
現在のビジネス課題への対応をサポート
プレミアムサポート

 -  

複雑な環境に最高水準のサポートが必要なときは、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の概要：
■  解決までの時間を短縮
■  ダウンタイムを最小限に抑える
■  複雑なハイブリッド IT環境を管理
■  ソフトウェア投資を価値に転換

■	 製品：
 指名サポートエンジニア
 ソリューションサポートエンジニア
 専任サポートエンジニア
 テクニカルアカウントマネージャー
 エンタープライズサポートマネージャー
 Flexible Credits

プレミアムサポート
プレミアムサポートでは、ビジネス面および
技術面を担当する専任のシニアサポートエキ
スパートが、お客様固有のソフトウェア環境
を把握し、パーソナライズされた戦略的サ
ポートを実施します。素早い応答、迅速な解
決、優先的な対応、カスタマイズされたプロ
アクティブなサポートを受けることができま
す。希望するエンジニアのタイプとレベルを
選択して、アカウント管理を追加し、プレミ
アムサポートの違いをご体験ください。

解決までの時間は、業務上極めて重要です。
サポートが必要な問題が発生した場合は、即
座に解決して、ビジネスの中断を最小限に抑え
なければなりません。プレミアムサポートでは、
技術的専門知識を豊富に備えた熟練のMicro 
Focusサポートエンジニアに直接問い合わせ
て、困難な課題を迅速に解決することができ
ます。専任のエンジニアは、担当するお客様
の数を限定しており、問題発生前にお客様固
有の IT環境を詳細に把握します。これにより、
問題発生後に情報を収集するための準備段階
が不要になるため、即座に問題を切り分けて、
速やかにオンライン復旧できます。 

この卓越した技術サポートと、豊富な経験に
基づく、パーソナライズされたサポートアカ
ウント管理を組み合わせることで、エスカ
レーション管理を迅速に行い、連携とアカウ
ンタビリティを向上できます。

お客様の専任となるエキスパートチームは
何よりも、問題の発生を未然に防ぐことを目
標としています。パッチ戦略に関する助言や
設定のベストプラクティスを提供して、サ
ポート可能性評価を実施し、お客様の製品
ロードマップを計画することで、お客様の環

、

境を最適化し、ダウンタイムを最小限に抑え
ます。

お客様固有の複雑なハイブリッド IT環境に
おいて、OpenTextソリューションをシーム
レスに実行し、OpenTextソフトウェアの信
頼性と価値を最大限に引き出すには、エキス
パートチームのサポートが不可欠です。 

プレミアムサポートにより、ITシステム担当
者の負担を軽減して、最も重要な点、つまり
ビジネスの成長に注力することができます。
組織によってニーズは異なるため、プレミア
ムサポートでは、技術サポート担当者と戦略
サポート担当者のさまざまな組み合わせをお
選びいただけます。ソフトウェアへの投資か
ら最大限の価値を引き出していただけるよ
う、以下のプレミアムサポートの中から 1つ
または複数をお選びください。 
■	 指名サポートエンジニア
■	 ソリューションサポートエンジニア
■	 専任サポートエンジニア
■	 テクニカルアカウントマネージャー
■	 エンタープライズサポートマネージャー
■ Flexible Credits

プレミアムサポートエンジニア 
カスタマイズされた複雑な今日のハイブリッ
ド IT環境から最大限の価値を引き出すのは非
常に困難です。複雑なシステムをサポートす
るためのスキルとリソースは容易には見つか
りません。ビジネスに合わせてソリューショ
ンをカスタマイズしている場合はなおさらで
す。Micro Focusにお任せください。プレミアム
サポートエンジニアを選択すると、技術的専門
知識を豊富に備えた、以下の役割を果たす指名
シニアエンジニアに直接連絡できます。 
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■	 特定の製品センターに属するサポートイ
ンシデントに関するお客様専用の連絡先
となる

■	 お客様の技術環境と導入環境を把握した、
信頼できるアドバイザーとなる

■	 問題解決の担当者として、未解決インシ
デントの進捗状況をタイムリーに報告

■	 お客様のチームと緊密に連携して、迅速
かつ効率的に問題を解決

■	 必要に応じて強化レポートおよび不具合
レポートを提出

お客様のビジネスニーズに応じて、 
専任レベル、サービス内容、 
応答時間を選択
Micro Focusでは、製品の専門知識に基づい
てプレミアムサポートエンジニアを割り当
てています。専任レベル、サービス内容、応
答時間、受付時間は、お客様のビジネスニー
ズに応じてお選びいただけます。次の中か
ら選択できます。 
■	 指名サポートエンジニア (NSE)：年間 35件
までのインシデントについて営業時間内
に対応。重大度 1および 2のインシデン
トの応答時間の目安は 1時間。 

■	 ソリューションサポートエンジニア
(SSE)：エンジニアの割り当て時間の 25%
を上限として、対応インシデント数に制
限なし。重大度 1のインシデントの応答
時間の目安は 30分、24時間 365日対応。
年間 4日のオンサイト訪問および予防的
なテクニカルガイダンス。 

■	 専任サポートエンジニア (DSE)：お客様の
拠点に常駐する専任のエンジニア。重大
度 1のインシデントの応答時間の目安は
15分、24時間 365日対応。お客様の戦
略的パートナーとしてビジネス継続性を
確保。 

上記のいずれかのエンジニアを選択した場
合は、重大度 1のインシデントについて、
サポートアカウントマネージャーが四半期
ごとに、インシデントレビューとエスカレー
ション管理を実施します。 

サポート内容の詳細については、次のペー
ジの表をご覧ください。

テクニカルアカウントマネージャー (TAM)
テクニカルアカウントマネージャー (TAM)
は、特定の製品センターに関する技術的専
門知識を豊富に備えたシニアエンジニアで
す。TAMは、専門的製品知識と技術的スキ
ルを駆使して、お客様の OpenTextソフト
ウェアソリューションの効率性と安定性を
向上させます。お客様のチームと協力して、
お客様の ITインフラストラクチャと導入環
境を把握し、サポート可能性評価を実施し、
パッチ管理について助言し、ロードマップ
プランニングに関する手引きを提供します。 

テクニカルアカウントマネージャーのその
他の役割は次のとおりです。
■	 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

■	 お客様の拠点を訪問して、お客様のシス
テムを把握し、お客様のチームと関係性
を構築する

■	 テクニカルサポートトレーニングを実施
して、お客様のチームの知識を向上する

■	 お客様のシステムの詳細なプロファイル
を作成して、OpenTextが提供するサポー
トを強化する

■	 製品ロードマップに関する手引きを提供
することで、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する

■	 戦略的パートナーとして、ソフトウェア
投資をプロアクティブに改善および維持
するための計画策定を支援する

サポート内容の詳細については、次のペー
ジの表をご覧ください。

エンタープライズサポートマネージャー
エンタープライズサポートマネージャー
(ESM)は、豊富な経験を持つシニアアカウン
トマネージャーです。お客様の拠点を訪問
して、お客様のチームと関係性を構築する
ことで、お客様のビジネスと優先事項を詳
細に把握します。サポートパートナーシッ
プの技術面以外を担当します。ESMは、直
接の責任者として、お客様のサポートイン
シデントを確認し、迅速な解決を図れるよ
う問題をエスカレーションします。また、お
客様のビジネス目標に合わせてサービスの
提供を調整し、四半期ごとにビジネスレ
ビューを実施します。 

Micro Focus Support Portfolio

プレミアムサポート
問題解決 テクニカルガイダンス サポート管理

ビジネスサポート

Flexible
Credits

指名サポートエンジニア テクニカルアカウント
マネージャー

ソリューションサポートエンジニア

専任サポートエンジニア

エンタープライズ
サポート
マネージャー

図 1. Micro Focusサポートポートフォリオ



3www.microfocus.com/opentext

エンタープライズサポートマネージャーの
その他の主な役割は次のとおりです。
■	 お客様のアンバサダーとなり、サポート
リソースを活用してデリバリーを成功に
導く

■	 お客様のスタッフに、サポートリソース
およびツールに関するオンボーディング
とトレーニングを提供する

■ OpenTextの各種プロセスを使用して、迅
速なエスカレーションとタイムリーな問
題解決を実現する

■	 四半期ごとに詳細なレポートを提出して、
重要業績評価指標 (KPI)の傾向を評価し、
傾向を分析して推奨事項を提供する

■	 サポートインシデントをプロアクティブ
にモニターして、定期ミーティングを設
定することで、ステータスを確認し、進
捗を管理する

■	 お客様のビジネス目標と期待される成果
を把握して、サービスレベルの一貫性を
確保する

■	 必要に応じて、研究開発部門や製品管理
部門とのミーティングを開催する

サポート内容の詳細については、次の表を
ご覧ください。

必要なサービスを、 
必要なタイミングで
Flexible Credits
IT部門は、絶えずビジネスクリティカルな
プロジェクトを扱い、納期と戦っています。
サービス品質の強化に加え、プロジェクト
を通じてイノベーションを促進することも
求められています。IT環境に変化はつきも
のです。常に予期せぬ事態を想定していな
ければなりません。目標を達成するには、ア
ジャイルかつリアルタイムに要求に対応し、
実証済みの手法で成果を実現する必要があ
ります。

お客様にとっての意味 
Flexible Creditsは、アップグレードの支援や
複雑な問題に関するオンサイトでのトラブ
ルシューティングなど、追加のサポートが

 
 

 
プレミアムサポートの	
概要

指名サポー
トエンジニ
ア (NSE)

テクニカル
アカウント
マネージャ
ー (TAM)

ソリューシ	
ョンサポー

	 トエンジニ
ア (SSE)

専任サポー
トエンジニ
ア (DSE)

エンタープ
ライズサポ	
ートマネー
ジャー (ESM)

 
 
 
問題解決

 
 
テクニカル	
ガイダンス

パーソナライ
ズされたガイ
ダンスと	
問題解決

 
 
専任オン	
サイト

 
 
啓蒙とエスカ
レーション

サービス内容

専任レベル 6社のお客様 6社のお客様 4社のお客様 1社のお客様 6社のお客様
プレミアムサポートへの	
アクセス

営業時間内 営業時間内 営業時間内	
(重大度 1につ
いては 24時間
365日 )

営業時間内	
(重大度 1につ
いては 24時間
365日 )

営業時間内

製品のカバレッジ	
(地域および作業負荷の	
制限が適用されます )

製品センター 製品センター 製品センター カスタム 製品グループ

オンサイトサポート日数 含まれない 4日 /年 4日 /年 4日 /週 (1日 4日 /年
はリモート )

問題解決
専任のシニアエンジニアに	
よるインシデント解決

NSE SSE DSE

専任担当者が対応する	
インシデント件数

35件 SSEの割り当
て時間の 25%
までを上限と
して数に制限
なし

DSEの全割り
当て時間を限
度として数に
制限なし

拡張ビジネスサポート (EBS)
キュー (レベル 2エンジニア
へのアクセス

NSEのバック 制限なし	
) アップ (製品	 (製品セン
センター ) ター )

SSEのバック
アップ (製品
センター )

DSEのバック
アップ (製品
センター )

制限なし	
(製品グル	
ープ )

優先応答時間の目安 1時間重大度	 EBS 1時間
1および 2

30分重大度 1 
1時間重大度 2

15分重大度 1 
1時間重大度 2

EBS 1時間

テクニカルガイダンス
プロアクティブテクニカル	
アドバイザー

○ ○ ○

ソリューション継承	
プランニング

○ ○ ○

新製品の利点に関する	
ガイダンス

○ ○ ○

サポート可能性評価 ○ ○ ○
プロアクティブなパッチ管理 ○ ○ ○
運用プロファイルの管理 ○ ○ ○
四半期ごとのテクニカル	
レビュー

○ ○ ○

専任担当者によるオンサイト訪問
専任、オンサイト	
(リモート対応も可能 )

○

スタッフミーティングへの	
出席

○

プロジェクトプランニング	
への参加

○

環境の安定性と最適化の	
定期チェック

○

次のページに続く

https://www.microfocus.com/ja-jp/home


必要な場合に最適です。また、環境の評価や
トレーニング、さらには主要機能の実装方法
やマイグレーションの計画に関するガイダン
スにも使用できます。つまり、最も必要なサー
ビスを、最も必要なタイミングで得られるの
です。Flexible Creditsでは、お客様のニーズ
に合わせてパッケージをカスタマイズできま
す。さらに、年間を通じていつでも利用でき
るため、追加の調達プロセスを経ることなく、
幅広いサービスの中から、必要なサービスを、
必要なタイミングで得ることができます。

Flexible Creditsは、ライセンス契約を通じて
事前に購入することも、使用した分だけ支払
うこともできます。購入した Flexible Credits
は、必要なときに、必要な場所で、追加の短
期サポート、トレーニング、コンサルティン
グサービスと引き換えることができます。

動画：Flexible Creditsのご紹介
ガイド：『Flexible Credits ガイド』

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。変化の激しい今日の市場では、自
社のソフトウェア設定を把握している、信頼
できるパートナーが欠かせません。Micro 
Focus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
の目標達成を後押しし、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のサイトをご覧
ください。

 

 
 
 
 

 
プレミアムサポートの	
概要

指名サポー
トエンジニ
ア (NSE)

テクニカル
アカウント
マネージャ	
ー (TAM)

ソリューシ	
ョンサポー
トエンジニ
ア (SSE)

専任サポー
トエンジニ
ア (DSE)

エンタープ
ライズサポ	
ートマネー
ジャー (ESM)

 
 
 
問題解決

 
 
テクニカル	
ガイダンス

パーソナライ
ズされたガイ
ダンスと	
問題解決

 
 
専任オン	
サイト

 
 
啓蒙とエスカ
レーション

サポート管理
サポートアカウントマネー ○
ジャー (SAM)を含む、	
20社のお客様に専任、	
製品センター対象

○ ○

サポートプロセスおよび	
リソースに関するオンボー
ディングとトレーニング

SAM TAM SAM SAM ESM

お客様向け啓蒙 SAM TAM SAM SAM ESM

インシデントレビュー	
ミーティングの開催

四半期ごと 週または	
月ごと

四半期ごと 四半期ごと 週または	
月ごと

エスカレーション管理 SAM：	
重大度 1の	
インシデント

○ SAM：	
重大度 1の	
インシデント

SAM：	
重大度 1の	
インシデント

○

インシデントをプロアク	
ティブにモニターし、進捗	
を管理 (重大度 1-4)

SAM：	
重大度 1の	
インシデント

○ SAM：	
重大度 1の	
インシデント

SAM：	
重大度 1の	
インシデント

○

戦略管理
カンファレンスや現地審議会
での重役などへの紹介

○

エンジニアリング部門および
製品開発部門との方針設定会
議の開催

○

全体的なサポート戦略および
サポートエクスペリエンスの
管理

○

カスタマーサポート計画の	
維持

○

サポートビジネスレビューの
実施

四半期ごと

戦略アドバイザー ○

詳細情報はこちら：  
www.opentext.com

現在のビジネス課題への対応をサポート。	
それがプレミアムサポートです。

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構築。
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