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VMware Cloud Provider Program の概要

VMware はクラウド時代における皆様のパートナー
VMware Cloud ProviderTM Program（旧称 vCloud Air Network）は、
高い評価を得ている VMware テクノロジー ベースのクラウド サービス
を提供する世界最大規模のネットワークです。お客様は、各地域の
クラウド プロバイダーをこれまで以上に自由に選択できます。VMware
Cloud Provider パートナーは、次のようなサービスをお客様に提供でき
ます。

 VMware のお客様の環境をクラウドへシームレスに移行

 VMware Cloud Provider サービス プロバイダーのエコシステムを
通じて、高い評価を受けているさまざまなクラウド サービスを
グローバルに提供

 複数のコンプライアンス認証、マネージド サービスとアプリケー
ション サービス、および各種の業界に適応したサービスにより、
さまざまなお客様の要件に対応

 国内に拠点を置く VMware Cloud Provider Program サービス
プロバイダーを通じてデータの所在のコントロールが可能

安心して使用できる堅牢でセキュアなインフラストラクチャ サービスに
より、一般的なパブリック クラウドや互換性のないハイブリッド クラウド
で生じるリスクや不確実性が排除されます。VMware Cloud Provider 
Program サービスは、50 万社以上のお客様のデータセンターに導入
され、その価値が証明されている VMware のクラウド テクノロジーを
基盤としており、パブリック クラウドにおける IT の俊敏性、効率性、
コスト削減を実現します。

VMware テクノロジーを基盤とするクラウド サービスを提供し、世界
最大規模のネットワーク VMware Cloud Provider Program では、
パートナーが利用規模に応じた月単位のサブスクリプション モデルで
VMware 製品を使用できます。VMware テクノロジーを利用した幅広い
クラウド サービスを地域ベースで提供することで、オンプレミスですで
に利用している VMware の製品やツールを使用し、お客様のデータセン
ターを迅速かつシームレスにクラウドへ拡張するハイブリッド クラウド
サービスを提供できます。

クラウド
パートナー

エコシステム

VMware 
Cloud 

Services

高い評価を得ている VMware 
テクノロジー ベースのクラウド

サービスを提供する世界最大規模の
ネットワーク。お客様はその地域の
クラウド プロバイダーをこれまで

以上に自由に選択できます
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VMware Cloud Provider Program パートナーが提供する付加価値

さまざまなビジネス モデルを柔軟に組み
合わせてお客様のニーズに合ったクラウド
ビジネスを構築することで、継続的な
成長と収益性の向上を実現できます。

• サブスクリプションベースのライセンス
レンタル モデルでクラウドを構築

• オープン ライセンスを使用し、お客様
のオンプレミスとオフプレミスに対応
したクラウド サービスを提供

• マネージド サービス プロバイダー
（MSP）モデルを利用して独自の
マネージド サービスを提供

お客様の環境のクラウド、デバイス、ワー
クロード全体にわたって、優れた効率性、
俊敏性、セキュリティを実現できます。
VMware ベースのサービスにより、
「ワークロードを自由に移行し、デジタル
ビジネスの安全性を高める」というお客様
の課題に対処できます。

• 共通の Software-Defined Data Center
（SDDC）プラットフォーム
o vCloud Director
o ネットワークとハイブリッド性
o ストレージ

• クラウド管理ソリューション
o vRealize
o Usage Meter
o Chargeback Manager

• クラウド サービス支援ソリューション
o 共通の SaaS プラットフォーム
o クラウドネイティブ アプリ

• VMware とパートナーのソリューション
o ディザスタ リカバリ
o Horizon

対象となる市場は、互換性のあるクラウド
にワークロードを移行することを検討して
いる 50 万社を超える VMware のお客様
です。VMware 主導で認知度向上キャン
ペーンやデマンド ジェネレーション
キャンペーンを実施し、VMware Cloud 
Provider Program エコシステムの
メリットを伝えています。

• VMware 認定サービスによってお客様
の信頼を得るとともに、マーケティング
に関するさまざまな特典を活用する

• 認定サービスを
vcloudairnetwork.com に掲載し、
多くのお客様に知ってもらう

• VMware 配信のニュース リリースで
パートナーのマイルストーンを発表する

• 共同で公開されるお客様事例でビジネス
の成功を紹介する

独自のサービスを柔軟に提供し、IP を
通じて設計、導入、運用までを行うことで、
信頼されるアドバイザーとしてお客様の
クラウド戦略をサポートできます。

ユースケースの例

• HCX によるワークロードの移行

• お客様の導入の効率化

• vSAN を使用したサービスとしての
ストレージ

柔軟な選択肢
多様な

クラウド サービスの提供 ビジネスの差別化
信頼される

アドバイザーとなる
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マネージド サービス プロバイダー（MSP）モデル

さまざまなビジネス ニーズに対応する VMware 
ベースのクラウド サービス
VMware Cloud Provider Program は、VMware ベースのクラ
ウド サービスを提供するサービス プロバイダーで構成される
エコシステムです。現在、100 以上の国に 4,400 以上のサー
ビス プロバイダーが存在します。さまざまなビジネス ケース、
データの所在のコントロールに関する要件、コンプライアンス
要件、あらゆる業種に対応します。VMware Cloud Provider 
Program のモデルには、ライセンス レンタルとマネージド
サービス プロバイダーの 2 つがあります。

VMware Cloud Provider ライセンス レンタル
ライセンス レンタル モデルでは、VMware のソフトウェア
ライセンスを利用して、サービス プロバイダー パートナーが
それぞれのデータセンターに独自のインフラストラクチャ環境
とマネージド サービスを構築できます。

VMware Cloud Provider マネージド サービス
プロバイダー
マネージド サービス プロバイダー（MSP）プログラムでは、
パートナーは VMware のクラウド サービスを購入し、それを
お客様へ再販する際にマネージド サービスを提供できます。

サービス プロバイダーが MSP プログラムに参加するには、
独自の利用規約を定め、お客様に対するサポート全般を自社で
提供することが条件になります。MSP モデルの主なユース
ケースに地域の拡大があります。MSP モデルを利用すれば、
データセンターに多額の投資をしなくても、新たな地域へ
迅速にサービスを拡大できます。また、VMware が提供する
サービスの認定を取得し、新しい業種のお客様に対応すること
も可能です。VMware のサービスは今後も引き続き追加され
ていくため、MSP パートナーはそれらのテクノロジーを活用
してお客様向けの独自のサービスを強化できます。

サービス プロバイダーが管理

VMware 
ソフトウェア ライセンス

サービス プロバイダーの
データセンター

VMware のソフトウェア
テクノロジーを利用して独自の
インフラストラクチャを構築し、

そのインフラストラクチャで
マネージド サービスを提供

ライセンス レンタル

VMware のテクノロジーを
サービスとして利用することで、
自社のデータセンター インフラ
ストラクチャに投資することなく

マネージド サービスを提供

VMware の
データセンター

Vmware
Cloud Services

サービス プロバイダーが管理

マネージド サービス

サービス
プロバイダーが
独自の利用規約

を策定

地域の拡大

ディザスタ
リカバリ

オンデマンド
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MSP プログラムの要件とメリット

パートナーにとってのメリット
VMware Cloud Services をコア インフラストラクチャとして
利用することで、クラウド ソリューションの構築方法や提供方法
の選択肢が増え、柔軟性が高まります。マネージド サービス
プロバイダーは、VMware Cloud Services を提供するとともに、
マネージド サービスの収益も得ることができます。さらに、
独自のサービス利用規約をお客様に提供することで、信頼される
アドバイザーとしての地位を強化できます。

このプログラムに参加すれば、ライセンス サブスクリプション
に基づいて独自のクラウドを構築し、VMware Cloud Services 
の新規顧客を開拓できるため、ビジネス促進の機会が広がります。

MSP になるための要件
参加を希望されるサービス プロバイダーは、アグリゲーター
パートナーを通じて新規契約を締結し、月間契約 MSRP 利用額
（月額料金）を設定する必要があります。パートナーとして参加
していただくには、お客様との間で独自のサービス利用規約を
定め、サポートとマネージド サービスを提供することが条件と
なります。

お客様にとってのメリット
VMware Cloud Provider マネージド サービス プロバイダー
モデルでは、さまざまなクラウド ソリューションの構築や提供
に柔軟に対応できるため、お客様の選択肢の幅が広がります。

互換性と俊敏性に優れた VMware の aaS（サービスとして提供
される）製品に加え、プロバイダーが提供するマネージド サー
ビスを通じて、お客様は多くのメリットを得ることができます。
サーバ、デスクトップ、ネットワークなどの管理と監視はプロ
バイダーが行うため、お客様は IT の管理に煩わされることなく
ビジネスに集中できます。また、VMware のコンプライアンス
と認定により、お客様に付加価値をもたらす独自のマネージド
サービスや各分野の専門知識をコア インフラストラクチャに
追加することができます。

要件 メリット
（パートナー レベルによって異なる）

 VMware Partner Network 
および VMware Cloud Provider 
Program に参加する

 希望するパートナー レベルの要件を
すべて満たす

 アグリゲーターと契約を締結し、
月間経常収益（MRR）を設定する

 独自のサービス利用規約を定め、
サポートを提供する

 完全なマネージド サービスを提供
する

 トレーニングを受講する：以下の
セールスおよびテクニカル認定
o デスクトップ管理コンピテンシー
o モビリティ コンピテンシー
o VMware Cloud（VMC）
ソリューション コンピテンシー

 ボリューム ディスカウント

 プロダクション レベルのサポート

 パートナー ブランディング

 バッジとポータルへの掲載

 開発資金（DF）

 プレス リリース サポート

 共同ブランドでのマーケティングと
ソーシャル メディア

 顧客開拓

 共同のお客様事例/Web キャスト

プログラムの概要

ビジネス プロセス

サポート
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マネージド サービス プロバイダーのライフサイクル

12 か月の
契約

1
ビジネス

プランを策定

2

利用規約と
マネージド

サービスを提供

3

サポートを
提供

4

レポートと
支払いを処理

5

プログラムのライフサイクル
VMware Cloud Provider Program MSP のライフサイクルの概要は次のとおり
です。

1. 12 か月の契約を締結：VMware アグリゲーターと VMware HCX マネー
ジド サービス プロバイダー契約を締結します。さらに、月間 MSRP 利用
額を設定した 12 か月の契約を VMware と締結します。

2. ビジネスプランを策定する：市場を開拓し、マネージド サービスの提供へ
向けてビジネスを展開します。このハンドブックの MSP のユースケースに
関するセクションを参考に、潜在的なビジネス機会を見出してください。

3. マネージド サービスを提供し、独自の利用規約を定める：ビジネス機会を
特定したら、VMware にクラウド サービスを注文し、お客様へのサービス
の一環としてマネージド サービスを提供します。パートナーは、お客様に
提供するサービスについて独自に利用規約を定め、お客様へのサービスの
一環としてマネージド サービスを実施する必要があります。これには、
少なくとも、サービスに対するテクニカル サポートに加え、サービスの
構成、アドオン、更新、請求に関連するすべての機能を含める必要があり
ます。

4. お客様に導入支援とサポートを提供する：VMware サブスクリプション
サービスの初回プロビジョニング時、パートナーは VMware 導入支援
サービスを利用できます（有償）。以降のプロビジョニングでは、パート
ナーは VMware からテクニカル サポートを受けることができます。一方、
エンド ユーザー（お客様）に対する導入支援とサポートはパートナーが
行います。これには、お客様との打ち合わせ、マネージド サービスの提供、
導入、構成、使用に関する問い合わせへの対応など、お客様へのあらゆる
サービスとサポートが含まれます。

5. 月次レポートをサブミットし、請求書の金額を支払う：毎月 Business 
Portal にログインし、前月の使用量を確認します。レポートの内容を確認
してアグリゲーターにサブミットすると、アグリゲーターからその月の
請求書が届きます。

プログラムの概要

ビジネス プロセス

サポート
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マネージド サービス プロバイダーの市場参入

お客様 MSP アグリゲーター VMware

契約と請求契約と請求契約と請求

注文とサポート
注文と
サポート

 HCX サービスを MSP に
販売してプロビジョニング
を行う

 MSP に対してのみ利用
規約を定める（エンド
ユーザーは対象ではない）

 MSP のみ（エンド ユー
ザーは除く）に対してエス
カレーション サポートを
提供する

 MSP が使用したサービス
の料金をアグリゲーターに
請求する

 MSP と取り決めたコミット
契約レベルを VMware に
登録する

 VMware の請求エージェント
として、使用量に応じた
料金を MSP に請求する

 サポートは提供しない

 MSP 契約レベルを設定する
 HCX サービスを VMware 

から購入する
 お客様への再販時に

VMware の aaS（サービス
として提供される）製品と
一緒にマネージド サービス
を提供する

 お客様を対象に独自の
サービス利用規約を定める

 VMware によるエスカレー
ション サポートを利用しな
がら、お客様への直接的な
サポートを行う

 サービスの使用量に応じて
アグリゲーターに料金を
支払う

 マネージド サービスの
エンド ユーザー

 HCX サービスを MSP から
購入する

 MSP からサポートを受ける

 VMware とは直接やり取り
しない

VMware Cloud Provider マネージド サービス プロバイダーの市場参入モデル
マネージド サービス プロバイダー（MSP）モデルには、サービスを利用するエンド ユーザー（お客様）、マネージド サービス プロバイダー（MSP）、アグリゲーター、VMware 
の 4 者が関与します。

マネージド サービス プロバイダー（MSP）は、クラウド サービスの取り扱いと購入において、アグリゲーターおよび VMware の両者と連携します。

アグリゲーターは VMware の請求エージェントであり、MSP との間でコミット契約レベルを取り決めます。MSP は、月間 MSRP 利用額を設定することで、VMware からクラウド
サービスを購入する際に割引を受けることができます。また、MSP には VMware の注文ポータル（My VMware）へのアクセス権が付与され、クラウド サービスを VMware から
直接購入できます。VMware から購入する場合、いずれも MSRP（標準価格）が適用されます。月末になると、その前の月に使用した VMware サービスの料金がアグリゲーター
から MSP に一括請求されます。この時点で、契約で取り決めた割引が購入金額に対して適用されます。

MSP は独自のサービス利用規約（Term of Service）を定め、契約、注文、サポート、請求など、お客様との取引やサポートに関するすべての業務を担当します。詳しくは、次の
図を参照してください。
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適切なビジネス モデルとして MSP を選択

適切なビジネス モデルを選択
複数の選択肢の中から、サービス プロバイダー パート
ナーに適したビジネス モデルをお選びいただけます。
どのモデルが適しているかを判断するには、まず
「サービス利用規約（ToS）とサポートを独自に提供
するかどうか」を考えます。

ToS とサポートを独自に提供せず、VMware のサービス
をそのまま提供することを希望する場合は、ソリュー
ション プロバイダー プログラムが適しています。

一方、ToS とサポートを独自に提供する場合は、
VMware Cloud Provider Program が適しています。
このプログラムには 2 つのオプションが用意されてい
ます。

MSP が適しているかどうかを判断
 VMware のサービスとデータセンターを利用せずに、

自社のデータセンターで独自のサービスを構築する
場合は、VMware Cloud Provider ライセンス
レンタル プログラムが適しています。

 一方、VMware Cloud のサービスを購入し、それを
利用して完全なマネージド サービスを提供する場合
（VMware ブランドの使用の有無は問わない）は、
VMware Cloud Provider マネージド サービス
プロバイダー プログラムが適しています。

VMware Cloud Provider 
Program：

ライセンス レンタル

VMware Cloud Provider 
Program：

マネージド サービス
プロバイダー

ソリューション
プロバイダー プログラム

はい、ただし...

 お客様に独自の ToS を提供する

 お客様に独自のサポートを提供する

VMware のサービスとデータセン
ターを利用せずに、自社のデータ
センターで独自のサービスを構築
する

はい
 お客様に独自の ToS を提供する

 お客様に独自のサポートを提供する

 VMware Cloud ベースのサービ
スを購入し、それを利用して完全
なマネージド サービスを提供する
（VMware ブランドの使用の有無
は問わない）

いいえ

お客様に独自の ToS を提供しない

お客様に独自のサポートを提供
しない

 VMware Cloud ベースのサービス
をそのまま再販する（プロフェッ
ショナル サービスを含む）

「お客様に独自のサービス利用規約と
サポートを提供しますか？」

プログラムの概要

ビジネス プロセス

サポート

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

HCX MSP
（Hybrid Cloud Extension）
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HCX MSP サービス

HCX MSP：ハイブリッド クラウド管理
2018 年 6 月付けでこのプログラムに追加された HCX MSP コミット契約
では、パートナーが既存の Mobility、VMware Cloud、Desktop のサービス
に加え、Hybrid Cloud Extension（HCX）サービスを購入できます。

HCX サービスの購入には、Mobility、VMware Cloud、または Desktop 
とは別のコミット契約が必要になることに注意してください。また、HCX
MSP 契約では、コミット レベルと割引レベルもほかのサービスと異なり
ます。指定の VMware アカウント チームに相談してコミット レベルと割引
レベルを決定し、MSP プログラムから HCX を購入してください。

VMware Cloud Provider MSP 契約の種類
 HCX MSP コミット契約：ハイブリッド管理ソリューションの販売を

希望するサービス プロバイダー向けの契約です。HCX の購入のみが
可能で、その額が月間契約最小利用額に計上されます。

 VMC MSP コミット契約：IaaS（サービスとしてのインフラストラクチャ）
に力を入れているサービス プロバイダー向けの契約です。VMware 
Cloud on AWS サービスの購入のみが可能で、その額が年間契約額に
計上されます。

 Mobility MSP コミット契約：エンタープライズ モビリティ管理に力を
入れているサービス プロバイダー向けの契約です。Workspace ONE 
および AirWatch サービスの購入のみが可能で、その額が月間契約最小
利用額に計上されます。

 Desktop MSP コミット契約：この契約は、DaaS（サービスとしての
デスクトップ）のマネージド サービスを提供する場合に適しています。
Horizon Cloud サービスの購入のみが可能で、その合計額が月間契約
最小利用額に計上されます。

各契約のサービス内容 HCX MSP 
契約

VMC MSP 
契約

Mobility 
MSP 契約

Desktop 
MSP 契約

Hybrid Cloud 
Extension 

VMware Cloud on 
AWS 

Workspace ONE 

Horizon Cloud 

プログラムの概要

ビジネス プロセス

サポート

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

HCX MSP
（Hybrid Cloud Extension）
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HCX MSP のコミットと割引

MSP に適用される
MSRP からの

割引率

月間契約 MSRP 利用額
（米ドルの場合）

最小月間請求額
（割引後）

レベル 1 24 % 15,000 ドル 11,400 ドル

レベル 2 28 % 35,000 ドル 25,200 ドル

レベル 3 31 % 55,000 ドル 37,950 ドル

レベル 4 34 % 75,000 ドル 49,500 ドル

レベル 5 37 % 100,000 ドル 63,000 ドル

MSP に適用される
MSRP からの

割引率

月間契約 MSRP 利用額
（米ドルの場合）

月間最小レンタル
ポイント契約値

レベル 1R 5 % 0 ドル 360 ポイント

レベル 2R 10 % 0 ドル 1,800 ポイント

レベル 3R 15 % 0 ドル 10,800 ポイント

レベル 4R 20 % 0 ドル 30,000 ポイント

レベル 5R 25 % 0 ドル 100,000 ポイント

A. 対象：新規と既存のすべての Cloud Provider パートナー B. 対象：現在のレンタル ポイント パートナーのみ

HCX MSP 契約のコミット レベルと割引率（レベル 1 ～ 5）
HCX 契約のコミット レベルと割引率を表 A に示します。MSP プログラムではボリュームに基づいて割引が適用されるため、利用額が増えるほど割引も大きくなります。コミット/割引
レベルは 5 段階（1 ～ 5）で、新規と既存のすべての VMware Cloud Provider パートナーが対象になります。

VMware Cloud Provider レンタル コミット契約での HCX MSP サービスの購入条件（レベル 1R ～ 5R）
さらに、現在レンタル コミット ポイント契約を締結している VMware Cloud Provider パートナーは、追加費用を負担せずに HCX MSP サービスを割引価格で購入できます。該当する
パートナーは、MSP プログラムに登録することにより、契約利用額が 0 でも割引価格で HCX サービスを購入することが可能です。HCX サービスに適用されるレンタル ポイント契約
要件と割引率を表 B に示します。対象となるのは、すでにポイント コミット契約を締結している VMware Cloud Provider レンタル パートナーだけであることに注意してください。

重要：レンタル パートナーが HCX サービスを購入するには、事前に MSP パートナー登録が必要です。MSP サービスの利用量はレンタル ポイントに加算されません。MSP サービスの
購入にレンタル ポイントを充てることはできず、MSP サービスは実際の金額でのご請求となります。

プログラムの概要

ビジネス プロセス

サポート

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

HCX MSP
（Hybrid Cloud Extension）
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HCX の価格設定とパッケージ

VMware Hybrid Cloud Extension の価格設定
VMware Hybrid Cloud Extension は、強力な移行サービスとハイブリッド化サービスをお客様に提供します。移行サービスでは、移行対象の各仮想マシンに対して課金されます。
Hybrid Cloud Extension インスタンスは、仮想マシンの移行に必須です。お客様は Hybrid Cloud Extension Service のサブスクリプション契約を結ぶことで、オンプレミスおよび
クラウドで継続的かつハイブリッドな相互接続を実現できます。
料金は、Hybrid Cloud Extension インスタンスと移行した仮想マシンの数に対して月次で請求されます。仮想マシン移行は仮想マシン単位で課金され、移行先で計算されます。仮想
マシンの移行の開始から完了までの期間は、最長で 1 年間です。

SKU 標準価格 説明

仮想マシン移行の年間料金 仮想マシン 1 台あたり年間 180 ドル 仮想マシン移行の年間料金の SKU 

移行イベントの定義：
• ライブ vMotion、ウォーム マイグレーション、レプリケーション
• コールド マイグレーション
• 仮想マシンのレプリケーション/保護

1 年間有効、移行元と移行先にハイブリッド化 SKU が必要

仮想マシンごとに請求（有効期間中の移行回数無制限）

移行先/保護側で課金

月単位で課金/照合

HCX インスタンスの月間実行料金
（すべてのハイブリッド化機能を含む）

HCX インスタンスごとに月間 3,000 ドル 月単位のハイブリッド化の SKU

HCX インスタンスごとの月間料金
移行時および継続的ハイブリッド化に必要

Hybrid Cloud Extension インスタンスは、vCenter ごとに移行元と移行先の
両方で必要

複数のサイトにハイブリッド相互接続を提供

ビジネス継続性とセキュリティを保証

プログラムの概要

ビジネス プロセス

サポート

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

HCX MSP
（Hybrid Cloud Extension）
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ユースケース別の HCX の価格設定

移行/ハイブリッド化のユースケースの場合
HCX サービスは、移行のユースケースでもハイブリッド化のユースケースでも柔軟に導入できます。移行のユースケースで導入する場合は、仮想マシン 1 台あたりの移行料金と月次の
Hybrid Cloud Extension インスタンスの両方を注文する必要があります。しかし、このサービスをハイブリッド化に使用する場合は、月次の HCX インスタンスのみを注文します。

ユースケース 説明 必要な SKU

移行/ビジネス継続性の
ユースケース

• 移行用に HCX インスタンス SKU が必要

• 仮想マシン 1 台あたりの移行料金

ハイブリッド化のユースケース • 継続的ハイブリッド化のユースケース

• HCX インスタンスあたりの料金（すべてのハイブリッド
化機能）

仮想マシン 1 台あたり年間 180 ドル
仮想マシンの移行イベントの年間料金

HCX インスタンスごとに月間 3,000 ドル
月単位のハイブリッド化の SKU

+

プログラムの概要

ビジネス プロセス

サポート

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

HCX MSP
（Hybrid Cloud Extension）

HCX インスタンスごとに月間 3,000 ドル
月単位のハイブリッド化の SKU

※ 2019 年 1 月ご利用分までのキャンペーンとして、移行先となるクラウド側の基盤に VMware NSX Enterprise を実装している場合、HCX インスタンスの月額料金 3,000 ドルが免除されます。
詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい。
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VMware Hybrid Cloud Extension サービス（HCX）

VMware Hybrid Cloud Extension の概要
VMware HCX のテクノロジーは VMware Cloud™ Services として提供されます。VMware vSphere® ベースのクラウド間で安全かつシームレスな相互運用とハイブリッド化が可能
になり、最新のクラウド/データセンターへの大規模な移行や、アプリケーションのダウンタイムなしの可搬性を実現します。組み込みのディザスタ リカバリ機能とセキュリティ機能に
より、コンプライアンスの確保、ガバナンス、制御を統合できます。サービス プロバイダーや企業は、展開の自動化により迅速かつ容易に期待される状態を確立し、短期間で価値を実現
できます。

現在の状態

vSphere ベースの
エンタープライズ DC

vSphere 
5.5

vSphere 
5.1

Hybrid Cloud Extension
Any-to-Any サービス

（ガバナンス、制御、セキュリティの統合）

アプリケーションの移行、提供
（大規模環境でのビジネス継続性）

イフラストラクチャのハイブリッド化
（複数のデータセンターやクラウドのシームレスな管理）

期待される状態

VCF、HCI エンタープライズ

VCF 
ベースの
クラウド

VC/vCD
ベースのクラウド

インフラストラクチャの境界を越えたアプリケーションのハイブリッド クラウド化を実現

プログラムの概要

ビジネス プロセス

サポート

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

HCX MSP
（Hybrid Cloud Extension）
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HCX のバリュー プロポジション（価値提案）

アプリケーションのハイブリッド クラウド化とインフラストラクチャのハイブリッド化をあらゆる vSphere 環境で実現
VMware Hybrid Cloud Extension により、オンプレミスおよびクラウド上にある vSphere 5.0 以降のバージョン全体にわたって、アプリケーションの可搬性とインフラストラクチャ
のセキュアでシームレスなハイブリッド化を実現します。Hybrid Cloud Extension によってオンプレミスとクラウド リソースが抽象化され、アプリケーションはすべてのリソースを
1 つの連続したハイブリッド リソースとして利用できます。また、Hybrid Cloud Extension は、ハイパフォーマンスでセキュアな最適化マルチサイト相互接続機能を提供します。
抽象化と相互接続により、インフラストラクチャがハイブリッド化されます。このハイブリッド化によって、Hybrid Cloud Extension は、オンプレミスの vSphere プラットフォームと
VMware Cloud にまたがるセキュアでシームレスなアプリケーションの可搬性とディザスタ リカバリを可能にします。

アプリケーションのハイブリッド クラウド化：任意のインフラストラクチャ（VI、HCI、IaaS、複数サイトにまたがる
クラウド）全体でのアプリケーション環境のリフト アンド シフトや展開

ハイブリッド インフラストラクチャ：IT 部門/サービス プロバイダーは、データセンターを複数のサイトやクラウドに
シームレスに拡張して統合的なガバナンスと制御が可能

HCX をサービスとして提供し、任意のインスラストラクチャ上でアプリケーションのハイブリッド クラウド化を実現

HCX により、企業の IT 部門やサービス プロバイダーが実現できること
 インフラストラクチャのモダナイゼーション

 パブリック クラウドとの連携

 アプリケーションのプラットフォーム再構築のサポート

これらと同時に、ビジネス継続性を維持

プログラムの概要

ビジネス プロセス

サポート

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

HCX MSP
（Hybrid Cloud Extension）
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HCX のユースケース

ユースケース
Hybrid Cloud Extension は、データセンターのモダナイゼーションとクラウドの変革における 4 つの主要な柱をサポートします。

セキュアでパフォーマンスに優れた
クラウドへの接続

複数のクラウドへの接続を活用して
安全性を確保しながら新たな市場へと拡大

クラウドへのレプリケーションにより
ワークロードを保護 オンプレミスからクラウドへ安全に移行

クラウドへの拡張 マルチクラウド アプリケーションの
サポート クラウドへのディザスタ リカバリ オンプレミス データセンターの

モダナイゼーション

オンプレミスのデータセンターを、
VMware Cloud Provider に拡張できます。
Hybrid Cloud Extension で提供される、
WAN 向けに最適化されたセキュアなハイ
ブリッド相互接続により、オンプレミス
アプリケーションを拡張できます。これに
より、ネットワークやセキュリティを変更
することなく、コンピューティングやスト
レージを大幅に増やすことができます。

Hybrid Cloud Extension では、アプリケー
ションの OS に影響を与えることなく、
クラウドに対する一括での移行やライブで
のアプリケーションの移動が可能です。

Hybrid Cloud Extension では、アプリケー
ションのコンポーネントをマルチクラウド
環境内に配置できます。データベースを
オンプレミスに残して、アプリケーション
層と Web 層を VMware Cloud Provider 
に移行できます。ビジネスが新しい市場や
地域に進出しても、セキュリティを維持
しながら、ハイブリッド クラウド全体に
おけるコンポーネントの通信を制御でき
ます。

Hybrid Cloud Extension は、WAN に
最適化された高度な機能を使用して、
VMware Cloud Provider にデータをレプリ
ケーションすることでオンプレミスのアプ
リケーションを保護します。ハイブリッド
インターコネクトにより、アプリケーション
のネットワークをリカバリ用のクラウド
プロバイダーに拡張できます。ディザスタ
リカバリが開始されても IP の再構成が
不要なため、複雑さが軽減され、サイト
全体のリカバリや部分的なリカバリが可能
です。

データセンター全体をクラウドに移行する、
スピーディーでリスクの少ないアプローチ
を提供できます。Hybrid Cloud Extension 
を利用すれば、再起動するだけで、OS や
アプリケーションを変更することなく、
数百のアプリケーションを VMware Cloud 
Provider へ一度に移行できます。

プログラムの概要

ビジネス プロセス

サポート

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

HCX MSP
（Hybrid Cloud Extension）
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プログラムの概要

ビジネス プロセス

ビジネス フロー

MSP プログラムへの参加

HCX サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

HCX サービスの発注

サービスの設定

月次レポートのサブミット

サポート

請求と課金
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HCX MSP：ビジネス フロー

ビジネス開始までの運用フロー
VMware Cloud Provider Program HCX MSP プログラムに参加するには、次の 7 つの手順に従います。この章では、これらの各手順について詳しく説明します。

1 2 3 4 5 6 7

参加 テスト 契約 発注 レポートプロビジョニング 請求

問い合わせ：
MSP Operations

アクセス：
ハンズオン ラボ

問い合わせ：
アグリゲーター

アクセス：
MyVMware
ポータル

連携：
HCX Cloud 
Operations

アクセス：
iAsset ビジネス

ポータル
支払い：

アグリゲーター

VMware Cloud 
Provider MSP 
Operations に
問い合わせて

MSP プログラムに
登録する

ハンズオン ラボに
アクセスして

サービスをテスト
する

アグリゲーターに
問い合わせて

HCX MSP コミット
契約を締結する

My VMware 
ポータルにアクセス
して、お客様に提供

する HCX サービスを
注文する

ビジネス ポータルに
アクセスして、月間
使用量を確認し、
アグリゲーターに

レポートを
サブミットする

アグリゲーターから
月単位の請求を

受け取る

サービスの設定と
プロビジョニングに
必要な情報を Cloud 
Operations チームに

提供する

初回設定時に 1 回 必要に応じて 月 1 回
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MSP プログラムへの参加

1

2

VMware Cloud Provider マネージド サービス
プロバイダー（MSP）パートナーになる
自社のビジネスに適したモデルが VMware Cloud Provider 
マネージド サービス プロバイダー プログラムだと判断した
場合、VMware に問い合わせてこのプログラムに参加します。

VMware Cloud Provider Program にまだ登録
していない場合
VMware Cloud Provider Program にまだ参加していない
場合は、プログラム契約（1）に同意します。これには、
MSP パートナーになるためのサブスクリプション サービス
の追加条項も含まれます。こちらから [今すぐ登録] ボタンを
クリックしてください。

VMware Cloud Provider Program にすでに
登録しているが、MSP パートナーではない場合
VMware Cloud Provider Program にすでに参加しており、
ライセンス レンタル契約を締結している場合は、サブスクリ
プション サービスの追加条項（2）に同意します。このプロ
セスを開始するには、MSP@VMware.com までご連絡くだ
さい。

※ 通常 2015 年 5 月以降に VCPP への登録をされた場合は不要です。
サブスクリプション サービスの追加条項への同意が必要かどうか
不明な場合は弊社までお問い合わせください。

プログラムの概要

ビジネス プロセス

ビジネス フロー

MSP プログラムへの参加

HCX サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

HCX サービスの発注

サービスの設定

月次レポートのサブミット

サポート
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参加

http://www.vmware.com/jp/partners/service-provider?subject=VSSP%20Agreement
mailto:MSP@VMware.com
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HCX サービスのテスト

HCX ハンズオン ラボ：VMware 製品を簡単に試用する手段
MSP コミット契約を締結する前に HCX サービスのテストを希望される
場合は、ハンズオン ラボに登録することで機能をお試しいただけます。

ハンズオン ラボは、VMware 製品のさまざまな機能をどこよりも早く、
そして簡単に試すための手段です。ハンズオン ラボは無償で使用でき、
ブラウザ上で数分で利用開始できます。インストールは必要ありません。

このラボを使用すると、VMware のクラウド インフラストラクチャ
（プライベートまたはパブリック）におけるアプリケーションの可搬性を
実現する方法を短期間で理解できます。仮想マシンのセキュアな双方向移行
とハイブリッド ディザスタ リカバリの機能についても試すことができます。

VMware HCX の
ハンズオン ラボ

開始するには
ここをクリック

VMware HCX：クロスクラウド モビリティの導入
（HOL-1881-01-HBD）

モジュール タイトル 時間 レベル

1 ハイブリッド状態の確立 30 分 初級

2 双方向のクラウド移行 45 分 初級

3 ハイブリッド ディザスタ リカバリ（DR） 45 分 初級

4 データセンター デザイナー 15 分 初級

プログラムの概要
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ビジネス フロー

MSP プログラムへの参加

HCX サービスのテスト
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テスト

http://labs.hol.vmware.com/HOL/catalogs/lab/3762
https://www.vmware.com/jp/try-vmware/vmc-aws-hol-labs.html
https://www.vmware.com/jp/try-vmware/vmc-aws-hol-labs.html
https://www.vmware.com/jp/try-vmware/vmc-aws-hol-labs.html
http://labs.hol.vmware.com/HOL/catalogs/lab/3762
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HCX MSP コミット契約の締結

アグリゲーターとの間で MSP 契約を締結（レベル 1 ～ 5）
MSP コミット契約を締結する準備が整ったら、提携するアグリゲーターを選択します。
契約期間は 12 か月で、月間契約利用額を設定する必要があります。月間契約利用額は
5 つのレベルから選択できます。レベルが高いほど割引率が上がります（右の表 1 を
参照）。
月間 MSRP 利用額の計算：毎月末に、月間 MSP 利用額が計算されます。月間利用額
の実績額は、MSRP の合計金額に基づいて計算されます。ただし、サービス使用料の
請求は、MSRP から契約割引額を引いた額に基づいて行われます。請求金額は、月間
契約最小利用額に超過分の料金を足した額になります。

3 請求サイクル（3 か月）の猶予期間：初回契約時には、月間利用額を徐々に増やして
いけるよう、最初の 3 請求サイクル（3 か月）は月間契約最小利用額が猶予されます。
この期間は、実際に注文したサービスの料金のみが請求され、月間契約最小利用額は
適用されません。

VMware Cloud Provider レンタル コミット契約での HCX MSP 
サービスの購入条件（レベル 1R ～ 5R）
さらに、現在レンタル コミット ポイント契約を締結している Cloud Provider パート
ナーは、追加費用を負担せずに HCX MSP サービスを割引価格で購入できます。該当
するパートナーは、MSP プログラムに登録することにより、契約利用額が 0 でも割引
価格で HCX サービスをご購入いただけます（表 2 を参照）。
重要：レンタル パートナーが HCX サービスを購入するには、事前に MSP パートナー
登録が必要です。MSP サービスの利用量はレンタル ポイントに加算されません。
MSP サービスの購入にレンタル ポイントを充てることはできず、MSP サービスは
実際の金額でのご請求となります。

MSP に適用される
MSRP からの割引率

月間契約 MSRP 利用額
（米ドルの場合）

最小月間請求額
（割引後）

レベル 1 24 % 15,000 ドル 11,400 ドル

レベル 2 28 % 35,000 ドル 25,200 ドル

レベル 3 31 % 55,000 ドル 37,950 ドル

レベル 4 34 % 75,000 ドル 49,500 ドル

レベル 5 37 % 100,000 ドル 63,000 ドル

MSP に適用される
MSRP からの割引率

月間契約 MSRP 利用額
（米ドルの場合）

月間最小レンタル
ポイント契約値

レベル 1R 5 % 0 ドル 360 ポイント

レベル 2R 10 % 0 ドル 1,800 ポイント

レベル 3R 15 % 0 ドル 10,800 ポイント

レベル 4R 20 % 0 ドル 30,000 ポイント

レベル 5R 25 % 0 ドル 100,000 ポイント

表 1：HCX MSP のコミット レベル（新規および既存のパートナー）

表 2：HCX MSP のコミット レベル（既存のレンタル パートナー）
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HCX MSP コミット契約の締結

アグリゲーターの選択
アグリゲーターを選択します。アグリゲーターは、VMware との MSP コミット契約を仲介し、
VMware サービスの使用料の請求を行います。

VMware Cloud Provider Program のアグリゲーターには、それぞれ担当の地域と国があり
ます。VMware 認定アグリゲーターの最新のリストを入手するには、こちらにアクセスするか、
MSP@VMware.com にお問い合わせください。

リストを入手したら、提携するアグリゲーターを選択し、そのアグリゲーターに直接連絡して
HCX MSP コミット契約を締結します。
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MSP プログラムへの参加
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月次レポートのサブミット
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http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/partners/vspp/vmw-vcloud-air-network-program-aggregator.pdf
mailto:MSP@VMware.com
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MSP コミット契約締結の通知

HCX MSP 契約が有効になったことを知らせる E メール通知
選択したアグリゲーターに新規 VMware Cloud Provider HCX MSP コミット契約を
注文すると、そのアグリゲーターが VMware MSP Operations チームに注文します。

注文に対して HCX MSP 契約が作成されると、右のサンプルのような通知が VMware 
から送られてきます。これで、HCX 契約が My VMware に表示され、MSP プログラム
を通じてサービスを注文できるようになります。

プログラムの概要

ビジネス プロセス

ビジネス フロー

MSP プログラムへの参加

HCX サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

HCX サービスの発注

サービスの設定

月次レポートのサブミット

サポート

請求と課金

3

契約



前のページ 25次のページVMware Cloud Provider Program：HCX マネージド サービス ハンドブック – 2018 年 6 月

1

参加 テスト

2

契約

3

発注

4 5

設定 レポート

6

請求

7

1

2

3

My VMware にアクセスしてサービスを発注

My VMware ポータルへのログイン
HCX MSP コミット契約が有効になり、パートナー環境が作成され
たら、お客様の HCX の注文を開始できます。

既存の VCPP パートナー認証情報を使用して My VMware にログ
インします。My VMware にアクセスするためのユーザー名とパス
ワードは、初めて VCPP 契約を有効にした際に受け取った E メール
に記載されています。パスワードをお忘れの場合は、[パスワードを
忘れた場合はこちら] のリンクをクリックしてください。それでも
アカウントにアクセスできない場合は、
partnernetwork@vmware.com にお問い合わせください。

My VMware ポータルでは、すべての VMware サービスについて、
新しいサービス、アドオン、更新、アップグレードの注文を行う
ことができます。

1. 開始するには、MyVMware.com にログインし、VMware に
よって発行された認証情報を入力します。

VMware Cloud Provider Program ポータルへの
ログイン
2. My VMware アカウントで VMware Cloud Provider Program の

情報を表示するには、まず [Accounts] タブをクリックします。

3. 次に、表示されたリストから [vCloud Air Network] を選択し
ます。

このポータルで、新しいサービス、アドオン、更新、アップグレード
を注文できます。

プログラムの概要

ビジネス プロセス

ビジネス フロー

MSP プログラムへの参加

HCX サービスのテスト
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契約およびアカウント情報の表示

VCPP MSP 契約の詳細
My VMware で VMware Cloud Provider Program のホーム
ページにアクセスすると、図のようなページが表示されます。
ここで、既存の HCX MSP 契約を確認できます。

1. 契約のリファレンス番号が表示されます。

2. そのすぐ下に、この契約のその月のサービス利用額が表示
されます。

3. 利用額の下には、月単位の契約レベルが表示されます。

4. その下には、その月の残高が表示されます。現在の残高は、
契約額からサブスクリプション利用額を引いた額になり
ます。

5. 右側には、パートナーの会社のアカウント番号と名前、
コミット契約番号、契約したアグリゲーター、認められた
通貨、My VMware アカウントの主要な所有者とユーザー
が表示されます。

6. VMware Cloud Provider Program MSP 契約の契約期間は
12 か月です。その情報もここに表示されます。

7. 契約の開始日と終了日も表示されます。

8. さらに、VMware Cloud Provider Program Business 
Portal の請求情報と支払い情報へのリンクも用意されて
います。

9. クラウド環境を構成および調達する準備ができたら、
[Add Services] ボタンをクリックします。

1

2

3

4

5

6

7
8
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HCX サービスの発注

コンフィギュレーターを使用した HCX サービスの
発注
このページから HCX サービスを発注できます。HCX には、
ほかのサービスにあるようなアドオンやアップグレードはあり
ません。

HCX の管理では、パートナーは新しいサービスの発注のみ
行う必要があります。

[New Service]：新規のお客様用に新しいサービスを追加でき
ます。ここで SID#（サービス ID 番号）も作成され、この
お客様の HCX サブスクリプションと関連付けられます。

1. [New Service] で [Select to Start] をクリックすると、
利用可能なサービスのリストが表示されます。表示される
サービスは、コミット契約の種類によって異なります。

2. [VMware Hybrid Cloud Extension] オプションを選択
して HCX サービスをプロビジョニングします。このオプ
ションは、新規 HCX MSP コミット契約を送信し、承認
されてからでないと表示されません。

たとえば、新しいお客様である「Joe’s Store」に HCX サービス
を販売したとします。プロバイダーのデータセンターとお客様の
データセンターに HCX エージェントが必要なので、管理対象と
なるお客様のデータセンターが 3 か所ある場合は、4 つのエー
ジェントを展開する必要があります。この場合、[New Service] 
を選択して、4 つのエージェントを展開します。

1

2
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新しい HCX サービスのリクエスト

HCX の構成
次に、[Configure Service] ページが表示されます。このページで最初の注文を
行うと、特定のお客様向けの HCX サービスにアクセスできるようになります。
VMware がリクエストを受け取ると、HCX Operations チームから必要なサービス
の構成を開始するように連絡があります。

お客様に提供する HCX サービスをリクエストするには、次の手順を実行します。
前に説明したとおり、新しいサービス リクエストの一環として SID（サービス ID）
が作成されます。

1. [Region] として [All] を選択します。HCX は包括的なサービスです。一般的
な MSP の展開の場合、サービス タイプ、ストレージ、条件などのオプション
がありますが、HCX にはありません。適切なボタンがすべて事前に選択され
ています。

注文のサービス管理者の定義
[Configure Service] ページの下部では、主要なサービス管理者を選択できます。
サービス管理者は、確認メールや HCX エージェントのダウンロードおよび設定に
関する情報を最初に受け取ります。

2. この注文の担当者が主要な管理者となる場合は、[Yes, I am the primary 
administrator of this service] ボタンをクリックします。

3. この注文の担当者とは別の人物にこのアカウントの HCX の設定情報を送信
する場合は、[No] ボタンをクリックして、その人物の名前とメール アドレス
を下に入力します。

4. 完了したら、[Continue] をクリックします。

1

2
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新しい HCX サービスの構成

追加キャパシティのフローは HCX の注文には
適用されない
ステップとしては存在しますが、現時点では HCX サー
ビスに追加するキャパシティや機能はありません。この
ページは無視して次のステップに進み、送信前に注文の
内容を確認してください。

1. [Review Order] をクリックして次に進みます。
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注文内容の確認

注文のプレビュー
次の手順では、注文のすべての詳細と構成を確認します。HCX は構成するオプション
がない包括的なサービスなので、注文を送信する前に、このページで内容の最終確認
を行います。

1. サービスの構成を確認します。

2. クリックして利用条件に同意します。

3. 重要：このプログラムでは、注文時にお客様の基本情報を入力する必要があり
ます。[Click to add end customer information] をクリックしてお客様の
情報を入力してください。
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お客様情報の入力

お客様の詳細の入力
[Click to add end customer information] リンクをクリックすると、この
サービスを販売するお客様の詳細を入力するページが表示されます。

1. お客様の詳細を入力します。必須のフィールドは、[Customer Name]、
[Country]、[Zip or postal code] です。

2. 完了したら、[Submit] をクリックして注文を確定します。

お客様情報は正しく入力してください。この情報は、Business Portal の
月次エンド ユーザー レポートのサービス ID（SID）に関連付けられます。
これにより、購入とその SID 番号を実際のお客様名に関連付けできます。

また、VMware のセールス担当へのコミッションの支払いや、VMware の
フィールド チームとマネージド サービス プロバイダー パートナーとの連携
にも使用されます。
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購入の確認

注文の参照 ID
プロビジョニング リクエストを送信すると、参照 ID（1）が表示されます。これにより、注文が送信されたことがわかります。

さらに、注文確認メールが送られてきます。その後、環境が利用可能になると、ログイン情報が記載された E メールが送られてきます。
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注文予約の確認

注文予約の確認メール
送信した注文は VMware Order Management チームに送られ、審査が行われます。この審査を通過
すると、注文が予約されます。

管理者（注文時に指定）に、サービスをプロビジョニングするために Operations チームに注文が送ら
れたことを伝える確認の E メール（サンプルを参照）が送信されます。この E メールには次の情報が
含まれています。
• アカウント番号
• アカウント名
• 連絡先
• PO/PR 番号
• サービス
• 開始日
• 終了日

次に、HCX Operations チームまたは担当の VMware アカウント チームから、サービスを適切に
プロビジョニングするために必要な手順を実行するように連絡があります。
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HCX サービスの設定

インフラストラクチャの
拡張

HCX SaaS

HCX 
プロバイダーインフラストラクチャの抽象化

インターネット/
WAN

HCX 
パートナー

vSphere ＋
オンプレミス

VC、vCD
または VCF

HCX 
プロバイダー

VCS、VCD 
または VCF

HCX 
プロバイダー

VC、vCD
または VCF

HCX の展開と設定
送信した注文は HCX Operations チームに送られ、このチーム
から、サービスの展開を開始するように連絡があります。HCX 
Operations チームと MSP パートナーが協力して、オンプレ
ミスに HCX をインストールする手順と、必要なインスタンス
をお客様のサイトにインストールする手順を実行します。

VCPP と HCX API
この展開作業の一部として、HCX Operations チームは、プロ
グラムや製品の API を使用したサービスの設定を支援します。
これらの API の詳細については、HCX Provider API のドキュ
メントを参照してください。

設定の例：新しいお客様である「Joe’s Store」に HCX サービス
を販売したとします。プロバイダーのデータセンターとお客様の
データセンターに HCX エージェントが必要なので、管理対象と
なるお客様のデータセンターが 3 か所ある場合は、4 つのエー
ジェントを展開する必要があります。この場合、[New Service] 
を選択して、4 つのエージェントを展開します。
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月次レポートのサブミット

必要な月次レポートのサブミット
パートナーは月に一度、VMware Cloud Provider Program Business 
Portal でエンド ユーザー レポートをサブミットする必要があります。
すべてのサービス情報に、発注時に入力した情報が事前に入力されます。

このレポートは月単位の請求サイクルの開始に使用されます。レポートを
サブミットすると、サブスクリプションとレンタルの使用量（該当する
場合）が 1 つの請求にまとめられ、パートナー割引が適用された月単位の
請求書がアグリゲーターから届きます。

また、このレポートは VMware 社内の報奨の算定を目的としても使用され、
VMware のフィールド セールス チームがサービス プロバイダー チャネル
と連携するうえでも重要となります。

月次レポートのタイムライン
• 毎月 3 日以降にポータルにアクセスする：その月の MSP クラウド サー

ビスの利用記録は、翌月の 3 日以降に確認できます。たとえば、5 月の
利用記録は 6 月 3 日以降にパートナーに表示されます。この時点で、
VCPP Business Portal にアクセスして前月の使用量を確認し、未処理の
レポートを処理していただく必要があります。

• 毎月 5 日までにレポートをサブミットする：毎月 5 日までに未処理の
レポートを処理し、アグリゲーターにサブミットしてください。

エンド ユーザー レポートをサブミットするには、VMware によって発行
されたアカウント情報を使用して VMware Cloud Provider Program 
Business Portal にログインします。

ポータルに
アクセス

ここをクリックして VMware Cloud Provider 
Program にアクセスするか、次のリンクに
アクセスしてください。
https://vmware.iasset.com
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未処理のエンド ユーザー レポートの表示

未処理のレポートへの対応
Business Portal にログインすると、サービスに関する未処理の月次レポートが表示されます。これらのレポートを処理する必要があります。完了したレポートはこのリストには表示され
ません。

1. ここでは、契約番号、契約の種類、支払い対象期間、レポートの期限、MSRP 利用額、MSRP 契約額、購入ベース（該当するパートナー割引を適用したあとの契約額）などのレポート
の概要情報を確認できます。

2. 左側にある [Edit] アイコンをクリックして、それぞれのレポートにアクセスします。

1

2

プログラムの概要

ビジネス プロセス

ビジネス フロー

MSP プログラムへの参加

HCX サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

HCX サービスの発注

サービスの設定

月次レポートのサブミット

サポート

請求と課金

6

レポート



前のページ 37次のページVMware Cloud Provider Program：HCX マネージド サービス ハンドブック – 2018 年 6 月

1

参加 テスト

2

契約

3

発注

4 5

設定 レポート

6

請求

7

MSP サービス使用量の確認

エンド ユーザー レポート ウィザード
1. エンド ユーザー レポート ウィザードが開きます。ここでは、特定の注文で発注した SKU など、サービス ID レベルの情報を確認できます。各サービスの開始日と終了日、MSRP 額、

注文数を確認できます。

2. SID の詳細のすぐ上に、契約額、前月の使用量、当月の使用量、超過分の金額、支払い額合計など、VCPP MSP プログラムのコミット契約情報が表示されます。

3. サービス情報を確認したら、アグリゲーターが使用する発注番号を入力します。

4. [Next] ボタンをクリックします。

1
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エンド ユーザー情報の確認

サービスのエンド ユーザー名の確認
1. 発注時に入力したお客様情報に、SID が自動的に入力されます。情報を確認し、変更が不要であれば、そのまま [Next] をクリックします。

2. 必要であれば、ここでお客様の詳細情報を変更できます。お客様の名前を編集するには、[Select One End User] ボックスの横にあるプラス記号をクリックします。完了したら、
[Next] をクリックします。
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レポートのサブミット

レポートの概要
1. エンド ユーザー レポートの最後の手順は、概要ページの確認です。すべての情報が正しいことを確認します。

2. 最後に、[Commit] をクリックしてレポートをアグリゲーターにサブミットします。アグリゲーターは、このレポートの情報を使用して月単位の請求書を発行します。
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更新されたレポート キューの表示

未処理のレポートが残っていないことの確認
1. 処理待ちのレポートがなくなったことがわかります。

2. [Reports] タブをクリックすると、以前に処理したレポートが表示されます。
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アグリゲーターから MSP への請求

アグリゲーターからの請求（例）
マネージド サービス プロバイダーは、前月の VMware 
サービスの全使用量に基づいて、毎月末に月単位の請求
をアグリゲーターから受け取ります。これらのサービス
の使用料は、請求書を送付したアグリゲーターに支払い
ます。

請求書の形式はアグリゲーターによって異なりますが、
少なくとも VMware SKU 番号、サービスの説明、サー
ビスの使用開始日と終了日、数量、SID 番号が記載され
ています。

右側に、アグリゲーターから届く請求書の例を示します。

前に説明したとおり、MSP 契約の最初の 3 請求サイクル
（3 か月）は「猶予期間」となるため、月間契約最小
利用額が適用されず、実際に利用したサービスの料金の
みが請求されます。

この猶予期間が終了すると、月間 MSRP 利用額が月間
契約最小利用額を上回る場合に、実際に利用したサービス
の料金が請求されるようになります。請求は、割引後の
正味価格に基づいて行われます。

一方、月間 MSRP 利用額が月間契約最小利用額を下回る
場合は、月間契約 MSRP 利用額から契約割引額を引いた
額が請求されます。

請求書
アグリゲーター名
123 Main Street 
Palo Alto, CA 94303 
Tel：(650) 555-1212

MSP 名
234 Broadway Blvd 
New York, NY 10027 
Tel：(212) 555-1212

請求書番号 請求日 支払い期間 支払期日

987654-ABC 2016 年 2 月 5 日 30 日間 2016 年 4 月 5 日

支払い対象期間 お客様 PO 番号 月間契約 MSRP 
利用額 割引

2016 年 3 月 1 日 ～
2016 年 3 月 31 日 123454-XYZ 5,000 ドル MSRP の 15 %

MFR SKU 説明 使用開始日 使用終了日 数量 希望小売価格 正味価格
（割引後） SID 番号

DSD-AD01C-
3MT0-C1S VMware HCX：コア SKU 2016 年

1 月 1 日
2016 年

3 月 31 日 1 11,520 ドル 9,792 ドル M123456789

DSD-ADC01-
3AT0-C1S VMware HCX：従量制 SKU 2016 年

1 月 1 日
2016 年

1 月 31 日 25 1,500 ドル 1,275 ドル M123456789

合計（月額） 13,020 ドル 11,067 ドル

超過分（月単位の契約を超えた金額） 0 ドル 0 ドル

月間 MSRP 最小利用額 4,250 ドル

この期間の合計請求額（この金額をお支払いください）： 11,067 ドル
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月間利用額の請求

月間契約に基づく請求
MSRP 月間契約を締結すると、その契約に従って、1 か月に最低限利用していただく金額が決定します。アグリゲーターはこの金額に基づいて毎月末に料金を請求します。

1. 「超過」：利用額が月間契約 MSRP 利用額を超えた場合は、割引後の購入価格に基づいて実際の使用量に対して課金されます。

2. 「不足」：月間契約 MSRP 利用額に満たない場合は、月間契約 MSRP 利用額全額が請求されます。

猶予期間：MSP コミット契約の初回締結時には、月間利用額を徐々に増やしていけるよう、最初の 3 請求サイクル（3 か月）は月間契約最小利用額が猶予されます。この期間は、
実際に注文したサービスの料金のみが請求され、月間契約最小利用額は適用されません。

注：契約利用額は MSRP に基づきます。

日付 説明 月間 MSRP 利用額 パートナーの購入ベース
（割引後）

注文したサービス 2016 年 1 月 1 日 HCX ホスト型サービス 8,000 ドル -

月単位の請求 2016 年 2 月 1 日 MSP コミット レベル 1 月単位の請求対象の注文（10 % の割引） 5,000 ドル 4,250 ドル

2016 年 2 月 1 日 MSP コミット レベル 1 超過分の金額 3,000 ドル 2,550 ドル

合計請求額 6,800 ドル

日付 説明 月間 MSRP 利用額 パートナーの購入ベース
（割引後）

注文したサービス 2016 年 1 月 1 日 HCX ホスト型サービス 2,500 ドル -

月単位の請求 2016 年 2 月 1 日 MSP コミット レベル 1 月単位の請求対象の注文（10 % の割引） 5,000 ドル 4,250 ドル

合計請求額 4,250 ドル

1

2
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MSP プログラムへの参加
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サービスの設定

月次レポートのサブミット
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請求と課金
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HCX MSP サポート モデル

お客様

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

VMware
VCPP Operations

vcan-operations@vmware.com

• 資格条件と認定
• 販売前のパートナー側の段取り
• 契約の締結、アクセス
• パートナー環境の設定
• 注文とプロビジョニングのステータス
• 請求の問題
• システムやツールの問題

VMware HCX 
パートナーのサポート

https://code.vmware.com/home

• プロダクション テクニカル サポート

• テクニカル サポートとサービス
サポート

• 販売後のテクニカル サポート

• パートナー プラットフォームに
関する問題

• 技術的な機能

サポート

サポート

ビジネスとオペレーション テクニカル

マネージド サービスのサポート モデル
MSP プログラムでは、サービス プロバイダーが独自の利用規約を定め、
顧客に対するサポート全般を自社で提供します。VMware のサポート
チームはテクニカル サポートのエスカレーションに対応しますが、MSP 
パートナーのお客様が VMware に直接問い合わせる状況は生じません。
また、MSP パートナーは、お客様とのやり取りで VMware ブランドを
活用するかどうかを選択できます。このようにして、MSP パートナーは
自社のサービスをシームレスに拡張でき、一方でお客様は同じサービス
プロバイダーのみを引き続き利用することができます。

VMware は、導入時と導入後にテクニカル サポートのエスカレーション
を提供します。それ以降、お客様へのサポートとマネージド サービスの
提供は、サービス プロバイダーが行います。

ビジネスと運用のサポート
技術面以外の問題のサポートについては、VMware Cloud Provider 
MSP Operations チーム（vcan-operations@vmware.com）に
お問い合わせください。

たとえば、MSP プログラム、パートナーの要件や資格条件、認定、契約の
締結、発注ツールや Business Portal へのアクセス、発注のサポート、
注文とプロビジョニングのステータス、請求の問題、システムやツールの
問題などについては、こちらにお問い合わせください。

テクニカル サポート
HCX のテクニカル サポートについては、HCX Product and 
Engineering チームが MSP パートナーを直接支援します。認証情報を
入力して https://code.vmware.com/home にログインし、DCPN を
介してチケットを送信してください。

プログラムの概要

ビジネス プロセス

サポート

HCX MSP サポート モデル

サポートの役割と責任

関連資料
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DCPN チケット プロセス：HCX テクニカル サポート

高度なサポート プロセス
すべての HCX MSP パートナーは、DCPN ポータルにアクセスして、テクニカル サポート リクエスト、機能リクエスト、バグ通知を送信できます。HCX Engineering チームが
それらのリクエストに直接対応します。VMware 内の Tier 1 および 2 のサポート キューを迂回することで、迅速な解決を図ります。

認証情報を入力して https://code.vmware.com/home にログインし、DCPN を介してチケットを送信してください。
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ビジネス プロセス

サポート
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サポートの役割と責任
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テクニカル サポートのレベルと担当者

サポート レベル 説明 担当者

権限 お客様が開始したサポート リクエストへのパートナーによる初回応答。

内容：お客様が利用できるサービスの検証、サポート ケース管理データベースへの通話と問題の詳細の記録、サポート
リクエストの発行。

MSP パートナー

レベル 1 お客様によるサポート リクエストに応じてパートナーが提供するサービス。

内容：ログでのエラーの収集と特定、導入、構成、使用に関する問い合わせへの対応、問題の切り分けと特定、問題が
VMware のドキュメントに文書化されているかどうかの確認、症状と解決策をまとめたデータベースで既知の問題の
解決策を確認。

MSP パートナー

レベル 2 疑われる問題について詳しく分析するためにパートナーが提供するサービス。

内容：問題を再現して適切な解決策または回避策を提示する取り組み。パートナーが提供またはサポートしている HCX 
以外のサービスにその問題が影響しないようにする。

MSP パートナー

レベル 3 設計上または製造上の欠陥が原因で発生していると判断された問題、またはその可能性が高いと見なされた問題を解決
するために VMware が提供するサービス。問題を切り分けて解決するには製品設計の知識や専門技術が必要なため、
パートナーでは解決できない VMware 製品と他製品の間の複雑な相互作用が原因の問題にも対処します。

レベル 3 のサポートのやり取りでは、MSP パートナーがお客様とのサポート関係やコミュニケーションを継続して管理
する必要があります。

VMware から
MSP パートナー

MSP パートナーから
お客様

エスカレーション管理 お客様の状況やエスカレーションの管理は MSP Operations が担当します。

レベル 3 のサポートのやり取りでは、MSP パートナーがお客様とのサポート関係やコミュニケーションを継続して管理
する必要があります。

MSP パートナーから
お客様

Mobility MSP サポートのレベル
次の表は、HCX MSP プログラムにおけるサポート レベルの分類を示しています。MSP プログラムでは、レベル 1 と 2 のシナリオを含むお客様に対するサポート全般をパートナーが
自社で提供します。前に説明したとおり、第一線でのサポートをお客様に十分に提供できるようにするには、すべての必須トレーニングと推奨トレーニングを受けることが非常に重要
です。VMware はパートナーのために、テクニカル サポートのエスカレーション（レベル 3）に対応します。
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サポート
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リソース

MSP のサポートと質問

• マネージド サービス プロバイダーに関する
質問
MSP@vmware.com

• VMware Cloud Provider Program に関する
質問
vcloudairnetwork@vmware.com

• VMware Cloud Service の運用に関する質問
vcan-operations@vmware.com

MSP 関連のリンク

• VMware Cloud Provider Program MSP 
プログラム ガイド
リンク

• VMware Cloud Provider Program MSP 
ホーム ページ
リンク

• VMware Cloud Provider Program MSP 
データシート
リンク

• VMware Cloud Provider Program MSP 
ビデオ
リンク

HCX サービスのリンク

• HCX サービスのホームページ
リンク

• HCX サービスの FAQ
リンク

• HCX のハンズオン ラボ
リンク

• HCX のブログ
リンク

HCX エンジニアリングのリンク

• VMware HCX のユーザー マニュアル
リンク

• HCX セントラル CLI のユーザー ガイド
リンク

プログラムの概要

ビジネス プロセス

サポート

HCX MSP サポート モデル

サポートの役割と責任
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mailto:vcloudairnetwork@vmware.com
mailto:vcan-operations@vmware.com
http://www.vmware.com/files/pdf/partners/vspp/vmw-vcloud-air-network-program-guide.pdf/
https://www.vmware.com/jp/partners/service-provider/managed-services.html
https://www.vmware.com/files/pdf/partners/VMware-Managed-Services-Provider-Partner-Datasheet.pdf
https://youtu.be/QBRPKyLHnHQ
http://hcx.vmware.com/
https://cloud.vmware.com/vmware-hcx/faq
http://labs.hol.vmware.com/HOL/catalogs/lab/3762
https://cloud.vmware.com/vmware-hcx/resources
https://hcx.vmware.com/content/docs/vmware-hcx-enterprise-install-guide.pdf
https://hcx.vmware.com/content/docs/vmware-hcx-ccli-userguide.pdf
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