
OpenText プレミアム 
専任サポートエンジニア (DSE)
フルタイムの専任サポートエンジニアが、オンサイトでテクニカルガイダンスを提供し、	
インシデントを解決

プレミアム専任サポートエンジニア
の概要
■  お客様固有の環境を把握した、豊富な技術的専門
知識を持つシニアエンジニア

■  お客様と戦略的に連携してお客様の製品環境を最
適化し、ビジネス継続性を確保

■  お客様 1社に専任、インシデント解決数の制限	
なし

■  専任のエンジニアがお客様のサイトで週 4日フル
タイム、週 1日はリモートで対応 (フルタイムのリ
モートリソースの提供も可能 )

■  営業時間内の対応に加え、重大度 1のインシデン
トについては、担当 DSEまたは他 DSEが 24時間
365日対応 

■  優先応答時間の目安は、重大度 1のインシデント
については 15分、重大度 2については 1時間

■  サポートアカウントマネージャーによるエスカ
レーション管理

プレミアムサポートと Flexible Creditsの
詳細はこちら： 

プレミアムサポート
Flexible Credits

複雑な環境に最高水準のサポートが必要なと
きは、OpenTextプレミアムサポートをご利
用ください。プレミアムサポートでは、お客
様の環境にお客様と同じように集中して取り
組む技術者がサポートを提供し、業界をリー
ドするエキスパートがお客様のチームの一部
として参加します。お客様のビジネスを熟知
した指名および専任のサポートエキスパート
チームが、極めて複雑なソフトウェア環境の
最適化や、問題の迅速な解決などにより、	
お客様をサポートします。

OpenText 専任サポートシニアエンジ
ニアによる、パーソナライズされた 
オンサイトテクニカルガイダンスお 
よび問題解決
プレミアム専任サポートエンジニア (プレミ
アム DSE)が、最高水準の OpenTextサポー
トサービスを提供します。フルタイムかつ	
オンサイトのお客様専任のプレミアム DSE
は、お客様の環境を詳細に把握することで、
ビジネス継続性の実現に向けてお客様の製品
環境を最適化するとともに、インシデントを
迅速に解決します。 

プレミアム DSEは、信頼できるアドバイザー
かつお客様の組織の重要な一員となり、お客
様と戦略的に連携しつつ、OpenTextソリュー
ションのメリットを最大限に活用できるよ	
うにサポートします。プレミアム DSEは、
OpenTextの他のエキスパートと連携し、	
必要に応じて、機能追加リクエストおよび不
具合レポートを提出します。豊富な技術的専
門知識を持ち、お客様のシステムおよびビジ
ネスを十分に把握したプレミアム DSEは、
ビジネス継続性を重視する大規模企業に最適	
なリソースです。 

これに加えて、サポートアカウントマネー
ジャー (SAM)が、重大度 1のインシデント

について四半期ごとのインシデントレビュー
とエスカレーション管理を提供します。

営業時間外は、重大度 1のインシデントに
ついて、担当 DSEまたは信頼のおけるスタッ
フが対応します。その際、初期応答までの所
要時間の目安は 15分です。 

プレミアム DSE パッケージの 
カバレッジと主な役割
カバレッジ
■	 お客様のニーズに合わせたカスタムレ
ポート

■	 営業時間内の対応に加え、重大度 1の	
インシデントについて 24時間 365日対応 

■	 優先応答時間の目安は、重大度 1につい
ては 15分、重大度 2については 1時間

■	 お客様 1社のサポートに専任
■ 20社までのお客様をサポートするサポー
トアカウントマネージャーの利用 

■	 週 4日オンサイト、1日はリモート (フル
タイムのリモートリソース提供も可能 )

主な役割
お客様担当のプレミアム DSEの役割は次の
とおりです。
■	 フルタイムかつオンサイトの OpenText
パートナー

■	 お客様の製品環境と実装を詳細に把握
■	 お客様向けの窓口としてテクニカルガイ
ダンスを提供するとともに、サポート対象
の製品分野において発生したサポート	
インシデントを、責任を持って解決 

■	 特定の製品分野に属する製品に関して豊
富な技術的専門知識を提供し、必要に応じ
て他の分野のインシデント解決を支援

■	 未解決のインシデントに関する最新情	
報を迅速に提供

サポートハンドアウト

https://www.microfocus.com/ja-jp/premium-support
https://www.microfocus.com/ja-jp/flexible-credits


■	 お客様のチームと強固な関係性を築き、
OpenTextのエキスパートとも緊密に連携
して迅速かつ効率的に問題を解決

■	 必要に応じて、OpenTextのバックラインリ
ソースおよびエンジニアリングリソースを	
活用し、機能追加リクエストおよび不具合
レポートを提出

■	 インシデントとその原因について一元的な
知見を提供し、再発のリスクを低減するた
めの戦略を提案

■	 ベストプラクティスを適用して、運用リス
クを最小限に抑え、陥りやすい不具合を	
回避する

■	 テクニカルサポートトレーニングを提供し
て、お客様のチームの知識を深める

■	 製品ロードマップに関する手引きを提供す
ることで、今後のプランニングのための情
報を提供し、アップグレードとマイグレー
ションのプランニングを支援

■	 戦略的パートナーとして、ソフトウェア投
資を積極的に改善および維持するための計
画策定を支援する

■	 諮問プロジェクトチームに参加し、サポー
トニーズとベストプラクティスを提供

■	 合意に基づき、運用業務の遂行によりお客
様の ITチームの負担を軽減

プレミアム SAMは次のサービスを提供し	
ます。
■	 サポートリソースおよびプロセスに関する
オンボーディングとトレーニング

■	 四半期ごとのインシデントレビュー
■	 重大度 1のインシデントのエスカレー	
ション管理

■	 お客様にとって重要な問題の啓蒙

プレミアム DSE パッケージの主な利点の説明 
サービス 内容 

プレミアムオンボーディング 担当の SAMは、パーソナライズされたウェルカムパッケージをご用意し、プレ
ミアム DSEを紹介するカンファレンスコールを実施します。このプロセスで、
SAMはお客様の OpenTextプレミアムサポート契約に関するすべての詳細を説明
し、利用可能なサポートリソースとプロセスについてのトレーニングを提供しま
す。また、SAMは年間サポートサマリレポートを提供します。

徹底的な問題解決 DSEは、オンサイトでお客様の環境のみを担当します。お客様環境との距離の近
さと深い知識により、多くのインシデントの発生を防止し、発生したインシデン
トは迅速に解決します。DSEはお客様のチームと協力するとともに、OpenText
のバックラインチームおよびエンジニアリングチームと連携して、お客様のイン
シデントへの対応を優先的に進めます。 

経験豊富なエキスパートに 
よるテクニカルガイダンス

DSEは、事前予防的なアプローチに基づいてテクニカルガイダンスを提供し、お客
様環境の設定を最適化することでビジネス継続性を最大化します。プロジェクトプ
ランニング、重要なパッチの適用、メンテナンス作業に常に参加し、ベストプラクティ
スのアドバイスおよびプランニングを提供します。経験豊富な専任のエキスパートエ
ンジニアがお客様の環境を管理するメリットを実感していただけます。

優先応答時間の目安、業務
時間外および週末の対応

営業時間内に DSEに提出されたインシデントの優先応答時間の目安は次のとお
りです。 
■	重大度 1：15分 
■	重大度 2：1時間
業務時間外 /週末： 
■	重大度 1：15分

インシデント管理と啓蒙 SAMが四半期毎にインシデントレビューミーティングを実施し、インシデント
の進捗を管理するとともに、お客様のサポート体験を確認して必要な調整を行い
ます。SAMは、お客様にとって重要な問題についての啓蒙も行います。

エスカレーション管理 SAMは、重大度 1のインシデントのエスカレーションを管理し、OpenTextのマ
ネージャーおよび必要なすべてのリソースを投入し、お客様の経営陣に最新の進
捗情報を提供します。

OpenText プレミアムサポート 
ソフトウェア環境は複雑なものになる場合が
あります。今日の変化の激しい IT環境では、
自社のソフトウェア設定を理解している、信頼
できるパートナーの存在が欠かせません。
OpenTextプレミアムサポートでは、お客様の
IT環境を詳細に把握した指名および専任の	
サポート担当者が割り当てられます。問題解
決、テクニカルガイダンス、戦略的サポートの
各担当者を柔軟に組み合わせることで、お客
様の成功を後押しし、ソフトウェア投資から
最大限の価値を引き出せるよう支援します。

動画：プレミアムサポートのご紹介
詳しくはプレミアムサポートをご覧ください。 

OpenText サポートポートフォリオに
関するお問い合わせ
お客様のビジネスに適したレベルのサポート
が得られるようにお手伝いします。詳細な情
報へのリンクは次のとおりです。また、直接
ご相談いただくこともできます。どんなオプ
ションがあり、お客様のビジネスにどんなメ
リットがあるかをご説明します。OpenText
サポート担当者にご連絡ください。

今日のビジネス課題に対応するためのステップ。 
それがプレミアムサポートです。

OpenText プレミアムサポート。
お客様とお客様のビジネスに合わせて設計。
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お問い合わせ
OpenTextのCEO、Mark Barrenecheaの
ブログ

https://www.youtube.com/watch?v=J2uAxItj8QQ&feature=youtu.be
https://www.microfocus.com/ja-jp/services/premium-support
https://blogs.opentext.com/category/ceo-blog/
https://blogs.opentext.com/category/ceo-blog/
https://twitter.com/OpenText
https://www.linkedin.com/company/opentext



