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最初にお読みください



 Micro Focusは再編成されたカスタマーポータルをリリースしました。サポートポータル
のご利用にあたっては、まず最初にこのドキュメントルをお読みください。

 ここでは、ポータルサイトの基本的な使い方を説明していきます。サポートをご利用に
なる際に必要なポータルの新しいレイアウトや操作を理解するうえで役立ちます。

 このドキュメントでは、下記のトピックについて説明していきます：

 サポートポータルの基本的な使い方

 ログインとNetIQ Access Mgr (NAM)アカウントの作成方法

 技術情報検索の概要

 チャットサービスの利用方法

 サポートケースの管理（ケースのオープン）とケースの参照

 サポートケースへのファイルのアップロードとダウンロード方法

 サポート資格情報と製品（資産）の確認方法

 フレキシブルクレジットの確認方法

 サイトの管理者と権限、およびサポート資格の有効化

 製品情報やセキュリティアップデート、パッチなどのメール通知の管理

 追加のヘルプ情報
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基本的な使い方



 この章では、カスタマーポータルサイトの概要やページレイアウトの特徴などの基本的
な使い方を説明します。

 この章では、各項目の詳細の説明はしません。もう少し詳しく知りたい場合は、次の章
以降の個別モジュールを参照してください。
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カスタマーポータルの使い方
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まず、portal.microfocus.comへアクセスしてください。

https://portal.microfocus.com/
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ここをクリックして
ログインするか、
ログインアカウント
を持っていない場合
は作成してください。
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プライマリメニュー：
• ケース管理
• ユーザアクセス管理
• Email通知の管理
• サポート資格の参照
• ナレッジベース（技術情
報）へのアクセス

• フレキシブルクレジット
の管理

• 基本的なヘルプメニュー
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センターのアイコンは、
良く使われる機能への
ショートカットです。
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無償試用版へのアクセス

マイクロフォーカス
サポートのその他の情報

へのアクセス



10

ライセンスとダウン
ロードをクリックする
と、製品とライセンス
資格へアクセスするた
めのダウンロードシス
テムへ移動します。



11

ソフトウェアライセン
スとダウンロード(SLD)
サイトで、ソフトウェ
アのダウンロード、ラ
イセンスキーへのアク
セス、サイトの情報へ
のアクセス権の管理を
行うことが出来ます。

john.doe@xyz.company
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ポータルへのログインとNetIQ Access Mgrアカウントの
作成



 このモジュールでは、サポートポータル（ portal.microfocus.com ）へのログインの仕方
を説明します。また、マイクロフォーカスログインアカウントを未だ取得していない
場合の作成方法を説明します。

 また、新しくマイクロフォーカスNAMアカウントを作成する必要があるか確認する方法
を説明します。
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ポータルログインとNetIQ Access Mgt (NAM)
アカウントの作成

https://portal.microfocus.com/
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ここをクリックして
ログインするか、
ログインアカウント
を持っていない場合
は作成してください。
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NetIQ Access Manager 
(NAM)アカウントが
ない場合は、作成し
てください。

既にログインアカウント
を取得している場合、
資格情報を入力してポー
タルへログインします。

or



NAMユーザアカウントとは？

 マイクロフォーカスのサポートシステムは、アカウントとその連絡先情報を使用して、お客様の
サポート資格と購入済み製品を確認します。

 サポートポータルのNAMユーザーアカウントは、弊社サポートシステム内の連絡先レコードとリ
ンクしています。サポートケースの履歴やその他の重要な情報にアクセスするには正しいリンク
が作成される必要があります。

 手順としては、お客様のアカウントの技術管理者が、サポートポータルでお客様の連絡先レコー
ドを作成（「技術管理者とユーザーアカウント制御」モジュールを参照してください）します。
すると、登録を完了するための招待メールが送られてきます。
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ポータルログインとNetIQ Access Mgt (NAM)
アカウントの作成



NAMアカウントを作成る必要があるか確認するには？

質問. 新しくアカウントを作成する必要がありますか？

回答：SupportLine、Attachmate My Support 、あるいはダウンロードポータルなどを使用していたユーザーであっても、
Community（サポートフォーラムやアイデアエクスチェンジ等への投稿）に登録したことがない場合は、新たにアカウントの登
録が必要です。

Customer Centerポータル（Micro Focus、Novell、NetIQ、GWAVA）、softwaresupport.softwaregrp.com（mysupport.microfocus.com）、
またはCommunityにログインしたことがある場合、そのアカウントがご利用いただけます。

既にアカウントを持っているか不明な場合は、Forgot Usernameをクリックし、あなたのEmailアドレスを入力してください。

アカウントがある場合は、webmaster@microfocus.comから、件名：“Micro Focus Login Username”で、あなたのユーザー名を知ら
せるメールが送られます。

アカウントをお持ちでない場合は、以下のメッセージが表示されます：“Sorry, we cannot find the email address you entered. Your 
email address must be typed exactly as it appears in your Login. Please recheck the email address and re-submit. If you are receiving this 
message a second time, it appears that you are not in our system. Please use Create Account to create your new Login.”

質問：新しくアカウントを作成すると、“Sorry! Something’s wrong.” が表示される。

回答：同じEmailアドレスで既にアカウントをお持ちのようです。Forgot Usernameをクリックし、あなたのEmailアドレスを入力
してください。既にアカウントをお持ちの場合は、webmaster@microfocus.comから、件名：“Micro Focus Login Username”で、あ
なたのユーザー名を知らせるメールが送られます。
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ポータルログインとNetIQ Access Mgt (NAM)
アカウントの作成

https://community.microfocus.com/
https://community.microfocus.com/
https://www.microfocus.com/selfreg/jsp/forgotUsername.jsp
mailto:webmaster@microfocus.com
https://www.microfocus.com/selfreg/jsp/forgotUsername.jsp
mailto:webmaster@microfocus.com
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最後に”Create 
Login”をクリッ
クします。

Basic Information（基本情報）
フィールドを登録します。以前の
マイクロフォーカスポータルで使
用していたEmailアドレスと同じ

Emailアドレスを使用してください。

ポータル上のあなたのユーザーレ
コードとシステム内の連絡先レ
コードを一致させるために、必ず
既存のEmailアドレスを入力してく

ださい。

ユーザ名とパスワードの条件*1に
従って、Login Information （ログ
イン情報）フィールドを入力して

ください。

マイクロフォーカスのTerms of 
Serviceのチェックボックスをク
リックして利用規約に同意してく

ださい。

*1 -ユーザー名とパスワードの条件：

ログイン用のユーザー名は一意でなけれ
ばなりません。ユーザー名には、文字、
数字、アンダースコア、ダッシュを含め
ることができます。スペース、ピリオド、
その他の句読点、特殊文字は使用できま
せん。

パスワードは、6文字以上の長さで1つ以
上の文字と1つ以上の数字または特殊文字
を含める必要があります。有効な文字は
A～Zまたはa～z、数字は0～9、特殊文字
は~!@#$%^*()-_=[]{}|;:<>,.?.です。
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ポータルへのログ
インに成功すると、
ユーザ名が表示さ
れます
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技術情報の検索



 この章では、カスタマーポータルでの技術情報の検索方法を説明します。

 検索を使うことによって、サイト内に登録されている過去情報を利用して、ご自身で問
題を早期に解決することが出来るようになります。

 この章では、検索結果の絞り込みをする為のフィルターの設定や、検索の保存方法など
の検索の基本的な使い方を説明します。
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技術情報の検索
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技術情報の検索するだけであ
れば、ポータルへのログイン
は不要です。しかし、ポータ
ルへログインすることによっ
て、サポート資格を持つユー
ザーのみが参照可能な技術情
報にアクセスすることが出来

るようになります。

検索するキーワードを入力し
てください。虫眼鏡アイコン
をクリックすると検索が始ま

ります。

または、ここをクリックして
検索ページへ移動してくださ

い。
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検索するキーワードをこ
こに入力して、虫眼鏡ア
イコンをクリックしてく

ださい。
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Filter (フィルター)ボック
スで、キーワードを指定
し検索を絞り込みことが
出来ます。ここで

は、 ”Reflection”に関連
する” COBOL ”を検索し
ます。入力すると、選択
肢のリストが下に表示さ
れます。興味がある選択
肢をクリックすると検索
が実行されます。

重要：フィルターとキー
ワードを追加することに
よって、検索結果をさら
に絞り込むことが可能で
す。戻すにはキーワード
やフィルターを削除して

ください。

キーワードを追加します。
ここでは、”Reflection ”を
入力して虫眼鏡アイコン
をクリックしています。

キーワードとして
”Reflection”が表示されて

います。
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Save Query(検索の保存)
をクリックすると、この
検索の名前を登録する
ウィンドウがポップアッ
プし、検索を保存する
ことが出来ます。
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“Get Query”をクリック
すると、保存済みの検
索を参照できます。実
行したい検索をクリッ
クしてください。

注意：“X”をクリックす
ると保存していた検索
が削除されます。

ソート順をRelevance(関
連性順)からDate(日付順)
へ変更するには、ここ
をクックしてください。

検索結果は、
ページの中央に
表示されます。
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チャットサービス



 この章では、チャットサービスの基本的な使い方を説明します。

 チャットはマイクロフォーカスにより運営されており、お客様へサポートのご案内や、
様々な質問に対して支援するとこが出来る専任の担当者が配置されています。

 チャットは、英語と日本語で24時間x365日サービスを提供します。また、中国語、フラ
ンス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語では、それぞれのローカルビジネス時間
サービスを提供します。

 問題や質問を解決するのに別の技術者による調査が必要な場合は、チャット担当者はお
客様に替わって新規サポートケースをオープンします。

28

チャットサービス
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チャットをご利用になるのに
ログインは不要です。

ログインしている場合は、登
録されている名前とEmailアド
レスがチャットフォームに表

示されます。

Chat with An Agentと表示され
ていれば、いつでもチャット
がご利用いただけます。
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ログインしている場合は、名
前とEmailは自動的に表示さ

れます。

Preferred language(優先言語)
を選択してください。

Start Chatting(チャットを開始)
をクリックしてください。
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メッセージを入力してエー
ジェントとチャットを開始し

てください。

チャットが終了したら、”X”をク
リックして、セッションを終了

してください。
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チャットセッション
の終了を確認します。
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チャットのトランスクリプト（写し）を保存すること
が出来ます。 a.txtファイルがローカルコンピュータに

ダウンロードされます。

Close chat(チャットを退席)で終了してください。
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ケースの管理（作成）



 この章では、新規サポートケースをオープンする方法やサポート担当者とのやり取りす
る際の基本的な操作などの説明をします。

 新規ケースのオープン、すべてのケースのアクティビティの参照、ケースアップデート
などを行う手順を学びます。
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ケース管理（作成）
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ポータルへログインする
と、Cases(ケース)メ
ニューからケースを管理
することが出来ます。

ここから、New Case(新し
いケース)をオープンした
り、あらかじめ定義され
ているビューにアクセス
し、お客様のアカウント
（複数のアカウントに所
属している場合もありま
す）でのケースの状況を
簡単に確認することが出
来ます。

重要：ポータルでのアカ
ウントとは、お客様の会
社です。
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New Case(新しいケース)
をクリックすると、サ
ポートケースをオープン
するスクリーンが表示さ
れます。

複数のアカウントに所属
している場合があります。
その場合は、先ず対象と
なるアカウントを選択し
てください。

XYZ Company
ACME Inc.
Your Company LLC
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Account(アカウント)を選
択後、ケースタイプを選
択します。

製品の問題や質問の場合
は、Technical Issue(技術的
な問題)を選択してくださ
い。

XYZ Company
技術的な問題やライセンス
の質問のケースをオープン
するには、マイクロフォー
カスの有効な資格情報が必
要です。
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追加のフィールドが表示
されます。

各フィールドを右の番号
順に選択および入力して
ください。
直前に選択した内容に
よって、ドロップダウン
メニューが表示されます
ので、数字の順番通り進
めてください。

XYZ Company

1 2

3 4

5 6

7

8

Submit(送信)をクリックし
て完了します。

ステップ７まで完了し、カーソ
ルをDescription(説明)ボックスへ
移動させると、入力された情報
を基に関連する技術情報の記事
がポップアップします。
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前のページでSubmit(送信)
ボタンを押すと、この様
なスクリーンが表示され、
ケースがオープンされま
す。

ケース番号と詳細情報が
表示されます。

XYZ Company
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Cases(ケース)のMy Open 
Cases(自分のオープン中の
ケース)をクリックすると、
オープン中の自分のすべて
のケースを見ることが出来
ます。

XYZ Company
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この例は、自分がオープ
ンしているすべてのケー
スをリストしています。
個々のケースの詳細の参
照、アップデート、ファ
イルのアップローなどを
行うには、ケースIDの番
号をクリックしてくださ
い。

XYZ Company
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ケースを更新するには、
Update Case(ケースの更新)
をクリックしてください。

XYZ Company
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追加したいケースコメント
を入力して、Saveをクリッ

クしてください。
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ページをスクロースすると、
ケースコメントを確認する

ことが出来ます。

XYZ Company



 ケースの管理はすべてサポートポータル上で行われます。

 常時ポータルへログインしなくても、下記の方法でオープン中のケースのアップデート
を確認することが出来ます。

 ケースがオープンされると、以降ケースのステータスにアップデートがあるとEmail通
知が送られます。新規のケースがオープンされたとき、サポートエンジニアがケースの
ステータスを変更したとき、解決策が提示されたとき、その他お客様のアクションが必
要な時などにEmailが送信されます。

 お客様へ送信されるメールには、各ケース毎の参照番号が付与されています。そのまま
返信していただければ、お送りいただいたアップデートは弊社サポートシステムに反映
され、Emailアップデートとしてサポートポータルから参照することが出来ます。
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Emailによる更新や返信



47

ホームボタンをクリック
すると、ポータルのメイ
ンスクリーンへ戻ります。

XYZ Company
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アップデートが完
了したら、ログア
ウトしてください。
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ケース管理 –ケースの参照



 この章では、ポータルでケースを参照する際の基本的な操作を説明します。

 お客様自身で作成したケースやアカウント内の他のユーザーが作成したケースを参照す
る方法を説明します。

 また、ケースのリストビューのカスタマイズ方法を説明します。
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ケースの管理（参照）
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• ポータルでは下記の4つのビューがあらかじめ定義されています。
• My Open Cases(自分のオープン中のケース)：お客様自身でオープンしたアクティブなケー
スのみが表示されます。

• All My Cases (自分のすべてのケース)：お客様自身がオープンした（クローズされたケース
も含む）すべてのケースが表示されます。

• My Account’s Open Cases (アカウントのオープン中のケース)：お客様のアカウントのすべて
のオープン中のケースが表示されます。

• All My Account‘s Cases (アカウントのすべてのケース)：お客様のアカウントの（クローズさ
れたケースも含む）すべてケースが表示されます。

• これらの既定のリストビューはカスタマイズすることはできません。

• カスタマイズしたビューを作成するには、まず最初に上記のいずれかの標準のビューをクリッ
クし、次ページ以降の操作を行ってください。
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右端のフィルターアイコンを
クリックすると、この既定の
リストビューに設定されてい
るフィルター（ロックされて
おり編集不可）を確認するこ
とが出来ます。

XYZ Company
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設定アイコンをクリックす
ると、リストビューコント
ロールが表示されます。

XYZ Company

New(新規)を選択して新しい
ビューを作成するか、
Clone(コピー)を選択してこの
ビューを基に編集してください。
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XYZ Company

新規・コピーどちらを選択し
ても、ビューリスト名の入力
と、誰がリストを表示出来る
かを設定する必要があります。

そして、 Save(保存)をクリッ
クします。

注意：この例では、リスト
ビューは他の人と共有出来ま
せん。
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XYZ Company

保存したビューリストに対し
て、フィルタやフィルタロ
ジックの追加を行い、表示し
たいケースのビューを定義し
ます。
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ファイルのアップロードと共有



 この章では、サポートへファイルを送る際の基本的な使い方を説明します。

 マイクロフォーカスはお客様とファイル交換を行う場合は、Micro Focus – File Transfer 
System (MF-FTS)を使用しています。

 MF-FTSは、マイクロフォーカスのサポート担当者へお客様のデータを送る際にデータを
保護する暗号化された安全なサイトです。

 マイクロフォーカスのサポートケースを新規オープンするたびに、そのサポートケース
専用の新しいMF-FTSアカウントがオープンされます。

 アップロードされたコンテントは、ケースがクローズされてから45日後に削除されます。
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ファイルのアップロードと共有
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ログインしてください。
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My Open Cases(自分のオープン
中のケース)を選択してケース
のリストを表示します。
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ファイルをアップロードする
ケースのCase ID(ケース番号)を

クリックします。

XYZ Company
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FTPリンクのアカウントとパ
スワードが表示されるまで、
スクリーンをスクロールし

てください。
リンクをクリックすると、
安全にファイルをアップ
ロード/ダウンロードできる
FTPサイトへ移動します。

FTPサイトにログインするた
めに、アカウントとパス
ワードを記録しておいてく

ださい。

注意：新規ケースオープン
後少し遅れて表示されます。
空白の場合は、ブラウザを
リフレッシュしてください。

注意：はじめてアクセスす
る場合は、使用条件が表示
されます。内容を確認のう
え、Acceptしてください。

https://sample.url.com
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このケース番号専用フォル
ダにアクセスするため、
アカウントとパスワードを
入力してください。
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このページからファイルをアップロー
ドしてください。また、サポート担当
者から送られたファイルをダウンロー

ドすることもできます。
終了したら、ログアウトしてください。
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サポート資格と資産管理



 この章では、お客様のサポート資格情報と弊社からご購入いただいた資産の確認方法を
説明します。

 サポート資格(Entitlement)は、マイクロフォーカスからご購入いただいた資産(Asset)に
対するサポートの為のサービス契約です。

 資産(Asset)は、一般的な言葉で表すと、ご購入いただいたサポート製品です。
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サポート資格と資産管理
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ログインしてください。

そして、My Entitlements(自分
の資格)をクリックします。
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Account(会社)を選択してくだ
さい。

XYZ Company
ACME Inc.
Your Company LLC



69

お客様のすべての製品リスト
が表示されます。（システム
ではお客様のAsset(資産)とし

て管理しています）

この例では、製品名左の矢印
をクリックして資格情報を表

示しています。

XYZ Company

View Details(詳細表示) をク
リックし、資格情報に関する
詳細情報を表示します。
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XYZ Company

資格情報の詳細ページから前
のページに戻るには、Closeを

クリックします。

資格情報の詳細（資格名、顧
客サービスID、開始日、終了
日、ケース数、資産シリアル
番号、その他）情報が表示さ

れます。

XYZ Company
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ソフトウェアやライセンス
のダウンロードする場合は、
ここをクリックしてくださ
い。ソフトウェアのライセ
ンスとダウンロード (SLD) サ
イトへアクセス出来ます。

SLDはサポートポータルとは
別システムです。このリン
クはブラウザの新しいタブ

で開かれます。

XYZ Company

SLD URLをクリックすると、
SLDの注文ページに直接移動

します。
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ソフトウェアのライセ
ンスとダウンロード
(SLD)サイトで、ソフト
ウェアのダウンロード、
ライセンスキーへのア
クセス、およびIDアク
セス管理を行うことが
出来ます。

john.doe@xyz.company

サイトの管理者からダ
ウンロードするアクセ
ス権を未だ付与されて
いない場合は、アクセ
ス要求を行う必要があ
ります。
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フレキシブルクレジット



 この章では、利用可能なフレキシブルクレジットの確認方法を説明します。

 どのようなサービスが利用可能なのかを確認し、どうやってリクエストを行いクレジッ
トを消費するか見ていきます。
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フレキシブルクレジット
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ログインしてください。

まず、Flexible Credits(フレキ
シブルクレジット)をクリッ
クし、次にDelivery Request(
提供リクエスト)をクリック

します。

ここから、フレキシブルク
レジットを利用するための
リクエストを開始します。
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Support Delivery(サポートの提供)、
Education(トレーニング)、または

Professional Services(プロフェッ
ショナルサービス)から、リクエ
ストタイプを選択してください。

次に、契約を検索し、利用可
能なクレジットを検索します。
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このページでは、アカ
ウントでのすべての契
約情報を表示します。

下矢印で展開して、ク
レジットの詳細を確認

します。

クレジットの現在のステー
タスを表示します。

Credits in Transit(リクエスト
中のクレジット)は、リクエ
スト中でまだ完了していな
いクレジットです。このク
レジットを再度使うことは

できません。

リクエストが完了すると、
Credits Consumed(消費済み
のクレジット)へ移動します。

クレジットの利用を開
始するには（この例で
はサポート提供リクエ

スト）、Create 

Support Delivery 
Request(サポート提供
リクエスト作成)をク
リックしてください。

XYZ Company

XYZ Company
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ポップアップメニューが
表示されます。

上記の番号に従って、順
番に項目の選択肢を選ん
でください。選択した内
容で、次のフィールドの
選択肢の情報がアップ
デートされます。

注意：提供可能なサービ
スは、地域とリソースの
空き状況に依存します。

Save(保存)をクリックし
てリクエストを完了し

ます。

1 2

3 4
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ケースが割り当てられ、
リクエストの詳細を確
認することができます。

リクエストに関して、
サービスを提供する担
当者からお客様へご連
絡を行い、作業をスケ
ジュールします。
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管理者とアクセス制御



 この章では、管理者とアカウント内の連絡先の管理に関する概要を説明します。

 管理者の基本的な役割は、アカウント内で誰にサポート資格を有効にするかを管理しま
す。

 また、サイト内の連絡先の追加や削除、および管理者権限を管理します。
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管理者とアクセス制御
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ログインしてください。

そして、Users(ユーザー)をク
リックします。
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アカウントに新規ユーザを追加
する場合は、ここをクリックし

てください。

XYZ Company

または、既存のアカウントを選
択して編集できます。

複数のアカウント（会社）に所
属している場合は、管理するア
カウントを選択します。



84

Add new Contact (新規連絡先の追
加)をクリックしてアカウントへ
ユーザーの追加を開始します。

XYZ Company
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新規追加する連絡先の情報を
入力してください。

*の付いたフィールドは必須項
目です。

XYZ Company

XYZ Company

XYZ Company

お客様の会社に複数のアカウ
ントが登録されている場合が
あります。ここから新規連絡
先に対してアカウントをリン
クすることができます。

入力が終わったら、Create(作
成)をクリックしてください。
登録した連絡先に、サポート
ポータルアカウントの作成を
依頼するEmailが送られます。

また、アカウントの管理者
(Delegated Admin)に設定するこ

とができます
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既存の連絡先を編集するには、
右矢印をクリックして展開し

てください。

XYZ Company
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管理者は、アカウント内の
ユーザーを管理者（または逆
に一般ユーザー）にすること

ができます。

管理者は、サポート資格を管理して、ユーザー毎・製品毎に
サポートを有効（または無効）にすることができます。

このボックスがチェックされていれば、このユーザーはこの
製品に対するサポートケースをオープンすることができます。
また、アカウント内のすべてのサポートケースの内容を参照
したり、ケースをアップデートしたりすることができます。

最後に、Save Changes(変更の保
存)をクリックして終了します。
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メール通知の管理



 この章では、製品や様々なドキュメントの更新時に送られるメール通知の基本的な管理
について説明します。

 通知は直接お客様のEmailアドレスへ送られます。製品、ドキュメント、パッチ、その
他、最新の情報をお届けします。

 最新の製品情報を入手することで、お客様のシステムやソフトウェアを最適な状態に保
つことが可能になります。
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メール通知の管理
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まず、ログインしてください。

Email Notifications(メール通知)
をクリックします。

そして、Add Notifications(通知
の追加)をクリックします。
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ボックスをクリックすると、
アルファベット順に並んだ
製品のリストが表示されま
す。また、入力された内容
に従って候補となる製品名

が表示されます。

通知を受信したい製品を選
択してください。
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アップデートを受信したい興味のあ
るドキュメントのタイプをクリック
し、中央の右矢印アイコンで選択済
みリストに追加してください。

また、右のボックスでドキュメント
タイプをクリックし、中央の左矢印
アイコンで選択を取り消すことがで

きます。

Save(保存)をクリックして設定を終
了します。
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My Notifications(自分の通知)
から設定の確認と削除を行う

ことが出来ます。
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不要になった通知のチェックボック
スをクリックし、Delete(削除)をク

リックしてください。 たくさんの通知設定がある場合は、
検索バーからリストの絞り込みを行

うことが出来ます。
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追加のヘルプへのアクセス
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さらなるヘルプが
必要な場合は、メ
ニューのHelpオプ
ションをクリック
してください。
FAQ、ハンドブッ
ク、その他役立つ
情報を参照できま
す。

技術的な質問以外の質問を
アシストするSupport Home
ページへアクセスできます。

電話でサポートへ連絡したい場
合は、ここをクリックすると国
/地域の番号を確認できます。


