................................................................................ 13 



VMware テクニカル サポート ガイド 

テクニカル サポート ガイド    2014 年 9 月   /   3  

 

 

サポート スクリプトの出力 ..................................................................................................................... 13 

最近行われた変更の記録 ........................................................................................................................... 14 

サポート リクエストの発行 .............................................................................................................. 14 

vCenter サポート アシスタントによるサポート リクエストの作成と管理、 

およびログのアップロード ....................................................................................................................... 14 

オンラインでのサポート リクエストの発行 ...................................................................................... 18 

電話でのサポート リクエストの発行 ................................................................................................... 22 

サポート リクエストのエスカレーション プロセス ....................................................................... 22 

問題への対処 ................................................................................................................................................ 23 

未解決のサポート リクエストの確認と更新 ..................................................................................... 23 

エラーの報告または機能のリクエスト ................................................................................................ 24 

サポート リクエストの完了 ............................................................................................................. 24 

顧客満足度調査 ............................................................................................................................................ 24 

VMware サポートの主な電話番号 ....................................................................................................... 24 

VMware グローバル サポート サービスについて ................................................................................. 25 

Mission Critical Support （ミッション クリティカル サポート） ........................................ 25 

Business Critical Support （ビジネス クリティカル サポート） .......................................... 25 

Production Support （プロダクション サポート） ................................................................... 25 

Basic Support （ベーシック サポート） ......................................................................................... 25 

Infrastructure as a Service Production Support （IaaS プロダクション サポート） 25 

Software as a Service Basic Support （SaaS ベーシック サポート） ............................. 25 

Software as a Service Production Support （SaaS プロダクション サポート） ....... 26 

U.S. Federal Technical Support （米国連邦テクニカル サポート） ................................... 26 

vFabric Developer Support （vFabric デベロッパー サポート） ...................................... 26 

SDK Support Program for vSphere （vSphere の SDK サポート プログラム） ........ 26 

その他のグローバル サポート サービス .................................................................................. 26 

MENA サポート .......................................................................................................................................... 26 

ベータ版プログラムのサポート ................................................................................................ 27 

ベータ版サポートの概要 .......................................................................................................................... 27 

ベータ プログラムへの参加 .................................................................................................................... 27 

機能のリクエスト ....................................................................................................................................... 27 

バグ関連のサポート リクエスト ........................................................................................................... 27 

テクニカル サポート ポリシー ................................................................................................................. 28 

アカウント、サポート契約、およびライセンスに 関する追加情報 ...................................................... 28 

付録 A： VMware のセルフ ヘルプ リソース ....................................................................................... 29 

付録 B： サポート サービス ..................................................................................................................... 31 

 



テクニカル サポート ガイド    2014 年 9 月   /   4  

VMware テクニカル サポート ガイド 

 

 

はじめに 
これから、VMware のグローバル サポート サービスについて説明します。 

効果的なサポート関係を築くために 
サポート関係の有効性は、お客様側の管理者および VMware グローバル サポート サービスのテクニカル 

サポート エンジニア双方の技術的な知識、問題解決スキル、およびコミュニケーション スキルによって 

左右されます。VMware では、2012 年に、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 My VMware に統合しています。 

このガイドの目的は、VMware のサポートをご利用いただく際の業務をより効果的に管理できるように 

することです。VMware は、業界をリードするワールド クラスのサービスとサポートを提供することで、

お客様の成功を後押しできるよう尽力しています。 

ここでは、VMware のサポートを快適にご利用いただけるように、ベスト プラクティス、重要度、サポート 

リクエストのライフ サイクル、グローバル サポート サービスの内容などについて説明します。 

注： VMware が最近買収した企業の製品を使用しているお客様の場合、このドキュメントで説明するプロ

セスやガイドラインが適用されないことがあります。VMware のグローバル サポート サービスのプロ 

セスに移行する前に、買収された企業が提供していたテクニカル サポートの手続きを一定期間ご利用いた

だく場合があります。 

ベスト プラクティス 
VMware では、仮想インフラストラクチャやクラウド コンピューティングについて長らくカスタマー  

サポートに従事してきた経験から、効果的なサポート関係を構築するために、次のような推奨事項および

ベスト プラクティスを提案しています。 

管理者の教育に取り組んでいるお客様は、発生した技術的な問題の症状をより効果的に定義し、VMware 

と協力して問題の根源となる要因を解決していることがわかっています。VMware 教育サービスでは、 

お客様が、VMware に対する投資回収率を最大化するために必要な知識やスキルを身につけられるように、

無償の短いビデオから、数日間にわたる実践的なクラスまで、多様な選択肢を用意しています。VMware 

の認定資格は、お客様のチーム メンバーの知識、スキル、および資質を検証できる実証された方法であり、

メンバーが VMware の仮想化テクノロジーを正しく導入および運用できることを確認できます。詳細に 

ついては、VMware のトレーニングの Web サイトを参照してください。 

  

http://www.vmware.com/jp/services/education-certification/
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事前計画 

弊社製品を導入する前に、VMware のリリース ノートとその他の関連テクニカル ドキュメントをご覧 

いただき、ご使用の環境の要件について確認してください。特にゲスト OS のインストール、構成、実行

の際は、必ず参照してください。また、十分なテスト時間と 「緊急時」 の対応を含めたプロジェクト計画

を慎重に決定し、すべての関係ベンダーへの連絡方法を管理者に周知させることをお勧めします。さらに

複雑なインフラストラクチャの変更に対応するため、さまざまなコンサルティング サービスを提供して 

います。これは、既存のシステムとアプリケーションの評価や、その情報を利用した仮想インフラストラ

クチャの計画、構築、および管理を支援するものです。 

適切なリソースの割り当て 

VMware ソフトウェアのインストール前の要件として、VMware 製品の導入を行う担当者には、環境内の

ハードウェア、デスクトップ、サーバ、ネットワーク オペレーティング システム、ストレージ、および 

アプリケーションのインストール、運用、メンテナンスについて、十分な経験が必要になります。インス

トール障害の多くは、実際にはサードパーティ製コンポーネントやソフトウェアにより発生します。この

ような障害は、インストール先が物理マシンか仮想マシンかに関わらず発生します。支援が必要な場合は、

VMware のコンサルタントが、ご使用の環境に最適な解決策の特定と開発を行い、これを一度で確実に導

入します。 

セルフ ヘルプ リソースの利用 

お客様には、Web ベースの VMware セルフ ヘルプ ツールをご活用いただけます。サポート リソースの

ページから、リンク先のテクニカル ドキュメントやナレッジベースで解決策を調べたり、コミュニティ 

フォーラムでほかの管理者とさまざまな話題について討議したり、ホワイト ペーパー、技術文書、および

互換性ガイドを参照することができます。 

• 利用可能なセルフ ヘルプのリソースについては、付録 A を参照してください。 

 

完全かつ正確な情報の提供 

VMware 製品全般について言えることですが、正確でタイムリーな解決策を得るには、正確でタイムリー

な情報が必要です。仮想マシンで異常が発生するか、仮想マシンがクラッシュした場合は、適切なログ 

ファイルとシステム データを収集します。その方法については、次のナレッジベースの記事を参照して 

ください。 

記事： http://kb.vmware.com/kb/1008524 （英語） 

製品の登録 

一部の VMware 製品は、サポート契約と、購入した製品とを関連付けるために登録が必要です。詳細に 

ついては、製品の登録サイト （英語） をご覧ください。 

  

http://www.vmware.com/jp/services/consulting/
http://www.vmware.com/jp/services/consulting/
https://www.vmware.com/jp/support/support-resources/
http://kb.vmware.com/kb/1008524
https://www.vmware.com/vmwarestore/newstore/product_register_login.jsp
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お客様の役割 

My VMware のロールと責任 

テクニカル関連の問題やサポート契約に関する問題については、担当者間で協働することで、さらに効率的

に連携できます。製品のライセンス、サポート、およびダウンロードを管理できる My VMware のサイト

では、すべての契約において、スーパー ユーザー、プロキュアメント コンタクト、およびアドミニスト

レータという 3 種類のお客様側担当者を定義しています （詳細については、このあとの各項を参照して 

ください）。 

My VMware で使用可能なお客様のロール 

My VMware 環境を操作できる正式なロールは、スーパー ユーザー、プロキュアメント コンタクト、および

アドミニストレータだけです。スーパー ユーザーとプロキュアメント コンタクトは、必要に応じて、ほかの 

My VMware ユーザーへの権限の割り当てや委譲が可能です。 

スーパー ユーザー 

スーパー ユーザーは、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、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 アカウントにつき 1 名の

みとなりますが、複数のアカウントのスーパー ユーザーを 1 名で兼任することもできます。 

プロキュアメント コンタクト （購買担当者） 

プロキュアメント コンタクトは、特定の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。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。 

アドミニストレータ 

アドミニストレータ ロールは、My VMware のユーザーが VMware の支援を得ることなくアカウントを

管理できる追加オプションとなります。ユーザーにアドミニストレータ ロールを設定できるのは、スー

パー ユーザー、プロキュアメント コンタクト、またはフォルダ レベルの管理権限を持つ任意のユーザー 

です。現在、フォルダ レベルで利用できる新しい権限 （フォルダ内のライセンスに関連付けられている 

注文と契約の表示） があり、必要に応じて、アドミニストレータや、ほかのフォルダ ユーザーに割り当てる

ことができます。 

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。My VMware では、製品 

ライセンス キーとサポート情報をフォルダごとに管理および整理します。ユーザーは、デフォルトで 1 つ

以上のフォルダに関連付けられ、またアカウントに関連付けられている製品をダウンロードする権限を 

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 

付与されることもあります。 

  

http://www.vmware.com/my_vmware_faqs.html%2312
http://www.vmware.com/my_vmware_faqs.html%2312
http://www.vmware.com/files/pdf/myvmware/my-vmware-administrator-faq.pdf
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My VMware で使用できる権限 

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、アカウントごとに表示および管理 

• サポートの依頼とサポート 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 

 
アカウントのスーパー ユーザーおよびプロキュアメント コンタクトの指定 

新規のお客様は、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。 

スーパー ユーザーのロールの再割り当て 

My VMware では、スーパー ユーザーが自分に割り当てられているロールを、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。また、サポートが必要な場合は、VMware のライセンス  

サポートにお問い合わせください。 

自分が関連付けられている各アカウントのスーパー ユーザーとプロキュアメント コンタクトの特定 

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、E メールを使用します。 

アカウントへのユーザーの追加 

適切な権限がある場合は、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アカウントに追加され

ます。 

組織外のサードパーティによるアカウントへのアクセス 

業務委託先などのサードパーティの企業に対して、お客様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 の利用を開始する前に、サードパーティ企業がお客様のアカウントに関連

付けられていた場合を除き、サードパーティ企業がお客様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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VMware サポートのロールと役割 
VMware のサポート部門では、4 種類のサポート専門担当者が業務を行っています。問い合わせ先の 

グループを理解していると、問題に迅速に対処できます。 

ライセンス サポート チーム 

VMware のアカウント、製品のライセンス、またはサポート契約の問題に関するサポートが必要な場合に

お問い合わせください。この担当者の主な役割は次のとおりです。 

• アカウントに関連する問題を解決する 

• アカウント レベルとフォルダ レベルの権限の委譲に関する疑問を解消する 

• アップグレードやダウングレードに関する質問に回答する 

• ライセンスのコンプライアンスに関する疑問を解消する 

• 製品のライセンスに関連する問題を解決する 

 
カスタマー サポート担当者 

カスタマー サポート担当者は、電話でサポート リクエストを発行した場合の担当になります。この担当者

の主な役割は次のとおりです。 

• お客様のサポート リクエストを VMware のトラッキング システムに記録する 

• お客様にサポート リクエストのトラッキング ナンバーをお伝えする 

• お客様のサポート契約と問題の重要度に基づいて、最初の応答時間の見込みを適切に設定する 

 
vCloud Air のクライアント サクセス チーム 

専有型クラウドと共有型クラウドのお客様の場合： クライアント サクセス チームが、お客様のサービス導入

を支援します。また、お客様のサービスが最大限に活用されるように協力し、お客様が必要とするときに 

VMware 社内の適切な担当者をアサインします。このチームは、北米では午前 6 時～午後 6 時 （PDT / 

PST）、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域では午前 7 時～午後 7 時 （GMT / GMT+1） まで利用できます。 

Disaster Recovery のお客様の場合： 導入作業を支援するトレーニング資料が用意されています。クライ

アント サクセス チームは、北米では午前 6 時～午後 6 時 （PDT / PST）、ヨーロッパ、中東、アフリカ

地域では午前 7 時～午後 7 時 （GMT / GMT+1） まで利用できます。お客様が必要とするときに 

VMware 社内の適切な担当者をアサインします。詳細については、  

https://www.vmware.com/support/services/iaas-production.html#sthash.li7kCYx3.dpuf （英語） 

を参照してください。 

テクニカル サポート エンジニア 

発行されたサポート リクエストはテクニカル サポート エンジニアに割り当てられます。テクニカル  

サポート エンジニアは、お客様の担当者として、テクニカル サポートとガイダンスを提供します。この 

担当者の主な役割は次のとおりです。 

• E メールまたは電話でサポート リクエストに対応する 

• 問題の再現とトラブルシューティングのためにお客様の技術環境の再現を試みる 

https://www.vmware.com/support/services/iaas-production.html%23sthash.li7kCYx3.dpuf
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• インシデントと、それにより発生する問題を調査、特定、および解決する 

• VMware の他部門と連携して問題を解決する 

テクニカル サポートの重要度について 

社内システム環境 （オンプレミス） での重要度の定義 

重要度は、その技術的な問題がシステムまたはビジネスに及ぼす相対的な影響の大きさを示すものです。

重要度を正確に定義することでタイムリーな応答ができ、VMware が問題の性質を理解するのに役立ちます。 

重要度 1： 本番サーバまたはミッション クリティカルなシステムが停止し、すぐに適用できる回避策が 

存在しない場合がこれに該当します。 

• ミッション クリティカルなデータのすべて、またはその多くが損失または破損する多大なリスクがある 

• 多大なサービスの損失が発生している 

• 業務運用が中断して深刻な状況が発生している 

• 重要度 1 のサポートでは、所定時間内に問題解決に向けて作業するため、必要に応じて、お客様に 

ご担当者を継続的にアサインしていただく必要がある 

重要度 2： 主要な機能に深刻な障害が発生した場合がこれに該当します。 

• 制限付きで運用は継続できるが、長期間にわたってこの状態が続くと生産性に悪影響を及ぼす可能性

がある 

• 重要なマイルストーンの達成に対するリスクが発生している。進行中のインストールおよび追加イン

ストール作業に影響を与えている 

• 一時的な回避策が存在する 

重要度 3： ソフトウェアの機能の一部におけるクリティカルではない損失に関するものがこれに該当します。 

• 一部のコンポーネントは機能しないが、ユーザーはソフトウェアを継続して使用できる 

• 初期のインストール目標に最小のリスクが発生している 

重要度 4： 一般的な使用に関する質問がこれに該当します。 

• ドキュメントの誤記などの機能に影響しない問題 

サービスとしてのソフトウェア （SaaS） での重要度の定義 

クリティカル （重要度 1）： 回避策が存在しないシステム障害やデータの整合性に関する問題など、運用

環境においてすべてのユーザーに影響するクリティカルな問題がこれに該当します。 

• サービスの停止あるいは利用不可 

• SaaS インフラストラクチャのクリティカルな機能が利用できないために業務が停止している、あるいは

ビジネスに深刻な影響が及んでいる 
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• サービスがクラッシュまたはハングしたまま回復せず、リソースや応答に許容できない遅延が発生 

している 

• データが破損または消失しており、バックアップからのリストアが必要 

• ドキュメントに記載されたクリティカルな機能が利用できない 

 

サービスの中断や停止を伴わないと判断されるものの、重要度 1 と判断される場合、所定時間内に問題 

解決に向けて作業するため、お客様にご担当者を継続的にアサインしていただく必要があります。 

メジャー （重要度 2）： 主要機能に影響があるか、パフォーマンスの大幅な低下が見られる場合がこれに

該当します。問題は継続して発生しており、多くのユーザーや主要機能に影響が及んでいますが、適切な 

回避策が存在しません。 

• サービスは運用可能だが、パフォーマンスの大幅な低下により、使用時に重大な影響を及ぼす 

• SaaS サービスの重要な機能が利用できず、許容できる回避策が存在しないが、制限付きで運用を継続

できる 

• クリティカルではないと考えられる特定のサードパーティ製アプリケーションやサービス プロバイダ

へのアクセスに影響が生じている 

マイナー （重要度 3）： システム パフォーマンスの問題や不具合により、一部のユーザーが影響を受けて

いるが、すべてのユーザーに影響するものではない場合がこれに該当します。短期的な回避策が存在しま

すが、拡張することはできません。 

• 一部またはすべてのユーザーへのサービス品質が低下しているがサービスは運用可能で、許容できる

回避策または解決策が存在する 

• クリティカルではない機能に関する問題 

コズメティック （重要度 4）： 日常的なテクニカル関連の問題に関する問い合わせ、アプリケーションの

機能、操作、インストール、構成に関する情報の問い合わせ、または少数のユーザーに影響する不具合が

これに該当します。許容できる回避策が存在します。 

• サービスの機能に影響しない比較的重要度の低い問題 

• 拡張リクエスト、ドキュメントの記述の誤りや記述の不足 

• サービスの提供に影響しない比較的重要度の低い問題や質問 

サービスとしてのインフラストラクチャ （IaaS） での重要度の定義 

クリティカル （IaaS 重要度 1）： 回避策が存在しないシステム障害やデータの整合性に関する問題など、

運用環境においてすべてのユーザーに影響するクリティカルな問題がこれに該当します。 

• 回避策が存在しないサービス障害やデータの整合性に関する問題など、運用環境においてすべての

ユーザーに影響するクリティカルな問題 

• サービスがクラッシュまたはハングしたまま回復せず、リソースや応答に許容できない遅延が発生 

している 
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• サービスの中断や停止を伴わないと判断されるものの、重要度 1 と判断される場合、問題解決に向け

て作業するため、お客様にご担当者を継続的にアサインしていただく必要があります。アサインして

いただけない場合、重要度を一時的に下げさせていただく場合があります。 

メジャー （IaaS 重要度 2）： 主要機能に影響があるか、パフォーマンスの大幅な低下が見られる場合が

これに該当します。問題は継続して発生しており、多くのユーザーや主要機能に影響が及んでいますが、

適切な回避策が存在しません。 

• 主要機能に影響があるか、パフォーマンスの大幅な低下が見られる。問題が継続して発生しており、

多くのユーザーや主要機能に影響が及んでいる。適切な回避策が存在しない 

• サービスの重要な機能が利用できず、許容できる回避策が存在しないが、制限付きで運用を継続できる 

マイナー （IaaS 重要度 3）： システム パフォーマンスの問題により、一部のユーザーが影響を受けて 

いるが、すべてのユーザーに影響するものではない場合がこれに該当します。短期的な回避策は存在しま

すが、拡張することはできません。 

• 一部またはすべてのユーザーへのサービス品質が低下しているがサービスは運用可能で、許容できる

回避策または解決策が存在する 

• クリティカルではない機能に関する問題 

コズメティック （IaaS 重要度 4）： 日常的なテクニカル関連の問題に関する問い合わせ、サービスの機能

に関する情報の問い合わせ、または少数のユーザーに影響する不具合がこれに該当します。許容できる 

回避策が存在します。 

• 拡張リクエスト、ドキュメントの記述の誤りや記述の不足 
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サポート リクエストのライフ サイクル 
My VMware ポータルまたは電話にてご連絡をいただくと、お客様のサポート リクエストがただちに発行

され、適切な担当者に割り当てられます。 

サポート リクエストには、次の段階があります。 

• プロファイルの作成 

• 問題のトラブルシューティングに必要な情報の収集 

• サポート リクエストの発行 

• 適切なテクニカル サポート エンジニアによる問題への対処 

• サポート リクエストの完了 

アカウントとプロファイルの更新 

サポート リクエストを発行するには、My VMware のプロファイルを作成し、プロファイル情報を維持 

している必要があります。 

サポート リクエストを発行するには、次の条件を満たしている必要があります。 

• My VMware のプロファイルを最新の状態に維持している 

• 実際に使用している有効なメール アドレスを持っている 

• My VMware のアカウントに関連付けられている 

• 製品が含まれるフォルダに対して、またインシデント単位のサポートの場合はアカウント内の 1 個 

以上のフォルダに対して、サポート リクエストを発行する権限がある 

VMware からの E メールが迷惑メールのフィルタで拒否されないよう VMware が受信許可リストに含ま

れていることをご確認ください。 

製品を購入されたら、すぐにスーパー ユーザーまたはアドミニストレータに連絡し、適切なアカウントに

関連付けられていることをご確認ください。これにより、サポート リクエストに対して、迅速かつ効率的

に応答できます。 

事前準備 

My VMware のプロファイルを作成してから、スーパー ユーザーまたはアドミニストレータによって適切な

アカウントに関連付けられ、適切な権限が割り当てられていることを確認します。 

1. My VMware のページに移動し、ログインまたは登録します。 

2. My VMware では、ライセンス キー、サポート リクエスト、契約、およびその他の情報をアカウント 

ベースで表示し、まとめて管理することができます。 

3. プロファイルを作成し、スーパー ユーザーまたはアドミニストレータによってアカウント内のフォルダ

に対する適切な権限が割り当てられたら、サポート リクエストを発行できます。 

https://my.vmware.com/jp/group/vmware/home
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情報の収集 
次のガイドラインは、VMware が問題を診断し、迅速にサポート リクエストを登録するために必要な情報

について説明しています。該当する情報を収集してから、VMware サポートにお問い合わせください。 

お客様番号 

2014 年 10 月現在、日本語サポートでは音声自動応答装置未導入のため、お電話でお問い合わせされる 

際はご契約番号をご用意ください。 

お客様番号は、テクニカル サポート用にお客様側の担当者ごとに割り当てられる 10 桁の一意の数字です。

お客様番号は、ユーザー自身で VMware または My VMware のプロファイルを作成するときや、

VMware または My VMware のプロファイルを持っていないユーザーが新規に発注を行うときに作成され

ます。お客様番号は、個人の ID 番号のようなもので、お客様ごとに一意です。 

ユーザーは、My VMware へのログイン、音声自動応答装置 （IVR） を利用したサポート リクエストの 

発行、またはカスタマー サービス担当者とのやり取りに、それぞれのお客様番号を使用します。お客様 

番号は、My VMware のプロファイルと、サポート リクエスト フォームに表示されます。 

お客様番号は、お客様側の担当者 （アカウントを作成している各担当者） ごとに 1 個ずつ割り当てられ、

ほかの担当者と共有することはできません。また、テクニカル サポートに電話したときにカスタマー  

サポート担当者がこの番号をお伝えすることもあります。詳細については、お客様番号の FAQ （英語） を

参照してください。 

構成 

VMware 製品に関する問題のトラブルシューティングには、システム、ストレージ、またはネットワークの

構成図とファイルが非常に役立ちます。VMware サポートにすぐにアップロードできるように、構成図を

ファイルにしておくか、デバイス上で適切なコマンドを実行して構成情報を集めておいてください。問題

解決プロセスの時間短縮に役立ちます。 

ログ ファイル 

VMware 製品のインストール中に生じた問題を報告する場合は、ログ ファイルを用意しておくと役立ち 

ます。VMware のログ ファイルと、ログに VMware コア ファイルの作成が記録されている場合はコア 

ファイルを探し、提出してください。これらのファイルはサポート リクエストに添付できます。ログ ファ

イルの場所は、ご使用のオペレーティング システムと VMware 製品によって異なります。VMware 製品

の管理ガイドで、該当する構文を確認してください。物理的なハードウェアがクラッシュした場合は、

ハードウェア ベンダーにより作成されるログ ファイルも参考になります。 

サポート スクリプトの出力 

仮想マシンが異常終了した場合は、再起動してサポート スクリプトを実行し、適切なログ ファイルとシス

テム情報を収集してください。スクリプトの構文と場所は、VMware のプラットフォームの種類によって

異なります。テクニカル サポートに必要なトラブルシューティング データの収集については、次のナレッ

ジベースの記事を参照してください。  

http://kb.vmware.com/kb/1008524 （英語） 

http://www.vmware.com/support/customer-number-faq.html
http://www.vmware.com/support/customer-number-faq.html
http://kb.vmware.com/kb/1008524
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最近行われた変更の記録 

仮想インフラストラクチャ環境で最近行われた変更がないかどうかを確認します。ゲスト OS、ホスト OS、

ネットワーク、ストレージ、およびアプリケーションのバージョン変更には特にご注意ください。 

サポート リクエストの発行 
VMware のサポートには、Get Support ページまたは電話にてご連絡いただけます。 

• vCenter サポート アシスタント： サポート リクエストの作成や管理、ログのアップロードに、無償の 

VMware vCenter™ プラグインをご利用いただけます。 

• オンラインでサポート リクエストを発行： テクニカル関連、ライセンス関連、または一般的な問い 

合わせが可能です。 

• 電話でリクエストを発行： あらかじめご契約番号をご用意ください。 

vCenter サポート アシスタントによるサポート リクエストの作成と管理、およびログのアップロード 

vCenter サポート アシスタントは、サポート契約をお持ちのお客様、またはサポート インシデントを購入

しているお客様が利用できる、無償の vCenter プラグインです。 

2014 年 10 月現在、Web Client では日本語の表示に制約があります （今後のバージョンで対応予定） 

1. 次の Web サイトから vCenter サポート アシスタントをダウンロードします。 

http://www.vmware.com/products/datacenter-virtualization/vcenter-support-assistant/overview.html （英語） 

次の FAQ の手順に従ってインストールします。  

http://www.vmware.com/files/pdf/vcenter/VMware-vCenter-Support-Assistant-faq.pdf （英語） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. My VMware の認証情報を使用してログインし、サポート リクエストを発行します。 

 

 

 

 
  

https://my.vmware.com/group/vmware/get-help
http://www.vmware.com/products/datacenter-virtualization/vcenter-support-assistant/overview.html
https://my.vmware.com/group/vmware/get-help
https://www.vmware.com/support/us_support.html
http://www.vmware.com/products/datacenter-virtualization/vcenter-support-assistant/overview.html
http://www.vmware.com/products/datacenter-virtualization/vcenter-support-assistant/overview.html
http://www.vmware.com/files/pdf/vcenter/VMware-vCenter-Support-Assistant-faq.pdf%20%EF%BC%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%EF%BC%89
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3. 新しいサポート リクエストを作成するか、既存のサポート リクエストを変更するかを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. アカウントと製品を選択して、新しいサポート リクエストを作成します。 

 
 
 
5. サポート リクエストの問題の説明を入力します。[Suggested Resources] 領域に、関連するナレッジ

ベースの記事のリストが表示されます。これは、自己解決の方法を提案するリストです。 
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6. サポート リクエストを発行する必要がある場合は、連絡先とサポート リクエストの詳細を入力し、 

新しいサポート リクエストを作成します。これで、新しいサポート リクエストの詳細が完成し、送信

されます。 
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7. サポート リクエストに関連するログ ファイルをアップロードします。 

 
 
 
 
 

8. サポート リクエスト フォームに記入したあと、サポート リクエスト ナンバーが割り当てられます。 

サポート リクエスト ナンバーが表示され、確認の E メールが送信されます。該当の問題に関する 

VMware のサポートとのやり取りには、このサポート リクエスト ナンバーをご利用ください。E メール

が届かない場合は、サポート窓口までご連絡ください。 

https://my.vmware.com/group/vmware/contact-vmware
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オンラインでのサポート リクエストの発行 

サポート契約を締結しているお客様、またはサポート インシデントを購入しているお客様は、My 

VMware からサポート リクエストを発行することもできます。 

1. My VMware にログインし、[サポート] を選択します。 

 
2. [テクニカル関連] の下で、サポートが必要な製品の問題カテゴリを選択します。問題カテゴリの上に 

マウスを置くと、そのカテゴリの説明が表示されます。 

 
 

 
 

https://my.vmware.com/jp/group/vmware/home
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3. サポートを必要とする製品のサポート契約と紐付けられているアカウントを選択します。アカウントを

選択したあと、サポートを必要とする製品を選択できます。 
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4. [続行] をクリックすると、[選択済みの問題] の下に、該当の製品とカテゴリに関連する一般的な問題や

質問が表示されます。表示された項目が問題の解決に有効でない場合は、問題に関連する情報や用語を

さらに入力し、その他の情報を検索することができます。 

 

 
 
 
5. 推奨されるリソースを利用しても問題を解決できない場合、[サポート リクエストの作成] をクリックし、

VMware テクニカル サポートのサポート リクエストを発行します。 
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6. 必要な項目に入力し、問題についての詳細な説明を記入して、必要に応じて構成、ログ、コア ファイル

などの情報を添付します。青色のエクスクラメーション マーク （！） にカーソルを合わせると、各項目

に関する情報が表示され、入力時のガイドとしてご利用いただけます。 

 

 
 
7. サポート リクエスト フォームを送信すると、サポート リクエスト ナンバーが割り当てられます。 

サポート リクエスト ナンバーが表示され、確認の E メールが送信されます。該当の問題に関する 

VMware のサポートとのやり取りでは、このサポート リクエスト ナンバーをご利用ください。E メール

が届かない場合は、サポート窓口までご連絡ください。 
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電話でのサポート リクエストの発行 

VMware テクニカル サポートに電話すると、音声自動応答装置 （IVR） の案内に従って、契約を締結 

している適切な製品を選び、アクションを選択できます。アクションには、ライセンスに関する問い 

合わせ、既存のサポート リクエストの状況確認、サポート リクエストの作成などがあります。サポート  

リクエストを作成するオプションを選択する場合は、お客様番号をシステムに入力できるように用意して

おきます。この手順を完了すると、VMware の担当者に接続されます。IVR には、音声認識機能がある 

ので、IVR の質問に対して音声で答えることができます。2014 年 10 月現在、日本語サポートでは音声 

自動応答装置未導入のため、お電話でお問い合わせされる際はご契約番号をご用意ください。 

まれに担当者全員が別のお客様のサポートをしていることがあります。この場合、そのまましばらくお待ち

いただくか、メッセージを残してください。次の項目を含む詳細なメッセージを残していただければ、 

弊社から折り返しお電話させていただきます。 

• 担当者のフルネーム 

• 会社名 

• お客様番号 

• 担当者の電話番号または携帯番号 （国番号と市外局番を含む） 

• サポート リクエスト ナンバー （既存の問題に関するご連絡の場合） 

• 問題の簡単な説明 

担当者との通話からサポート リクエストが作成されると、サポート リクエストにサポート リクエスト  

ナンバーが割り当てられます。サポート リクエスト ナンバーはリクエストの受領メッセージに記載の上、

送信されます。その問題に関する以降のサポートとのやり取りでは、この番号をご利用ください。また、

オンライン サポート ポータル （英語） から、発行したリクエストにアクセスして、任意の情報を追加 

できます。 

技術的な問題に対するテクニカル サポート エンジニアによる最初の応答時間は、お客様が契約している 

サポート サービスのガイドラインにより異なります。また、テクニカル サポート エンジニアからの応答 

方法もサポートの内容、希望の連絡方法、および購入した製品によって異なり、電話または E メールで 

行われます。 

カスタマー サービスやライセンスの問題に対する最初の応答時間は、その問題によって異なります。できる

だけ早く応答できるように努力いたしますが、ほとんどのリクエストは、解決のために調査が必要である

ため、カスタマー サービス担当者またはライセンス担当者が回答するまでに 72 時間かかることがあります。 

英語以外で提供されているカスタマー サービスとテクニカル サポートについては、Local Language 

Support Policy を参照してください。 

サポート リクエストのエスカレーション プロセス 

サポート リクエストのエスカレーション手順については、「テクニカル サポート ポリシー」 セクション

にあるリンクから、サポート リクエストのエスカレーション プロセスを参照してください。 

サポート リクエストの詳しいエスカレーション方法については、次の Web サイトを参照してください。

https://www.vmware.com/support/file-sr/escalation.html （英語） 

https://my.vmware.com/group/vmware/support-requests
https://www.vmware.com/jp/support/services/
http://vmware.com/support/policies/language.html
http://vmware.com/support/policies/language.html
https://www.vmware.com/support/file-sr/escalation.html
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My VMware で、サポート リクエストの [Action] タブから、エスカレーション リクエストを開始する 

こともできます。 

問題への対処 

サポート リクエストには専任のテクニカル サポート エンジニアが割り当てられ、サポート リクエストが

完了するまで、この問題に対応します。迅速な解決のために、サポート リクエストを別のテクニカル  

サポート エンジニアにアサインする場合があります。 

担当のテクニカル サポート エンジニアは、問題が解決するまで、必要に応じて E メールまたは電話でお客様

と連絡を取ります。お客様は、サポート契約に定義されているサービス時間中にテクニカル サポート エン

ジニアとともに作業ができるご担当者とリソースをご準備ください。テクニカル サポート エンジニアは、

お客様と協力して、必要となる手段を用いて問題の診断を行い、問題の解決を試みます。 

このとき、次のような作業が発生します。 

• お客様による詳細情報の提供 

• お客様による特定のソフトウェアやパッチのインストール 

• お客様によるシステムの特定のデバッグ データの提出 （必要な場合は、このデータを生成するための

テストの実施） 

• VMware のテスト マシンでの問題の再現 

• お客様による、問題の再現に必要なコード、データ、またはソフトウェアの提出 

• 弊社エンジニアリング スタッフとの協力によるソフトウェアのバグ検証 

• お客様による、問題の回避に役立つ可能性のある対策案の実装とテスト 

• お客様側のネットワーク、データベース、その他管理者による、トラブルシューティングへの協力 

• 関連するサードパーティ製ソフトウェアまたはハードウェア製品による問題が疑われる場合、当該 

ベンダー （お使いのオペレーティング システムやデータベースのベンダーなど） への協力要請 

未解決のサポート リクエストの確認と更新 

発行したサポート リクエストの状況を確認するには、View Support Requests ポータルからアカウント

にログインします。リクエストには、コメントの追加をいつでも行うことができます。ファイルのアップ

ロードについては、VMware の FTP プロセス （英語） を使用してください。E メールでファイルを送信

する場合、弊社のシステムは最大 10 MB までのファイルを受信できます。 

 

 
 

  

注： サポート リクエストに関するビジネスへの影響度が変化した場合、または最初に正しく記録され

ていなかった場合は、サポート リクエストの重要度を上げるようテクニカル サポート エンジニアに要

求してください。 

https://my.vmware.com/group/vmware/support-requests
http://kb.vmware.com/kb/1008525
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エラーの報告または機能のリクエスト 

 
エラー （バグ） レポート 

VMware 製品にエラーが見つかった場合、有効なサポート契約をお持ちであれば、通常のサポート リクエ

ストを発行して、VMware サポートにその問題についてお知らせください。 

有効なサポート契約をお持ちでないお客様がエラーを報告する場合は、VMware Community Forum に

ある適切な製品コミュニティにその問題を投稿してください。 

機能のリクエスト 

VMware では、常にお客様からのご提案を受け付けております。VMware ソフトウェアの改良や機能拡張

についてご提案がある場合は、VMware Web サイトの Feature Request フォーム （英語） からお送り

ください。追加の情報が必要となる場合を除き、個別に返答が送信されることはありません。このフォーム

から送信された情報はテクニカル サポートの対象にならないことに注意してください。 

サポート リクエストの完了 
通常、リクエストが完了扱いとなるのは、問題が解決したことをお客様が確認した場合、または VMware 

が 10 日間にわたり 3 回お客様に連絡を試み、応答がなかった場合です。また、特定の問題を解決できない、

あるいは VMware が解決できないと判断した場合、お客様の確認および承認を得て、テクニカル サポート 

リクエストをクローズする場合もあります。 

顧客満足度調査 

VMware は顧客満足度調査を実施して、お客様から貴重な情報を提供していただく機会を設けています。

これはお客様への対応を強化し、お客様のニーズを満たすサポートを構築するために役立てられます。 

サポート リクエストをクローズしたあと、サポートについて簡単な満足度調査へのご協力を依頼するメール

が送信されます。 

VMware サポートの主な電話番号 

米国とカナダ： 1-877-4VMWARE （1-877-486-9273） または 1-650-475-5345 （ライセンス サポート

またはテクニカル サポートを選択） 

国別のフリー ダイヤル番号： 次のサイトを参照してください。  

https://www.vmware.com/jp/support/contacts/japan.html 

米国連邦テクニカル サポートの対象となる米国連邦政府機関は、米国連邦テクニカル サポート専用の電話

番号を使用してサポート  リクエストを発行する必要があります。詳細については、U.S. Federal 

Technical Support のページを参照してください。 

https://my.vmware.com/group/vmware/support
https://my.vmware.com/group/vmware/support
http://communities.vmware.com/home.jspa
https://www.vmware.com/support/policies/feature.html
https://www.vmware.com/support/policies/closure.html
https://www.vmware.com/jp/support/contacts/japan.html
http://www.vmware.com/go/usfedsupport
http://www.vmware.com/go/usfedsupport
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VMware グローバル サポート サービスについて 
「付録 B： サポート サービス」 に、追加のサポート オプションに関する情報とリンクを示しています。 

Mission Critical Support （ミッション クリティカル サポート） 

Mission Critical Support （ミッション クリティカル サポート） は、VMware プロダクション サポートの

アドオンとして提供されており、非常に複雑で高度な環境を対象としています。ミッション クリティカル 

サポートは、お客様のテクニカル アカウント マネージャを支援するものです。お客様の仮想インフラスト

ラクチャを 24 時間 365 日稼動させるために、シニア レベルのプロアクティブな専任サポート スタッフが

対応します。 

Business Critical Support （ビジネス クリティカル サポート） 

Business Critical Support （ビジネス クリティカル サポート） は、VMware プロダクション サポート

へのアドオンとして提供されています。ビジネス クリティカル サポート 1 契約ごとに、お客様側のサポート

管理者 6 人が、テクニカル サポート担当者より、カスタマイズ可能なサポート サービスを問題発生前および

問題発生後に受けることができます。このテクニカル サポート担当者は、お客様の IT 部門の延長としての

役割を果たします。 

Production Support （プロダクション サポート） 

Production Support （プロダクション サポート） は、本番環境を対象としています。VMware のグロー

バル サポート センターには、仮想化に関する業界屈指の専門技術と、長年にわたり実際のお客様環境で仮想

インフラストラクチャ製品をサポートしてきた経験を誇るエンジニアが、24 時間体制で常駐しています。 

Basic Support （ベーシック サポート） 

Basic Support （ベーシック サポート） は、通常の営業時間中にサポートを必要とする、クリティカルでは

ないアプリケーションとプラットフォームを対象としています。グローバル サポート センターは、お客様

がお近くのサポート センターに迅速かつ効率的にアクセスできるよう、各地域に配置されています。 

Infrastructure as a Service Production Support （IaaS プロダクション サポート） 

VMware の Infrastructure as a Service Production Support （IaaS プロダクション サポート） は、 

お客様が必要とするサポートを提供します。お客様のサービスが最大限に活用されるように協力し、お客様

が必要とするときに VMware の適切なリソースを使用できるようにします。グローバル サポート セン

ターには、プライベート クラウドやハイブリッド クラウドのエキスパートである業界屈指のテクニカル  

サポート エンジニアが、24 時間体制で常駐しています。 

Software as a Service Basic Support （SaaS ベーシック サポート） 

VMware の Software as a Service Basic Support （SaaS ベーシック サポート） は、SaaS 製品に関する

グローバル サポートを 1 日 12 時間、週 5 日間提供します。弊社では、お客様の成功のために、エンター

プライズ クラスのワールドワイドなサポートの提供に全力で取り組んでいます。グローバル サポート セン

ターは、お客様がお近くのサポート センターに迅速かつ効率的にアクセスできるよう、各地域に配置されて

います。VMware が、ソフトウェアの展開とメンテナンスを処理するので、お客様はビジネスに専念でき

ます。 

http://www.vmware.com/support/services/mission-critical.html
https://www.vmware.com/support/services/production.html
https://www.vmware.com/support/services/bcs.html
https://www.vmware.com/support/services/production.html
https://www.vmware.com/support/services/production.html
http://www.vmware.com/support/services/production.html
http://www.vmware.com/support/services/basic.html
https://www.vmware.com/support/services/iaas-production.html
https://www.vmware.com/support/services/saas-basic.html
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Software as a Service Production Support （SaaS プロダクション サポート） 

VMware の Software as a Service Production Support （SaaS プロダクション サポート） は、お客様

の SaaS 製品へのアクセスを対象としています。グローバル サポート センターには、お客様が場所を問わず

インターネットを介して Web ブラウザから製品にアクセスできるように、スタッフが 24 時間体制で常駐

しています。VMware が、ソフトウェアの展開とメンテナンスを処理するので、お客様はビジネスに専念

できます。 

U.S. Federal Technical Support （米国連邦テクニカル サポート） 

VMware の U.S. Federal Technical Support （米国連邦テクニカル サポート） は、米国連邦政府機関の

みを対象としています。米国内に居住し、米国市民である VMware のテクニカル サポート エンジニアが

対応します。VMware の政府機関向け認定ディーラーを通じて、米国連邦向け価格表 / GSA スケジュール

から購入されたサポートおよびサブスクリプション契約以外に必要なサポート契約はありません。詳細に

ついては、U.S. Federal Technical Support のページを参照してください。 

vFabric Developer Support （vFabric デベロッパー サポート） 

このサポートは、VMware vFabric® ソフトウェアを使用したアプリケーション開発を支援します。

VMware は、導入シナリオの自動化やスクリプト化、またプラグイン開発キット （PDK） やアプリケー

ション プログラミング インターフェイス （API） の使用について、ガイダンスを提供します。vFabric 

デベロッパー サポートは、アプリケーションの構成やパフォーマンス チューニングも支援します。たとえば、

必要に応じて、関連するアプリケーションのコード スニペットを確認します。 

SDK Support Program for vSphere （vSphere の SDK サポート プログラム） 

VMware SDK Support Program （SDK サポート プログラム） では、サードパーティ製の VMware 

vSphere® ソリューションが迅速に市場投入されるよう、VMware vSphere API のエキスパート エンジニア

がお客様を支援します。担当者は、サードパーティ製ソリューションに関する経験が豊富であり、強力で

複雑な vSphere API について熟知しています。VMware SDK サポートでは、社内やサードパーティ製の

アプリケーションを構築またはテストするときに、健全性チェック、推奨されるベスト プラクティス、 

および回避策の提案を受けられます。 

その他のグローバル サポート サービス 

MENA サポート 

中東および北アフリカ （MENA） 地域の多くの国では、土曜日や日曜日が通常の営業日となっています。

したがってこの地域では、土曜日と日曜日の午前 8 時から午後 5 時 （GMT） まで、重要度 2 の問題に 

対してサポートを提供しています。 

  

https://www.vmware.com/support/services/saas-production.html
http://www.vmware.com/go/usfedsupport
http://www.vmware.com/go/usfedsupport
https://www.vmware.com/support/services/vfabric-developer.html
https://www.vmware.com/support/services/vfabric-developer.html
http://www.vmware.com/support/services/sdk.html
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ベータ版プログラムのサポート 

ベータ版サポートの概要 

VMware では、ベータ期間中にベータ版ユーザー向けのセルフ ヘルプ （英語） および Web ベースの 

サポート （英語） を提供しています。ベータ版サポートの利用資格をお持ちのお客様は、サポート リクエ

ストをオンラインで発行できます。サポート リクエストを発行すると、受領確認が自動的に送信されます。

電話によるベータ版のサポート リクエストは受け付けておりません。ベータ版リリースは本番環境に導入

されるものではないこと、また、発行されるリクエストの量が多いことを勘案し、すべてのベータ版 

サポート リクエストへの応答をお約束することはできません。ベータ期間の終了と同時に、すべてのベータ

版のサポート リクエストも完了とさせていただきます。 

ベータ プログラムへの参加 

VMware のベータ プログラムには、公開と非公開のものがあります。公開されているベータ プログラム

へ参加するには、VMware コミュニティ （英語） で情報を入手してください。 

非公開のベータ プログラムは、招待制になっています。対象者には、非公開ベータ版へのアクセス方法を

記した招待 E メールが VMware から届きます。 

機能のリクエスト 

ベータ版リリースの機能についてリクエストがある場合は、オンラインでサポート リクエストを発行して

ください。機能についてのリクエストは、弊社の開発チームに転送され、検証されます。追加の情報が必要

となる場合を除き、個別に返答が送信されることはありません。提出いただいた VMware ソフトウェアの

強化に関するご提案は、すべて VMware の所有物となります。VMware はこの情報を、あらゆる事業 

目的のために無制限で利用できるものとします。 

バグ関連のサポート リクエスト 

バグ情報は、弊社の開発チームに転送され、検証されます。タイミングや問題の重要度によっては、製品

版のリリース前に修正されない場合があります。ベータ期間の終了時に、関連するサポート リクエストは

完了扱いとなりますが、未解決のバグはすべて適切に追跡および検証されます。 

http://communities.vmware.com/home.jspa
https://my.vmware.com/group/vmware/get-help
https://my.vmware.com/group/vmware/get-help
http://communities.vmware.com/community/beta
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テクニカル サポート ポリシー 
VMware のテクニカル サポート ポリシーの詳細については、次のリンクを参照してください。VMware 

のサポート ポリシー 

 

アカウント、サポート契約、およびライセンスに 

関する追加情報 
My VMware、サポート契約、または製品ライセンスについては、ライセンス サポートにお問い合わせ 

ください。このとき、問題のトラブルシューティングができるように、注文と契約に関する情報をすべて

お手元にご用意ください。ライセンスの問題については、効率的かつ迅速に解決できるように次の情報を

提供してください。 

• アカウント番号とアカウント名 

• プロキュアメント コンタクトとスーパー ユーザー 

• ライセンス キー 

• サポート契約の番号と発注番号 

サポート リクエストをオンラインで発行した場合は、ライセンス担当者が、できるだけ早く回答します。

迅速に回答できるように努力いたしますが、ほとんどのリクエストは、解決のために調査が必要である 

ため、回答までに最大で 72 時間かかることがあります。ほとんどのリクエストは 48 時間以内に回答して

います。 

VMware のサポートおよびサブスクリプション サービスの詳細については、利用条件 （英語） を参照 

してください。 

http://www.vmware.com/jp/support/policies/
http://www.vmware.com/jp/support/policies/
https://www.vmware.com/jp/support/contacts/
https://www.vmware.com/files/pdf/support/support_terms_conditions.pdf


テクニカル サポート ガイド    2014 年 9 月   /   29  

VMware テクニカル サポート ガイド 

 

 

付録 A： VMware のセルフ ヘルプ リソース 
ディスカッションへの参加、質問の投稿や回答、グループへの参加などが可能です。VMware のフォー 

ラムで、VMware 製品に関する最新の技術情報が見つかります。オプションには次のものが含まれます 

（一部日本で未提供のものが含まれます）。 

• ナレッジ ベース （英語）： よくあるお問い合わせへの回答や問題の解決策を参照できます （My 

VMware ポータルと My VMware モバイル アプリケーションからアクセスすることもできます）。 

• ブログ （英語）： アラートやベスト プラクティスを含め、テクニカル サポートの内部情報を公開 

しています。 

• Support Insider： VMware サポートからの最新情報、アラート、発表 

• KB Digest： ナレッジベースの 1 週間分の新着記事のまとめ 

• Twitter （英語）： フォローして、ナレッジベースの更新に関するリアルタイムの情報を入手したり、

不明点について問い合わせしたりできます。 

• @vmwarecares： VMware のお客様を対象とした案内とカスタマー サービス 

• @vmwarekb： VMware のナレッジ エクスペリエンス チームからの最新情報 

• Facebook （英語）： VMware のナレッジ エクスペリエンス チームから最新情報を入手できます。 

• YouTube の KBTV （英語）： 技術的な操作手順やトレーニングのビデオを提供しているチャンネル

です。 

• VMware コミュニティ （英語）： VMware 製品のユーザーやテクノロジーのエキスパートと、製品、

戦略、セキュリティ プランなどについて情報交換できます。 

• 無償のオンライン トレーニング ビデオ （英語）： http://www.vmwarelearning.com/ 

• 各国語での無償の自習用 E ラーニング コース：   
http://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=33369&ui=www_edu 

 

その他のリソース：  

• 製品サポート センター： ドキュメント、トラブルシューティング ガイド、Web キャストなどの製品

サポート リソースを確認できます。 

• ナレッジベース （英語）： 質問や問題に対する回答が多数提供されています。 

• ドキュメント： VMware 製品の全バージョンのリリース ノート、マニュアル、ガイド、および技術

資料を参照できます。 

• 技術資料： 現在リリースされているすべての VMware 製品のホワイト ペーパー、技術文書、互換性

ガイド、およびその他の技術情報を入手できます。 

• 互換性ガイド （英語）： お客様の構成がサポートされていることを確認し、システム、I/O、SAN、

またはバックアップの互換性に関する既知の問題や、対応しているゲスト OS を確認できます。 

• 製品ライセンス （英語）： 製品ライセンスに関する情報の確認や、ライセンス管理ポータルへのアク

セスが可能です。 

  

http://kb.vmware.com/
http://blogs.vmware.com/kb/
http://blogs.vmware.com/kbdigest/
http://twitter.com/vmwarecares
http://twitter.com/vmwarekb
https://www.facebook.com/vmwkb
http://www.youtube.com/user/VMwareKB
http://communities.vmware.com/home.jspa
http://www.vmwarelearning.com/
http://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=33369&ui=www_edu
http://www.vmware.com/jp/support.html
http://kb.vmware.com/
https://www.vmware.com/jp/support/pubs/
http://www.vmware.com/jp/resources/techresources/
http://www.vmware.com/resources/guides.html
https://www.vmware.com/support/licensing/
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• セキュリティ センター （英語）： すべての VMware 製品のセキュリティ問題に関する最新情報を 

入手できます。セキュリティ関連のアラート通知を受信するように登録したり、セキュリティの問題

を報告したり、セキュリティ関連のアイテムをダウンロードできます。 

• サポート ツール （英語）： サポート リクエストや製品ライセンスのアクティビティなどの管理用

ツールを提供します。 

• 開発者向けリソース （英語）： 仮想インフラストラクチャ サービスを自社のプログラムへ組み込む

ための、開発者向け情報を提供します。 

• ユーザー グループ （VMUG） （英語）： VMware のユーザー フォーラムに参加して、ベスト プラ

クティスや知識を共有できます。 

• アラートの通知 （[Subscriptions] タブを選択）（英語）： 事前に登録をしておけば、パッチやメン

テナンス リリースが公開されたときに通知を受け取ることができます。 

https://www.vmware.com/security/
https://www.vmware.com/support/tools/
http://www.vmware.com/support/developer/
http://www.myvmug.org/
https://my.vmware.com/group/vmware/profile?p_p_id=myProfilePortlet_WAR_itusermanagement&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_myProfilePortlet_WAR_itusermanagement_action=communicationDetails
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付録 B： サポート サービス 
VMware は世界最大規模の仮想化サポートの組織を持ち、仮想化に精通したエキスパートが、仮想環境内

のクリティカルなアプリケーションをサポートします。VMware グローバル サポート サービスでは、 

お客様のニーズに合わせて、幅広いサポート オプションを提供しています。 

オプションには次のものが含まれます （一部日本で未提供のものが含まれます）。 

• Basic Support （ベーシック サポート）： 通常の営業時間中の応答を許容できる、テスト環境、開発

環境、または評価用環境向けサポート、1 日 12 時間、週 5 日の対応 

• Production Support （プロダクション サポート）： 重要度が高い問題に対するテクニカル サポート

が必要な本番環境や重要なテスト環境向けサポート、重要度 1 の問題に 24 時間 365 日対応 

• Business Critical Support （ビジネス クリティカル サポート）： プロダクション サポートへのアド

オンであり、お客様側の担当者 6 人のチームに、サポートの担当者を割り当て 

• Mission Critical Support （ミッション クリティカル サポート）： プロダクション サポートへの 

アドオンであり、シニア レベルのエンジニアへの優先的な問い合わせ、制限付きのオンサイト サポート、

およびプロアクティブなサポート アカウント管理を提供 

• Infrastructure as a Service Production Support （IaaS プロダクション サポート）： IaaS に関する 

24 時間、365 日のグローバル サポート 

• Software as a Service Production Support （SaaS プロダクション サポート）： SaaS 製品に 

関する 24 時間、365 日のグローバル サポート 

• Software as a Service Basic Support （SaaS ベーシック サポート）： SaaS 製品のサポート、 

重要度の低い問題は 1 日 12 時間、週 5 日間の対応、重要度 1 の問題は 24 時間 365 日の対応 

• U.S. Federal Technical Support （米国連邦テクニカル サポート）： 米国内に居住し、米国市民 

である経験豊富なエンジニアが対応 

• vFabric Developer Support （vFabric デベロッパー サポート）： vFabric アプリケーションの開発

支援、1 日 12 時間、週 5 日の対応 

• SDK Support Program for vSphere （vSphere の SDK サポート プログラム）： vSphere アプリ

ケーション開発の効率化に向けたサポート、1 日 12 時間、週 5 日の対応 

• インシデント単位のサポート： 1、3、または 5 インシデントのサポート パック、1 日 12 時間、週 5 日

の対応 

• 無償サポート： VMware Workstation™ と VMware Fusion® に関する E メールを使用したサポート 

• 評価版： Web ベースのセルフ ヘルプ サービスのみ 

• ベータ版： フィードバックのみ可能 

詳細については、Web サイトで VMware のサポート オプションを参照してください。最新の製品データ

シートをダウンロードするには、前述の各製品 Web サイトにアクセスしてください。 

http://www.vmware.com/support/services/basic.html
http://www.vmware.com/support/services/production.html
http://www.vmware.com/jp/support/services/bcs.html
http://www.vmware.com/support/services/mission-critical.html
https://www.vmware.com/support/services/iaas-production.html
https://www.vmware.com/support/services/saas-production.html
https://www.vmware.com/support/services/saas-basic.html
http://www.vmware.com/support/services/usfedsupport.html
https://www.vmware.com/support/services/vfabric-developer.html
http://www.vmware.com/support/services/sdk.html
http://www.vmware.com/support/services/incident.html
http://www.vmware.com/support/services/complimentary.html
http://www.vmware.com/support/services/Evaluation.html
http://www.vmware.com/jp/support/services/beta.html
http://www.vmware.com/jp/support/services/
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