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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（VCPP）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 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定、マネージド サービス、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、高い評価を
得ている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

Cloud Provider Program
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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

• ワークロードの可搬性

• 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 サービスを提供 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、および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 Cloud Services 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

OnDemand

業種の拡大

VMware の
XaaS

テクノロジー
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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（VCPP）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 VMC on AWS コンピテンシー
o Mobility 管理コンピテンシー
o DaaS 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 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
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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 VMC 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、購入についてボリューム
ディスカウントを受けるために、年間 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：パートナーはお客様に対して VMC
on AWS サービスの導入支援を行います。それに続く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）に対するサポートはすべて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、そして導入、
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 3 日に 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
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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

 VMC サービスを MSP に
販売してプロビジョニング
を行う

 MSP のみ（エンド ユー
ザーは除く）を対象に利用
規約を定める

 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
 VMC 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

 VMC 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、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（VMware Cloud ポータル）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。

プログラムの概要

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

VMware Cloud MSP
（VMware Cloud on AWS）

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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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 が適切かどうかを判断
 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は
（VMware ブランドの使用の有無は問わない）、
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（VCPP）：
ライセンス レンタル

VMware Cloud Provider 
Program（VCPP）：
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 Air 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

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

VMware Cloud MSP
（VMware Cloud on AWS）

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート



VMware Cloud Provider Program：VMC マネージド サービス ハンドブック – 2018 年 6 月 11

VMware Cloud MSP 向けサービス

VMC MSP：VMware Cloud on AWS
2018 年 3 月付けでこのプログラムに追加された VMC MSP コミット契約では、
パートナーは既存の Mobility および Desktop のサービスに加え、VMware Cloud
on Amazon Web Services（VMC on AWS）サービスを購入できます。

VMC on AWS の購入には、Mobility および 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、VMC MSP 契約では、コミット レベルと割引
レベルも Mobility および Desktop のサービスと異なります。VMC MSP のコミット
レベルと割引レベルについては、次のページを参照してください。

VMware Cloud Provider MSP 契約の種類
 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）についてマネージド サービスを提供する場合に適しています。Horizon
Cloud および Horizon Air サービスの購入のみが可能で、それらの合計額が月間
契約最小利用額に計上されます。

 Mobility MSP コミット契約：この契約は、エンタープライズ モビリティ管理
についてマネージド サービスを提供する場合に締結する必要があります。
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。

 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。VMC 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。

重要：VMC on AWS についてパートナーが契約した合計利用額は、月間ではなく
年間ベースで評価されます。詳しくは、次のページを参照してください。

各契約のサービス内容 Desktop MSP 
契約

Mobility MSP 
契約

VMC MSP 
契約

Horizon Cloud 

Horizon Air 

Workspace ONE 

AirWatch 

VMware Cloud on AWS
（VMC on AWS） 

プログラムの概要

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

VMware Cloud MSP
（VMware Cloud on AWS）

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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MSP に適用される
MSRP からの割引率

年間契約 MSRP 利用額
（米ドル）

レベル 1 19 % 144,000 ドル

レベル 2 21 % 420,000 ドル

レベル 3 22 % 1,200,000 ドル

レベル 4 26 % 2,700,000 ドル

レベル 5 30 % 4,200,000 ドル

MSP に適用される
MSRP からの割引率

年間契約 MSRP 
利用額（米ドル）

年間最小レンタル ポイント
契約値

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

VMC 契約のコミット レベルと割引（レベル 1 ～ 5）
すべての VMC コミット契約が、従来の月間バーンダウンではなく年間利用額ベースで管理されることに留意してください。パートナーが VMC on AWS サービスの購入で割引の対象になる
ためには、いずれかの年間 MSRP 最小利用額をコミットする必要があります。MSP パートナーの年間契約利用額の評価方法について詳しくは、次のページを参照してください。
VMC 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 VMware Cloud 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 VMC 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 VMC on AWS サービスを購入することが可能です。VMC 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 VMC 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。

VMware Cloud MSP のコミットと割引

レベル 1R

レベル 2R

レベル 3R

レベル 4R

レベル 5R

5 % 0 ドル

10 % 0 ドル

15 % 0 ドル

18 % 0 ドル

20 % 0 ドル

4,320 ポイント

21,600 ポイント

129,640 ポイント
（開発途上国は 43,200）

360,000 ポイント

1,200,000 ポイント

プログラムの概要

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

VMware Cloud MSP
（VMware Cloud on AWS）

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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VMC 購入額 100,000 ドル

請求額 79,000 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 130,000 ドル

請求額 142,200 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 90,000 ドル

請求額 71,100 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 50,000 ドル

請求額 71,100 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 80,000 ドル

請求額 71,100 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 100,000 ドル

請求額 79,000 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 180,000 ドル

請求額 142,200 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 90,000 ドル

請求額 71,100 ドル
（21 % 割引）

年間合計 VMC 購入額
= 370,000 ドル

年間契約利用額の不足額請求
= 50,000 ドル

VMC 契約の年間契約額の達成

VMC 契約の年間契約額（レベル 1 ～ 5 のみ）
VMC コミット契約レベル 1R ～ 5R（既存の VCPP レンタル パートナー向け）のいずれかを締結した場合、MSP 最小利用額を契約しなくても VMC on AWS サービスを購入できます。この
ため、実際に購入するサービスについてのみ請求されます。

VMC コミット契約レベル 1 ～ 5 のいずれかを締結した場合、VMC on AWS サービスの購入について承認された割引を受けるために、年間最小利用額で評価されます。VMware は、年間
コミット契約期間にわたってパートナーの合計利用額を表にまとめ、12 か月間経過後に、最小利用額の要件を満たしたかどうかを判定します。年間合計利用額の計算は、年間コミット期間
末の翌月（13 か月目）に行われます。

12 か月目の月末時点で最小利用額を達成していない場合、過去 1 年間の実際の合計利用額と契約最小利用額の差額（「不足額」）がアグリゲーターから請求されます。シナリオ A の例を参照
してください。

12 か月目の月末時点で最小利用額以上を達成した場合、不足額の請求は発行されません。シナリオ B の例を参照してください。

VMC on AWS サービスの購入に対する請求は毎月行われることに注意してください。年 1 回の請求となるのは、年間契約額の不足額のみです。

例：パートナーが 12 か月間の VMC レベル 2 コミット契約を締結する場合
年間最小契約利用額は 420,000 ドルで、VMC on AWS サービスの購入に対する割引は 21 %

1 か月目 2 か月目 3 か月目 4 か月目 5 か月目 6 か月目 7 か月目 8 か月目 9 か月目 10 か月目 11 か月目 12 か月目 13 か月目

達成状況を計算

シナリオ A：パートナーが年間契約利用額 420,000 ドルを達成しなかった場合

年間合計 VMC 購入額
= 450,000 ドル

パートナーの利用額が契約額を
30,000 ドル超えているため
不足額の請求は行われない

1 か月目 2 か月目 3 か月目 4 か月目 5 か月目 6 か月目 7 か月目 8 か月目 9 か月目 10 か月目 11 か月目 12 か月目 13 か月目

達成状況を計算

シナリオ B：パートナーが年間契約利用額 420,000 ドルを超えた場合

プログラムの概要

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

VMware Cloud MSP
（VMware Cloud on AWS）

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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マネージド サービス プロバイダー プラットフォームの紹介

MSP ビジネス ポータル（iAsset）

コミット
契約

使用量と
課金

マネージド サービス プロバイダー（MSP）

独自のサービス
利用規約（ToS） サービス管理 使用量と

課金の管理
最初の

サポート窓口

MSP プラットフォーム

顧客管理 テナントと
サービスの管理

使用量データと
レポート作成 サポート管理

VMC on AWS サービス

SDDC の
作成と構成

AWS テナント
のリンク

そのほかの VMware Cloud 
Services

ネットワーク
情報 コスト情報 検出

App
Defense HCX Wavefront

vCenter
・仮想マシン
・ストレージ
・ポートグループ

vCenter

現在のリリース 将来の提供予定

VMware Cloud Services 向け MSP プラットフォーム
VMware の新しいマネージド サービス プロバイダー（MSP）プラットフォームは、クラウド
サービス プロバイダーに変革をもたらします。このプラットフォームは、幅広い関連マネージド
サービスを提供するための包括的な機能をクラウド サービス プロバイダーが利用できるようにする
概念的アーキテクチャです。自動化によりトランザクション プロセスを簡素化し、カスタマー エクス
ペリエンスを向上させることによって、クラウド サービス プロバイダーが VMware Cloud
Services を大規模に提供するうえで役立ちます。これは、内部システムとの統合や、特に
VMware Cloud Services プラットフォームとの統合によって実現します。このプラットフォームは、
VMware Cloud Services を制御し、VMware Cloud Services ポータルを通じてテナントに提供
するために設計されたものです。

MSPプラットフォームは、顧客管理、サービス管理、使用量管理、サポート管理といった関連機能を
提供する一方で、クラウド サービス プロバイダーがそれぞれの顧客との関係を完全に管理できる
ようにします。

MSP プラットフォームとは
この新しい MSP プラットフォームは、VMware Cloud サービス プロバイダーにとって、すべての
VMware Cloud Services（初期リリースでは VMC on AWS）やそのほかのハイパースケール環境に
向けたトランザクション マルチクラウド管理の橋渡しと考えることができます。

• 現在および将来のすべての VMware Cloud Services について商用ツールと契約上のツールの
統合のビジョンを示す

• サービス デリバリを簡素化し自動化する
• プロバイダーのテナントに対する VMware Cloud Services の提供をサポートする

MSP パートナーを成功に導く
VMware MSP プラットフォームは、VMware MSP プログラムで VMC on AWS や将来のほかの
サービスを活用するうえで重要なものです。MSP プログラムでは、プラットフォームのトランザク
ション能力によって VMC on AWS を対象に含めることが可能になりました。このプログラムでは、
ハイブリッド ロイヤルティ プログラムについては追加割引を受けられる 1 年間または 3 年間の
割引済み予約か、段階的な割引が適用される従量制コミットメント モデルのいずれかの、多様な
コミットメント契約の支払いが用意されます。

初期リリースでは、MSP プラットフォームでは VMware Cloud on AWS へのプロバイダーおよび
テナントの登録、コミットメントの支払いを処理します。また、MSP は API を介して顧客別の使用
量明細を表示できます。このプラットフォームにより、VMware Cloud Provider パートナーが
VMware Cloud on AWS のコミット契約を締結するとすぐに顧客を登録できるようになります。

プログラムの概要

VMware Cloud Provider 
Program

マネージド サービス
プロバイダー（MSP）

VMware Cloud MSP
（VMware Cloud on AWS）

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

・仮想マシン
・ストレージ
・ポートグループ



プログラムの概要

サービスの内容

ソリューションの概要

ユースケース

マネージド プロバイダーの
組織の設定

価格設定とパッケージ

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

1515

VMC on AWS 
サービスの内容
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確かな説得力のある差別化されたソリューション

VMware と Amazon Web Services（AWS）は確かな説得力のある差別化されたソリューションをお客様に提供
プライベート クラウドとパブリック クラウドの分野の最大手であり、この業界をリードする VMware と AWS は、確かな説得力のある差別化されたソリューションをお客様に提供して
います。両社の強みを最大限に活かしたソリューションが共同開発されました。

VMware には以下のような特長があります。
• コンピューティング、ストレージ、ネットワーク仮想化分野のリーディング カンパニー
• エンタープライズ データセンターの事実上の標準
• 幅広いワークロードをサポート

Amazon Web Services（AWS）は以下を提供しています。
• 柔軟な利用モデル
• 幅広いクラウド サービス
• グローバルな規模とサービス展開

業界をリードする仮想化
（コンピューティング、ストレージ、ネットワーク）機能

幅広いワークロードをサポート

エンタープライズ データセンターの事実上の標準

柔軟な利用モデル

幅広いクラウド サービス

グローバルな規模とサービス展開

VMware と AWS の最高の価値をお客様に提供する共同開発のソリューション

プログラムの概要

サービスの内容

ソリューションの概要

ユースケース

マネージド プロバイダーの
組織の設定

価格設定とパッケージ

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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VMware Cloud on AWS：サービス概要

VMC on AWS の詳細
VMware Cloud on AWS では、VMware vSphere、VMware vSAN™、
NSX™ といった仮想化テクノロジーと連携する統合 SDDC プラット
フォームである VMware Cloud Foundation™ を利用します。幅広い
AWS サービスにアクセスできるようにし、お客様が AWS のクラウド
に期待する機能、柔軟性、セキュリティを提供します。VMware の
コンピューティング、ストレージ、ネットワーク仮想化の主要製品
（vSphere、vSAN、NSX）の機能を統合し、vCenter で管理します。
また、次世代の柔軟なベアメタル AWS インフラストラクチャで稼動
するよう最適化されます。その結果、妥協のない完全なターンキー
ソリューションとなり、オンプレミスのプライベート クラウドおよび
先進的な AWS サービスのどちらともシームレスに連携できます。

その他の機能をいくつか紹介します。
• AWS で実行される VMware SDDC スタック
• コンピューティング（vSphere）、ストレージ（vSAN）、ネット
ワーク（NSX）

• API/CLI の完全なサポートを含む、vCenter への直接アクセス
• サービスとしての提供（VMware ライフサイクル全体の管理）
• AWS サービスへのアクセス
• ハイブリッド クラウドを可能にする一貫した運用モデル
• 既存のアプリケーションと新しいアプリケーションの完全な
サポート

• 既存の管理ツール レイヤーの利用
• ハイブリッド展開とするか、クラウドのみの展開とするかを選択
可能

• クラウドの経済性を活用、需要に合わせてキャパシティを調整
• VMware のソフトウェアと AWS のインフラストラクチャの請求
を統一

• 柔軟な拡張性を備えた SDDC クラスタの利用
• オンデマンドまたはサブスクリプション
• グローバルに展開された AWS の活用

VMware Cloud™ on AWS
Powered by VMware Cloud Foundation

vCenter

vSphere
（VIC を含む）

vSAN NSX

サービスの要点

• VMware のコンピューティング、ストレージ、
ネットワーク、セキュリティがクラウド
サービスとして提供される

• VMware の機能とクラウド インフラスト
ラクチャが、VMware サービスの組み合わせ
として販売される

• VMware Cloud on AWS は VMware が提供、
運用し、VMware が直接サポートする

• 購入は、VMware ソフトウェアをインス
トールする物理ホスト単位

• 最小購入数はホスト 4 台

• ホスト 1 台単位で追加

• オンデマンドのキャパシティと柔軟な利用

• オンプレミスの SDDC と一貫的に運用

• ワークロードをシームレスに移植できる、
ハイブリッド運用が可能

AWS のグローバルな
インフラストラクチャ
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VMware Cloud on AWS データセンターの設置場所

米国西部
（オレゴン）

VMC on AWS サービスの当初のグローバル展開
全世界の VMC on AWS データセンターの設置場所については下の地図を参照してください。近い将来にはそれ以外の地域でもグローバルな設置の拡大を検討しています。

現在、利用可能

今後、利用可能になる予定

VMware Cloud on AWS 
データセンターの設置場所

アジア
（2018 年下半期予定）

米国東部
（北バージニア）

ヨーロッパ
（ロンドン）

ヨーロッパ
（フランクフルト）
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幅広いクラウド戦略に対応できるユースケース

VMware Cloud on AWS のユースケース
弊社では、大規模環境で本番アプリケーションを移動、実行、保護できるようにする豊富な機能を取り入れてきました。使い慣れた VMware のツール、ポリシー、管理を維持し、またサード
パーティ製ツールへの投資も無駄にせずに、一貫性のある運用モデルによってオンプレミスのデータセンターをクラウドに拡張できます。AWS サービスを活用して、エンタープライズ アプリ
ケーションの価値をそのライフサイクル全般にわたって延長できます。

• データセンターの拡張とディザスタ リカバリ（DR）：VMware Site Recovery を使用して簡単にビジネス継続性を実現：VMware Site Recovery は、VMware Cloud on AWS に最適化
されたオンデマンド DRaaS ソリューションです。自社の VMware データセンターとシームレスに運用できるセカンダリ サイトを提供すると同時に、保護までの時間の短縮、ディザスタ
リカバリの運用の簡素化、クラウドの経済性によるセカンダリ サイトのコスト削減を実現できます。

• アプリケーションの移行：オンプレミスのデータセンターを拡張し、アプリケーション ワークロードを変換なしで簡単に VMware Cloud on AWS に移行できます。オンプレミスと
VMware Cloud on AWS の間でワークロードの双方向の移動が可能になります。AWS のネイティブ サービスに対するアクセスの最適化によってアプリケーションをモダン化できます。

• オンデマンドのキャパシティ：一時的、周期的、または計画外の需要が発生した場合は、AWS クラウドで VMware SDDC のキャパシティを数分で確保できます。VMware データセン
ターと同じ方法で運用できる環境にライブ アプリケーションをシームレスに移動して、VMware Cloud on AWS の柔軟なキャパシティと従量課金制の経済的メリットを活用できます。

• 新しいアプリケーションの開発とテスト：最新の CI/CD 自動化ツールと連携可能な、VMware SDDC と一貫性のある開発およびテストの環境を提供します。新しいアプリケーションの
開発のために AWS のネイティブ サービスにシームレスにアクセスできます。

維持

拡張

統合

移行

オンデマンド

データセンターの拡張と DR アプリケーションの移行 オンデマンドのキャパシティ 次世代アプリケーション

オンプレミス データセンターとクラウドをお客様が戦略的に選択可能
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マネージド サービス プロバイダーの組織の設定

マネージド サービス プロバイダー パートナーのマスター組織
名前：「ACME」

オーナー：Frances@acme.com

サービス：
「営業」用
VMC on AWS SDDC

サービス：
「財務」用
VMC on AWS SDDC

顧客のテナント組織
名前：「Globex」
ユーザー：
Chris@acme.com

顧客のテナント組織
名前：「Ombro」
ユーザー：
Tina@acme.com

顧客のテナント組織
名前：「Tusan」
ユーザー：
David@acme.com

VMC コミット契約 #：12345678

vCenter
• 仮想マシン
• ストレージ
• ポート グループ

vCenter
• 仮想マシン
• ストレージ
• ポート グループ

vCenter
• 仮想マシン
• ストレージ
• ポート グループ

vCenter
• 仮想マシン
• ストレージ
• ポート グループ

サービス：
「米国」用
VMC on AWS SDDC

サービス：
「ヨーロッパ」用
VMC on AWS SDDC

VMware Cloud on AWS に関するマネージドサービス プロバイダーの
組織構造
VMware Cloud on AWS アカウントは組織に基づいており、組織は、VMware
Cloud on AWS サービスに登録するグループまたはビジネス部門に相当します。組織
では、1 つ以上のサービスに対する制御されたアクセスを有効にすることができます。
ユーザーがクラウド サービスにアクセスするためには、組織に属している必要があり
ます。
マネージド サービス プロバイダーが顧客の VMware Cloud Services を管理できる
ようにするためには、そのパートナー用にマスター組織を作成する必要があります。
この設定により、MSP パートナーは単一の管理プレーンですべての顧客アカウントを
管理できるようになります。MSP パートナーごと（または VMC コミット契約ごと）に
マスター組織は 1 つだけ設定できます。
このマスター組織の下に、パートナーの顧客の組織を設定します。これをテナント組織
と呼びます。1 つのマスター組織には、各顧客に対応するテナント組織を複数設定でき
ます。
各テナント組織内で、VMware Cloud Services を導入できます。1 つのテナント
組織に複数の VMware Cloud Services を関連付けることができます。第 1 フェーズで
利用可能なのは VMC on AWS サービスのみですが、近い将来、ほかの VMware
Cloud Services が追加される予定です。
VMC on AWS をテナント組織に登録するためには、このサービス用に Software-
Defined Data Center（SDDC）を作成する必要があります。SDDC が導入されると、
パートナーは vCenter コントロール パネルにアクセスできるようになります。
次に MSP パートナーは仮想マシンを作成して、顧客がそれらのマシンにアクセスできる
ようにします。
MSP パートナー向けの VMware Cloud on AWS サービスは完全に管理されたモデルで
あることに留意してください。つまり、顧客に代わってサービスを登録、管理、プロ
ビジョニングするために VMware Cloud Services コンソールにアクセスできるのは、
MSP パートナーのみです。VMC サービスを利用するパートナーの顧客は、VMware
Cloud Services コンソールにはアクセスできません。
VMware Cloud Services 用に組織を設定する方法の詳細は、ビジネス プロセスの
セクションを参照してください。
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VMC on AWS の価格設定とパッケージ

VMware Cloud on AWS の価格設定とパッケージ
VMware Cloud on AWS サービスでは、VMware の優れたソフトウェア機能と AWS の柔軟なベアメタル インフラストラクチャを組み合わせて、オンデマンドで購入するか、1 年間または
3 年間のサブスクリプションとして購入できる、シンプルでありながら柔軟なオプションを用意しています。
• オンデマンドの価格設定：オンデマンドの利用では、物理ホストに対して使用時間で課金されます。先行コストが不要であり、長期のコミットメントなしでホスト数を増減できる柔軟性が
あります。アカウント内でホストがアクティブになっている時間の分のみの支払いとなります。オンデマンド サービスは、使用量に基づいて月ごとに請求されます。

• 予約の価格設定（サブスクリプション）：ホストの長期予約では、同等の期間にわたってオンデマンドでホストを使用する場合と比べてコストを最大 50 % 節約できます。ホスト予約は
1 年間または 3 年間のサブスクリプション期間で利用できます。サブスクリプションは前払いでの請求です。この期間の料金を一括で先払いいただく代わりに、非常に大きな節約効果が
得られます。

ホストの構成
各ホストには 2 つの CPU、36 のコア、72 のハイパースレッド、512 GB RAM、NVMe 接続のフラッシュ ストレージ（3.6 TB のキャッシュと 10.7 TB の物理キャパシティ層）必要な
最小構成はクラスタあたりホスト 4 台であることに注意してください。最小構成を超える分については、1 台単位でホストを追加または削除できます。

コア サービス - 米国データセンターの価格設定

オンデマンド（時間単位） 1 年間のサブスクリプション 3 年間のサブスクリプション

標準価格（ホスト 1 台あたり） 8.3681 ドル 51,987 ドル 109,366 ドル

実際の時間あたり料金（ホスト 1 台あたり） 8.3681 ドル 5.9346 ドル 4.1616 ドル

実際の月あたり料金（ホスト 1 台あたり） 6,109 ドル 4,332 ドル 3,038 ドル

必要な最小ホスト数 4 台（月間） 24,436 ドル 17,328 ドル 12,152 ドル

オンデマンドと比較した節約分 - 30 % 50 %

請求方法 月払い 前払い 前払い

• 上記の価格は米国西部および米国東部のデータセンター サービスにのみ適用されます。これ以外の地域での価格設定については、以下の VMC on AWS の計算ツールを参照して
ください。

• 表示されている標準価格には、ハイブリッド ロイヤルティ プログラムの割引の適用を加味していません。
• それぞれの価格には、当該期間の VMware のソフトウェア、AWS インフラストラクチャ、関連するサポート コストが含まれます。
• データ転送および IP アドレスの料金は価格に含まれませんが、VMware Cloud on AWS の請求に個別に追加されます。これらの料金については、

https://cloud.vmware.com/vmc-aws/pricing を参照してください。

VMC on AWS の
料金計算ツール

VMware Cloud on AWS の価格計算ツールを
試す場合はこちらをクリックしてください
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VMC on AWS 向けハイブリッド ロイヤルティ プログラム

ハイブリッド ロイヤルティ プログラム（HLP）による VMC on AWS エンド カスタマー向けインセンティブ
VMware ではさらに、ハイブリッド ロイヤルティ プログラム（HLP）として VMC on AWS を購入する場合のエンド カスタマー割引を提供しています。お客様は、1 年間または 3 年間
のサブスクリプションベースのサービスにより、既存の VMware ソフトウェアへの投資を活用して、VMware Cloud on AWS ハイブリッド環境に対する追加の割引（10 % から最大
25 % までの範囲）を確保できます。ハイブリッド ロイヤルティ プログラム（HLP）は、有効な SnS がある vSphere Enterprise Plus、NSX、vSAN のライセンスに適用されます。
詳細については、このセクションを参照するか、クラウド スペシャリストにお問い合わせください。

ハイブリッド ロイヤルティ プログラムの対象となるライセンス
対象となるライセンス エディションは、vSphere Enterprise Plus、NSX（Advanced および Enterprise）、vSAN（Advanced および Enterprise）です。最小の割引率である 10 % が適用
されるためには、お客様は対象のライセンス エディションを 2 ライセンス所有している必要があります。最大の割引率である 25 % が適用されるのは、お客様が vSphere Enterprise
Plus、NSX（Advanced および Enterprise）、vSAN（Advanced および Enterprise）をそれぞれ 2 ライセンスずつ所有している場合です。

HLP インセンティブの対象になるのは、1 年間および 3 年間の VMC on AWS サブスクリプションのみであることに注意してください。

HLP インセンティブは、お客様固有のセールス チャンスについてパートナーに対して見積もりが示されます。HLP 割引の支払いは、パートナーの請求を通じて行われます。HLP 割引は、
該当する VMC on AWS サービスの MSRP（標準価格）に対して計算、適用されます。

対象となるサービスに対して HLP 割引を受けるためには、お客様は、当該サービスの期間を通じて対象サービスのすべての HLP 対象ライセンスでサポートおよびサブスクリプション
（SnS）を維持する必要があります。SnS が失効するか、アクティブな SnS に中断が生じた場合、HLP 割引は適用外となるか、対象ライセンスで有効な SnS がなかった期間の分が差し
引かれます。

対象製品を下表に示します。

製品ファミリ 対象製品のエディション サービスに対する割引

vSphere vSphere Enterprise Plus または vSphere with Operations Management Enterprise Plus 10 %

vSAN vSAN Advanced または Enterprise 10 %

NSX NSX Advanced または Enterprise 10 %

注：
• 割引は複数の製品を組み合わせて適用でき、ホストあたり最大 25 % の割引となります。
• 割引は、お客様が有効なサポートおよびサブスクリプション（SnS）を維持している間、有効です。
• 対象となるのは 1 年間および 3 年間のサブスクリプションであり、オンデマンドは対象外です。
• オンプレミスの 2 CPU ライセンスでは、VMware Cloud on AWS 上の 2 CPU ホスト 1 台に対して上述の割引が提供されます。
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MSP による VMC on AWS の価格設定手続き

すでに
VCPP レンタル
パートナーか？

4,320
21,600
129,640
360,000

1,200,000

レンタル
ポイント契約

5 %
10 %
15 %
18 %
20 %

MSP 
割引

1R
2R
3R
4R
5R

MSP 
レベル

0 ドル
0 ドル
0 ドル
0 ドル
0 ドル

年間 MSP 
契約利用額

144,000 ドル
420,000 ドル

1,200,000 ドル
2,700,000 ドル
4,200,000 ドル

年間 MSRP 契約利用
額（米ドル）

19 %
21 %
22 %
26 %
30 %

MSP 割引
1
2
3
4
5

MSP レベル

オンデマンド
インスタンス

月単位の請求

1 年間の
サブスクリプションは

OnDemand と
比べて 30 % の節約

前払い

3 年間の
サブスクリプションは

OnDemand と
比べて 50 % の節約

前払い

NSX

vSphere

10 %

10 %

vSAN 10 %

最終的な
価格

VCPP 
レンタル
契約レベル

契約利用額を
登録

1. 契約タイプの選択 2. 契約レベルの設定 3. サービスの選択 4. HLP 資格の確認

はい

はい
または
いいえ

• 3 製品すべてを組み合わせた
最大 HLP 割引は 25 %

• HLP 割引は各サービスの
MSPR（標準価格）に適用
される

HLP の対象となるのは 1 年間および
3 年間のサブスクリプションのみ

プロビジョニングする
VMC on AWS サービス

を選択する

顧客が HLP 割引の対象で
あるか確認する

VMware Cloud on AWS の手続きプロセス
サービスプロバイダーパートナーは、VMware Cloud Servicesの手続きを進める準備ができたら、まず VMC on AWSのMSPコミット契約を締結します。すでに VCPPレンタルパートナーであり
有効な VCPP ポイント コミットメントがある場合は、追加費用を負担して MSP 契約を締結しなくても、割引価格で VMC on AWS サービスを購入できます。これらは 1R ～ 5R のコミット契約
レベルになります。新しく VCPP プログラムに登録する場合、または VMC on AWS の購入に対してより大きな割引を受けるために VMC 契約利用額を設定する場合は、1 ～ 5 のいずれかの
コミット契約レベルを締結できます。

VMC コミット契約が有効になると、VMware のマネージド サービス プラットフォームにアクセスして VMC on AWS を注文できるようになります。この製品には現時点で、OnDemand
サービス（月単位で請求）と、1 年間および 3 年間のサブスクリプション（前払い）の 3 つのオプションがあります。サブスクリプションでは先行コストが発生しますが、その代わりに
OnDemand サービスよりもコストを 30 ～ 50 % 節約できます。購入の意思決定プロセスの一部としてこれを考慮してください。

最後に、この VMC on AWS サービスをプロビジョニングする顧客は、ハイブリッド ロイヤルティ プログラム（HLP）の追加インセンティブの対象となる場合があります。貴社の顧客がすでに
vSphere、NSX、vSAN の特定のバージョンを購入しており、有効な SnS がある場合、HLP により追加で最大 25 % の割引の対象となる可能性があります。VMC on AWS の実際の
所有コストを示すために、貴社と顧客の間の見積もりプロセスの一部にこのインセンティブが含まれていることを確認してください。HLP の詳細については、このセクションを参照して
ください。

プログラムの概要

サービスの内容

ソリューションの概要

ユースケース

マネージド プロバイダーの
組織の設定

価格設定とパッケージ

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート



VMware Cloud Provider Program：VMC マネージド サービス ハンドブック – 2018 年 6 月 24

サービスの実際の使用量
（ノード数） 4 5 5 6 7 … 6 7 8 10 11 12

使用量と料金 M1 M2 M3 M4 M5 … M10 M11 M12 M13 M14 M15

サブスクリプション数量 0 0 4 4 4 … 6 6 6 2 2 2

超過分（OnDemand） 4 5 1 2 3 … 0 1 2 8 9 10

サブスクリプション料金 - - 208,000 ドル - - … 104,000 ドル - - - - -

超過分の料（OnDemand） 24,000 ドル 30,000 ドル 6,000 ドル 12,000 ドル 18,000 ドル … 0 ドル 6,000 ドル 12,000 ドル 48,000 ドル 54,000 ドル 60,000 ドル

VMC on AWS 請求の構成

VMC on AWS サービスの料金計算方法に関するルール
• VMC on AWS サービスでは SDDC あたり最低 4 ホストを購入する必要があります。
• VMC on AWS の料金は組織および地域（データセンターの場所）レベルで計算され、複数の SID（またはサービス）が含まれる場合があります。
• VMC on AWS の使用に対する請求に用いられる計算の仕組みは、OnDemand がデフォルトとなります。これは、「超過分」として月単位で課金されます。
• OnDemand の使用は時間単価で計算されます。OnDemand（「超過分」）の料金は後払いで月ごとに請求されます。
• VMC on AWS サービスのコストを下げる方法として、1 年間または 3 年間のサブスクリプションを購入することができます。
• 1 年間および 3 年間のサブスクリプション サービスは前払いでの請求となり、サブスクリプションの期間全体の料金が次回の月次請求で一括請求されます。
• サブスクリプション インスタンスを超える使用分がある場合、「超過分」として OnDemand の単価で請求されます。
• 利用中のサービスにサブスクリプションを追加で購入することはいつでも可能です。ただし、サブスクリプション インスタンスの追加ごとに独自の開始日と終了日が設定され、ほかの
既存のインスタンスの期間に合わせて調整されることはありません。

• 1 年間および 3 年間のサブスクリプション インスタンスは、期間の終了時に自動更新されないことに注意してください。

OnDemand の超過分の料金 = 1 ノードあたり月 6,000 ドル

4 ノードでの 1 年間のサブスクリプション

2 ノードでの 1 年間のサブスクリプション

OnDemand
（SID 番号 11111）

サブスクリプション「A」
（SID 番号 22222）

サブスクリプション「B」
（SID 番号 33333）

組織 1234：「ACME」

参照用。実際の数字はサービスと販売価格によって異なる場合があります。
データ転送と IP アドレスに対する追加料金が適用される場合があり、別途 VMware Cloud on AWS の請求に加算されます。

プログラムの概要

サービスの内容

ソリューションの概要

ユースケース

マネージド プロバイダーの
組織の設定

価格設定とパッケージ

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート



プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

2525

VMC on AWS の
ビジネス プロセス



VMware Cloud Provider Program：VMC マネージド サービス ハンドブック – 2018 年 6 月 26

VMware Cloud MSP：ビジネス フロー

参加 トレーニング テスト 契約 組織の設定 プロビジョニング レポート 請求

1 2 3 4 5 6 7 8

VMware Cloud 
Provider 

Operations チームに
問い合わせて

MSP プログラムに
登録する

Partner University に
アクセスして

VMware Cloud 
Services の

トレーニングを
受講する

トレーニングで
学んだ知識を

実際の環境で試す

アグリゲーターに
問い合わせて

MSP VMC 
コミット契約を
締結する

マスター組織と
テナント組織を設定し、

VMware Cloud 
Services を
関連付ける

VMware Cloud 
ポータルに
アクセスし、

顧客の代わりに
VMC on AWS を

プロビジョニングする

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

問い合わせ：
vcan-operations
@vmware.com

アクセス：
VMware Partner 

University

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：
VMware Cloud 
ポータル

アクセス：
VMC on AWS 
コンソール

アクセス：
ビジネス ポータル

支払い：
アグリゲーター

初期設定時に 1 回 必要に応じて 月 1 回

ビジネス開始までの運用フロー
VMware Cloud Provider VMware Cloud MSP プログラムに参加するには、次の 8 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。プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート



VMware Cloud Provider Program：VMC マネージド サービス ハンドブック – 2018 年 6 月 27

トレーニング テスト 契約 プロビジョニング レポート 請求

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加

MSP プログラムへの参加

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ら、
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（VCPP）に
まだ登録していない場合
VMware Cloud Provider Program（VCPP）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（VCPP）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（VCPP）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。

1

2

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

http://www.vmware.com/jp/partners/service-provider?subject=VSSP%20Agreement
mailto:MSP@VMware.com


VMware Cloud Provider Program：VMC マネージド サービス ハンドブック – 2018 年 6 月 28

参加 テスト 契約 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

組織の設定トレーニング

VMC on AWS ソリューションに関するトレーニングの受講

VMware Cloud on AWS ソリューション コンピテンシーを修了する
VMC on AWS ソリューション コンピテンシーでは、VMware Cloud on AWS を基盤とするハイブリッド クラウド ソリューションの販売に必要なセールス トレーニングとテクニカル
トレーニングを提供します。VMC on AWS サービスを取り扱うには、必要なトレーニングを事前に受けてから、認定を取得していただく必要があります。VMC on AWS のコースは、
Partner Central の VMware Cloud on AWS ソリューション コンピテンシーから受講できます。

最初の 3 つのコンピテンシーは必須であり、パートナーが MSP プログラムで VMC on AWS サービスのトランザクションを開始する前に修了しておく必要があります。VSP コースと VTSP
コースは社内で 2 名以上が修了しなくてはなりませんが、テクニカル ポストセールス認定は 1 名でも構いません。

それ以外に、AWS プラットフォームに関する知識を深めるために受講することを強くおすすめしている Amazon Web Services コースもあります。Amazon Web Services コースは
Partner Central 外部にあります。各コースへのアクセスについては、次のページのリンクを参照してください。

実際のコースの要件については、次のページで詳しく説明されています。

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

1

+ ++

2 3 4
必須 必須 必須 推奨

VMware Sales 
Professional 認定

（VSP）

VMware Technical 
Solutions Professional 

認定
（VTSP）

VMware テクニカル
ポストセールス資格

または認定
Amazon Web Services 

トレーニング

必要最小人数 2 名 必要最小人数 2 名 必要最小人数 1 名 必要最小人数 1 名

https://vmware.my.salesforce.com/apex/page?name=products.CloudOnAWS


VMware Cloud Provider Program：VMC マネージド サービス ハンドブック – 2018 年 6 月 29

参加 テスト 契約 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

組織の設定トレーニング

VMC on AWS コンピテンシーの要件

VMC on AWS コンピテンシー取得のためのコース要件一覧
VMware Cloud on AWS コンピテンシーを取得するために修了する必要のあるコース名を下表で確認してください。推奨コースの Amazon Web Services トレーニング以外は、すべての
コースが Partner Central の VMware Cloud on AWS ソリューション コンピテンシーから受講できます。

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

Sales Professional 認定
（VSP）

• VSP：VMware Cloud on AWS
（2.5 時間）

Technical Solutions 
Professional 認定（VTSP）

• VTSP：SV（サーバ仮想化）：
4.5 時間

• VTSP：NV（ネットワーク
仮想化）：4.5 時間

• VTSP：HCI（ハイパー
コンバージド インフラスト
ラクチャ）：4.5 時間

• VTSP：VMware Cloud on 
AWS：4 時間

Amazon Web Services 
トレーニング

• AWS 認定ソリューション
アーキテクト：2 時間
[リンク]

• AWS 認定高度な
ネットワーキング：5 時間
[リンク] 

必須
必要最小人数 2 名

このボックス内のコースを
すべて修了する

必須
必要最小人数 2 名

このボックス内のコースを
すべて修了する

必須
必要最小人数 1 名

下記の 3 つの選択肢から 1 つを選んでテクニカル ポストセールスの
要件を満たすことで、このボックス内のコースをすべて修了する

このボックス内のコースを
すべて修了する

推奨
必要最小人数 1 名

無償の E ラーニング
自習形式、オンデマンド

無償の E ラーニング
自習形式、オンデマンド

有料
教室開催、オンデマンド、オンライン

有料
自習形式、オンデマンド

すべてのテクニカル ポストセールス認定
• VMC on AWS ポストセールス認定：サーバ仮想化
• VMC on AWS ポストセールス認定：ネットワーク仮想化
• VMC on AWS ポストセールス認定：ハイパーコンバージド インフラストラクチャ
（VMC on AWS 認定を最短で取得できる方法として推奨）

または

• VMware vSphere：インストール、構成、管理 ＋ vSAN 短期集中コース（V6.5）
• VMC on AWS ポストセールス認定：ネットワーク仮想化

または

資格（サーバおよびネットワーク）と認定（ストレージ）の組み合わせ
• VMware Certified Professional 6.5：データセンターの仮想化
• VMware Certified Professional 6：ネットワークの仮想化
• VMC on AWS ポストセールス認定：ハイパーコンバージド インフラストラクチャ

https://vmware.my.salesforce.com/apex/page?name=products.CloudOnAWS
https://aws.amazon.com/certification/certified-solutions-architect-associate/
https://aws.amazon.com/certification/certified-advanced-networking-specialty/


VMware Cloud Provider Program：VMC マネージド サービス ハンドブック – 2018 年 6 月 30

参加 契約 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

組織の設定トレーニング テスト

VMware Cloud on AWS サービスのテスト

VMC on AWS：PoC（事前検証）とデモ オプション
パートナーには、VMC on AWS サービスでテストや PoC（事前検証）を行う方法がいくつかあります。次の表でテスト方法を確認し、最適なものをご利用ください。

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

テスト方法 説明 料金 本番環境への変換 ユースケース 利用方法

VMC on AWS の
ハンズオン ラボ
（HOL）

MSP コミット契約を締結する前に VMware Cloud on
AWS サービスのテストを希望される場合は、ハンズオン
ラボ機能に登録できます。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。

無料 不可。HOL インスタンス
は本番アカウントに移行
できません。

パートナー社内
トレーニング

ハンズオン ラボに登録
してください。

1 ノード
オンデマンド SDDC

MSP コミット契約を利用して 1 ノードのオンデマンド
SDDC サービスを購入し、テスト用に 30 日間使用でき
ます。この期間の終了後、サービスは期限切れとなるか、
4 ノードの本番環境に拡張することになります。
1 ノードのオンデマンド サービスは、パートナーが社内で
使用することも、エンド カスタマーに転売することもでき
ます。
使用できる 1 ノード SDDC は、パートナー 1 社につき
2 つまでとなります。

7 ドル/時間
ご購入の場合は MSP 
パートナー割引を適用
可能。
2018 年 8 月まで、
さらに特別割引の
キャンペーン実施中。
他の割引を併用する
ことはできません。

可。
最初の 30 日間が終了する
と、1 ノード サービスは
利用できなくなります。
ただし、期限内であれば、
パートナーはこのサービス
を本番環境の 4 ノード
SDDC に拡張することが
できます。

パートナーまたは
顧客による PoC
（事前検証）

1 ノード オンデマンド
サービスの購入手順に
ついては、このセクション
を確認してください。

4 ノード
オンデマンド SDDC の
NFR（転売禁止）

パートナーは、デモ用の完全な 4 ノード オンデマンド
SDDC（転売禁止）を特別価格で購入できます。
この 4 ノード オンデマンド SDDC には時間制限や期限
切れがなく、必要であればいつまででも使用できます。
この方法で購入する場合は、MSP コミット契約を利用
する必要があります。
使用できる NFRの 4ノード SDDCは、パートナー 1社に
つき 1 つのみとなります。

4 ノード オンデマンド
サービスの MSRP
ご購入の場合は MSP 
パートナー割引を適用
可能。
2018 年中は 30 ％ の
特別割引を提供中。
他の割引を併用する
ことはできません。

可。
この 4 ノード SDDC は、
本番環境のサービスと
共通ですが、本番利用
される場合は NFR の特別
割引の適用対象外となり
ます。

パートナーによる
社内トレーニング
または PoC
（事前検証）

この SDDC サービスを
特別割引のキャンペーン
価格で購入するには、
MSP プラットフォーム
経由で注文し、vcan-
operations@vmware.com
にご連絡ください。

https://www.vmware.com/jp/try-vmware/vmc-aws-hol-labs.html
mailto:vcan-operations@vmware.com


VMware Cloud Provider Program：VMC マネージド サービス ハンドブック – 2018 年 6 月 31

参加 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

組織の設定トレーニング テスト 契約

VMC 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、年間契約利用額を設定する必要があります。年間契約利用額は 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）。
年間 MSRP 利用額の計算：12 か月の契約期間の末時点で、サービス プロバイダー パートナーによるその年
の合計利用額を VMware が計算します。年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。
パートナーのその年の合計 MSRP 利用額が最低年間利用額を超えている場合、そのパートナーに対する
不足額の請求は行われません。ただし、MSP パートナーのその年の合計利用額が契約した年間利用額に
満たない場合、その差額（不足額）についての請求が生成されます。
VMC on AWS サービスの請求：パートナーが前月に購入した VMC on AWS サービスについての請求は、
月ごとに行われます。年 1 回の請求となるのは、年間契約額の不足額のみです。VMC on AWS で利用可能な
サービスには、オンデマンド（前の期間の利用について後払いでパートナーに請求されるもの）と、1 年間
および 3 年間のサブスクリプション（前払いでパートナーに請求されるもの）の 3 種類があります。

VCPP レンタル コミット契約での VMware Cloud 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 VCPP パートナーは、追加費用を負担せず
に MSP パートナーとして VMC on AWS 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、MSP 契約額が 0 でも割引価格で VMC on AWS サービスを購入
できます（表 2 を参照）。
重要：レンタル パートナーが VMC on AWS 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

年間契約 MSRP 利用額
（米ドル）

レベル 1 19 % 144,000 ドル

レベル 2 21 % 420,000 ドル

レベル 3 22 % 1,200,000 ドル

レベル 4 26 % 2,700,000 ドル

レベル 5 30 % 4,200,000 ドル

MSP に適用される
MSRP からの割引率

年間契約 MSRP 
利用額（米ドル）

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
（開発途上国は 3,600）

レベル 4R 18 % 0 ドル 30,000 ポイント

レベル 5R 20 % 0 ドル 100,000 ポイント

表 1：新規と既存のすべての VCPP パートナーの VMC 契約額

表 2：現在 VCPP レンタル パートナーである場合の VMC 契約額

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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参加 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

組織の設定トレーニング テスト 契約

VMC 契約を締結するアグリゲーターの選択

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
VMware Cloud MSP コミット契約を締結します。

コミット契約の担当者およびマスター組織を定義する
サービス プロバイダー パートナーは、アグリゲーターとコミット契約を締結するときに、「メイン
コンタクト」の E メールを提示するよう求められます。コミット契約の作成に使用するサービス プロ
バイダーの E メール ID（「メイン コンタクト」）は、完全なプロファイルとパスワードとともに、
有効なものとして MyVMware アカウントに登録されている必要があります。コミット契約の作成の
ためにアグリゲーターに E メールを提示する前に、MyVMware にログインして確認してください。

さらに、VMC on AWS コミット契約が有効になったときに、VMware からの登録通知がこのパート
ナーの E メール アドレス（「メイン コンタクト」）に送信されます。サービス プロバイダーのこの
担当者は、MSP マスター組織を作成するための担当者としても指定されます。

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

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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参加 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

組織の設定トレーニング テスト 契約

MSP コミット契約締結の通知

MSP VMC on AWS 契約が有効になったことを知らせる E メール通知
アグリゲーターに VMC on AWS の新規 MSP コミット契約を注文すると、そのアグリゲーターが MSP Operations チームに注文します。

契約が有効になると、VMware Cloud Services プラットフォームにログインするためのリンクが記載された登録 E メール（後述のサンプルを参照）が、サービス プロバイダー パート
ナーに送信されます。この通知は、アグリゲーターに対して VMC コミット契約の注文を行った、サービス プロバイダーのメイン コンタクトとして指定された担当者に送信されます。

この E メールに記載されたリンクは 1 回だけ使用でき、30 日で期限切れとなります。MSP パートナーは、VMware Cloud Services にサインインまたはログインしたときに、新しい
「マスター組織」を作成する必要があります。このマスター組織は、VMC on AWS サービスを管理するサービス プロバイダー パートナーとして定義されるものです。VMware Cloud
Services は、組織単位で管理します。組織では、1 つ以上のサービスに対する制御されたアクセスを有効にすることができ、ユーザー管理が可能です。MSP パートナーの担当者（「メイン
コンタクト」）は、受信した E メールを使用して VMware Cloud Services にログインし、マスター組織を作成します。

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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参加 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

トレーニング テスト 契約 組織の設定

マネージド プロバイダーの組織の設定

VMware Cloud の組織の設定
VMware Cloud on AWS アカウントの基本となる組織は、VMware Cloud on AWS サービス
に登録するグループまたはビジネス部門に相当します。組織では、1 つ以上のサービスに
対する制御されたアクセスを有効にすることができます。ユーザーがクラウド サービスに
アクセスするためには、組織に属している必要があります。組織のオーナーは、その組織の
すべてのリソースとサービスへのアクセス権を持ちます。組織にクラウド サービスを追加し、
ユーザーを招待することができます。VMC on AWS サービスの使用を開始する前の最初の
手順として、マスター組織を作成し、その下にテナント組織を作成します。

このマスター組織は、構成要素の設定におけるマネージド サービス プロバイダー パート
ナーに対応するものです。テナント組織は、マスター組織内で管理される顧客を表します。

• マスター組織の作成：パートナーは、マスター組織に対する MSP ロールを持つ担当者を
指定します。これは、アグリゲーターと VMC コミット契約を締結する時点で指定され、
サービスプロバイダーの「メインコンタクト」として示された担当者です。この担当者は、
パートナーのマスター組織の作成について責任を負います。

• テナント組織の作成とサービスの登録：マスター組織の担当者は、次に、VMC on AWS
サービスを使用する顧客ごとに下位のテナント組織を作成します。さらに、マスター組織
の担当者は、これらの顧客のテナント組織それぞれにユーザーを指定することができます。
これらのテナントのユーザーは、テナント組織の設定、SDDC のプロビジョニング、必要
なネットワーク接続の設定を行い、vCenter Server にアクセスして顧客の仮想マシンを
作成できます。

MSP パートナー向けの VMware Cloud on AWS サービスは完全に管理されたモデルである
ことに留意してください。つまり、顧客に代わってサービスを登録、管理、プロビジョニング
するために VMware Cloud Services コンソールにアクセスできるのは、MSP パートナーのみ
です。VMC サービスを利用するパートナーの顧客は、VMware Cloud Services コンソール
にはアクセスできません。

マネージド サービス プロバイダー
パートナー組織（VMware Cloud on AWS）

MSP パートナーのマスター組織
名前：「ACME」

オーナー：Frances@acme.com

サービス：
「営業」用
VMC on AWS SDDC

サービス：
「アメリカ地域」用
VMC on AWS SDDC

サービス：
「ヨーロッパ」用
VMC on AWS SDDC

サービス：
「財務」用
VMC on AWS SDDC

顧客のテナント組織
名前：「Globex」
ユーザー：
Chris@acme.com

顧客のテナント組織
名前：「Ombro」
ユーザー：
Tina@acme.com

顧客のテナント組織
名前：「Tusan」
ユーザー：
David@acme.com

VMC コミット契約 #：123321456

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

マスター組織

テナント組織

ユーザー管理

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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参加 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

トレーニング テスト 契約 組織の設定

顧客のテナント組
織を設定

顧客のテナント組
織を設定

設定とプロビジョニング プロセスの概要

組織の設定、VMC on AWS サービスの登録、顧客へのアクセスの提供
パートナーが VMC for AWS の VCPP MSP コミット契約をアグリゲーターとの間で締結すると、マスター組織を作成するための招待 E メールが届きます。これは、サービス プロバイ
ダーが VMware Cloud Services コンソール内で使用する統括組織であり、このコンソールで顧客（テナント）の組織を管理できます。

マスター組織を設定したら、次に顧客用のテナント組織を作成します。これらはマスター組織の下位組織となります。これを実行するためには、パートナーは VMC on AWS サービスへの
アクセスをリクエストする必要があります。Eメールによる招待状がパートナーに送信されるので、その指示に従ってテナント組織を作成し、VMC on AWS サービスを登録します。
注：新規のテナントごとに個別のアクセス リクエストが必要であり、そのテナントをマスター組織に関連付ける必要があります。この手順は、作成が必要な新規のテナント組織ごとに繰り返
す必要があります。

次に、テナントの SDDC を作成し、そこでサービスを構成する必要があります。MSP パートナーは、SDDC の管理や、ホスト、ネットワーク ファイアウォール、NAT、VPN、DNS の
追加または削除を行えます。また、通常の VMware Cloud コンソールから、テナントの代理で VMware Site Recovery Manager などのアドオンを構成できます。

最後に、MSP パートナーは vCenter にアクセスして、顧客の仮想マシンを作成します。

このハンドブックのこれ以降のページで、これらの手順の実行方法を詳細に説明します。

アグリゲーターを
通じて

VMC コミット契約を
締結

マスター組織を設定
（MSP パートナー）

テナント組織を設定
（各エンドカスタマー）

テナント組織用に
VMC on AWS の

SDDC を作成

vCenter Server に
アクセスし、エンド
カスタマー用に
仮想マシンを作成

招待
E メール

VMC on AWS 
アクセス用 E メール

テナント組織ごとに
1 通のアクセス用

E メール

1 回：初期設定 必要に応じて：テナントごと

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

マスター組織

テナント組織

ユーザー管理

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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参加 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

トレーニング テスト 契約 組織の設定

VMware Cloud Services ポータルへのログイン

VMware Cloud ポータルへのログイン
次の手順に従って VMware Cloud ポータルにログインし、マスター組織を
設定します。

1. 受け取った登録用の招待 E メールから、[Sign in to Console] リンクを
クリックします。繰り返しになりますが、アグリゲーターとコミット
契約を締結したときに「メイン コンタクト」として指定したサービス
プロバイダー組織の担当者が、マスター組織を設定する担当者となり
ます。

2. VMware Cloud Services ポータルのログイン ページに移動します。

3. ユーザー名（E メール）とパスワードを入力してログインします。ポー
タルを使用します。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 パートナー契約を有効にした際に送られた
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、[Forgot
password] 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。

4. [Sign In] をクリックして次に進みます。

1

2

3

4

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

マスター組織

テナント組織

ユーザー管理

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

mailto:partnernetwork@vmware.com
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参加 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

トレーニング テスト 契約 組織の設定

マスター組織の作成

マスター組織の名前の設定
マスター組織の設定の最初の手順としては、名前を決めます。マスター組織はサービス
プロバイダー パートナーに対応しているため、この名前は会社名を反映したものにします。

ポータルにログインしたら、以下の手順に従ってマスター組織を設定します。

1. ここではマスター組織の名前を指定します。これには自社（サービス プロバイ
ダー）の会社名を使用し、アグリゲーターと VMC コミット契約を締結したときに使用
した名前と同じにします。

2. [Continue] を押して続行します。

3. ここで、VMware Cloud Services の「サービス利用規約」を確認できます。完了したら、
「I agree to the VMware Cloud Services Term of Service」の横のチェックボックスを
クリックします。

4. [Continue] を押して続行します。

1

3

4

2

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

マスター組織

テナント組織

ユーザー管理

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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参加 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

トレーニング テスト 契約 組織の設定

マスター組織の設定完了

マスター組織の設定完了
1. 次に、作成したマスター組織に VMC コミット契約を関連付ける必要があります。

これにより、組織での VMware Cloud Services のすべての利用に対する課金を、
VMCコミット契約にルーティングできるようになります。

2. MSP アカウント情報がこのページに表示されます。MSP ID、契約名、説明を確認
します。このマスター組織に関連付ける MSP コミット契約が正しいことを確認して
ください。確認後の変更できません。

3. [Continue] をクリックして次に進みます。

4. 次に、マスター組織のメタデータを入力するためのページに移動します。

5. 国と郵便番号を入力します。これらは必須フィールドで、VMC コミット契約で指定
したデータと一致していなければなりません。

6. 参照用にこのマスター組織へのタグが必要な場合は、ここで入力できます。これは
任意のフィールドで、APIを使用するときにクエリの通知と実行に使用できます。

7. [Create] をクリックして、マスター組織の設定を完成させます。

MSP パートナーのマスター組織を作成し、この組織のオーナーを定義して、請求の目的で
コミット契約に関連付けることができました。
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トレーニング テスト 契約 組織の設定

サービスの導入とテナント組織の作成
サービス プロバイダー パートナーは、顧客のテナント組織を設定し、それぞれに対して
VMC on AWS サービスをリクエストできます。テナント組織を作成するためには、VMC
on AWS サービスをリクエストして導入する必要があります。

これらのテナント組織は、サービス招待状を通して作成します。サービス プロバイダー
パートナーは、VMC on AWS を利用する各顧客テナントに対して個別の招待状をリクエスト
する必要があります（右下の例を参照）。これらのサービスは、テナント組織のみに接続
できます。サービス プロバイダー パートナーは、この Web フォームに入力することで
サービス招待状をリクエストできます。このフォームにアクセスするためのパスワードは
MSPTenantOnboarding（大文字と小文字を区別します）です。

サービス招待状を送信できるのは、MSPマスター組織のオーナーまたはMSPのロールを持つ
MSP マスター組織のメンバーのみです。

また、顧客はサービスの SDDCを設定する前に、既存の Amazon Web Serviceアカウントを
所有していなければなりません。これは SDDC を Amazon Web Services に接続するために
必要です。顧客のテナント組織用に VMC on AWS 招待状をリクエストする前に、顧客が
この要件を満たしていることを確認してください。

下のリンクをクリックして、テナント組織の VMC on AWS へのアクセスをリクエスト
します。

テナント組織とサービス リクエストの作成

MSP パートナーのマスター組織
名前：「ACME」

オーナー：Frances@acme.com

サービス：
「営業」用
VMC on AWS SDDC

サービス：
「アメリカ地域」用
VMC on AWS SDDC

サービス：
「ヨーロッパ」用
VMC on AWS SDDC

サービス：
「財務」用
VMC on AWS SDDC

顧客のテナント組織
名前：「Globex」
[ユーザー]：
Chris@acme.com

顧客のテナント組織
名前：「Tusan」
[ユーザー]：
David@acme.com

VMC コミット契約 #：123321456

顧客のテナント組織
名前：「Ombro」
[ユーザー]：
Tina@acme.com

1 VMC on AWS 
サービス招待状

1 VMC on AWS 
サービス招待状

1 VMC on AWS 
サービス招待状

VMC on AWS 
サービス招待状

テナント組織の VMC on AWS 
をリクエストするには、ここを
クリックしてください。

パスワードを使用：MSPTenantOnboarding（大文字と小文字は区別されます）
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トレーニング テスト 契約 組織の設定

サービス招待状のリクエスト

登録しているテナント組織の VMC on AWS サービスへのアクセスの
リクエスト
顧客用に VMC on AWS サービス招待状のリクエストを開始してテナント組織を作成する
には、この Web フォームに記入してください。このフォームにアクセスするためのパス
ワードは MSPTenantOnboarding（大文字と小文字を区別します）です。

1. このページが表示されたら Web フォームに記入して、VMC on AWS サービスを
リクエストして顧客をオンボーディングします。

2. マネージド サービス プロバイダー名を入力します。これは会社名で、MSP コミット
契約での名前と一致しなければなりません。

3. 招待状 E メールを受信する人の E メール アドレスを入力します。重要：テナント
組織を作成できるのはマスター組織のオーナーまたはマネージド サービス プロバイ
ダーのロールを持つマスター組織のメンバーのみであるため、この E メールを受信
できるのもこれらのユーザーのみです。招待状がこれらのロールのない人に送信
された場合、受信者はテナントをサービスにオンボーディングできません。VMC 組織
のロールと使用できる機能の詳細については、このセクションを参照してください。

4. 作成中のテナント組織に置かれる顧客名を入力します。

5. 顧客の市区町村、都道府県（州）、郵便番号を入力します。

6. 最後に、顧客のドメイン名を入力します。

7. [Submit] をクリックしてリクエストを送信します。

数分後、フォームで指定された人に VMware から、オンボーディング リンクを含む
招待状 E メールが送信されます。

VMC on AWS にオンボーディングする予定の各テナント顧客に対して、上記のプロセス
を繰り返す必要があります。
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トレーニング テスト 契約 組織の設定

VMC on AWS のサービスをアクティブ化する E メール通知
サービス リクエストを送信すると、VMware からサービス アクティベー
ションのリンクを含む E メールを返信します。送信する各サービスへの
アクセスのリクエストごとに、E メールの招待状を受信します。個別に作成
しているテナント組織ごとに、サービスをアクティベーションする必要が
あります。

セットアップは、次の手順で開始します。

1. マスター組織のオーナーまたは MSP のロールを持つメンバーが、
VMware からサービスのアクティベーション招待状を受信します。

2. まず、E メールに含まれるリンクをクリックします。各リンクを使用
できるのは 1 回のみで、14 日後に有効期限が切れますのでご注意くだ
さい。複数のサービス リクエストを送信し、複数の招待状を受信した
場合は、受信後 14 日以内にすべての設定プロセスを完了してください。

3. VMware Cloud Services ポータルのログイン ページに移動します。

4. ユーザー名（E メール）とパスワードを入力してログインします。既存の
MyVMware 認証情報を使用してポータルにアクセスします。MyVMware
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 パート
ナー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、[Forgot Password] 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。

5. [Sign In] をクリックして次に進みます。
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トレーニング テスト 契約 組織の設定

サービスを組織に接続

サービスに接続する組織の選択
続いて、サービスをテナント組織（顧客）に接続します。

重要：サービスは必ずテナント組織に接続してください。サービスをマスター
組織には接続しないでください。社内で使用するためにサービスをオンボー
ディングする必要がある場合は、デモ用のテナント組織を作成してください。

1. [Create Tenant Organization] をクリックして、顧客用のサービスを
リクエストします。

テナント組織がすでに存在する場合は、サービスを接続することもできます。
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トレーニング テスト 契約 組織の設定

テナント組織の作成

テナント組織の名前の設定
テナント組織のセットアップは、次の手順で行います。

1. ここではテナント組織の名前を指定します。これは顧客名です。

2. [CREATE] を押して続行します。

3. ここで、VMware Cloud Services の「サービス利用規約」を確認できます。完了
したら、「I agree to the VMware Cloud Services Term of Service」の横の
チェックボックスをクリックします。

4. [Continue] を押して続行します。
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トレーニング テスト 契約 組織の設定

テナント組織の設定完了
1. マスター組織に関連付けられたコミット契約が表示されます。編集はできませんが、

テナント組織によるサービス使用の課金は、このコミット契約に対するものになる
ことをお知らせするために表示されます。

2. [Continue] をクリックして次に進みます

3. 次に、テナント組織のメタデータを完成させるページに移動します。

4. 国と郵便番号を入力します。これらは必須フィールドで、VMC コミット契約で指定
したデータと一致していなければなりません。

5. 参照用にこのテナント組織へのタグが必要な場合は、ここで入力できます。これは
任意のフィールドで、API を使用するときにクエリの通知と実行に使用できます。

6. [Continue] をクリックして、テナント組織の設定を完成させます。

顧客のテナント組織を作成し、名前を指定して請求の目的でコミット契約に関連付ける
ことができました。VMC on AWS に関して受信したサービス招待状 E メールごとに、
このプロセスを繰り返します。

次に、マスター組織およびテナント組織に追加のユーザーを作成する方法について説明
します。

テナント組織の設定完了
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トレーニング テスト 契約 組織の設定

VMware Cloud on AWS コンソールへのアクセス
VMC on AWS のサービスにアクセスできるようになりました。VMware Cloud ホーム ページで、VMC on AWS の下のタイルに「Open」と表示されています（1）。リンクをクリック
すると、VMware Cloud on AWS コンソールが表示されます。

前に説明したとおり、このメニュー ページのその他すべての VMware Cloud Services はまだ開発中で、今後予定される製品リリースでマネージド サービス プロバイダー プログラムに
なります。
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トレーニング テスト 契約 組織の設定

組織のユーザー管理

ユーザーを管理する組織の選択
VMware Cloud Services では、組織単位でアカウントを作成できます。1 つの
組織では、1 つ以上のサービスに対する制御されたアクセスを有効にします。ユー
ザーがクラウド サービスにアクセスするためには、組織に属している必要があり
ます。そのため、次に進む前にまずユーザーを追加する組織を特定する必要があり
ます。

1. VMware Cloud services にサインインすると、メニュー バーのユーザー名の
下にアクティブな組織が表示されます。

2. VMware Cloud Services ツールバーで、ユーザー名の隣の矢印をクリック
して、組織の詳細が表示されます。

3. メニューから、組織名の横にある矢印をクリックしてください。自分が所属
するマスター組織とそのテナント組織が表示されます。

4. アクティブな組織から別の組織に切り替えることによって、どの組織にユー
ザーを追加するかを選択できます。

5. ユーザーを追加する組織を選択します。右の例では、組織のオーナーがユー
ザーを管理するテナント組織「Globex」を選択しています。選択を行うと、
アクティブな組織が「Acme」から「Globex」に切り替わります。これでオー
ナーは Globex 組織のユーザー変更を実行できるようになりました。

1

3

4

2

5

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

マスター組織

テナント組織

ユーザー管理

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート



VMware Cloud Provider Program：VMC マネージド サービス ハンドブック – 2018 年 6 月 47

参加 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

トレーニング テスト 契約 組織の設定

ユーザーを組織に追加する

ID およびアクセスの管理
組織のオーナーは、ほかのユーザーを組織に招待して、組織内のリソース
へのロールベースのアクセス権を付与します。サービスを管理するため、
マスター組織レベルまたはテナント組織レベルのどちらにもユーザーを追加
できます。

2 つのロール（組織オーナーと組織メンバー）があります。ロールはさらに、
マスター組織とテナント組織のどちらに属するかが定義されます。組織
オーナーは一般にフル アクセスを持ちますが、組織メンバーは読み取り
専用アクセス権を持ちます。また、マネージド サービス プロバイダーの
ロール機能をユーザーに追加することができ、組織の作成や顧客使用
データの表示など、追加の機能を付与できます。組織ユーザーの機能の
詳細については、このセクションを参照してください。

前のページで対象となる組織を定義したら、次の手順に従って、その組織
へのアクセス権限をユーザーに提供してください。

1. 所属しているアクティブな組織は、ユーザー名の下の名前で確認でき
ます。

2. VMware Cloud Services のホームページで、右上の [Identity
Access Management] リンクをクリックします。

3. ユーザー管理ページに移動します。ここには組織の現在のユーザーの
リストが表示されます。名前、ロール、ステータス、およびどのサー
ビスにアクセス権があるかが表示されます。

4. ユーザーを追加するには、[Activate Users] リンクをクリックして
ください。

4

2
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参加 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

トレーニング テスト 契約 組織の設定

組織のユーザーと権限の管理
[Add Users] というポップアップ ウィンドウが表示されます。次は、定義
された組織に追加するユーザーのリストとロールを定義します。

1. どの組織にユーザーを追加しようとしているかを確認します。

2. [Email Addresses] ボックスの下に、組織のユーザーとして追加したい
人のユーザー E メール ID を入力します。

3. この組織でのロールの割り当て（組織メンバーまたは組織オーナー）を
定義します。組織オーナーはフル アクセスを持ちます。組織メンバーは
読み取り専用アクセスのみを持ちます。このページの表を参照して、
各ロールの具体的な権限をご確認ください。

4. 組織オーナーを割り当てる場合は、デフォルトでマネージド サービス
プロバイダーのロールも追加されます。組織メンバーを割り当てる場合
は、マネージド サービス プロバイダーのロールを付与するかどうかを
選択できます。詳細なロール機能については、このセクションを参照
してください。

5. [Add] をクリックして次に進みます。

この手続きが完了すると、ユーザーに E メールの招待状が送信されます。
ユーザー招待状は最長 7 日間有効です。次のページには、ユーザーが通知を
受信した後に行う手順が記載されています。必要に応じて、特定の組織に
追加する必要のあるその他のユーザーについてこのプロセスを繰り返します。

送信した招待状は追跡できます。誤って招待状を送信した場合は、取り消す
ことができます。組織内でユーザーが保持するロールおよびアクセスできる
サービスを変更できます。またユーザーを組織から削除することも可能です。

1

2

5

ユーザーと権限の定義
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参加 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

トレーニング テスト 契約 組織の設定

新しい組織ユーザーへの通知

新しいユーザーが組織にアクセスするための招待状を E メール
送信
組織オーナーが、新しいユーザーをグループに追加するためのリクエストを
送信すると、このユーザーに通知と招待状が E メールで送信されます（1）。

このユーザーを追加する組織の名前が E メールに記載されます（2）。

招待状を受信したユーザーが組織にアクセスするためには、E メールに記載
されている [Sign in to Console] リンクをクリックする必要があります（3）。
ユーザー招待状は最長 7 日間有効です。この有効期間内にユーザーはリンクを
使ってアクセスを行う必要があります。

リンクをクリックすると、VMware Cloud コンソールへのログインを求められ
ます。ログインには VMware アカウントの認証情報が必要です。VMware
アカウントを所有していないユーザーは、ログイン ページのリンクからアカウント
を作成できます。

この手続きが完了すると、VMware Cloud ポータルとメンバー登録された組織に
アクセスできるようになります。

1
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参加 プロビジョニング レポート 請求

1 3 4 5 6 7 82

トレーニング テスト 契約 組織の設定

組織のユーザーと権限

組織のユーザー権限
マネージド サービス プロバイダー プラットフォーム内で許可される、具体的な権限については下の表を参照してください。基本的には、MSP ロールを持つ組織のオーナーには、管理と設定の
ためのフル アクセス権限がありますが、組織のメンバーには読み取り専用のアクセス権限しかありません。また、MSP ロールを持つテナント組織メンバーは、テナント使用データへのアクセス
権限を持ちますが、マスター組織のメンバーはテナント組織を作成することもできます。

組織のユーザーを正しくセットアップするため、これらの権限を確認してください。

MSP ロールを
持つマスター
組織のオーナー

MSP ロールを
持つマスター
組織のメンバー

マスター組織の
メンバー

MSP ロールを
持つテナント
組織のオーナー

MSP ロールを
持つテナント
組織のメンバー

テナント組織の
メンバー

アクセス権

所属する組織へのアクセス

サインインしたときに表示される組織の指定

クラウドサービス API に対してクエリを実行して顧客の使用状況と
データを抽出

新規テナント組織の作成

所属する組織の設定の変更

ユーザーを組織に追加/削除

組織内のユーザーのサービス アクセスおよびロールの管理

支払方法と請求の管理

サポート チケットの送信と管理

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
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トレーニング テスト 契約 レポート 請求

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加 プロビジョニング

SDDC のプロビジョニングとテナントの構成

MSP パートナーの SDDC プロビジョニングとテナントのネットワークの
構成
完全に管理された MSP モデルでは、パートナーがテナント（顧客）のサービスを管理し、
すべてのコンソールへのアクセスを持ちます。たとえば VMware Cloud では、MSP パート
ナーは SDDC をプロビジョニングし、必要なネットワーク構成をセットアップします。完全
に管理されたモデルでは、ネットワーク構成が VMC on AWS コンソールで設定され、
エンド カスタマーはこれにアクセスできません。MSP パートナーは顧客の仮想マシンを
作成し、その仮想マシンへのアクセスのみを顧客に提供できます。

VMware Cloud を利用するには、MSP はまず SDDC（Software-Defined Data Center）
を導入する必要があります。

SDDC 導入の前提条件
MSP パートナーは、テナント組織の SDDC をセットアップする前に、顧客から次の情報を
収集する必要があります。

• エンド カスタマーの Amazon Web Services の既存のアカウント番号（前に示した
とおり、SDDC が AWS に接続できるためには、顧客がこれを持っていなければなりま
せん）

• 接続に必要な VPC とサブネット

• 外部から SDDC に接続するために必要な接続のタイプ

• セットアップするネットワーク構成の詳細

このガイドでは、SDDC をセットアップする基本的な手順について説明します。セット
アップの説明の詳細については、次のドキュメントを参照してください。

VMware on AWS スタートガイド

VMware Cloud on AWS オンボーディング ブログ

マネージド サービス プロバイダー テナント組織とサービス

MSP パートナーのマスター組織
「ACME」

SDDC
VMC on AWS
「Sales」

SDDC
VMC on AWS
「Americas」

SDDC
VMC on AWS
「ヨーロッパ」

SDDC
VMC on AWS
「Finance」

テナント組織
「Globex」

テナント組織
「Tusan」

組
織
マ
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス

vCenter
• 仮想マシン
• ストレージ
• ポート グループ

vCenter
• 仮想マシン
• ストレージ
• ポート グループ

vCenter
• 仮想マシン
• ストレージ
• ポート グループ

vCenter
• 仮想マシン
• ストレージ
• ポート グループ

テナント組織
「Ombro」
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https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/vmc-on-aws-getting-started.pdf
https://blog.cloud.vmware.com/s/content/a1y6A000000aEjBQAU/vmware-cloud-on-aws-preparing-to-onboard
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トレーニング テスト 契約 レポート 請求

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加 プロビジョニング

SDDC を作成するテナント組織の選択
SDDC の作成を開始する前に、まず正しい組織にいることを確認します。
組織間の切り替え方法がわからない場合は、このセクションを参照して
ください。

組織の SDDC の作成
VMware Cloud on AWS のサービスを利用するには、まず Software-
Defined Data Center（SDDC）を導入します。SDDC の導入後、その
情報を表示して管理タスクを実行できます。SDDC を VMware Cloud
on AWS に導入すると、組織専用の AWSアカウントおよび VPC 上に作成
され、VMware によって管理されます。また、SDDC を顧客に所属する
AWS アカウントに接続する必要もあります。この接続により、SDDC が
顧客アカウントに所属する AWS サービスに接続できるようになります。

テナント組織の SDDC を作成するには、次の手順で行います。

1. VMware Cloud on AWS コンソールのホーム（ランディング）ページ
に移動します。

2. 組織の SDDC を作成するには、[Create SDDC] ボタンをクリック
します。

3. 組織にユーザーを追加することも可能ですが、それについては前の
セクションですでに説明しました。

テナント組織の SDDC の作成
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トレーニング テスト 契約 レポート 請求

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加 プロビジョニング

AWS アカウントを SDDC に関連付ける
次に、SDDC と AWS アカウントが互いに接続できるように、関連付ける必要があります。この接続により、SDDC が顧客アカウントに所属する AWS サービスに接続できるようになります。

1. SDDC に接続するエンド カスタマーの AWS アカウントを指定します。

2. 接続が正常に確立されたことを示すメッセージを受信します。

3. [Next] をクリックして続行してください。

AWS アカウントに SDDC を関連付ける

1
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トレーニング テスト 契約 レポート 請求

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加 プロビジョニング

SDDC のプロパティの構成（マルチホスト オプション）

SDDC を 構成する
今度は、SDDC を構成してセットアップを完了します。

SDDC プロパティ
1. SDDC があるデータセンターの地域を選択します。現在 VMC on AWS のサービスは、米国西部

リージョン（オレゴン）、米国東部リージョン（北バージニア）、ヨーロッパ（ロンドン）、ヨーロッパ
（フランクフルト）で利用できます。ほかのデータセンターも追加中です。

2. 環境を選択します。本番環境で使用するには、「Multi-Host」オプションを選択する必要があり
ます。シングル ホスト オプションはデモ専用です。「Single-Host」オプションおよび注文方法の
詳細情報は、このセクションを参照してください。

3. SDDC の名前を指定します。
4. ホスト数を選択します。SDDC あたり最低 4 台のホストが必要です。
5. [Cloud] で「AWS」を選択します。[Next] をクリックして続行してください。

VPC およびサブネット接続
6. 接続先の VPC を選択します。
7. 接続先のサブネットを選択します。

重要：この SDDC から利用するサービスと同じまたは隣接するアベイラビリティ ゾーンにある
VPC およびサブネットを選択してください。これにより VPC クロストラフィックから生じる出口
チャージを回避します。 この手順については、このドキュメントを参照してください。

8. [Next] をクリックして続行してください。

ネットワークの構成
9. 管理ネットワークの IP アドレス範囲を、CIDR ブロックとして入力することもできます。

SDDC の展開
10. 完了したら、[Deploy SDDC] をクリックします。SDDC の準備が完了するまで、2 ～ 3 時間

かかります。
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https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/vmc-on-aws-getting-started.pdf
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トレーニング テスト 契約 レポート 請求

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加 プロビジョニング

SDDC の導入

SDDC の導入
1. SDDC が作成され、ステータス バーに進捗が表示されます。

SDDC の準備が完了するまで、2 ～ 3 時間かかります。

SDDC の準備状況
2. SDDC のセットアップが完了すると、SDDC カードにキャパシティ番号が

表示されます。最初はすべて「0」が表示されますが、利用を開始すると使用
状況が数字に反映されます。

この時点では vCenter Server にはまだアクセスできません。アクセスする
には、ネットワーク構成を設定する必要があります。

3. SDDC カードの [View Details] をクリックして、ネットワーク構成にアクセス
します。

1

3
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サポート
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組織の設定参加 プロビジョニング

vCenter Server へのアクセス

SDDC のネットワークを構成して vCenter Server に
アクセスする
デフォルトでは、管理ゲートウェイのファイアウォールは、すべての
送受信トラフィックを拒否するよう設定されています。SDDC で
vCenter Server にアクセスするには、vCenter Server へのトラ
フィックを許可するファイアウォール ルールを設定しなければなり
ません。

1. SDDC カードで [View Details] をクリックすると、右のような
ページが表示されます。

2. 上部の [Network] リンクをクリックしてください。

3. [Management Gateway] の [Firewall Rules] をクリック
します。

4. [Add Rule] をクリックします。

5. vCenter に接続するためのファイアウォール ルールをセット
アップします。ファイアウォール ルールを設定する方法の詳細
は、VMware on AWS スタートガイドを参照してください。

6. vCenter Server へのアクセスを許可するファイアウォール
ルールを追加すると、図でインターネットと管理ゲートウェイの
間に実線が表示されます。

7. 次に、[Connection Info] をクリックして vCenter の接続詳細
を表示します。

追加のネットワーク接続のセットアップと構成の方法の詳細は、
VMware on AWS スタートガイドを参照してください。

1

2

3

4

5

6

7

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

SDDC

サブスクリプション

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/vmc-on-aws-getting-started.pdf
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/vmc-on-aws-getting-started.pdf
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組織の設定参加 プロビジョニング

接続の認証情報の表示
1. [Connection Info] をクリックすると、SDDC から vCenter Server への接続詳細が表示されます。

2. vCenter Server のユーザー名とパスワードが表示されます。

vCenter Server の認証情報の取得

1

2

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

SDDC

サブスクリプション

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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組織の設定参加 プロビジョニング

vCenter Server へのアクセス

vCenter Server へのアクセス
ユーザー名とパスワードを取得すると、vCenter Server にログイン
できます。

1. vCenter のログイン ページにユーザー名とパスワードを入力
します。

2. vCenter コントロール パネルから Compute ResourcePool に
アクセスして仮想マシンを作成できます。

テナント組織用に VMC on AWS サービスの SDDC を作成し、
vCenter Server へのファイアウォール アクセスを確立して、
vCenter にログインできるようになりました。これで顧客に仮想
マシンを作成できます。

必要に応じて、テナント顧客組織に対して作成する必要がある SDDC
サービスごとにこのプロセスを繰り返します。

1

2

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

SDDC

サブスクリプション

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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組織の設定参加 プロビジョニング

VMC on AWS のサブスクリプションの作成

VMC on AWS のサブスクリプションを作成してコストを削減
サブスクリプションでは、決まった期間に特定の量のキャパシティを購入することを約束することにより、コストを削減できます。VMware Cloud on AWS を使用するうえで、サブスクリプション
は必須ではありません。サブスクリプションでカバーされないサービス利用は、オンデマンド料金表に基づいて課金されます。VMC on AWSには 2種類のサブスクリプション条件があります。

• 1 年サブスクリプション。オンデマンド料金から 30 % 割引

• 3 年サブスクリプション。オンデマンド料金から 50 % 割引

VMC on AWS サブスクリプションはプリペイドとして、全期間分を前払いで課金されますのでご注意ください。この期間の料金を一括で先払いいただく代わりに、非常に大きな節約効果が得られ
ます。VMC on AWSの詳しい料金表は、このセクションを参照してください。サブスクリプションのプロビジョニングを開始するには、次の手順を実行します。

1. 目安として、ユーザー ルールを設定したりサービスをプロビジョニングしたりする前に、変更を行おうとしている組織および SDDC が正しいものであることを確認してください。

2. VMware Cloud on AWS コンソールで、上部の [Subscription] タブをクリックします。アクティブなサブスクリプションがすべて表示されます。

3. [Create Subscriptions] をクリックします。

1

2
3

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

SDDC

サブスクリプション

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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組織の設定参加 プロビジョニング

サブスクリプションの構成の定義
サブスクリプションの構成を定義するページに移動します。

1. このサブスクリプションが必要な地域（データセンターの場所）を指定します。SDDC
のある場所と同じ場所を必ず選択してください。そうしないとサブスクリプションの
割引が同じサービスに適用されません。

2. ホスト数を選択します。最小購入数は各サブスクリプション インスタンスにつきホスト
1 台です。同じ組織に後でサブスクリプション インスタンスを追加購入できますが、
それは別のサブスクリプション（SID）として扱われるため開始日/終了日が異なります。

3. [Next] をクリックして続行してください。

4. 購入するサブスクリプション期間を、1 年間または 3 年間から選択します。

5. [Payment] セクションに、注文概要とサブスクリプションの合計コストが表示されます。
前に説明したとおり、サブスクリプションはプリペイドとして、全期間分を前払いで課金
されます。

6. [Place Order] をクリックして注文を送信します。

サブスクリプション注文を受け付けたことを示す通知 E メールを受信します。注文が処理
されると、サブスクリプションが有効であることを知らせる 2 通目の通知 E メールを受信
します。

VMware Cloud on AWS のサービスをプロビジョニングする方法について、SDDC の
セットアップおよびオプションのサブスクリプション注文のプロセスを完了しました。

次のセクションでは、サービスの課金について説明します。

1
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6

サブスクリプションの構成

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

SDDC

サブスクリプション

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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組織の設定参加 プロビジョニング

1 ノード SDDC サービスの概要
MSP パートナーは、顧客への販売を促進するために、低コストのデモ/トライアル環境で
VMC on AWS サービスを試用することができます。この目的のため、パートナーは社内
トレーニングで使用したり、デモ用や PoC（事前検証）用として顧客に転売したりすること
のできる 1 ノード SDDC のオンデマンド サービスを購入できます。
こうしたシングル ノードのオンデマンド SDDC は、有効期間が最大 30 日間に制限されて
います。その期間が終了すると、サービスは自動的に期限切れとなり使用できなくなります。
このサービスを本番環境に変換する場合は、30 日間の期限が切れる前に、4 ノード以上の
SDDC サービスに拡張することができます。
使用できる 1 ノード SDDC は、パートナー 1 社につき 2 つまでとなります。

1 ノード SDDC サービスの価格
この 1 ノード オンデマンド SDDC の価格は 7.00 ドル/時間です（価格は予告なしに変更
されることがあります）。シングル ノード サービスは、本番環境の 4 ノード サービスと
比較して機能が少なくなっている点にご注意ください。シングル ノード ソリューションには、
HA、DRS、SLA がなく、アップグレードとパッチも提供されません。帯域幅およびパブ
リック IP アドレスの使用に伴う料金は含まれません。
シングル ノード ソリューションはハイブリッド ロイヤルティ プログラムの割引対象外です。
MSP パートナーは VMC on AWS コミット契約を通じて 1 ノード サービスを導入することが
でき、購入の際にはパートナー割引が適用されます。
また、2018 年 8 月までに 1 ノード サービスを購入した場合は、さらにキャンペーン割引
対象となります。このキャンペーン価格が適用されるのは、パートナー 1 社につき最初の
2 つの 1 ノード SDDC のみとなります。

1 ノード SDDC サービスの注文
まだテナント組織を設定していない場合は、このセクションの説明と同じ手順を実行してくだ
さい。1 ノード SDDC を自社内で使用する場合は、マスター組織の下位に自社用のテナント
組織を作成します。マスター組織の直下に 1 ノード SDDC を接続しないでください（右の
表を参照）。

1 ノード オンデマンド デモ サービスの注文

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

SDDC

サブスクリプション

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

MSP パートナーのマスター組織
名前：「ACME」

オーナー： Frances@acme.com

サービス：
VMC on AWS
ACME トレーニング用
1 ノード SDDC

サービス：
VMC on AWS
顧客「Tusan」デモ用
1 ノード SDDC

ACME（パートナー）用
テナント組織
名前：「ACME」
[ユーザー]：
Chris@acme.com

顧客のテナント組織
名前：「Tusan」
[ユーザー]：
David@acme.com

VMC コミット契約 #：123321456

パートナーの
社内で使用 顧客向けデモ
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組織の設定参加 プロビジョニング

シングル ホストの SDDC の構成
今度は、SDDC を構成してセットアップを完了します。

SDDC プロパティ
1. SDDC があるデータセンターの地域を選択します。現在 VMC on AWS のサービスは、米国西部リージョン

（オレゴン）、米国東部リージョン（北バージニア）、ヨーロッパ（ロンドン）、ヨーロッパ（フランクフルト）
で利用できます。ほかのデータセンターも追加中です。

2. 環境を選択します。本番環境で使用するには、「Single-Host」オプションを選択する必要があります。
シングル ホスト オプションはデモ専用です。

3. SDDC の名前を指定します。
4. これはホスト 1 台のサービスなので、ホスト数は「1」と表示されます。
5. [Cloud] で「AWS」を選択します。[Next] をクリックして続行してください。

VPC およびサブネット接続
6. 接続先の VPC を選択します。
7. 接続先のサブネットを選択します。

重要：この SDDC から利用するサービスと同じまたは隣接するアベイラビリティ ゾーンにある VPC および
サブネットを選択してください。これにより VPC クロス トラフィックから生じる出口チャージを回避します。
この手順については、このドキュメントを参照してください。

8. [Next] をクリックして続行してください。

ネットワークの構成
9. 管理ネットワークの IP アドレス範囲を、CIDR ブロックとして入力することもできます。

SDDC の展開
10. 完了したら、[Deploy SDDC] をクリックします。SDDC の準備が完了するまで、2 ～ 3 時間かかります。

そのままホスト 1 台のサービスを展開するには、このセクションにあるホスト 4 台の設定と同じ手順を実行
してください。

SDDC のプロパティの構成（シングル ホスト オプション）

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

SDDC

サブスクリプション

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

1
2
3

5

6
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4

7

8

9

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/vmc-on-aws-getting-started.pdf
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組織の設定参加 レポート

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の使用量が 1 つの請求にまとめられ、パート
ナー割引およびその他の特別価格やエンド カスタマー割引（HLP など）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。

月次レポートのタイムライン
• 毎月 5 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 5 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、Cloud Provider
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 7 日までにレポートをサブミットする：毎月 7 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

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

https://vmware.iasset.com/
https://vmware.iasset.com/
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組織の設定参加 レポート

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後の契約額）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

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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組織の設定参加 レポート

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、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。
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プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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トレーニング テスト 契約 プロビジョニング 請求

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加 レポート

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. テナント組織の作成時に入力した顧客情報が記録に自動的に入力されます。追加したメタデータ（国と郵便番号）も含まれます。

2. 情報を確認し、[次へ] をクリックします。
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1

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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トレーニング テスト 契約 プロビジョニング 請求

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加 レポート

レポートのサブミット

レポートの概要
1. 月次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、[Close] 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、このレポート情報を使用して月単位の請求書を発行します。
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2

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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トレーニング テスト 契約 プロビジョニング 請求

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加 レポート

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。

1

2

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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トレーニング テスト 契約 プロビジョニング 請求

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加 レポート

VMC on AWS の使用量と請求

VMC on AWS の使用に関する使用量と請求
サービス（SID）がアクティブになると（SDDC をリクエストすると）、使用に対してオンデマンドで毎時課金されます。ただし、1 年間および 3 年間のサブスクリプションを作成してサブ
スクリプションを前払いできます。この 2 種類のサービスが相互に連携して請求額が決定される仕組みの詳細情報は、次のルールと例を参照してください。
• 組織を VMC on AWS サービスにオンボーディングすると、専用のオンデマンド サブスクリプション ID（SID）が作成されます。
• パートナーはサブスクリプション（1 年間または 3 年間）インスタンスを購入してオンデマンド サービスの割引を受けることができます。これにより、サブスクリプションに対して別の

SID が作成されます。
• 現在、12 か月間と 36 か月間の 2 種類のサブスクリプション期間が利用できます。
• 割引を受けるためには、オンデマンド SID とサブスクリプション SID がいずれも同じ組織および地域に属していなければなりません。サブスクリプションの合計は組織および地域ごとの
サブスクリプション インスタンスの合計量に基づいて計算されます。

• 発生した使用量と登録されているサブスクリプション数に基づいて、超過分がオンデマンド料金で課金され時間ごとに計算されます。
• 1 年間および 3 年間のサブスクリプションは、サブスクリプション期間の終了時に自動更新されないことに注意してください。
• データ転送と IP に対する追加料金が適用される場合があり、別途 VMC on AWS の請求に加算されます。

実際の使用量（ノード数） 4 5 5 6 7 … 6 7 8 10 11 12

使用量と料金 M1 M2 M3 M4 M5 … M12 M13 M14 M15 M16 M17

サブスクリプション数量 0 0 4 4 4 … 6 6 6 2 2 2

超過分（OnDemand） 4 5 1 2 3 … 0 1 2 8 9 10

サブスクリプション購入料金 - - 208,000 ドル - - … 104,000 ドル - - - - -

超過分の料金（OnDemand） 24,000 ドル 30,000 ドル 6,000 ドル 12,000 ドル 18,000 ドル … 0 ドル 6,000 ドル 12,000 ドル 48,000 ドル 54,000 ドル 60,000 ドル

参照用。実際の数字はサービスと販売価格によって異なる場合があります。

OnDemand
（SID 番号 11111）

サブスクリプション「A」
（SID 番号 22222）

サブスクリプション「B」
（SID 番号 33333）

組織 1234：「Globex」

オンデマンドの超過分の料金 = 1 ノードあたり月 6,000 ドル

4 ノードでの 1 年間のサブスクリプション

2 ノードでの 1 年間のサブスクリプション

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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トレーニング テスト 契約 プロビジョニング 請求

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加 レポート

VMC on AWS の使用量明細の表示

VMC on AWS の使用に関する使用量の明細を表示
最初のリリースでは、VMC on AWS サービスの詳細な使用明細は、コンソールやビジネス ポータルには直接表示されません。この機能は今後のリリースに追加する作業を行っています。
それまでの間、使用量の詳細を表示するには、VMware Cloud Console の API 機能を使用します。

この API から次のことができます。

• API を使用して使用量を取得する：組織オーナーまたは MSP ロールを持つ組織メンバーは、現在発生しているコスト、および各組織またはサービス全体のすべての子組織に対する料金を
取得できます。

• 次のクエリを実行する：
o 組織 ID または複数の組織（親および/またはその親の子のみ）。サービス全体にわたって組織の使用量を取得します。
o 特定の日付範囲。その範囲での使用量を取得します。デフォルトは直近 30 日です。

• API の応答
o 使用量を csv ファイルとしてダウンロードし、復号して表示するための S3 リンク URL を返します。

これらの API を使用して csv ファイルを生成する方法の詳細については、『VCPP MSP Phase One End to End』ガイドを参照してください。

次のような csv ファイルが生成されます。

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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トレーニング テスト 契約 プロビジョニング レポート

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加 請求

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 VMC on
AWS 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。

請求書のフォーマットはアグリゲーターごとに異なります
ので、VMC on AWS の請求書の表示については直接アグリ
ゲーターにお問い合わせください。

右側に、アグリゲーターから届く請求書の例を示します。
VMware Service ID（SID）番号、VMware SKU 番号、
サービス説明、サービスの使用開始日などが記載されて
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、サービス説明、サービスの
使用開始日、支払うべき金額が記載されています。実際の
請求明細はアグリゲーターによって異なります。

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

請求番号 請求日 支払い期間 期日

987654-ABC 2018/2/5 30 日間 2018/3/5

支払い対象期間 お客様 PO 番号 年間契約
MSRP 利用額 割引

2018-01-01 ～
2018-1-31 123454-XYZ 12,000.00 ドル MSRP の 19%

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

ASD-AGMSO-
12MT0-C1S

VMware Cloud on AWS 1 年間サブスクリプ
ション、ホスト 4 台、米国西部 2018/1/15 2019/1/14 208,000 ドル 168,480 ドル 123456789

ASD-ABMSO-
12MT0-C1S

VMware Cloud on AWS オンデマンド超過額、
米国西部 2018/1/1 2019/1/31 6,000 ドル 4,860 ドル 653454524

合計（月額） 214,000 ドル173,340 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）： 173,340 ドル

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート
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トレーニング テスト 契約 プロビジョニング レポート

2 3 4 5 6 7 81

組織の設定参加 請求

サービス利用に対する月単位の請求と契約利用額に対する年単位の請求
注：このセクションは、レベル 1 ～ 5 VMC コミット契約を締結した MSP パートナーのみに該当します。レベル 1R ～ 5R には VMC の年間契約はありません。

レベル 1 ～ 5 契約のいずれかで MSRP 年間契約を締結すると、その年に最低限利用していただく金額が決まります。VMware は、年間コミット契約期間にわたってパートナーの合計利用額を
表にまとめ、12 か月間経過後に、最小利用額の要件を満たしたかどうかを判定します。年間合計利用額の計算は、年間コミット期間末の翌月（13 か月目）に行われます。

12 か月目の月末時点で最小利用額を達成していない場合、過去 1 年間の実際の合計利用額と契約最小利用額の差額（「不足額」）がアグリゲーターから請求されます。シナリオ A の例を
参照してください。12 か月目の月末時点で最小利用額以上を達成した場合、不足額の請求は発行されません。シナリオ B の例を参照してください。

VMC on AWS サービスの購入に対する請求は毎月行われることに注意してください。年 1 回の請求となるのは、年間契約額の不足額のみです。

VMC 購入額 100,000 ドル

請求額 79,000 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 130,000 ドル

請求額 142,200 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 90,000 ドル

請求額 71,100 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 50,000 ドル

請求額 71,100 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 80,000 ドル

請求額 71,100 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 100,000 ドル

請求額 79,000 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 180,000 ドル

請求額 142,200 ドル
（21 % 割引）

VMC 購入額 90,000 ドル

請求額 71,100 ドル
（21 % 割引）

年間合計 VMC 購入額
= 370,000 ドル

年間契約利用額の不足額請求
= 50,000 ドル

1 か月目 2 か月目 3 か月目 4 か月目 5 か月目 6 か月目 7 か月目 8 か月目 9 か月目 10 か月目 11 か月目 12 か月目 13 か月目

達成状況を計算

シナリオ A：パートナーが年間契約利用額 420,000 ドルを達成しなかった場合

年間合計 VMC 購入額
= 450,000 ドル

パートナーの利用額が契約額
を 30,000 ドル超えているた
め不足額の請求は行われない

1 か月目 2 か月目 3 か月目 4 か月目 5 か月目 6 か月目 7 か月目 8 か月目 9 か月目 10 か月目 11 か月目 12 か月目 13 か月目

達成状況を計算

シナリオ B：パートナーが年間契約利用額 420,000 ドルを超えた場合

年間契約利用額の測定

プログラムの概要

サービスの内容

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

VMC on AWS のトレーニング

VMC on AWS サービスのテスト

MSP コミット契約の締結

組織の設定

VMC on AWS サービスの
プロビジョニング

月次レポートのサブミット

請求と課金

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート



プログラムの概要

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

HLP プログラムの概要

MSP 向け HLP プロセス

サポート

7373

ハイブリッド
ロイヤルティ

プログラム（HLP）
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プログラムの概要

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

HLP プログラムの概要

MSP 向け HLP プロセス

サポート

ハイブリッド ロイヤルティ プログラム（HLP）によるエンド カスタマー向けインセンティブ
VMC on AWS の、1 年間および 3 年間のサブスクリプションによるオンデマンド サービスからの割引に加えて、VMware はエンド カスタマーに対して、ハイブリッド ロイヤルティ
プログラム（HLP）の形で段階的なインセンティブも提供します。このプログラムは、SnS が有効な無期限ライセンスを所有する顧客に対して、サブスクリプション サービスの割引を提供
します。VMC on AWS にさらに投資を行ってパブリック クラウドを有効にし、同時に所有する無期限ライセンスで現在のプライベート クラウド インフラストラクチャも維持したいと
考える顧客が対象となります。

HLP は、オンプレミスの vSphere、VMware NSX、および/または VMware vSAN ライセンスを所有する顧客に、コア サービス サブスクリプションの割引を提供するもので、TCO を
さらに 25 % 削減できます。料金設定モデルを VMware ハイブリッド ロイヤルティ プログラム 割引と組み合わせることで、顧客は従来のデータセンター導入より大幅に総所有コスト
（TCO）を削減できます。

HLP インセンティブは 1 年間および 3 年間のサブスクリプションのみが対象で、エンド カスタマーが総所有コスト（TCO）をさらに削減することを目的としています。

ハイブリッド ロイヤルティ プログラムの対象となるライセンス
対象となるライセンス エディションは、vSphere Enterprise Plus、NSX（Advanced および Enterprise）、vSAN（Advanced および Enterprise）です。最小の割引率である 10 % が適用
されるためには、顧客は対象のライセンス エディションを 2 ライセンス所有している必要があります。最大の割引率である 25 % が適用されるのは、お客様が vSphere Enterprise
Plus、NSX（Advanced および Enterprise）、vSAN（Advanced および Enterprise）をそれぞれ 2 ライセンスずつ所有している場合です。対象製品を下表に示します。

ハイブリッド ロイヤルティ プログラムの概要

製品ファミリ 対象製品のエディション サービスに対する割引

vSphere vSphere Enterprise Plus または vSphere with Operations Management Enterprise Plus 10 %

vSAN vSAN Advanced または Enterprise 10 %

NSX NSX Advanced または Enterprise 10 %

注：
• 割引は複数の製品を組み合わせて適用でき、ホストあたり最大 25 % の割引となります。
• 割引は、お客様が有効なサポートおよびサブスクリプション（SnS）を維持している間、有効です。
• 対象となるのは 1 年間および 3 年間のサブスクリプションであり、オンデマンドは対象外です。
• オンプレミスの 2 CPU ライセンスでは、VMware Cloud on AWS 上の 2 CPU ホスト 1 台に対して上述の割引が提供されます。

vSphere Enterprise Plus と vRealize Suite で構成される vCloud Suite を購入した顧客は、VMware Cloud on AWS for vSphere Enterprise Plus に 10 % の割引を受けられます。
vRealize Suite については、VMware Portable License Unit（PLU）を活用して、vSphere または VMware Cloud on AWS の 1 つの CPU 上の仮想マシンを同じライセンス キーで
無制限に管理できます。
VMware Cloud Foundation は 3 つの製品（vSphere、vSAN、NSX）をすべて含むため、これを購入した顧客は VMC on AWS ホストに対して最大 25 % の HLPP 割引が適用されます。
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MSP プログラムの HLP インセンティブ

顧客への営業プロセスの一部としてハイブリッド ロイヤルティ プログラムを加える
顧客が HLP インセンティブの資格を得られるよう、案件を特定し、この顧客割引を踏まえた営業プロセスを通じて VMware Cloud on AWS の総所有コスト（TCO）を割り出してください。
顧客の HLP インセンティブの見積もりを取得し、VMC on AWS サービスを購入するだけで、請求書に割引が自動的に適用されます。

HLP のメリットの資格を得るため、次のステップに従ってください。

1. 顧客の VMC on AWS 案件を特定します。

2. 顧客が オンプレミスの vSphere、NSX、または vSAN を持ち、サポートおよびサブスクリプション（SnS）が有効である場合、HLP 割引が適用される場合があり、VMC on AWS
サービスの総所有コスト（TCO）を削減できます。

3. 顧客のために HLP 割引の見積もりを取得します（方法は次のページを参照してください）。前に説明したとおり、HLP 割引の対象になるのは、1 年間および 3 年間の 予約サービスの
みです。この見積もりの有効期間は 90 日間です。

4. この HLP 割引を顧客の VMC on AWS 料金表に含めます。

5. この顧客のこの案件に対して、VMC on AWS サービスの注文を予約します。

6. この顧客のパートナー請求書に、HLP 割引が自動的に適用されます（注文時に、元の HLP の見積もりが有効である必要があります）。割引は、該当する VMC on AWS サービスの
MSRP（標準価格）に対して適用されます。

7. パートナーは次に、この HLP 割引を顧客の請求書に適用します。

エンド カスタマーの
VMC on AWS 案件

を特定

エンド カスタマーの
HLP インセンティブ
の見積もりを取得

エンド カスタマーの
VMC on AWS 注文を

予約

このエンドカスタマーの
この注文に対する
パートナー請求書に

HLP 割引を適用

パートナーは
エンド カスタマーに

請求
（HLP 割引を含む）

1. 見積もり 2. 発注 3. 支払い受領

プログラムの概要

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

HLP プログラムの概要

MSP 向け HLP プロセス

サポート
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顧客の HLP の見積もりの取得

顧客の ハイブリッド ロイヤルティ プログラム割引の見積もりの取得方法
HLP の見積もりは、VMC サービスを購入するエンド カスタマー専用です。VMC on AWS サービスの顧客を特定したら、顧客がオンプレミスのライセンスを所有しているかどうかを確認します。
HLP の対象となる可能性があるライセンス製品は、vSphere、VMware NSX、および/または VMware vSAN です。重要：顧客の見積もりプロセスの一部にこのインセンティブを含める前に、
HLP の正式な VMware の見積もりを取得してください。

エンタイトルメント アカウント番号（EA#）を使用して HLP の見積もりを取得
顧客がオンプレミス ライセンスの EA# を所有している場合は、VMware のアカウントチームと協力して SPP@vmware.com に E メールを送信し、見積もりをリクエストしてください。
顧客名とライセンス エンタイトルメント アカウント番号の両方を提示する必要があります。VMware のバック エンド オフィスが、顧客の該当するライセンス インストール ベースを評価し、
顧客の見積もりを適切に行えるよう、顧客に適用される HLP 割引を貴社とアカウント チームに提供します。

エンタイトルメント アカウント番号（EA#）なしで HLP 見積もりを取得：VCPP レンタル パートナーから購入する顧客向け
VCPP パートナーのクラウドで vSphere、NSX、vSAN を使用している顧客は、HLP の割引対象となる可能性があります。顧客が VCPP レンタル パートナーを通して適格な製品ライセンスを
使用しており、EA# を所有していない場合は、VMware のアカウント チームと協力してリクエストを VCPPHLP@vmware.com に送信してください。HLP プログラムの規定に基づく割引の対
象になるかどうかを判断するため、VMware の VCPP チームがパートナーに連絡し、顧客による該当製品の使用状況について必要な情報を収集します。

HLP 見積もりの有効性
すべての HLP 見積もりの有効期間は 90 日間です。VMware は、エラーを訂正する権利を留保します。パートナーは注文をエントリする前にいつでも HLP 見積もりの更新をリクエストでき
ます。VMware はサービスに対するパートナー請求書に HLP 割引を適用する前に、いつでも再計算する権利を留保します。
HLP 割引は、1 年間または 3 年間の VMC on AWS サービスの MSRP（標準価格）に対して計算、適用されます。HLP 割引は現金との交換、払い戻し、およびほかの保留中の請求書に対して
調整はできません。
HLP の対象となるためには、サービスの全期間にわたって、VMware との有効なサポートおよびサービス（SnS）契約でライセンスがカバーされていなければなりません。VMware は該当
するサービスに関連付けられた EA を使用して適格なライセンスを特定します。

MSP パートナーが
顧客の VMC on AWS 
案件を特定し、

取引に HLP 割引を
含めることを希望

顧客は VMware 
vSphere、NSX、
または vSAN を

アクティブに使用？

顧客は
そのライセンスに対して

EA# を所有？

SPP@VMware.com
に問い合わせ

HLP の見積もり取得

VCPPHLP@vmware.com
に問い合わせ

HLP の見積もり取得

HLP 見積もりが
生成されアカウント
チームまたは

パートナーに返送
（90 日間有効）

パートナーが
HLP 割引を含めた
VMC 案件を交渉

はい

いいえ

プログラムの概要

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

HLP プログラムの概要

MSP 向け HLP プロセス

サポート

mailto:SPP@vmware.com
mailto:VCPPHLP@vmware.com
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HLP インセンティブを含む VMC トランザクションの例

HLP インセンティブを顧客の VMC on AWS 料金表に含める方法
マネージド サービス プロバイダーは、VMware Cloud on AWS のサービスに、料金表の一部に HLP エンドユーザー割引を含めて、サービスに対する実際の総所有コスト（TCO）を反映
して構築できます。このエンド カスタマー インセンティブを VMC on AWS のパートナー割引と併用して、確かな説得力のある差別化されたソリューションを他社に負けない価格で提供
できます。MSP パートナーが、VMC on AWS を顧客に営業するプロセスの一部として HLP インセンティブを活用する方法の例を次に示します。
サンプル シナリオ：MSP パートナー：GlobalCom 顧客:  Electran

・ VMC コミット契約： パートナー GlobalCom が 12 か月間の VMC レベル 4 コミット契約を締結し、VMC on AWS 購入に 26 % の割引が適用されます。

・ セールス チャンス： GlobalCom は顧客 Electran に対して VMC on AWS の 1 年間サブスクリプションのチャンスを特定し、料金表に HLP 割引を含めることを希望します。

・ HLP 見積もり： GlobalCom は VMware に Electran の HLP 見積もり依頼を送信します。VMware は、Electran に 20 % の HLP 割引が適用されることを示す見積もりを提供します。
GlobalCom はこの HLP 見積もりを Electran の VMC on AWS 料金表に含めます。

・ 注文予約： GlobalCom は顧客 Electran の VMC on AWS の 1 年間サブスクリプションを VMware に発注します。

・ パートナーへの請求： VMware はアグリゲーターを通して GlobalCom に VMC on AWS サービスの契約割引に加えて HLP 割引を反映して請求します。

・ 顧客への請求： パートナーは Electran に、VMC サービスに対して課金し、エンド カスタマー HLP 割引も反映させます。

注：参照用。実際の数字はサービスと販
売価格によって異なる場合があります。

208,000 ドル

4 ノードの 1 年間の
サブスクリプション

VMC on AWS の
購入

（MSRP）

54,080 ドル

26 %
パートナー割引

コミット契約に
対する MSP 割引

41,600 ドル

20 %
HLP 割引

顧客に付与される
HLP 割引

112,320 ドル

実際のパートナー
請求

パートナーへの請求、
パートナー割引および
顧客 HLP 割引後の正味

顧客への請求、
HLP 割引を含む

パートナーと
顧客との間で
交渉した
価格で請求

41,600 ドル 顧客に付与される HLP 割引

パートナーから顧客への実際の請求。
パートナーと顧客との間で交渉した
価格。価格は VMC on AWS の
パートナー売上原価（COGS）に
パートナーのマージンを足したもの
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ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

HLP プログラムの概要
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サポート
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VMC on AWS コンソールに
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連絡
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参考用リンク

7878

VMC on AWS に関する
MSP のサポート
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VMC on AWS に関する 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 Cloud Provider
MSP 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

• 注文とプロビジョニングの
ステータス

• 課金と使用量

• システムやツールの問題

VMware グローバル
サポート サービス（GSS）

VMC on AWS コンソール
またはチケット発行

• 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
製品サポート

• 販売後のテクニカル サポート

• CSP 発注プラットフォーム

• 技術的な機能

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 サポートとサービス サポート
VMware Cloud on AWS サービスに関するテクニカル サポートについて、パート
ナーが VMware のグローバル サポート サービス（GSS）に問い合わせるには 2 つ
の方法があります。

1. VMware Cloud on AWS コンソールのサポート機能を使用します。詳細に
ついては、このセクションを参照してください。

2. または https://www.vmware.com/jp/support/contacts.html からチケットを
発行します。詳細については、このセクションを参照してください。

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

プログラムの概要

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

MSP サポート モデル

VMC on AWS コンソールに
よるサポート

GSS Technical Support への
連絡

サポートの役割と責任

参考用リンク

mailto:vcan-operations@vmware.com
https://www.vmware.com/jp/support/contacts.html
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VMC on AWS コンソールからのサポート センター

VMware Cloud on AWS コンソールからのサポート
センター
VMC on AWS コンソール内にサポート センターが構築されて
います。

1. コンソールの右上にある [?] アイコンをクリックします。

2. [Support Center] オプションをクリックします。

3. 続いて、[Support Center] ページが表示されます。

4. サポートに関する質問のキーワードを入力してナレッジベース
にアクセスします。

5. 質問に対する回答が見つからない場合は、サポート リクエスト
チケットを VMware のサポート チームに発行できます。

6. [Create Support Request] ページが表示されます。適切な
情報および必要な支援の説明をすべて入力して、サポート
チケットを作成します。

7. 連絡先情報を記入します（E メールまたは電話）。

8. 完了したら、リクエストを送信します。

グローバル サポート サービス（GSS）チームがまもなくご連絡し、
必要な支援を行います。

2

3

4

5

6

7

8

1
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ハイブリッド
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よるサポート
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連絡
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VMC on AWS コンソールのチャットによるサポート

VMC on AWS コンソールのチャット機能によるサポート
VMware on AWS コンソール内には、対話型のチャット機能があり、それを使用してリアルタイムのサポートを得られます。

1. VMware on AWS コンソール内で、ページの右下にチャットアイコンが表示されています。アイコンをクリックしてサポートをリクエストします。

2. ポップアップ ウィンドウが表示され、チャットによる VMC on AWS のサポートを提供できる VMware テクニカル サポート チームのリソースが表示されます。

3. [New Conversation] をクリックして新規リクエストを開始します。チャット ウィンドウにメッセージを入力します。画像をチャット ウィンドウにドラッグして表示することができ
ます。現在、チャットは月曜から金曜の午前 6 時 ～ 午後 6 時（PST）までモニタリングされています。チャットによる週末サポートは、重要度 1 の問題のみです。VMware の
サポート チームの活動時間帯では、お問い合わせはリクエストから 30 分以内に回答いたします。

2

3

1
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VMC コンソールからのその他のサポート オプション

VMware Cloud on AWS 環境に関するその他のサポート オプション
VMware にサポートの問い合わせをする前に、SDDC のサポート情報を用意してください。

a https://vmc.vmware.com で VMC コンソールにログインします。

b SDDC カードで [View Details] をクリックします。

c [Support] をクリックしてサポート情報を表示します。

そこから、サポートの方法を選択します。

オプション 説明

コンテキストに応じたヘルプの
表示

• [?] アイコンをクリックします。
• [Help Topics] のトピックを確認するか、

[Type your question here] フィールドに
質問またはキーワードを入力して、利用できる
トピックを検索します。

関連ドキュメントおよびその他の
学習リソースを入手

• [?] アイコンをクリックし、[Early Access
Home Page] をクリックします。

• ここには本ガイドの最新バージョンのほかに、
VMware Cloud on AWSの使用に役立つビデオ、
ブログ投稿、その他のリソースがあります。

フォーラムで質問をする • [?] アイコンをクリックして、
[VMware.com Community Forums] を
クリックします。

• このフォーラムで、質問を投稿したり、ほかの
ユーザーと製品について意見を交換したり
できます。

プログラムの概要

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
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VMware GSS にテクニカル サポートを依頼する

VMware Cloud on AWS サポート概要
VMC on AWS 製品のサポートは、VMware の Software-as-a-Service
（SaaS）製品サポートを通して提供されます。

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。
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
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。

SaaS（サービスとしてのソフトウェア）製品に特化した
24 時間対応のプロダクション サポート
• 重要度 1 の問題は世界中で 24 時間 365 日サポート

• 重要な問題に迅速に対応

• サポート リクエストは無制限に発行可能

• ドキュメント、テクニカル リソース、ナレッジベース、ディスカッション
フォーラムへオンラインでアクセス可能

• SaaS のアップデート

GSS サポートへの連絡
GSS サポートへのお問い合わせは、
https://www.vmware.com/jp/support/contacts.html にアクセスして
ください。

サポート ポリシーおよびサポート サービスの詳細については、テクニカル
サポート ガイドをご覧ください。

※2018 年現在、サポート サービスは英語のみでのご提供となります。

項目 SaaS Production Support
（SaaS プロダクション サポート）

対応時間 24 時間
7 日/週
365 日/年

サービス期間 1 年、2 年、または 3 年
SaaS のアップデート 可
サポート対象サービス VMware Cloud on AWS
利用方法 電話、Web
VMware ディスカッション フォーラム
およびナレッジベースへのアクセス

可

1 契約あたりの技術担当者の最大数 6

サポート リクエスト数 無制限

営業時間
北米
アラスカ、ハワイ
中南米
ヨーロッパ、中東、アフリカ地域（EMEA）
アジア太平洋地域
日本（APJ）
オーストラリア/ニュージーランド

月曜日 ～ 金曜日
午前 6 時 ～ 午後 6 時（現地時間）
午前 6 時 ～ 午後 6 時（PST/PDT）
午前 9 時 ～ 午後 6 時（現地時間）
午前 7 時 ～ 午後 7 時（GMT/GMT+1）
午前 8 時 30 分 ～ 午後 8 時 30 分（シンガポール時間）
午前 8 時 ～ 午後 8 時（JST）
午前 7 時 ～ 午後 7 時（シドニー AET）
※現在日本国内および日本語でのサポートは提供されており
ません

目標応答時間
クリティカル（重要度 1）
メジャー（重要度 2）
マイナー（重要度 3）
コズメティック（重要度 4）

30 分以内：24 時間 365 日
4 営業時間
8 営業時間
12 営業時間

プログラムの概要

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

MSP サポート モデル

VMC on AWS コンソールに
よるサポート

GSS Technical Support への
連絡

サポートの役割と責任

参考用リンク

https://www.vmware.com/jp/support/contacts.html
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/support/tech-support-welcome-guide.pdf
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サポートの役割と責任

MSP のサポートの役割と責任
パートナーとして参加するには、お客様との間で独自のサービス利用規約（ToS）を定め、VMware から購入したクラウド サービスのサポートとマネージド サービスを提供する
必要があります。以降のプロビジョニングでは、VMware の SaaS サポートからテクニカル サポートを受けることができます。

サポートに関するパートナーの責任

お客様とのやり取り、パートナーが提供するマネージド サービスに関するあらゆるサポート、サブスクリプション サービスのさま
ざまなコンポーネントについてお客様から問い合わせがあった場合の対応など、お客様のサポートはすべてパートナーが行います。
また、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 のドキュメントで既知の問題と
して文書化されており、その解決策が記載されているかどうかの確認、お客様の問題を再現して適切な解決策または回避策を提示
する取り組みも行う必要があります。

サポートに関する VMware の責任

VMware はパートナーに対して、サブスクリプション サービスのプラットフォームに関連するサポートを提供します。また、
プラットフォームまたは VMware ソフトウェアに関連する知識や専門技術を提供し、プラットフォームまたはソフトウェアに関する
問題を切り分けて解決できるように支援します。
エスカレーションされた問題がパートナーの責任下にあるインフラストラクチャが原因で生じたものと判断された場合は、所定の
プロセスに従ってその問題をパートナーに返します。

承認を受けた技術担当者

承認を受けた技術担当者は、サポート リクエストの分析と解決で VMware と協力できるよう、VMware の SaaS 製品と自社の
技術環境について十分な知識を有する必要があります。これらの技術担当者は VMware 製品の技術サポートに従事し、すべての
サポート リクエストおよびエスカレーションされたサポート関連の問題の解決状況を監視します。
企業内で SaaS 製品を使用するユーザー向けの 1 次サポート受付窓口を管理するため、必要に応じてプロセスを確立し、維持する
必要があります。合理的な努力を行っても問題の原因を特定できなかったり、問題を解決できなかった場合、承認を受けた技術
担当者は電話または Web 経由で VMware にテクニカル サポートを依頼して、下記に定義されている重要度から適切なものを
割り当てることができます。

応答時間

VMware は、すべてのサポート リクエストに迅速に対応できるよう取り組んでいます。サポート リクエストは、重要度に関わらず、
電話または Web 経由で 24 時間 365 日 VMware に伝達できます。すべてのサポート リクエストは、サポート リクエストを送信
して承認を受けた技術担当者がオンラインで追跡できます。VMware は問題解決にかかる時間については保証しません。問題を
解決するため、修正、回避策、サービスの可用性、または VMware が適切だと判断するその他の解決策を適用します。
SaaS サポートの目標応答時間と重要度の定義については、下記にアクセスしてください。
https://www.vmware.com/jp/support/policies/saas-support.html

プログラムの概要

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

MSP サポート モデル

VMC on AWS コンソールに
よるサポート

GSS Technical Support への
連絡

サポートの役割と責任

参考用リンク

https://www.vmware.com/jp/support/policies/saas-support.html
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参考用リンク

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

• プログラムの運用に関する質問
vcan-operations@vmware.com

MSP 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 
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 on 
Partner Central リンク

VMware Cloud on AWS のリンク

• VMware Cloud Services ログイン ページ
リンク

• VMC on AWS ホーム ページ
リンク

• VMware Cloud ブリーフィング
リンク

• VMware Cloud Services ガイド
リンク

• VCPP パートナー向け VMware Cloud on AWS 
オンボーディング
リンク

• ビデオ：マネージドクラウドプロバイダー向け
VMC on AWS オンボーディング デモ
リンク

• VMware on AWS FAQ
リンク

• VMC on AWS テクニカル概要
リンク

• VMC on AWS スタートガイド
リンク

VMC on AWS テクニカル ドキュメント

• MSP プラットフォームの使用量と課金：
基本的な使用の場合の計算
リンク

• MSP プラットフォームの使用量と課金：
オンデマンドと期限付きサブスクリプションを
使用した場合の例
リンク

• MSP プラットフォームの使用量と課金：
期限付きサブスクリプションと HLP を使用
した場合の例
リンク

• MSP プラットフォームの使用量と課金：
課金と請求
リンク

• MSP プラットフォームの使用量と課金：
使用量ファイルの生成
リンク

• MSP プラットフォームの使用量と課金：
基本的な課金の構成
リンク

プログラムの概要

サービスの内容

ビジネス プロセス

ハイブリッド
ロイヤルティ プログラム

サポート

MSP サポート モデル

VMC on AWS コンソールに
よるサポート

GSS Technical Support への
連絡

サポートの役割と責任

参考用リンク

mailto:MSP@vmware.com
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/jp/partners/service-provider/
https://www.vmware.com/files/pdf/partners/VMware-Managed-Services-Provider-Partner-Datasheet.pdf
https://vmware.my.salesforce.com/apex/page?name=managedservicesprovider
https://vmc.vmware.com/
https://cloud.vmware.com/vmc-aws/pricing
https://cloud.vmware.com/cloudbriefing?utm_source=vmware&utm_medium=internal-promo&utm_campaign=vw-ip-all-t-119-g-en_us-product-promo-us&utm_content=product
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-services/index.html
https://blogs.vmware.com/vcloud/2018/03/boarding-vmware-cloud-aws-vcpp-partners.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ga8YPePEiCA&feature=youtu.be
https://cloud.vmware.com/vmc-aws/faq
https://assets.cloud.vmware.com/v3/assets/blt719094f4883f620b/blt61dafeacad75e15b/5a345939b2f23a2f7143b373/download?disposition=inline
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/vmc-on-aws-getting-started.pdf
https://youtu.be/JcLrZNYvnw0
https://youtu.be/ajusRjcjMhM
https://youtu.be/gFTVxqmf598
https://youtu.be/A0nS1Di_Wa8
https://youtu.be/SCRpZ3UUJ4c
https://youtu.be/bmebNKMROK0
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