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HPE GreenLakeサービス契約向けHPEデータセンターケアサービスの説明 

ヒューレット・パッカード エンタープライズ (HPE) データセンターケアサービスは、データセンターサポートにおけるお客様固有の要件に対応

できるようカスタマイズされた、当社の最も包括的なサポートソリューションです。プロアクティブ/リアクティブなサービスを幅広いレベルか

ら選択でき、必要最低限のものから最もビジネスクリティカルな環境まで、さまざまな要件に対応します。HPEデータセンターケアサービスは、

HPE製品と一部のマルチベンダー製品に対するサポートニーズをすべて引き受ける単一窓口を提供すると同時に、あらゆる規模やタイプのデータ

センター環境に合わせて拡大縮小できます。このサービスは、お客様のIT環境を熟知し、どのようにすればお客様の企業のビジネスを成功へと導

くことができるのかを知る、日本ヒューレット・パッカード合同会社（以下「当社」といいます） の専任サポートチームのガバナンスの下で提

供されます。相互に合意して作成した作業範囲記述書 (SOW) には、お客様の要件に基づいたHPEデータセンターケアサービスの下で提供される、

リアクティブおよびプロアクティブなサポート機能の組み合わせが詳述されています。 
 
各製品の役割や重要性に応じて、当社が提供する任意のサポートサービスをお客様のITソリューションやデータセンターのさまざまな要素とうま

く組み合わせることで、HPEデータセンターケアサービスを利用してお客様の組織のスキルと能力を補完することができます。従来型のハイエン

ド製品と、並行して展開される低コストの仮想化テクノロジーやブレードテクノロジーが相まって、IT環境は日増しに多様化しています。またそ

れらの製品には、それぞれに大きく異なるリアクティブサポートが必要となる場合があります。(HPEの定義では、IT環境とはHPEデータセンター

ケアサービスによってサポートされるITインフラストラクチャで、1国内の1つのIT組織が日常的に直接管理するものであり、SOWに詳述されると

おりのものです) HPEデータセンターケアサービスは、広範なサポート要件に対応できます。 
 
お客様のITインフラストラクチャにおける特定の製品のために選択したルーチンのリアクティブサポートがどのレベルであるかに関わらず、提供

されるエンドツーエンドのITサービスはお客さまのビジネス全体にとって極めて重要です。不測の事態が発生した際には、迅速なエスカレー

ションとインシデント解決が必要となる場合があります。サービスインシデントの場合、HPEデータセンターケアサービスでは、クリティカルな

問題をできるだけ早急に解決するお手伝いをする、HPEテクニカルソリューションスペシャリストを利用できます。当社は、迅速なエスカレー

ション手順で複雑な問題を解決します。さらに、当社のスペシャリストで構成されるサポートチームは、機能停止を減らして生産性を向上させ

るよう設計されたリモートテクノロジーとツールを備えています。 
 
オプションで提供される一連のプロアクティブサービスを利用することで、お客様の組織のITスタッフのスキルを強化し、リアクティブサポート

オプションを補完することができます。プロアクティブサービスの範囲は、ファームウェアおよびOSのパッチ分析アドバイスのようなテクノロ

ジーに特化したアクティビティや変更管理サポートから、ITサービス管理 (ITSM) やHPEのベストプラクティス (ITインフラストラクチャライブラリ 
(ITIL®) およびISO/IEC 20000を含む) に基づく継続的改善のための体系的アプローチにまで及びます。これらのプロアクティブサービスは柔軟な選

択が可能で、ソリューションのさまざまなコンポーネントやお客様のデータセンターのさまざまなエリアに合わせてカスタマイズできます。 
 
HPEデータセンターケアサービスはお客様の組織の能力向上を目的としており、人員、プロセス、テクノロジーにわたるリスクの軽減に役立ちま

す。また、ITサービスの品質と生産性を向上させ、コストを削減することもできます。 
 
中核サービスには、熟練したHPEアカウントサポートマネージャー (ASM) が率いるお客様担当チームが含まれます。このチームは、お客様のITス

タッフの指定メンバーと緊密な関係を構築し、お客様が達成するべきビジネス目標、主要なサービスレベル契約 (SLA)、および主要業績評価指標 
(KPI) を明確に把握することを目指します。ASMは、お客様が選択した各種のサポートオプションの提供状況をモニターし、お客様の目標達成に

照準を合わせます。 
 
HPEデータセンターケアサービスでは、柔軟性を備えたカスタマイズ可能なサービスが利用可能で、お客様の固有のニーズに合わせたコスト効率

の高いサポートソリューションを提供できます。 
 
 

 前述した中核サービスに加え、HPEデータセンターケアでは、ITのさまざまな課題を解決し、目標とするビジネス成果を達成するためのアドバン  
 テージオプションやソリューションブロックが用意されています。現時点で利用可能なアドバンテージオプションを以下に記載します。これら 
 のオプションの最新情報については、当社の営業担当者または認定チャネルパートナーの担当者にお問い合わせください。またこれらのオプ 
 ションの概要も以下に示します。 
 

https://www.hpe.com/jp/ja/services/datacenter-hybrid-services.html
https://www.hpe.com/jp/ja/services/datacenter-hybrid-services.html
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HPE GreenLakeサービス 
HPE GreenLakeサービスは、お客様の環境に設置された、当社のサーバー、ストレージ、およびネットワーク機器で構成されるコンバージドイン

フラストラクチャに基づく、インフラストラクチャユーティリティ消費サービスです。このサービスの費用は使用量に基づいて毎月請求され、

お客様は変動ベースで必要なキャパシティを使用して支払うことができます (最小使用量の要件があります)。 
 

サービスのメリット 

HPE データセンターケアサービスは、お客様のサービスレベル目標とその他のビジネス目標の一貫した達成を支援することを目指しており、次の

ことが可能になります。 

• お客様の要件に合致するようカスタマイズされた、ITソリューションおよびデータセンターにわたり配備されたさまざまなテクノロジーに対応

する、コスト効率の高いサポートソリューション 

• プロアクティブな問題特定とリスク緩和についてのアドバイス提供 

• リスクの低減、生産性の向上、およびピーク時のワークロードや新たに発生するプロジェクトに対する支援といった全般的な目標に向けて、お

客様の組織の能力を強化できる当社のスペシャリストの利用 

• 任意のHPEリアクティブレベルを選択可能な、柔軟なリアクティブサポートオプション。リアクティブレベルは、翌営業日対応から、コール

ツーリペアサービス以上のものまであり、ソリューションにおける製品の役割に応じて割り当てることが可能です 

• 日常的に発生する問題が不要にエスカレーションされるのを防ぐ、アクティブなエンドツーエンドのケース管理とレポート機能を備えた、一貫

性があり信頼性の高いリモートサポート 

• あらゆるクリティカルな問題により迅速に対応 

• お客様の組織の能力を強化し、イノベーションへの注力を支援する役割を果たす当社のスペシャリストがもたらす、柔軟でプロアクティブなサ

ポートオプション 

• ダウンタイムの削減と生産性の向上を目指した、先進的なリモートテクノロジーとツール 

• お客様のIT環境とビジネス目標に焦点を当てた専任のアカウントサポートチーム。このチームは当社の一元的な対応窓口であり、お客様と当社

との関係がお客様の期待を確実に満たし、サービスオプションがすべて契約どおりに提供されているかどうかを検証 
 

主なサービス機能 

表1.  主要サービス 

 

主要サービスには以下のものがあります。 

• リレーションシップマネジメントサービス。これには以下が含まれます。 

– 担当アカウントサポートチーム 

– アカウントサポートプランの作成 

– 顧客運用環境プロファイルの作成 

– サポートプランニングとレビュー 

– サポートアクティビティレポート 

– サイトサーベイ 

– HPEサポートセンター 

• エンハンスドコールハンドリング。これには以下が含まれます。 

– 重大障害に対する迅速な対応 (24時間365日) 

– 迅速なエスカレーション管理 

– ハードウェア/ソフトウェアインシデントのリモート診断とサポート 

– 電子的なサポート情報およびサービスへのアクセス 
 



データシート ページ 3 
 

 

 
 

表2.  オプションのプロアクティブ機能 

 

オプションのプロアクティブ機能には以下のものがあります。 

• システム環境に対するサービス。これには以下が含まれます。 

– HPEプロアクティブサービスクレジット 

– HPE主催教育コース受講パック（オプション） 

– 運用と技術に関するアドバイス（オプション） 

– 変更計画と導入支援（オプション） 

• サーバーに関するサービス。これには以下が含まれます。 

– オペレーティングシステムのパッチ分析と管理支援 

– サーバーファームウェアの分析と管理支援 

– ファームウェアのアップデート（オプション） 

– システムヘルスチェック（オプション） 

• ストレージサービス。これには以下が含まれます。 

– ストレージのファームウェアおよびソフトウェアの分析と管理支援 

– ファームウェアアップデート（オプション） 

– ストレージハイアベイラビリティアセスメント（オプション） 

• SANサービス。これには以下が含まれます。 

– SANファームウェアとソフトウェアの分析と管理支援 

– ファームウェアのアップデート（オプション） 

– ハイアベイラビリティSANアセスメント（オプション） 

• ネットワークサービス。これには以下が含まれます。 

– ネットワークファームウェアとソフトウェアの分析と管理支援 

– ファームウェアのアップデート（オプション） 

– ネットワークのクリティカルな問題の通知（オプション） 

– ネットワークアセットレポート（オプション） 
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表3.  オプションのリアクティブ機能 

 

オプションのリアクティブ機能には以下のものがあります。 

• デフォルトのサービス対応時間 (24時間365日) 

• ハードウェアサポートのためのデフォルトのオンサイト応答時間 (4時間以内のオンサイト対応) 

• ハードウェアリアクティブサポート機能。これには以下が含まれます。 

– オンサイトでのハードウェアのサポート 

– 保守部品の提供 

• ソフトウェアリアクティブサポート機能。これには以下が含まれます。 

– 技術リソースへのアクセス 

– ソフトウェア新バージョンの使用許諾 

– ソフトウェアテクニカルサポート 

– ソフトウェアとマニュアルの提供 

• オプションのハードウェアリアクティブサポート機能。これには以下が含まれます。 

– 当社の対象ハードウェア製品上の他社製対象ソフトウェアに対するコラボリモートサポート 

– 故障ハードディスク返却不要サービス（DMR） 

 

 
 
 

表4.  サービスレベルオプション 

 

ハードウェアリアクティブサポートオプション 

• デフォルトのサービス対応時間。これには以下が含まれます。 

– 24時間/365日 (24時間/週7日) 

• 対応時間オプション。これには以下が含まれます。 

– 標準営業時間、標準営業日 (9時間/週5日) 

– 13時間、標準営業日 (13時間/週5日) 

– 16時間、標準営業日 (16時間/週5日) 

– 24時間、標準営業日 (24時間/週5日) 

• ハードウェアサポートでのデフォルトのオンサイト応答時間。これには以下が含まれます。 

– 4時間以内のオンサイト応答 

• オンサイト応答時間オプション。これには以下が含まれます。 

– 4時間以内のオンサイト応答 

– 翌営業日のオンサイト応答 

• ハードウェアのコールツーリペアタイムコミットメント (ハードウェアのオンサイト応答時間オプションの代替) 

• ハードウェアのコールツーリペアタイムコミットメントオプション。これには以下が含まれます。 

– 6時間ハードウェア修復オプション 
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仕様 

表5.  提供するサービス内容機能 

機能またはサービス サービス仕様 

リレーションシップマネジメント

サービス。これには 

以下が含まれます。 

HPEデータセンターケアサービスのリレーションシップマネジメントサービスでは、お客様のビジネスとIT目標を熟知した担当のアカウントサ

ポートチームが用意され、ニーズに確実に応えます。リレーションシップマネジメントサービスの内容について以下に説明します。(ただし、

Nimbleストレージは除きます。) 

担当アカウントサポートチームの任命 当社が、担当アカウントサポートチームを割り当てます。担当アカウントサポートチームのメンバーは以下のとおりです。 

• アカウントサポートマネージャー (ASM) 

• テクニカルアカウントマネージャー (TAM) 

• データセンターハードウェアスペシャリスト (DHS) 

HPEアカウントサポートチームはお客様を支援し、HPEデータセンターケアサービスの対象となるIT環境の継続的なサポートを行う際の技術的な中心窓

口となります。目標の達成を支援するために、チームは相互に合意したアカウントサポートプランをお客様と連携して作成し、定期的にレビューを行

います。追加のアクティビティとして以下が含まれる場合があります。 

• サポートプランニングとレビューミーティングの実施、およびサポートアクティビティのレビュー   

アカウントサポートプラン ASMは、お客様のITスタッフと協力してアカウントサポートプランを作成します。アカウントサポートプランには、リアクティブサポートとプロアク

ティブサポート、デバイス、対象地域、およびHPEデータセンターケアサービスが提供するその他サポートの必要な組み合わせを明記します。また、

役割と責任、および連絡先情報とエスカレーション手順を詳述して、本サービスの開始フェーズの中でお客様と合意します。 

顧客環境運用プロファイルの作成 HPEデータセンターケアサービスのサポート対象期間の開始時に、担当アカウントサポートチームはお客様から提供された情報に基づいて、お客様の

ビジネスおよび市うs手む環境の電子プロファイルを作成して保持します。この構成情報は担当アカウントサポートチーム内で共有されます。これに

よりHPEデータセンターケアの対象に含まれるすべての製品が正確に特定され、有効なリアクティブサポート契約によって確実に対象に含められるよ

うになります。 

サポートプランニングとレビュー ASMは四半期ごとに (またはSOWで合意したスケジュールで) サポートプランニングとレビューセッションを実施します。この際に、前の期間で当社に

よって提供されたサポートのレビューをお客様とASMとで行います。これにはサポートアクティビティレポートの主要トピックやHPEデータセンター

ケアサービスのアクティビティの成果などが含まれます。これらのレビューは、さまざまな傾向、お客様のIT環境やビジネスに加えられる現在または

将来の変更、およびそれらの変更がお客様のサポート要件に与える影響について話し合う機会にもなります。また、その他のサポート要件を明確に

し、それについて話し合うことも可能です。 

これらのレビューは、オープンなコミュニケーションの機会としてお客様の組織のビジネスおよびIT目標を共有するのに役立つばかりでなく、サービ

スがお客様のニーズと常に合致するようにするためにも役立ちます。また、レビューセッションの中で、HPEアカウントサポートチームは当社のベス

トプラクティスを紹介し、現在と将来の運用のニーズやプロジェクトに関連するアドバイスを提供できます。これらの会議には、ASMの判断でHPEア

カウントサポートチームのメンバーが参加する場合もあります。 

サポートアクティビティレポート 当社では、特定期間のリアクティブサポートコール情報を文書化したサポートアクティビティレポートを四半期ごとに (またはSOWで合意したスケ

ジュールで) 提供しています。このレポートでは潜在的なリスク要因をピックアップし、適切な推奨事項を提供します。 

サイトサーベイ HPE製品は、電力、温度、設置場所、湿度が定められた範囲で動作するように設計されています。環境がこれらの仕様に適合していることを確認する

のはお客様の責任となりますが、当社は本サービス開始時に（１年目のみ年１回）システム設置環境の条件を設置場所に訪問して調査し、調査が必要

な場合にはそれらをお客様に提案します。 

また当社は、対象ハードウェアとソフトウェアの情報を収集し、システム環境の電子プロファイルを作成して保持します。この構成情報は担当アカ    

ウントサポートチーム内で共有され、アカウントサポートプランに記載されたサービスを提供するために利用されます。 

HPEサポートセンター 当社は包括的なオンラインリソースを用意しており、カスタマイズされたナレッジやツール、サービスをすぐに利用できます。このワンストップのIT

サイトでは、自己解決型のツール、パーソナライズされた信頼できるサポート、オンラインのヘルプとフォーラムが利用でき、包括的なマルチベン

ダー/マルチプラットフォームのITコンテンツに簡単にアクセスできます。 

https://support.hpe.com/hpesc/public/home 

エンハンスドコールハンドリング。これに

は以下が含まれます。 

エンハンスドコールハンドリングは、ハードウェアおよびソフトウェアのインシデントに対応することを意図した、一連の統合型および促進型リアク

ティブプロセスです。お客様のニーズに合わせてカスタマイズされたこれらのプロセスでは、当社のテクニカルスペシャリストが対応し、サポート対

象のクリティカルインシデントのより早急な解決を支援します。エンハンスドコールハンドリングの機能について、以下に説明します。 

重大障害に対する迅速な対応 (24時間365日) お客様は24時間365日、HPEデータセンターケア専用受付窓口にお問い合わせいただけます。受付時間は、対象ハードウェアまたはソフトウェアの

サービス提供日ならびにサービス提供時間の契約内容に従います。 

当社は、「重大な障害」発生の連絡を受付けた場合、ミッションクリティカルサポートセンターのシステム復旧専門チームが即座に障害対応を開始し

ます。システム復旧専門チームは、担当アカウントサポートチームが管理する顧客運用環境プロファイル を利用し、エンドユーザーの IT 環境、シス

テム構成、予め共有されたサポートニーズに関する情報を参照し、最初のトラブルシューティングに加えて、障害に関するデータの収集とインシデン

トの定義を行ないます。エンジニアの派遣が必要なハードウェア障害の場合、対象となる機器のハードウェアオンサイト サービス提供時間ならびに

オンサイト応答時間の条件に従い、エンジニアを派遣します。「重大な障害」とは、データセンターケアの対象システムにおいて当社が重大かつ致命

的と判断した障害のことであり、一般条項に記載された障害度 1 と障害度 2 とします。 

迅速なエスカレーション管理 複雑なハードウェア、ソフトウェア問題に対しては、統合化されたエスカレーション手順を用いて、迅速に解決します。「重大な障害」の場合、エス

カレーション時にはエスカレーション全体を調整する担当者がアサインされ、世界各国に広がるリソースから、その問題を迅速に解決するのに最も適

した体制を組み、問題解決を図ります。「重大な障害」とは、一般条項に記載された障害度１と障害度2とします。当社がソフトウェアサポートや更

新サービスを提供する対象となる、一部のサードパーティ製品については、当社は、当社とサードパーティベンダー様との間で合意したエスカレー

ションプロセスに従って問題解決に努めます。(ただし、Nimbleストレージについては、「HPE データセンターケア for Nimble)の仕様が適用されます。) 

 

 

 

https://www.hpe.com/jp/ja/services/datacenter-hybrid-services.html
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表5.  提供するサービス内容 (続き) 

機能またはサービス サービス仕様 

ハードウェア/ソフトウェア 

インシデントのリモート診断と 

サポート 

当社はお客様から対象ハードウェアまたはソフトウェアの障害の電話を受け付けると、該当するハードウェアまたはソフトウェアのサービス提

供日ならびにサービス提供時間のレベルに従い、お客様と連携して問題点を特定します。オンサイトでの支援に先立って、当社では対象製品に

アクセスするために、電子リモートサポートツールを使用してリモート診断テストを開始および実行するか、あるいはリモートでのインシデン

ト解決に役立つ他の利用可能な手段を使用する可能性があります。 

当社はサービス対応時間の間、お客様ご自身でインストール可能なファームウェアのインストールに電話サポートを提供しています。 

電子的なサポート情報およびサービ

スへのアクセス 

当社は本サービスの一環として、特定の電子的またはWebベースの市販ツールへのアクセスをお客様に提供しています。お客様は以下にアクセス

できます。 

• 関連のエンタイトルメントを有した登録ユーザーが利用できる特定の機能。これには、一部のHPEソフトウェアパッチのダウンロード、ハード

ウェアに関するプロアクティブな通知サービスへの登録、問題を解決して他の登録ユーザーとベストプラクティスを共有できるサポートフォー

ラムへの参加などが含まれる 

• より早急な問題解決を可能にするテクニカルサポートドキュメントでのWebベースの拡張検索機能、およびHPE独自のサービス診断ツールへの

パスワードを使用したアクセス 

• 質問を直接当社Eに提出するための、Webベースのツール。このツールは、質問の回答に適格なリソースへケースをルーティングする適格性事

前確認プロセスを使用して、問題を早急に解決できるように支援します。また、電話で提出されたケースを含め、提出された各ケースのステー

タスを表示することもできます 

• 特定のサードパーティ製品に関する当社およびサードパーティが運営するナレッジデータベース。ここでは製品の情報を検索および入手し、サ

ポートに関する質問への回答を見つけ、サポートフォーラムに参加し、ソフトウェアのアップデートをダウンロードすることができます。この

サービスは、サードパーティのアクセス制限によって制限される可能性があります 

ソフトウェアアップデートおよびライセンシングポータル。このポータルへのアクセスにより、ソフトウェア製品のアップデートのダウンロー

ド、プロアクティブな管理、計画が可能になります。ポータルへはHPEサポートセンター経由でアクセスします 

 
 

表6.  オプションのプロアクティブ機能 

機能またはサービス サービス仕様 

オプションの機能には以下が 

あります。 

下記のオプション機能をこのカスタムサービスに追加することができ、選択したサービスと機能に応じて価格が決まります。追加合意した

サービスは、営業時間外サポートを別途購入されている場合を除き、当社の標準営業時間内に提供されます。詳細については、各地域の当社

の担当者にお問い合わせください。 

オプションのプロアクティブ機能に

ついての一般的な説明 

HPEデータセンターケアサービスでは、お客様とお客様のビジネス目標をサポートするための包括的なオプションのプロアクティブサービスの

セットをご用意しています。これらを選択すれば、お客様の組織の能力を強化することができ、アカウントサポートプランに明記され、確認さ

れます。 

システム環境に対するサービス。これには以

下が含まれます。 

お客様のサービスレベル目標と、その他のビジネス目標を達成するために以下の環境サービスオプションを任意に選択できます。 

プロアクティブサービスクレジット お客様は、事前に定義されたHPEサービスクレジットメニューからアクティビティを選択できます。あるいはASMと協力し、お客様のニーズに適

したカスタムのアクティビティを定義することもできます。 

HPE主催教育コース受講パック HPE定期教育コースの前売り券です。購入後1年の間に受講を完了していただきます。定期コースの価格に応じて切り崩してご利用いただけま

す。対象コースは当社の主催会場で実施のコースになります。なお、受講に関する規定（申し込み締め切り、キャンセル、日程変更等）は製品

購入後送付される案内、または以下のwebをご参照ください。http://www.hp.com/education 

運用と技術に関するアドバイス HPEアカウントサポートチームは、お客様のクリティカルなITサービスにおける日々のサービス提供、サービス管理プロセスの実行、対象のデー

タセンターケア環境に関連するテクノロジーについて、基本的なアドバイスとガイダンスを行う積極的な役割を担います。このサービス機能

は、簡単なガイダンスをお客様に提供することのみを目的としています。 

変更計画と導入支援 HPEアカウントサポートチームはお客様と連携して、サービスの提供中やレビューミーティング中に特定された改善領域に対応するための、変更

点および改善点の計画と実行を支援します。 

http://www.hp.com/education
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表6.   

機能またはサービス サービス仕様 

サーバーに関するサービス。 

これには以下が含まれます。 

サービスレベル目標やその他のビジネス目標を達成するために、以下のサーバーサービスオプションが選択可能です。 

オペレーティングシステムの 

パッチの分析および管理支援 

当社は指定されたサーバシステムに搭載されたOSまたは仮想化ソフトウェアに対して、新しいパッチの解析と管理を行います。当社は年4回（ま

たはSOWで合意したスケジュールで）推奨されるパッチならびに変更管理における考慮点と推奨事項を報告します。サポートされるOS、ハイ

パーバイザーは、アカウントサポートプランに明記され、確認されます。 

• HP-UXおよびopenVMSについては、最適にカスタマイズされたパッチのリストならびにパッチメディアを提供します。オペレーティングシステ

ムならびに過去にリリースされたパッチ影響を調査し、必要な場合、取り得る対策についてお客様に報告します。 

• Microsoft OSの場合、オペレーティングシステムとサーバーアプリケーション製品の最新のサービスパックに関するレポートを提供します。加え

て月１回（またはSOWで合意したスケジュールで）セキュリティリリースの情報を通知します。また年４回（またはSOWで合意したスケジュー

ルで）Microsoft製品のサポートバージョン情報を提供します。 

• Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server, 仮想化ソフトウェアについては、供給元から通知されるパッチ情報の一覧と推奨事項を

年４回（またはSOWで合意したスケジュールで）提供します。 

サーバーファームウェアの分析と管理支援 当社は定期的にサーバーのファームウェアアップデートをリリースしています。これらのアップデートにより、潜在的なインシデントに対応

し、追加機能を提供し、パフォーマンスを改善することができます。。当社はサーバシステムに対してインストール可能なファームウェアの

アップデートに関する推奨事項を、四半期ごとに (またはSOWで合意したスケジュールで) 提供し、お客様とHPEは推奨アップデートについて話

し合いを行います。サポートされるサーバーの数は、アカウントサポートプランに明記され、確認されます。 

ファームウェアのアップデート 当社は、対象システムの可用性を維持するために必要なファームウェアに関して、お客様のご要望に応じてサービス対応時間中にインストール

をオンサイトで実施します。ファームウェアのアップデートは、「サーバーファームウェアの分析と管理支援」の実施前提とします。 

システムヘルスチェック 当社は診断ツールを使用し、単一の物理サーバーまたはパーティション上の単一の対象オペレーティングシステムのコンピューティング環境の

評価を行います。当社は一連の診断テストを実行し、コンピューティング環境と許容されるシステム管理基準を比較します。当社は迅速な改善

や調査が必要な条件を明記し、適切な処置を推奨する所見を記載したレポートを提出し、電話でレポートの所見と推奨事項について報告しま

す。 

注記: システムヘルスチェックは、VMware製品、 Red Hat Enterprise LinuxのKVM仮想化環境には提供されません。 

ストレージサービス。 

これには以下が含まれます。 

サービスレベル目標やその他のビジネス目標を達成するために、以下のストレージサービスオプションを選択できます。 

ストレージのファームウェアおよび 

ソフトウェアの分析と管理支援 

当社は、ストレージRAIDサブシステムについて、インストール可能なファームウェアならびにソフトウェアのアップデートについて、四半期ご

とに (またはSOWで合意したスケジュールで) 提供します。サポートされるストレージ製品の数は、アカウントサポートプランに明記され、確認

されます。 

ファームウェアのアップデート 当社は、対象システムの可用性を維持するために必要なファームウェアに関して、お客様のご要望に応じてサービス対応時間中にインストール

をオンサイトで実施します。ファームウェアのアップデートは、「ストレージのファームウェアおよびソフトウェアの分析と管理支援」の実施

を前提とします。 

ストレージの高可用性に関する 

技術アセスメント 

当社は1つのストレージアレイについて高可用性アセスメントを行います。アセスメントの内容は、物理環境、アレイの構成およびそのファーム

ウェアとソフトウェアの分析です。相互運用性および可用性について、アレイのSANへの接続状態が検証されます。アセスメントが完了すると、

当社は調査結果と推奨事項についてレポートを提供し、簡潔な説明を行います。ストレージアセスメントの回数と頻度は、アカウントサポート

プランに明記され、合意されます。 

SANサービス。 

これには以下が含まれます。 

お客様のサービスレベル目標と、その他のビジネス目標を達成するために以下の任意のSANサービスオプションを任意に選択できます。 

SANファームウェアおよび 

ソフトウェアの分析と管理支援 

当社は、SANスイッチについてインストール可能なファームウェアやソフトウェアのアップデートに関する推奨事項を、四半期ごとに (または

SOWで合意したスケジュールで) 提供します。サポートされるSAN製品の数は、アカウントサポートプランに明記され、合意されます。 

ファームウェアのアップデート 当社は、対象システムの可用性を維持するために必要なファームウェアに関して、お客様のご要望に応じてサービス対応時間中にインストール

をオンサイトで実施します。ファームウェアのアップデートは、「SANファームウェアおよびソフトウェアの分析と管理支援」の実施を前提とし

ます。 

ハイアベイラビリティSANアセスメント 当社は、初期評価時にSANトポロジー、ファイバチャネルスイッチのファームウェアレベル、ホストのOSバージョンとパッチレベル、SAN管理ソ

フトウェアのバージョンなど、対象のSAN環境に関する情報を集めて文書化します。対象SAN環境において可用性または保守性に影響を与える可

能性がある場合にはその点を明らかにし、改善案を提供します。対象SAN環境が、当社のSAN実装サービスなどにより構築されて間もない場合

は、本サービスは必要ない場合があります。 

ネットワークサービス。 

これには以下が含まれます。 

お客様のサービスレベル目標と、その他のビジネス目標を達成するために以下の任意のネットワークサービスオプションを任意に選択できま

す。 

ファームウェアのアップデート 当社は、対象システムの可用性を維持するために必要なファームウェアに関して、お客様のご要望に応じてサービス対応時間中にインストール

をオンサイトで実施します。ファームウェアのアップデートは、「ネットワークファームウェアおよびソフトウェアの分析と管理支援」の実施

を前提とします。 

ネットワークのクリティカルな問題の通知 

 

ネットワーク運用に影響を与える可能性のあるクリティカルなソフトウェアインシデントが発見された場合、当社はお客様に通知します。サ

ポートされるネットワークデバイスの数は、アカウントサポートプランに明記され、確認されます。 

ネットワークアセットレポート お客様から頂いた情報をもとに、サポート対象となるネットワーク機器のインベントリー、ネットワークトポロジーマップ、ネットワークOSの

インベントリー、リビジョン、パッチレベルなど、対象のネットワーク環境に関する情報を最新情報に変更します。サポートされるネットワー

ク製品の数は、アカウントサポートプランに明記され、確認されます。 
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表7.  オプションのリアクティブ機能 

機能またはサービス サービス仕様 

オプションの機能には 

以下があります。 

下記のオプション機能をこのカスタムサービスに追加することができ、選択したサービスと機能に応じて価格が決まります。 

オプションのリアクティブ機能に 

ついての一般的な説明 

HPEデータセンターケアサービスでサポートされるすべてのITインフラストラクチャと製品には必ず、当社が提供する有効なリアクティブサポー

トがあります。このサポートは、HPEデータセンターケアサービス契約に対象製品を明示的に記載するか、既存のHPEサポート契約またはHPE保

証対象にサービス契約を追加することができます。このサービスでサポートされるITインフラストラクチャと製品は、お客様への提案、SOW、ま

たはそれに相当するドキュメントに明記され、サービスの開始時にASMによってお客様の承認を得ます。 

ハードウェアリアクティブサポート機能。これには以下が含まれます。 

デフォルトのサービス対応時間  

(24時間365日) 

この対応時間は、リアクティブサービスがオンサイトまたはリモートで提供される時間を指しています。HPEデータセンターケアサービスのデ

フォルトの対応時間は、月曜日から日曜日まで1日24時間です (HPEの休業日も含む)。クリティカルなインシデントへの対応は、HPEの休業日も含

む月曜日から日曜日まで1日24時間利用可能で、上述のエンハンスドコールハンドリングの項目でも説明されています。 

ハードウェアサポートでの 

デフォルトのオンサイト応答時間  

(4時間以内のオンサイト応答) 

HPEデータセンターケアサービス契約でハードウェア製品が明示的に対象となっている場合、このサービスのデフォルトのハードウェアサポート

は、24時間365日で4時間以内のオンサイト応答になります。 

HPEデータセンターケアサービス契約の下でサポートされるハードウェア製品は、別個の当社の契約または当社の保証によって対応時間および

サービスレベルが定められている可能性があります。 

オンサイトでのハードウェアのサポート 当社は、システムの設置場所を訪問しハードウェア製品の機能を正常な状態に戻すために必要な修理、もしくは部品または製品交換を行い障害

を修復します。本作業にはソフトウェア（OSまたはアプリケーション）及びデータのバックアップ、リストア作業は含みません。 

当社は部品または製品の交換作業に伴い当社が必要と判断した場合、対象ハードウェアの技術変更の実施およびファームlウェアのアップデート

を行います。当社は作業終了時に作業内容と交換部品をHPE規定の作業報告書に記入して提出します。 

保守部品の提供 

 

当社はハードウェア障害の修復および技術変更に必要な保守部品を提供します。提供される保守部品は新品または再生品です。本来の保守部品

が製造中止になっている場合には、提供される保守部品は代替え部品となる場合があります。交換により取り外された部品は、磁気処理等、お

客様によるいずれの改変も行われない状態で当社の所有となります。保守部品は当社所定の交換単位とします。 

ただし、当社が保証使用量または保守期限を規定している部品または製品について、そのいずれか（保守期限の設定がない場合は保証使用量）

に達した場合は、保守部品の提供は行いません。なお、保証使用量および保証期限については当社が提供する各部品または製品のマニュアル等

に記載されます。 

ソフトウェアリアクティブサポート機能。これには以下が含まれます。 

テクニカルリソースへのアクセス お客様は、ソフトウェアの実装や操作上の問題について、当社の技術リソースによる、電話、電子コミュニケーション、またはFAX (利用可能な

地域である場合) を通じたサポートを受けることができます。 

ソフトウェア新バージョンの 

使用許諾 

当社は、本サービスの対象となる各システム、ソフトウェアについて、ソフトウェア新バージョンを使用する権利をお客様に許諾します。サー

ドパーティ製ソフトウェアによってはサードパーティから直接お客様に使用権が許諾される場合があります。一部の製品に関して当サービスは

提供されません。サードパーティ製ソフトウェアにつきましては、サードパーティ製ソフトウェアの使用権許諾の条項に従います。 

ソフトウェアテクニカルサポート サポート対象となるソフトウェア製品で、一部制限のある製品については、以下URLに記載されます。一部の製品に関してサポート内容に制約

があります。 

http://www.hpe.com/jp/supportlist_sw 

①ソフトウェアの機能および運用に関するサポート 

当社は、ソフトウェアの機能に関する情報、利用方法に関する支援を提供します。 

②問題の特定および解決のサポート 

当社は、再現性のあるソフトウェアの問題を解決するための支援を提供します。また、再現が困難な問題をお客様が明確にするための支援や、

お客様自身で問題を切り分けるための支援を提供します。既知の問題については問題解決方法を提供します。本サポートには当社製ソフトウェ

アの開発元への問題回悦支援要請、および当社が有するサードパーティとの技術支援関係に基づいたサードパーティ製ソフトウェアの開発元へ

の問題解決支援要請も含まれます。ただし、ソフトウェア開発元がサポートを終了した場合など、ソフトウェア開発元へのエスカレーションが

できない場合は、当社が可能と判断した最善のサポートを提供します。 

③ソフトウェア・インストレーションのサポート 

当社は、お客様がソフトウェアをインストールまたはバージョンアップする際に遭遇した問題や正しいインストール方法についての支援を提供

します。当社は登録されたお客様IT管理者に対して、電話、電子メールなどの方法によりリモートにてソフトウェア技術支援を提供します。ソ

フトウェア技術支援はお客様が以下のひとつ以上の情報を受け取った時、完了とします。 

・ソフトウェアの問題を解決するための情報。 

・ソフトウェアの問題を解決するための修正モジュール（サービス・パック、パッチ）の入手方法。 

・ソフトウェアの問題は既知であるが製造元による解決がなされていない不具合によるものであるとの情報。 

・問題がハードウェアおよび対象ソフトウェア以外の問題として特定できるとの情報。 

・問題が対象ソフトウェアの新しいリリースで修正されているとの情報。 

・問題がソフトウェアの開発元にエスカレーションされた後の、開発元からの応答内容。 

http://www.hpe.com/jp/supportlist_sw
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表7. オプションのリアクティブ機能 (続き) 

機能またはサービス サービス仕様 

ソフトウェアとマニュアルの提供 

 
当社は、HPE製ソフトウェアおよびサードパーティ製ソフトウェアの新バージョンがリリースされると、お客様に新バージョンのソフトウェアおよび

付随するドキュメント、マニュアルを提供します。特定のソフトウェアにおいては、お客様はメディアの種類を選択できます。ソフトウェア新バー

ジョンをインストールする際に必要となるライセンスキーまたはアクセスコードの提供、あるいはそれらを入手する手順を提供します。一部の製品に

関して当サービスは提供されません。サードパーティ製ソフトウェアにつきましてはサードパーティ製ソフトウェアの使用権許諾の条項に従います。 

 

追加のオプション機能には以下があります。ここで説明される追加のオプション機能は対象製品でのみ利用可能です 。 

オプションのハードウェアリアクティブサポート機能。これには以下が含まれます。 

当社の対象ハードウェア製品上の 

他社製ソフトウェアに対するコラボリモー

トサポート 

当社は、特定のサードパーティ製ソフトウェアに対して、そのサポート契約を開発元ベンダーと契約された場合に、サードパーティ製ソフトウェアを

搭載するハードウェアおよびサードパーティ製ソフトウェアにおける問題の一次切り分け窓口となり、基本的な問題についての解決支援を提供しま

す。 

コラボリモートサポートは、オンサイトハードウェアサポートのサービス提供時間と同一の時間帯に以下を提供します。 

コラボリモートサポートの対象となるソフトウェア製品は下記URLを参照ください。 

http://www.hpe.com/jp/supportlist_sw 

コラボリモートサポートには、ベーシックソフトウェアサポートとコラボラティブコールマネージメントが含まれます。 

・ベーシックソフトウェアサポート 

ベーシックソフトウェアサポートは、問題の切り分け支援、および既知問題である場合の解決策あるいは問題に関連する情報を提供します。お   

客様からのお問い合わせ受付後、当社は問題がサポート対象ソフトウェアに起因するものか当社製ハードウェアに起因するものかの切り分けを実施し

ます。問題がサポート対象ソフトウェアに起因すると判断された場合、当社は既知の解決策およびその適応方法を提供します。解決策として、修正モ

ジュール（サービスパック、パッチ）の情報を提供する場合もあり、その場合、修正モジュールの入手については、お客様と開発元ベンダーとの間の

サポート契約からの提供となります。このサービスにはソフトウェアのインストール、バージョンアップ、構成や設定、パフォーマンスチューニン

グ、その他お客様の開発元ベンダーとのサポート契約で解決されるべき複雑な問題の支援は含まれません。このサービスは開発元ベンダーとのサポー

ト契約を代替するものではありません。複雑な問題解決において、開発元ベンダーによる解決が必要かの判断は当社が有するものとします。 

・コラボラティブコールマネージメント 

当社がお客様の問題はサポート対象ソフトウェアに起因し、ベーシックソフトウェアサポートにて提供可能な既知の情報では解決されないと判断した

場合、当社はお客様の意向に基づき、開発元ベンダーへの対応依頼を代行します。当社からの対応依頼の代行は開発元ベンダーに対してのみ可能であ

り、該当しない場合、当社が実施したトラブルシューティングの詳細情報をお客様に提供します。当社がお客様の代行で開発元ベンダーに対応依頼す

る場合、お客様は開発元ベンダーとの間に有効なサポート契約を保持している必要があります。また代行の承認および契約情報を当社に提供する必要

があります。それらが提供された場合のみ当社はお客様の代行で開発元ベンダーにコールを実施します。開発元ベンダーに対応が引き継がれると、当

社は当社でのコール対応を終了します。以降、開発元ベンダーとお客様間の連絡となります。お客様は必要に応じて、元のケース ID を用い、当社へ

の問い合わせを再開することが可能です。 

故障ハードディスク返却不要サービス

（DMR） 

当社は、ハードウェアサポートで基本提供される「保守部品の提供」に加え、以下内容を提供します。 

本故障ハードディスク返却サービスにおいて、当社はお客様のデータが保持されているハードディスクまたはソリッドステートドライブを交換する

際、交換により取り外された当該ハードディスクまたはソリッドステートドライブを当社の所有とせず、お客様の所有とするオプションをお客様に付

与します。ただし、お客様がオプションを行使する場合は、取り外された当該ハードディスクまたはソリッドステートドライブについてオプションを

行使する旨の意思表示をその交換完了時までに当社に対して書面にて行う必要があります。取り外された当該ハードディスクまたはソリッドステート

ドライブについてオプションを行使する旨の書面による意思表示がお客様によりなされない場合は、お客様はオプションを行使しなかったとみなさ

れ、取り外された当該ハードディスクまたはソリッドステートドライブは当社の所有となります。 

本サービス提供時、交換により取り外され、当社からお客様に引き渡されたハードディスクまたはソリッドステートドライブをお客様が当社に返却し

た場合、お客様の故意であるかまたは過失であるかにかかわらず、当該ハードディスクまたはソリッドステートドライブの当社への返却の時点をもっ

てお客様が本サービス受ける権利を放棄したとみなし、当該ハードディスクまたはソリッドステートドライブについては当社の所有となります。 

本サービスオプションは以下2種類の方法が選択できます。 

①データ消去オプションなし 

当社は本サービスにてお客様の所有となったハードディスクまたはソリッドステートドライブに対するデータ消去を行いません。 

②データ消去オプションあり 

当社は上記のオプション行使によりお客様所有となったハードディスクに対し当社が提供する磁気処理、ソリッドステートドライブに対し当社が提供

する破壊処理によるデータ消去作業を後日受ける権利をお客様に付与します。 

データ消去作業において、ハードディスクまたはソリッドステートドライブ内のデータにはアクセスしません。データ消去作業はお客様からのご依頼

の5営業日以降にお客様先にて提供されます。 

サービス提供終了時、データ消去作業完了証明書を発行します。データ消去オプションありを選択された場合以下を行っていただきます。 

・ハードディスクおよびソリッドステートドライブ交換作業後、データ消去作業の当社への依頼および保管管理。 

・データ消去作業の前に作業依頼書に作業対象ハードディスクおよびソリッドステートドライブのシリアルナンバ記入およびお客様の署名。 

・本サービス提供に必要な磁気処理可能な作業実施場所および電源の提供。 

http://www.hpe.com/jp/supportlist_sw
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表8.  サービスレベルオプション 

サービスレベルオプション サービス仕様 

利用可能なサービスレベルオプション 全製品であらゆるサービスレベルオプションを使用できるわけではありません。お客様が選択したサービスレベルオプションは契約書に明記さ

れます。 

対応時間は以下のとおりです。 対応時間とは、記載されたサービスがオンサイトまたはリモートで提供される時間のことを指します。 

この対応時間外に受けたコールは、当社がそのコールを受けた時点で記録されます。ただし、お客様の契約対応時間での翌対象日まで受け付け

られません。対象製品で利用可能な対応時間オプションは、サービスレベルオプションの表に定められています。対応時間はすべて、各地域の

状況によって変動することがあります。サービス対応時間の詳細情報については、各地域のHPEセールスオフィスまでお問い合わせください。 

デフォルトのサービス対応時間。これには以下が含まれます。 

24時間/365日 (24時間/週7日) HPEデータセンターケアサービスのデフォルトの対応時間は、月曜日から日曜日まで1日24時間です (HPEの休業日も含む)。 

対応時間オプション。 

これには以下が含まれます。 

以下に定める対応時間および対応日にサービスが利用可能です。 

注記：6時間ハードウェア修復を選択される場合、サービス提供時間は24時間のみとなります。 

標準営業時間、標準営業日 (9時間/週5日) 月曜日～金曜日の午前8:45～午後5:30 (現地時間)、1日9時間ご利用いただけます (HPEの休業日を除く)。 

13時間、標準営業日 (13時間/週5日) 月曜日～金曜日の午前8:45～午後10時 (現地時間)、1日13時間ご利用いただけます (HPEの休業日を除く)。 

16時間、標準営業日 (16時間/週5日) 月曜日～金曜日の午前8:45～翌1時 (現地時間)、1日16時間ご利用いただけます (HPEの休業日を除く)。 

24時間、標準営業日 (24時間/週5日) 月曜日～金曜日、1日24時間ご利用いただけます (HPEの休業日を除く)。 

ハードウェアリアクティブサポートオプションには以下が含まれます。 

ハードウェアサポート用 

オンサイト応答時間 

対象ハードウェアにリモートでは解決できないインシデントが発生した場合、当社は商業的に妥当な努力を払って、定められたオンサイト応答

時間内にオンサイトによる対応を実施します。 

オンサイト応答時間とは、本サービスで選択されたサービス提供日、サービス提供時間内に、当社が最初のコールを受けて、それを当社が受け

付けた時点で始まる期間を指します。当社の認定担当者がシステム設置場所を訪問したとき、またはその際で当社によるオンサイトの介在が不

要だと判断した説明をもって、報告されたイベントがクローズされた時点でオンサイト応答時間は終了します。 

応答時間は対応時間内でのみカウントされ、お客様の契約対応時間での翌対象日に持ち越される場合があります。 

注記：6時間ハードウェア修復を選択される場合、ハードウェアサポート用オンサイト応答時間は選択できません。 

オンサイト応答時間オプション。 

これには以下が含まれます。 

リモートで解決できないハードウェアのインシデントに関しては、当社がサービスリクエストを受け付けた後に、HPE認定担当者がシステムの設

置場所を訪問しハードウェア修復作業を開始し終了するまで継続作業します。 

4時間以内のオンサイト応答 当社の認定担当者が対応時間内にシステム設置場所を訪問し、当社がサービスリクエストを受け付けてから4時間以内に、ハードウェア修復作業

を開始し終了するまで継続作業します。 

翌営業日のオンサイト応答 当社がサービスリクエストを受け付けた翌営業日（8:45～17:30）に、当社の認定担当者がシステム設置場所を訪問し、ハードウェア修復作業を

開始し終了するまで継続作業します。 

6時間ハードウェア修復オプション 

 

  ①6時間ハードウェア修復 

当社のハードウェアに関する重大な障害を早期解決するためにエンジニアをお客様のハードウェア設置場所に緊急派遣します。当社はHPEデー

タセンターケア専用受付窓口に最初の連絡を受けてから6時間以内にハードウェア障害を修復します。オペレーティングシステムまたはオペ

レーティング環境おいよびその他のソフトウェアの復旧およびデータのバックアップ、リストア作業は、6時間ハードウェア修復の対象外とな

ります。当社は当社が必要と判断した場合、技術変更の実施およびファームウェアのアップデートを行います。 

当社は、作業終了時に作業内容と交換部品番号等をHPE規定の作業報告書に記入して提出します。 

サービス提供時間：年中無休/24時間 

注記：６時間ハードウェア修復の対応可能地域については以下のwebをご参照ください。 
   https://www.hpe.com/jp/onsite-areamap-cs 

 

②6時間ハードウェア修復用拡張部品在庫管理 

当社はハードウェア修復オプションの適用される契約対象システムに対して、重大なハードウェア障害を解決するために必要となる交換用部品

をあらかじめ確保しています。これらの部品はいつでも利用できるように管理されているため、重大なハードウェア障害を迅速に解決すること

ができます。 

③リモートアクセス 

当社はリモートアクセスが可能な場合、お客様の合意のもとセキュリティが確保された方法で対象システム上の情報を参照し迅速に問題解決に

あたります。リモートサポートツールならびにリモートアクセスがインストールされている場合に限り、有効です。 

④専用部品在庫管理 

当社は、当社が規定するハードウェア製品に対し、本サービスの対象システムに対する専用交換用部品をシステム設置先に在庫します。お客様

のご要望により、当該交換用部品を当社で保管することもできます。 
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サービスの前提条件 
 

本サービスによるサービスの対象となるハードウェアおよびソフトウェアは、当社がサービス対象としている製品であり、且つ以下の条件を満たし

ていることが必要です。 

• メーカーが推奨するハードウェア設置環境の条件が維持されていること。 

• 対象ハードウェアの製品仕様に定める構成と各種必要条件を備えていること。 

• 対象ソフトウェアの製品仕様に定めるハードウェア構成と各種必要条件を備えていること。 

• サーバーおよびストレージ同一筐体内のすべて製品は同一のサービスならびにサービスオプション（オンサイト応答時間、サービス提供時

間、ハードウェア修復オプション、故障ハードディスク返却不要）が選択されていること。 

• 「6 時間ハードウェア修復オプション」をご利用になるには、当該システム上に搭載されたオペレーティングシステムならびに仮想化ソフ

トウェアのソフトウェアテクニカルサポートの実施が必要です。 

• 「6 時間ハードウェア修復オプション」をご利用になるには、当該オプションの対象となっているすべての機器について、年 1 回以上のオ

ペレーティングシステムのパッチ分析と管理支援ならびにファームウェアの分析と管理支援またはファームウェアとソフトウェアの分析と

管理支援が実施されていること。またリモートアクセスが利用可能であること。 

• 当社が「コラボラティブコールマネージメント」を提供するために、お客様は開発元ベンダーとの間に有効なサポート契約を持っているこ

と。そのサポート契約は顧客が開発元ベンダーに直接電話し、サポートを受けることができるサービスレベルとサービス内容を含んでいる

こと。 もし開発元ベンダーが求める場合、お客様は当社がお客様の代行として開発元ベンダーにコールするのに必要な手順および情報を当

社に提供すること。 

• 本サービスのドキュメントは Microsoft Office にて作成されます。 

• ドキュメントのセキュリティ対策（暗号化、情報及び媒体の破棄、情報の保存期間）についてはお客様と協議の上、決定すること。お客様

からこれらについてご指摘が無い場合は、別途当社にて検討し決定すること。 

• Nimble ストレージのサービスに関しては「HPE データセンターケア for Nimble」の仕様が適用されます。 

 

除外規定 
 以下のサービス、作業等は本サービスの提供範囲、保証に含まれません。 

• 当社の承認を得ずに、当社の担当者以外の者が行った、修理、改造作業が原因で必要になったサービス。 

• 当社がサービスを提供していないハードウェアおよびソフトウェアが原因で必要となったサービス。 

• 新規ソフトウェアまたはソフトウェアのアップグレードに起因するパフォーマンスの低下。 

• 事故、誤操作、電力事情、空調設備、自然災害、またはメディアの不良が原因で必要となったサービス。 

• 消耗品およびアクセサリの供給。 

• 当社所定の交換単位以下の部材単位での障害原因の特定および調査。 

• サードパーティ製品との相互接続および互換性に関する問題。 

• 当社が規定している保証使用量または保証期限に達した部品または製品に対する保守部品の提供。 

• ソリッドステートドライブに対する故障ハードディスク返却不要のデータ消去オプション。 

• ハードウェアもしくはソフトウェアの不適切な使用（設定を含む）または有害コード（ソフトウェア・ウィルス等）による障害が原因であ

ると当社が判断した場合のサービス。 

• ソフトウェア・プログラム（マクロを含む）の開発支援およびデバッグ作業。 

• システムやネットワークなどに対するサービス仕様書に別途記載のない設計、構築、運用、開発の技術支援（コンサルティング）、および

パフォーマンスチューニング作業。 

• 当社製ソフトウェアの場合、特に指定がない限り、最新バージョンと 1 つ前のバージョン以外のバージョンに対するサービス。また、サー

ドパーティ製ソフトウェアの場合、当該サードパーティが日本国内でサポートしていないバージョンへのサービス。 
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• 当社の承認を得ずに、当社の担当者以外の者が行った、ソフトウェアに対する変更、改変が原因で必要になったサービス。 

• ソフトウェアによっては本サービスの「ソフトウェア新バージョンの使用許諾」および「ソフトウェアとマニュアルの提供」が該当しない

場合があります。その場合そのソフトウェアに対する「ソフトウェア新バージョンの使用許諾」および「ソフトウェアとマニュアルの提供」

のサービス。 

• 「ソフトウェア新バージョンの使用許諾」の使用許諾範囲がマイナーリリースに限られる特定のテレコミュニケーションソフトウェアに対

するメジャーリリースの新バージョン使用許諾。 

• お客様からのリクエストによるアプリケーションの運用テストもしくは付加的なテスト作業。 

• ネットワーク通信が原因となる問題のサポート 

• 原子力施設等立ち入り制限区域及び防護服の着用を必要とする場所に設置されている機器に対するサービス。 

• 障害が発生していない機器への正常性確認作業。 

• 以下は、「6 時間ハードウェア修復オプション」の対象外となります。 

o オペレーティングシステム、その他のソフトウェア、およびデータのリカバリ 

o RAID セット内ディスク障害時のリビルドおよびスペアリング 

o データ整合性を優先するため RAID セットの論理ユニット（LUN）へのアクセスが制限された場合 

o お客様が、当社から提供される修理、パッチ、または修正をシステムに組み込んでいない場合 

o お客様が、当社から事前にアドバイスされた回避策を講じていない場合 

o お客様が、推奨されるリカバリ手順を実行しないで、根本原因の分析を当社に依頼される場合  

• 「コラボラティブサポート」をご利用の場合、ソフトウェアの使用権、アップデートやパッチを当社もしくはサードパーティから入手する

権利。 

• 第三者製品（ストレージ機器、ネットワーク機器など）と当社サーバー製品との接続性の確認や接続性の責務、性能上の問題や欠陥の対応。

上記製品と当社サーバー製品の接続問題が発生した場合は、お客様にて問題解決後、当社作業を継続します。 

• Nimble ストレージのサービスに関しては「HPE データセンターケア for Nimble」の仕様が適用されます。 

 

 

お客様の責任範囲 
• 本サービスに対するお客様担当者を任命していただきます。 

• ハードウェア製品の不具合を当社が指定するサービス受付窓口に連絡していただきます。 

• リモート障害診断において当社が要求するハードウェア製品の不具合に関する情報の提供、お客様にて実施可能なセルフテストおよび診断

ツールの実行を行っていただきます。 

• お客様先において当社が作業する際、お客様は、施設への立ち入りの迅速な許可、適切な広さの作業空間および修理に必要なシステムコン

ソール、部材の保管場所の無償提供、ならびに備品および消耗品の使用を許可し、作業中ご担当者の立会いを行っていただきます。 

• 当社が使用するサービス用ソフトウェア・ツールのインストールおよびシステム上での実行を許可していただきます。 

• オンラインリモートサポートご利用の際において、お客様施設の電話回線およびモデムまたはその他の通信方法を当社が利用することを許

可していただきます。 

• リモート障害診断において当社の要求により、お客様によるアップデートが可能なファームウェア（当社のダウンロードサイト等からお客

様自ら入手可能なファームウェア）を当社が指定するバージョンにアップデートしていただきます。 

• お客様は、ソフトウェア使用許諾書、ソフトウェアライセンス証書およびライセンス・キーを保管し、当社の要求に応じて提示していただ

きます。 

• お客様は、当社からソフトウェアの新バージョンに関する書面または電子メールによる通知があった場合、これらの新バージョンの送付を

受ける旨の返信を行っていただきます。 

• お客様は、ソフトウェア技術支援およびオンライン情報提供にアクセスするためのお客様登録を行っていただきます。 



データシート 
 

 

• 当社の技術者が本サービス提供時に必要な全てのお客様のソフトウェアを無条件で利用できるよう許可していただきます。サービス対象シ

ステムにセキュリティ上の制約が適用されている場合には、お客様は、当社の作業に支障がないように、該当するシステムおよびソフト

ウェアの管理を行っていただきます。 

• ソフトウェアに対して通信回線経由の遠隔作業を当社が必要とし、且つお客様が承諾した場合には、お客様施設の電話回線およびモデムま

たはその他の通信方法を当社が利用することを許可していただきます。 

• データおよびソフトウェアのバックアップおよびリストアについては、お客様に対応していただきます。 

• 「故障ハードディスク返却不要データ消去オプション」ありを選択された場合以下を行っていただきます。 

– ハードディスク交換作業後データ消去作業の当社への依頼および当該ハードディスクの保管管理。 

– データ消去作業の前に作業依頼書に作業対象ハードディスクのシリアルナンバ記入およびお客様の署名。 

– 本サービス提供に必要な磁気処理可能な作業実施場所および電源の提供。 

• 本サービスの提供に必要となるソフトウェアの構成情報、パラメータなどのお客様固有の情報、及びお問い合せ事項に関する詳細情報を提

示していただきます。 

• Nimble ストレージのサービスに関しては「HPE データセンターケア for Nimble」の仕様が適用されます。 

 

一般条項 
• 当社は、サードパーティ製ハードウェアおよびソフトウェアの欠陥については責任を負いません。 

• 当社は、ハードウェアおよびソフトウェア障害に起因したデータ破壊については責任を負いません。 

• 当社は、ハードウェアのアップグレードまたは最新リビジョンのハードウェアへの交換によりもたらされる、最新バージョン以外のソフト

ウェアのパフォーマンスへの影響については責任を負いません。 

• お客様は、当社より提供される本サービス用ソフトウェア・ツールを複製、または譲渡してはならず、また第三者に使用させてはならない

ものとします。 

• 当社は、本サービスまたはサービスに関わる業務を、外部に委託する権利を有します。 

• 本サービスは、サービス対象ハードウェアおよびソフトウェアの品質を保証するものではありません。 

• 当社は、本サービスの提供において、ソフトウェア開発元とお客様との契約に基づく代行行為等の契約上の責任は負いません。 

• ハードウェアオンサイト修理に際して対象機器が屋外壁面または屋内高所に設置されている場合は、機器の取り外し取り付け作業をお客様

にお願いする場合がございます。 

• サードパーティ製ソフトウェアの使用許諾はそのサードパーティから許諾されている範囲にお客様の権利が限定されます。 

• お客様が直接当社もしくはサードパーティのウェブサイトからソフトウェアおよびマニュアルをダウンロードしていただく場合があります。 

• 同一場所に複数のシステムを保有されているお客様の場合、ソフトウェアおよびマニュアルの提供に関して配布物を統合させていただく場

合があります。 

• 当社は、サービス対象ソフトウェアに関する情報を選択してお客様へ提供する権利を有します。 

• 当社は、本サービスのオンサイト応答時間を確約するものではありません。地域、交通事情、天候等の諸事情により応答時間内にサービス

が提供されない場合があります。 

• お客様の施設が離島にある場合は、出張にかかる料金を別途請求する場合があります。 

• 「6 時間ハードウェア修復オプション」でリモート・アクセス・サービスをご利用いただく場合、当社はリモートアクセスによりお客様の

システム上の情報を参照し障害解析を行います。より詳細な解析が必要な場合は、お客様のシステム内のログ情報をリモートアクセスによ

り取得し弊社内システムにて解析を行うことがありますが、お客様は予めこれに同意の上、リモートアクセスをご利用いただくものとしま

す。 

• 「6 時間ハードウェア修復オプション」で 6 時間ハードウェア修理を完了するためには、リモートアクセスが必要です。システムに対する

物理的なアクセスまたはリモートアクセスが遅れた場合、あるいは拒否された場合、受付から規定の時間内での修復が完了できない場合が

あります。 

• 「6 時間ハードウェア修復オプション」で規定している時間は、最初に当社データセンターケア専用受付窓口がお客様からの電話による障

害の連絡を受けた時点、P9000/XP ストレージについては電話による連絡に加え当社が規定する障害通報ツールによる障害の連絡を当社
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が受けた時点、ネットワーク機器については電話による連絡をいただき問題箇所を特定した時点から、当社がハードウェアの修理完了を確

認するまでの時間です。ただし障害通報ツールにより当社に通知された障害の場合、規定の時間内でのハードウェアの修理完了を確認がで

きない場合があります。修理は当社が診断機能またはその他の手段を利用して誤動作が修復されたことを確認した時点で完了します。当社

は規定の時間内に修理を完了するために、独自の判断で一時的または永久的に製品を交換する場合があります。 

• 「6 時間ハードウェア修復オプション」は、地域、交通事情、天候等によっては時間内に提供されない場合があります。お客様の施設が離

島にある場合は、出張にかかる料金を別途請求する場合があります。 

• 「6 時間ハードウェア修復オプション」、または他の各種契約が完全に有効になるまでには、最初の購入契約締結日またはシステム納入日

から最大 30 日（いずれか長い方）かかる場合があります。データセンターケアの初期段階で、アカウントサポートチームは、部品在庫管

理ならびにサポート・プロセスの準備を行います。この初期セットアップ段階に重大な問題が発生した場合、当社は、可能な範囲で迅速に

問題解決にあたります。 

• 当社は、「コラボラティブサポート」ではサービスの提供において、開発元とお客様との契約に基づく代行行為等の契約上の責任は負いま

せん。 

• Nimble ストレージのサービスに関しては「HPE データセンターケア for Nimble」の仕様が適用されます。 

 

• 障害度の定義は下表のとおりです。 

障害度 分類と例 

障害度 1 システムダウン 

例）商用システムもしくは商用アプリケーションのダウン、もしくはその危険性。デー

タの破壊もしくはその危険性。ビジネスへの重大な影響。安全性についての問題。 

障害度 2 クリティカルな縮退 

例）商用システム、もしくはアプリケーションが機能の低下もしくは中断。再発の危険

性。中程度のビジネスへの影響。 

障害度 3 通常障害 

例）非商用システム（テスト機等）のダウン、もしくは縮退。商用システム、もしくは

アプリケーションの縮退への回避策を実施中。クリティカルでない機能の障害。軽度の

ビジネスへの影響。 

障害度 4 低影響度の障害、問合せ 

例）ビジネスやユーザーへの影響は無い 
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に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。 

本データシートは、補足のデータシート、またはお客様とヒューレット・パッカード エンタープライズ間の 
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