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1 概要 

  

Commvault のサポート サービスへようこそ ! 
Commvault のカスタマー サポート サービス オプションは、Commvault ソフトウェア製品への投資を最大

限に活用するためのものです。Commvault は、お客様のサポートへの投資の価値を高め、ビジネス ニー

ズを満たし、かつビジネス要件にお応えできるよう様々なサポート オプションを提供しています。また、

製品のライフ タイムを通して価値のある様々なサービスへのアクセスも可能です。 
 
Commvaultは、本サポート ガイドを随時更新・修正する権利を有します。 
 
製品のアップデート  

• フィーチャー リリース、メンテナンス リリースのご提供 

• サポート通知サービスを通じた新しいアップデートのご連絡 

オンライン サービス 

• サポートのお客様専用に設計した Commvault メンテナンス アドバンテージ サイトへのアクセス 

• オンライン ナレッジベース 

• オンライン コミュニティで Commvault のエキスパート、お客様とのリアルタイムな議論が可能 

• 各製品に関する FAQ とオンライン ドキュメント 

• オープン中のサポート ケースに変更があった場合の通知機能 

• 問題が発⽣した際の 24 時間 365 ⽇のサポート 1 

• 障害発⽣時、無制限のサポート サービスが利用可能 

• オープン中のケースに対する定期的な状況のアップデート 

• 高度なトレーニングを受けた技術者によるサポート 

• 迅速な障害解決のためのリモート デバッグと再構成ツールによるサポート 

• Commvault メトリック サービスを通したプロアクティブなサイト監視 

その他の特徴 

• 熟練した技術者への電話によるアクセス 

• チャット サポート (英語のみ) 

• オンラインでのインシデント作成・管理 

• Commvault サポート ログ アップロード マネージャ 
 

1 プレミアム相当以上の契約が必要となります 
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• 製品の互換性および相互運用性マトリックス 

• クラウド メトリックス レポーティング 
 
条件 

Commvault’s End User License and Limited Warranty Agreement (Commvault エンド ユーザー使用許諾契約

書)の詳細については、こちら をご参照ください。 
 

2 提供するサポート サービス 

2.1 Commvault カスタマー サポート プログラム 

Commvault には幾つかのサポートオプションがあり、それらがお客様毎の幅広いニーズに応えられるよう

になっています。これらのオプションを有効活用することで、お客様の⽣産性を高めることが可能です。 
 
2.2 サポート プログラム 

Commvault のお客様は、データ管理において最良の成果が出るよう、ベストな製品とサポートを

Commvault から提供されることを望まれております。それを実現するために Commvault はお客様のニー

ズに⽿を傾け、お客様の将来の要件を予測します。これらの知識を元に、どの⽔準においてもお客様のご

要求に対応し、⽣産性向上、コスト削減を実現する最良のサポート プログラムを提供します。 

https://ma.commvault.com/Guides/EULA/EULA_CommVault_11.0.0.pdf
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2.2.1 スタンダード サポート 

スタンダード サポートは、Commvault テクニカル アシスタンス センターに、幅広い業務時間帯で直接ア

クセスすることができ、お客様の主要なニーズをサポートできるよう設計されています。本契約では、下

記のサービスを提供します: 

• ⽉曜から⾦曜⽇までの (祝⽇と年末年始を除く) ⽇本時間の 7:00〜19:00 まで、Commvault テクニ

カル アシスタンス センターへ直接コンタクトが可能（⽇本語サポートは⽉曜から⾦曜⽇までの(祝

⽇と年末年始を除く) ⽇本時間の 9:30〜18:00 まで。） 
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• メンテナンス アドバンテージ セルフ ヘルプ ウェブ サイトに 24 時間 365 ⽇アクセス可能 

• 重要なソフトウェア アップデートに関する通知を受け取ることが可能 

• インシデント管理、ナレッジ ベース、オンライン ドキュメント ページ、コミュニティなどのオン

ライン サポート ツールを利用可能 
 
2.2.2 プレミアム サポート 

プレミアム サポートでは、24 時間 365 ⽇でのサポートを提供しています。本契約では、下記のサービス

を提供します:  

• 祝祭⽇を含む 24 時間 365 ⽇、 Commvault テクニカル アシスタンス センターへ直接コンタクトが

可能（⽇本語サポートは⽉曜から⾦曜⽇までの(祝⽇と年末年始を除く) ⽇本時間の 9:30〜18:00 

まで。） 

• メンテナンス アドバンテージ セルフ ヘルプ ウェブ サイトに 24 時間 365 ⽇アクセス可能 

• 重要なソフトウェア アップデートの修正に関する通知を受け取ることが可能 

• インシデント管理、ナレッジ ベース、オンライン ドキュメント ページ、コミュニティなどのオン

ライン サポート ツールを利用可能 
 
2.2.3 プロアクティブ サポート 

※⽇本ではご提供しておりません。 

 
プロアクティブ サポートは、Commvault が提供する上位サポートになります。本サービスはプレミアム 

サポート サービスの⽀援内容に加えミッション クリティカルなデータ管理の運用を⽀える価値の高い付

加サービスを提供しています。プロアクティブ サポートは、下記のサービスを提供します: 

• プレミアやスタンダードより高い SLA⽬標 

• 重要度 0 のインシデントに対して、15 分の初期対応時間ターゲットを設定 

• サポート アカウント マネージャ サービスの提供。これは下記内容となります。: 

o 早急な解決に向けてアクティビティが継続するようオープン中の問題を監視します。 

o 重要度の高い問題では、優先度や状況のアップデートを顧客のマネージメント チームと直接

コミュニケーションします。 

o お客様の為に責任感をもって直接のエスカレーションを⾏います。 

• サポート アカウント マネージャによる⽉例のテクニカル レビューの実施 

• エスカレーションされた重大なチケットの管理 – お客様のビジネス オペレーションにインパ
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クトを与える重大な問題に関して、開発チームと直接連携します。 

2.2.4 テクニカル アカウント マネージャ 

※⽇本ではご提供しておりません。 

 
テクニカル アカウント マネージャ(TAM)サービスは、お客様の戦略的なビジネス プランの実現、および

その⽬的達成のために必要なテクノロジ スキルのある⼈的ローカル リソース（オンサイトおよびリモー

トによる対応）を確保することが可能となります。 
 
このサービスは以下を含みます(これらのサービスの範囲に⽀援を限定している訳ではございません。): 

• Commvault 社内のミーティングでは、お客様のリクエストを代弁します。お客様とのミーテ

ィングでは、Commvault の技術的なナレッジを提供します。 

• データ保護の運用におけるお客様環境のリスクを明⽰化します。 

• お客様の社内ポリシーと⼿順に従い、技術的な観点でビジネス プランの実⾏をサポートしま

す。 

• 兼任 TAM（複数のお客様を担当）による⽀援(全体の稼働時間の 20%あるいは 50%の⽀援前

提※):  

お客様に対してオンサイト/リモート対応による⽀援を実施します(別途要調整。お客様と合

意された要件、及びご購⼊された TAM の稼働時間の割合の範囲での⽇数のご⽀援を提供しま

す。) 

• 専任 TAM（特定のお客様専任）による⽀援: 

お客様専任の TAM によるフル タイムでの技術的な⽀援により、Commvault 環境での安定し

た運用と最大限の価値を確かにします。 

• あらゆるサポートに関する事項に関して、SAM（サポート アカウント マネージャ）と協調し

て対応します。 

※：⼀⼈の兼任 TAM(稼働時間 20%の場合)は通常は 5 社のお客様を担当し、サービス契約を元にそれぞれ

のお客様に稼働時間の最大20%を消費することが可能です。この稼働時間は定期的に担当のお客様と確認

を⾏い、TAM プログラムを通して最大限の価値をお客様が受け取るために必要とされる最適な頻度やご対

応(オンサイトなのかリモートなのか)を決定します。稼働時間の 20%のサービス提供というものはあくま

でも指標であることをご了承ください。必ず 20%が保証されているというものでもございませんし、次の
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⽉に余った稼働時間を持ち越すといった制度もございません。 もし、お客様がより多くの稼働時間の確保

をご希望でしたら、より高い稼働時間の兼任 TAM、あるいはお客様専任 TAM サービスのご購⼊をご検討

ください。 
 
2.2.5 エンタープライズ サポート プログラム(ESP) 

エンタープライズ サポート プログラムは、Commvault の包括的な最上位サポート サービスになります。

お客様のエンタープライズ クラスのデータ管理ソリューションのあらゆる⾯において、ワールド クラス

のテクニカル マネージメント サービスをご提供します。我々は成功に向けてお客様と密に連携し、利害

関係者に対して、技術⾯の投資と知的財産権を保護し最高の顧客満⾜をご提供いたします。 
 
サービス レベル アグリーメントの⽬標 

本サービスの提供にアサインされた担当は 2.2.6に記載された SLA を達成すべく⽀援します。 

• プレミアやスタンダードより高い SLA⽬標 

• エンタープライズ企業向けのデータセンターをサポートする重要度 0(ゼロ) 
 
サポート アカウント マネージャ / テクニカル アカウント マネージャ (SAM/TAM)の役割 

エンタープライズ サポート プログラム(ESP)は、サポートアカウント マネージャ(SAM)、テクニカルアカ

ウント マネージャ(TAM)が連携して⽀援いたします。  

お客様の継続した成功を⽀えるエンタープライズ サポート プログラムでのそれぞれの役割と責任範囲に

ついて下記に記載します。: 

サポート アカウント マネージャ(SAM)の役割 

SAM は SLA を遵守するため、レポートを提供し、エスカレーションや重大な対応が必要なインシデン

トを管理します。 

• サポートに関する全般に対して、シングル ポイントのコンタクトとなります。 

• お客様と、積極的に監視をすべきメトリクスについて、閾値内に収まっているか、超過してい

るか、ビジネスに与える潜在的なインパクトはないか、などについてコミュニケーションを⾏

います。 

• サポート状況の全体を管理します – すべてのインシデント、過去のお問い合わせに関してのメ

トリクス管理を含む 

• 四半期ごとのビジネス レビュー会議を実施します。 – メトリクス/ビジネス レビュー 
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• お客様のビジネス要件および定められたサービス レベル アグリーメント(SLA)を理解するため

に、お客様と連携します。 （SLA は Commvault とお客様でレビューし、成功のための達成可

能な指標になります。） 

• サポート対応履歴を作成・レビューし、四半期ごとのビジネス レビュー会議で解析をします。 

• 経営陣／技術担当者向けのビジネス レビューにおいて、TAM と戦略的なアジェンダ決定につ

いて連携します。 

• オンサイトでのご対応が必要な技術要件/⽀援に対して、TAM と密に連携して対応します。 

• TAM と連携し、お客様の担当エンジニア向けにトレーニングの機会を見極めます。 
 

テクニカル アカウント マネージャ(TAM) の役割 

エンタープライズ サポート プログラムには、テクニカル アカウント マネージャ(稼働時間の 20%の

ご⽀援)がアサインされ、お客様と連携しビジネスのゴールを理解します。テクニカル アカウント マ

ネージャは、リスクを緩和するために、プロアクティブおよびリアクティブな対応を⾏い、技術リソ

ース等と連携し解決までの時間を短縮します。 

• Commvault 社内のミーティングでは、お客様のリクエストを代弁します。お客様とのミーテ

ィングでは、Commvault の技術的なナレッジを提供します。 

• データ保護の運用におけるお客様環境のリスクを明⽰化します。 

• お客様の社内ポリシーと⼿順に従い、技術的な観点でビジネス プランの実⾏をサポートしま

す。 

• 兼任 TAM（複数のお客様を担当）による⽀援(全体の稼働時間の 20%あるいは 50%の⽀援前

提※):  

お客様に対してオンサイト/リモート対応による⽀援を実施します(別途要調整。お客様と合

意された要件、及びご購⼊された TAM の稼働時間の割合の範囲での⽇数のご⽀援を提供しま

す。 

• 専任 TAM（特定のお客様専任）による⽀援: 

お客様専任の TAM によるフル タイムでの技術的な⽀援により、Commvault 環境での安定し

た運用と最大限の価値を確かにします。 

•  あらゆるサポートに関する事項に関して、SAM（サポート アカウント マネージャ）と協調し

て対応します。 

エンタープライズ サポート プログラムでご提供する TAM サービスは、通常は 5 社のお客様を担当し、
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サービス契約を締結してからそれぞれのお客様に稼働時間の最大20%を消費することが可能です。 こ

の稼働時間については定期的にお客様と確認を⾏い、エンタープライズ サポート プログラムを通して

最大限の価値をお客様が受け取るために必要とされる最適な頻度やご対応(オンサイトかリモートによ

る対応か)を決定します。20%のサービス時間というものはあくまでも指標であることをご了承くださ

い。必ず 20%が保証されているというものでもございませんし、次の⽉に余った稼働時間を持ち越す

といった制度もございません。もし、お客様がより多くの稼働時間をご希望でしたら、より高い稼働

時間の兼任 TAM、あるいはお客様専任 TAM サービスのご購⼊をご検討ください。(※ より高い稼働時

間の兼任 TAM、および専任 TAMは⽇本ではご提供しておりません。) 
 

エンタープライズ サービス クレジット 

• サービス クレジットは例えば、プロフェッショナル サービス、常駐エンジニア サポート

(Residency Support Engineer: RSE ※⽇本ではご提供しておりません。)、トレーニング、個

別のカスタマイズ⽀援、等に利用が可能です。 

• クレジットは、エンタープライズ サービスの契約中に、お客様が利用することが出来ます。

エンタープライズ サービス クレジットの利用は契約時に指定された国、場所で利用する必要

があります。 

• サービス クレジットの利用により、迅速な対応が要求される⾮常時においても購買に関する

⼿続きが必要なくなり、迅速にお客様の追加のご要求に対応する事を可能にします。 

• サービス クレジットは、契約終了時で無効となります。契約期間をまたいでクレジットを利

用することはできません。 
 
レポーティング 

エンタープライズ サポート プログラムのお客様に対して会計年度、もしくは運用スケジュールに沿って、

SAM から四半期毎に活動報告書をご提供します。: 

• クラウド メトリックス レポートによるお客様の CommCell 環境の情報をご提供します。 

• お客様と週次の電話会議を実施し、起きている問題の状況と解決までの道筋を議論します。 

• お客様のマネージメント層の⽅々に対して⽉次のエグゼクティブサマリをご用意してご報告しま

す。 

o SLA レスポンスと解決した実績をご報告します。 

o トレンド データの情報を提供します。 

 ジョブ数* 

 CommCell のヘルス チェック* 
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 ライセンスの使用状況および今後の予測* 

• SLA レスポンスや解決状況、全体的な CommCell 環境の傾向を四半期毎に報告します。* 

• エグゼクティブ サマリを四半期毎に提供します。(エグゼクティブ サマリは、お客様側のご要求に

合わせて、オンサイトあるいはリモートでご提供します。) 
 
*CommServe 上で”CommCell 診断と使用”を有効にする必要があります。CommServe へポート 443 で接続

し、cloud.commvault.com へ接続する必要があります。 
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2.2.6 サービス レベル毎のレスポンスと解決⽬標時間表 

 
 
2.2.7 サービス レベルの定義 

重要度の定義と例: 
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3 サポートへのお問合せ⽅法 

サ ポ ー ト に お 問 い 合 わ せ に な る 前 に 、 お 客 様 が 弊 社 の Commvault コ ミ ュ ニ テ ィ 

(community.commvault.com)やナレッジ ベース (kb.commvault.com)を使用して⼀度問題の調査をご⾃⾝で

試みることを強く推奨します。それでもなお問題が解決しない場合は、ログ ファイルを収集いただくこと

で問題の解決を促進します。そのような事前の調査が⾏われていないと、問題解決までの時間が伸びる可

能性があります。 
 
Commvault テクニカル サポート マネージメントは、再三のご依頼にも関わらずお客様から 3 営業⽇内に

返答がなかった場合には、障害レポートのケースをクローズする権利を有していることにご注意ください。

もし必要であれば、元のサポートケースを参照して、新しいケースを開くことが可能です。 
 
Commvault は、下記 3 つの異なるサポート⽅法を提供します: 

1. WEB サポート – セルフサポート(コミュニティ、ナレッジベース、チャット、ソリューション エ

ンジン、など。) 

2. WEB サポート ページからのサポート依頼 

3. 電話によるサポート 
 
3.1 WEB サポート－ セルフサービス 

Commvault の WEB サポートは、メンテナンス アドバンテージ(ma.commvault.com)と呼ばれる弊社の

WEB サポート ポータルを介して提供されます。メンテナンス アドバンテージは、現在アクティブなメン

テナンス契約をお持ちのお客様に提供されます。既に契約締結されているお客様で、このポータル サイト

の管理を⾏うペアレント アカウントのログイン名とパスワードをお持ちでない場合 は、CommCell ID と

貴社連絡先を下記の電⼦メールアドレスまでお送りください。48 時間以内に、ログイン名とパスワード

を電⼦メールでお送りします: 
support@commvault.com 

 
メンテナンス アドバンテージには、構築したシステムの最適化と保守に役⽴つ Commvault ソフトウェア

の強⼒なツールが含まれています。ツールには下記が含まれています: 

• ナレッジベース 

• ソリューション エンジン 

• Commvault コミュニティ 

• フィーチャー リリースやメンテナンス リリースのダウンロード 
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• テクニカル FAQ 

• 設定と導⼊のためのガイドライン 

• 対応しているハードウェアとソフトウェアの互換性マトリックス 

• アップグレード⽀援情報やその他価値ある資料 

• トラブルシューティング情報 

• Commvault サポート チャット 
 
3.2 Webサポート ページからのサポート依頼 

お客様はメンテナンス アドバンテージ サポート ポータル サイトにログインし、インシデントを管理する

リンクをクリックして Internet 経由でサポートケースを作成することができます。お客様はそこからサポ

ートケースを表⽰、更新、クローズすることができるようになります。サポート契約がパートナー様を通

して⾏うサポートの場合(CASP契約)、インシデントを作成するオプションは表⽰されませんのでご注意く

ださい。 
 
WEB 経由で作成されたサポート ケースは下記のガイドラインに沿って処理されます: 

重要度 0 (壊滅的)* – この緊急度の高いケースは、WEB 経由でオープンすることができません。

お客様の地域のテクニカル サポート ホットラインを使用しカスタマー サポートにコンタクトして

下さい。 

重要度 1 (緊急) – 2.2.6で規定した SLA時間以内に電話またはメールで対応させていただきます。 

重要度 2 (高) – 2.2.6で規定した SLA時間以内に電話またはメールで対応させていただきます。 

重要度 3 (中) – 2.2.6で規定した SLA時間以内に電話またはメールで対応させていただきます。 

重要度 4 (低) – 2.2.6で規定した SLA時間以内に電話またはメールで対応させていただきます。 
* 重要度０の定義はプロアクティブ サポートもしくはエンタープライズ サポートを契約いただいているお客様のみ適用されます。 

 

オンライン フォームが送信されると、⾃動的にチケット番号が⽣成され、チケット番号、HTTP 経由でロ

グをアップロードするためのリンクが含まれる電⼦メールが送信されます。ほとんどのサポート ケースで

は、ログを元に問題のトラブルシューティングを⾏いますので、分析するためにログが必要となります。

タイムリーにログをアップロードしていただくことは、トラブルシューティングのプロセスを早めるのに

⾮常に役に⽴ちます。チケットが作成された後、以前は、重要度をサポート ポータルから変更することは

出来ませんでしたが、現在は可能となりました。ただ、作成時に正しい重要度を⼊れることが重要である

ことに変わりはありません。 
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3.3 Commvault チャット 

お客様はチャットを利用し、サポート アカウント、インシデント等に関するすぐに回答出来る情報を問い

合わせることが出来ます。チャットはメンテナンス アドバンテージの共通ポータル機能からアクセス出来

ます。チャットは以下のような状況で有効です。:  

• ドキュメントや製品サポートに関するご質問 

• ハードウェアとの互換性に関するご質問 

• レポーティングに関するご質問 

• ライセンスに関するご質問 

• メンテナンス アドバンテージでのサブ アカウント作成における問題 

• お客様をご担当する Commvault 営業のコンタクト情報 

• インシデントのエスカレーション 

• インシデントのフォローアップ 

• インシデントの担当者の再割り当て 

• ログやデータベースのアップロードに関するご質問 

もし、お客様の問題が障害対応に関するものの場合、インシデントを作成して下さい。重大なインシデン

トの場合、お客様の地域のテクニカル サポート ホットラインを使用しカスタマー サポートにコンタクト

して下さい。 

※ Commvault チャットは英語でのみのご対応となります。 
 
3.4 電話によるサポート 

Commvault は五つの主要なカスタマー サポート拠点を持っています。⽶国 ニュージャージー州ティント

ン・フォールズ; 英国 レディング; オーストラリア シドニー; インド; 中国 北京です。Commvault テクニ

カル アシスタンス センターには、高度なスキルを持ったプロフェッショナルが 24 時間 365 ⽇待機してい

ます。(ご利用いただけるサービス レベルはお客様の保証、契約内容に寄ります。) 
  
⽶国無料電話: (877) 780-3077 

⽶国有料電話: (732) 571-2160 
 
⽇本語サポート専用番号: 0120-938-003 

⽇本語サポート対応時間: ⽉曜から⾦曜⽇までの (祝⽇年末年始を除く) ⽇本時間の 9:30〜18:00 
 
※その他の国の番号は、後述の” 代表番号⼀覧”をご参照ください。 
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3.4.1 サポート ケースの作成 

お客様がサポートケースを作成頂く際は、下記情報を事前に把握して頂く必要があります。これらの情報

がない場合には、調査の遅れが⽣じることがありますので、予めご了承ください。 

• お名前と連絡先 
• CommCell ID  
• 会社名 

• 発⽣している障害の詳細情報 

• ご使用されているエージェントの種類、製品バージョンおよびアップデートレベル 

• 障害発⽣の理由、発⽣時間、最後に正常に動作した時間、といったようなその他の関連する情報 

重要度のレベルは、基本的にお客様とサポート担当者の間で合意されたものとなります。(前述の重要度

の定義をご参照ください。) 重要度１の場合は、前もってお客様にとって緊急案件と位置づけられる正当

な理由をサポート担当者に説明して頂く必要があります。 
 
3.4.2 ⾔語サポート 

Commvault は基本的に英語でサポートを提供します。その他の⾔語に対しても各国のサポート センター

や、翻訳サポートを使用した電話やリモート サポートをご提供します。Commvault のWeb サポート イン

フラストラクチャーでは、英語以外のお客様向けに⺟国語での表⽰を提供しています。お客様はメンテナ

ンス アドバンテージのプロファイルで、使用したい⾔語を指定していただけます。ブラジルと中央アメリ

カからのお電話はネイティブ スピーカーによって対応され、問い合わせを受け付けるチームへ翻訳されま

す。 
 
中国語を話すお客様は北京のサポート センターを通じて、中国語でのサポートをご提供します。 
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3.4.3 ソリューション エンジン 

Commvault サポートにご報告いただいたすべてのインシデントはソリューション エンジンにかけられま

す。それは、種別や内容に応じて結果を返します。ソリューション エンジンはお客様の問題の 90%以上

を解決する可能性のある結果を返します。結果の内容としては、推奨されるメンテナンス リリース、ナレ

ッジベースの記事、ドキュメントなど、様々な形で提供されます。 
 
ソリューション エンジンの結果は、インシデントがどう作成されたにより、⼆つの異なる⽅法で通知され

ます。 
 
Web 経由で作成された場合: ソリューション エンジンの結果は、インシデントの詳細が記⼊された後、

オンライン インシデント フォームの⼀部として提供されます。個々の結果は、”これはあなたの問題を解

決しましたか？「はい」、「いいえ」”を返答するためのリンクを含み、それらをクリックし解決するか、

作成されたインシデントのページに戻れます。 
 
ホットライン/電話で作成された場合: ソリューション エンジンの結果は受付を⾏うエンジニアによりイ

ンシデントの詳細が収集された後、”Possible Solution detected for incident (インシデントでの考えられる

ソリューションが確認されました。)”という件名で E メールで送信されます。インシデントを作成した結

果として、受付を⾏うエンジニアは可能性のあるソリューションが確認されたことを通知し、E メール内

の⼿順を試すことを依頼します。メッセージにはソリューションの内容とともに、”これはあなたの問題

を解決しましたか？「はい」、「いいえ」”を返答するためのリンクを含み、それらをクリックし解決す

るか、作成されたインシデントのページに戻れます。 
 
注意: ソリューションが確認されると、インシデントは”Waiting for result feedback(フィードバック待ち)”

というステータスになり、24 時間、あるいは「はい」か「いいえ」が返されるまで続きます。24 時間以

内に「いいえ」が返されると重要度 に応じた SLA のサービスを提供すべく即座にエンジニアに送られま

す。もし、「はい」が選択されると、インシデントはクローズされ、提供されたソリューションがその解

決策として記述されます。⽇々の催促にもかかわらず、３⽇間ご返信がいただけない場合は、インシデン

トはアーカイブされます。アーカイブされた後、さらに２週間ご返信がいただけませんとインシデントは

クローズされます。 
 

3.5 フィーチャー リリースとメンテナンス リリース 

お客様はメンテナンス アドバンテージを介してフィーチャー リリースとメンテナンス リリースをダウン
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ロードすることができます。フィーチャー リリース(旧”サービス パック”)は、新機能をご提供し、既存機

能の拡張や製品安定化のための機能拡張を含みます。メンテナンス リリースは、直近のフィーチャー リ

リースがリリースされた⽇以降にリリースされたホットフィックスがすべて含まれています。Commvault 

はそれらのアップデートが、ご利用可能になったタイミングで不定期にご提供するポリシーを取っていま

す。決まったリリース スケジュールがあるわけではないことをご理解ください。 
 
3.6 アラートと通知 

メンテナンス アドバンテージのユーザー プロファイルを編集することで、アラートと通知を受信するこ

とができます。アラートを受信するには、⼆通りの⽅法があります。⼀つはテクニカル サポートによる⼀

回のみの⼿動のもの、もう⼀つはユーザー プロファイルを通しての⾃動アラートです。  
 
⼿動によるアラート通知:  ユーザー プロファイルで“更新アラートメッセージを受信”で”Yes”を選択する

ことで、このアラートを受信できるようになります。受信できるように設定したら、警告を受信するため

の E メール アドレスが”電⼦メール配布をアラート通知”に設定されていることをご確認ください。アドレ

スとしてはエイリアスを指定することをお勧めします。それにより、主担当者様だけではなく副担当者様

も警告を受信できるようになります。 
 
⾃動アラート通知:  ⾃動アラート通知機能は選択した通知を⾃動的に配信します。”重要アラートメッセー

ジを受信“、”機能リリースとメンテナンスリリースのアラートメッセージを受信する”、”Receive KB Alert 

Messages”を選択することが可能です。選択した後に受信を希望する週次か⽉次の頻度、および受信を希

望する曜⽇あるいは⽇付を選択する必要があります。アラートは最後の通知以降に追加された通知を配信

します。  
 
3.7 カスタマー サポート品質保証 

Commvault は、業界でも高⽔準の技術サポートを提供することを保証し、その⽬標に達するようあらゆる

マトリックスを用いて、⽬標を達成しお客様満⾜度を上げようと⽇々努⼒しています。表記にある対応ま

でや解決までの⽬標時間などの設定値は業界標準であり、私達のサポート モデルの⾻⼦でもあります。 

内部的な⽬標以外にも、障害報告ケース毎のアンケートという形でお客様からのフィードバックを積極的

に取り⼊れようとしています。アンケート調査では、弊社のサービス品質についてのコメントを書き込む

ことができます。アンケートは、サポート部⾨のマネージャが毎⽇確認しており、満⾜いただけなかった

サポート サービスのケースがあれば、原因究明にむけた調査を始めます。そこでお客様の意見をヒアリン

グし、調査された内容を元に満⾜頂けなかった点を改善し、必要に応じてサポート プロセスを見直してい
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ます。 

Commvault は、製品の機能強化と改善にも前向きに取り組んでいます。お客様の提案や要求に対しては常

にオープンで、いただいたもの対しては真摯に取り組み、実現されるようにしています。お客様の使用情

報、製品に対するご意見や個⼈情報すべてに関しては、機密情報として取り扱うことに同意すると共に、

これらの情報に対する知的財産権を所有し使う権利を持ちます。この製品改善プロセスに参加を希望しな

いお客様に対しては、Commvault は情報にその旨を記載します。 
 
3.8 インシデントのエスカレーション: 

Commvault はお客様の期待に沿うように問題解決に向けてあらゆる努⼒をします。しかし、時にはクリテ

ィカルな状況により対象のインシデントを早急に解決する必要が発⽣し、優先度を上げて対応しなければ

ならないケースが出てくるかもしれません。このような状況でエスカレーションが必要な場合には、以下

のプロセスがご利用いただけます。: 

• オンラインでのエスカレーション:  

メンテナンス アドバンテージ サポート ポータルのアクティブ インシデント リストから、対

象のインシデントを開き、更新アクティビティで、”Request Management Review of this  

incident”を選択してください。 

• Email リンクでのエスカレーション: 

システムから送られてくるインシデントのアップデートの Email のフッターの”Management 

Escalation”リンクをクリックして下さい。 

• 電話でのエスカレーション: 

カスタマー サポート ホットラインにコンタクトし、インシデント番号を伝え、インシデント

のエスカレーションをご依頼ください。エンジニアが適切に処理をするために、エスカレー

ションが必要な理由をお伝えください。 

• 緊急時には、マネージャやスーパーバイザーと直接コミュニケーションすることをリクエス

トしていただくことができます。マネージャやスーパーバイザーは、通常１時間以内にご返

信をさせていただきます。お客様は、現在直⾯している問題を直接ご説明いただくことがで

きるので、より良い状況改善のお⼿伝いさせて頂くことができます。 
 

フリー ダイヤル番号のリストについては、本ガイドの最後のページ、または下記サイトをご参照ください
https://ma.commvault.com/Support/TelephoneSupport 
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4 製品のアップデート 

製品はいつも最新の状態に  

Commvault のメンテナンス契約では、ライセンスが付与された製品において、フィーチャー リリース、

メンテナンス リリースの最新バージョンへアップデートを⾏う権利が認められています。 
 

ソフトウェア パッケージのダウンロード 

Commvault は、ソフトウェア パッケージのすべてがオンラインで利用可能となっています。メンテナン

ス アドバンテージへログオンし、”ダウンロードとパッケージ” タブからダウンロードできます。異なる

バージョンはメンテナンス アドバンテージサイトの右上にあるバージョンをクリックして選択できます。 
 

アップデートのダウンロード 

Commvault は常に耐障害性とパフォーマンスのために⾃社製品を向上させています。既にご使用になって

いる Commvault 環境で定期的な更新を⾏うことで、CommCell(s)の業務の効率性を最適化し、すでにフィ

ーチャー リリース、あるいはメンテナンス リリースで対処された障害に直⾯する可能性を最⼩限に抑え

ます。 

利用可能なソフトウェア アップデート(フィーチャー リリースやメンテナンス リリース)をチェックする

には、メンテナンス アドバンテージにログインし”ダウンロードとパッケージ”にあるそれぞれのメニュー

をクリックします。 

Commvault は、直近のロングターム サポート(LTS)リリースをインストールすることをお勧めいたします。 
 
製品およびアラート情報 

製品およびアラート情報のメールは製品情報、アップデート、緊急でアップデートが必要な情報などが配

信されます。またお客様の Commvault環境を最新の状態に保つために役⽴つ情報が満載です。更に詳しい

情報は下記のリンクをご参照ください: 
ma.commvault.com/Profile/Editor 
 
  

https://ma.commvault.com/Profile/Editor
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5 サポートを受ける権利と保守更新 

5.1 サポートを受ける権利について 

アップデートやアップグレードを含むメンテナンスとサポート サービスを受けるには、お客様はソフトウ

ェア構成内のすべてのソフトウェア ライセンスで有効な保守サポートを更新する必要があります。

Commvault との保守契約を結んでいないお客様は、技術的なリソースへのアクセスが制限されます。この

場合、Commvault は下記課⾦料⾦のお⽀払い (クレジットカードまたは発注書) 承諾メールの受信をもっ

て保守サービスを提供します。  
 
課⾦料⾦について (2021 年 7 月現在): 

アメリカ/アジア:  $2,500 USD (1 インシデントにつき) 

EMEA:    £2,000/€2.000/$2,500 (1 インシデントにつき) 

⽇本:    ￥300,000 (1 インシデントにつき) 
 
5.1.1 保守更新 

保守契約は毎年更新されます。保守契約の変更は、書⾯で⾏う必要があります。契約変更をご希望される

場合は、次の電⼦メールアドレスにご連絡ください: 
Americas: ServiceContracts@commvault.com 
EMEA:   ServiceContractsEMEA@commvault.com 
APJ:  ServiceContractsAPJ@commvault.com 
China:  ServiceContractsCHINA@commvault.com  

 

※⽇本のお客様の場合、保守契約の変更をご希望の際はご契約いただいている販売店様の⽅にお問合せく

ださい。 

 

5.1.2 製品のサポート終了 

Commvault は、弊社製品のサポート終了⽇の 1 年前に、すべてのお客様に対して製品サポートの終了を宣

⾔する事をお約束します。その製品に関連付けられた保守期間と契約についても、すべてのお客様に通知

いたします。サポートを終了した製品につきましては、下記のリンクの‘Obsolescence Policy’をご参照くだ

さい。 
documentation.commvault.com. 
 

mailto:ServiceContracts@commvault.com
mailto:ServiceContractsEMEA@commvault.com
mailto:ServiceContractsAPJ@commvault.com
mailto:ServiceContractsCHINA@commvault.com
https://documentation.commvault.com/
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6 製品ライセンスの登録 

6.1 製品登録 

Commvault ソフトウェアのインストールに成功した後、お客様は 30 ⽇以内に Commvault にパーマネント

ライセンス キーを要求する必要があります。もし、パーマネント ライセンス キーがインストール後 30 

⽇以内にインストールされないと、Commvault ソフトウェアは機能することを停⽌します。これは、

Commvault の新規インストールの際に使用されるライセンス キーが⼀時的なものだからです。 
 
パーマネント ライセンス キーをリクエストする、既に登録されている CommCellの情報を更新する、ソフ

トウェアやハードウェアのバージョンアップに伴う更新されたライセンス キーをリクエストする、⼀つの

CommCell から別の CommCell にライセンスされたコンポーネントを移動/交換する、その他ライセンスに

関する問題を解決するための⽀援を求める、には、下記のページにありますリクエスト フォームをご利用

ください。 
https://ma.commvault.com/Support/ProductRegistration 
 
お客様の地域を担当します Commvaultの製品登録チームのメンバーが３⽇以内に対応いたします。 
 
6.2 ワールドワイドのサポート サービスとリソース アロケーション 

 Commvault は、世界中にサポートおよび開発の拠点を設けています。下記の表は主要拠点での機能を⽰し

ます。 

 
  

https://ma.commvault.com/Support/ProductRegistration
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6.3 地域のテクニカル サービス プロフェッショナルの拠点 

米国 
Western Region (AZ, CA, CO, ID, MT, NM, NV, OR, UT, WA, WY, Mexico) 

Central Region (AR, IA, IL, IN, KS, LA, MI, MN, MO, ND, NE, OK, SD, TX, WI) 

Eastern Region (AL, CT, DE, FL, GA, KY, MA, MD, ME, MS, NC, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, SC, TN, VA, VT, WV) 

カナダ 
National Capital Region (Ottawa/Hull, Federal Government) 

Western Region (British Colombia, Alberta) 

Central Region (Ontario, Manitoba, Saskatchewan) 

Eastern Region (Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland) 

アジア 

(Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Mongolia, 
Myanmar, South Korea, Vietnam, Philippines, Republic of Korea, Taiwan, Singapore, Thailand, 
Australia, New Zealand, Papua New Guinea) 

欧州 
FRANCE, SPAIN, ITALY, & PORTUGAL 

SOUTHERN EUROPE, MIDDLE EAST, & AFRICA 

UNITED KINGDOM & IRELAND 

GERMANY, SWITZERLAND & AUSTRIA 

BELGIUM, NETHERLANDS, LUXEMBOURG (BENELUX) 

SWEDEN, NORWAY, DENMARK & FINLAND 

SOUTH AFRICA 

MIDDLE EAST 
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7 代表番号⼀覧 

7.1 代表的な国別コンタクト⼀覧 

Commvault 本社 Tinton Falls, New Jersey  1-732-870-4000 

Commvault 技術サポート 北米: 

 無料通話   (877) 780-3077 

 有料通話   (732) 571-2160 

ラテン アメリカ: 

 ブラジル   0-800-892-2288 

 コロンビア   01-800-719-2063 

 メキシコ   01-800-681-1581 

欧州: 

 ベルギー    0800-79392 

 デンマーク    8088-9260 

 フランス    0800-918893 

 ドイツ    0800-1012330 

 アイルランド    1-800-608178 

 イスラエル    1-809-494177 

 イタリア    0800-782147 

 オランダ    0800-0227402 

 ノルウェー    800-11-985 

 ポルトガル    800-8-14516 

 ロシア  8-800-100-9423 

 サウジアラビア    800-8-110540 

 南アフリカ    080-09-81256 

 スペイン    0900-991600 

 スウェーデン    0200-896316 

 スイス   0800-836023 

 アラブ首長国連邦   8000-35770005 

 イギリス    0800-9171424 

 他の欧州諸国   +44 118 315 0870 

アジアおよび日本: 

 オーストラリア    1300 368 528 

 インド    1800-419-2951 

      040-6654-0300 

 インドネシア    001-803-015-205-0066 
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 日本    0120-938-003 

 韓国   00-308-13-1763 

 マレーシア    1-800-813-686 

 ニュージーランド   0800 002 032 

 シンガポール    800-101-2206 

 タイ   001-800-13-204-2904 

 中国     400-818-5908 

 香港    800-906-128 

 台湾    00801-14-7127 

製品ライセンス更新チーム 北⽶/アジア:  ProdReg@commvault.com     

欧州:   LicenseKey@commvault.com   

サポート ポータル 

 (メンテナンス アドバンテージ) 
https://ma.commvault.com/  

サービス契約 アメリカ:   ServiceContracts@commvault.com  

欧州:   ServiceContractsEMEA@commvault.com   

アジア:   ServiceContractsAPJ@commvault.com  

中国:   ServiceContractsCHINA@commvault.com   

教育 アメリカ/ラテン アメリカ: Registrar@commvault.com 

カナダ:   RegistrarCanada@commvault.com 

欧州:   RegistrarEMEA@commvault.com 

アジア:   RegistarAPJ@commvault.com 

中国:   RegistrarChina@commvault.com 

インド:   RegistrarIndia@commvault.com  

プロフェッショナル サービス アメリカ:       ProfessionalServicesUS@commvault.com 

カナダ:   ProfessionalServicesCanada@commvault.com  

欧州:   ProfessionalServices-EMEA-All@commvault.com  

オーストラリア/ニュージーランド: 

ProfessionalServices-ANZ@commvault.com  

アジア/中国:  ProfessionalServicesAPAC@commvault.com   

⽇本:   ProfessionalServicesJapan@commvault.com  

インド:   ProfessionalServices-India@commvault.com  

顧客管理部門 弊社担当営業までお問い合わせください。 

注⽂書と製品に関するご質問 弊社担当営業までお問い合わせください。 

 

mailto:ProdReg@commvault.com
mailto:LicenseKey@commvault.com
https://ma.commvault.com/
mailto:ServiceContracts@commvault.com
mailto:ServiceContractsEMEA@commvault.com
mailto:ServiceContractsAPJ@commvault.com
mailto:ServiceContractsCHINA@commvault.com
mailto:Registrar@commvault.com
mailto:RegistrarCanada@commvault.com
mailto:RegistrarEMEA@commvault.com
mailto:RegistarAPJ@commvault.com
mailto:RegistrarChina@commvault.com
mailto:RegistrarIndia@commvault.com
mailto:ProfessionalServicesUS@commvault.com
mailto:ProfessionalServicesCanada@commvault.com
mailto:ProfessionalServices-EMEA-All@commvault.com
mailto:ProfessionalServices-ANZ@commvault.com
mailto:ProfessionalServicesAPAC@commvault.com
mailto:ProfessionalServicesJapan@commvault.com
mailto:ProfessionalServices-India@commvault.com
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