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ウェルカムパックの内容
はじめに

このガイドは、Entrust nShieldサポートサービスを可能な限り迅速かつ簡単にお使いい
ただけるよう、お客様の準備を整えることを目的としています。さまざまなお問い合わせ方
法を理解し、技術的な質問やカスタマーサービスに関する質問を提起する上でお役立てい
ただけます。

また、組 織 内 の重 要 なシステムに関するニーズを満たすた めに用 意さ
れた、各サポートパッケージに含まれる機能についても説明しています。 

ウェルカムパック
Entrust nShieldテクニカルサポートサービスの使用ガイド 

当社のグローバルテクニカルサポートチームとカスタマーサービスチームは、世界レベルの
サービスを提供することをお約束します。専門のサポートエンジニアがお客様の技術的な
質問に答え、製品に関連する技術的な問題の解決をサポートします。

このウェルカムパックは、サポートパッケージの一部として利用可能なさまざまなサポート
サービスへのアクセス方法を理解し、Entrust nShield®サポートとカスタマーサービスか
ら最大の価値を確実に得られるようお手伝います。
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3詳細はこちらをご覧ください：ENTRUST.COM/ja/HSM
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Entrust nShieldテクニカルサポー
トサービスの使用方法とは？
当社へのお問い合わせ方法
Entrustのテクニカルサポートまたはカスタマーサービスに問い合わせ、 
質問をログに記録したい場合、3つの方法をご利用いただけます。

1  Entrustヘルプセンターにログイン

2   Entrust nShieldテクニカルサポートに電話（お問い合わせ先 
情報については、本ガイドのテクニカルサポートのセクション 
をご参照ください）

3  Entrust nShieldテクニカルサポートにEメールを送信

ヘルプセンター
Entrust nShieldテクニカルサポートヘルプセンターには、次のリンクからアクセスできます。

https://nshieldsupport.entrust.com

このサイトにアクセスするには、現在有効なサポート契約が必要です。
Entrustヘルプセンターは、次のようなメリットをもたらします。

• 24時間年中無休で利用可能：Entrustヘルプセンターは、ウェブを介して24時間年中無休で利用可
能な使いやすいセルフサービスポータルで、豊富な情報に無制限にアクセスすることができます。

• Entrustナレッジベース検索：ヘルプセンターは包括的な検索機能を通じて、役立つトラブルシュー
ティングのアドバイス、ハウツー記事、ベストプラクティスを含んだナレッジベースを提供します。

•  製品に関する通知とアラートの配信登録：Entrustヘルプセンターは、ソフトウェアの新リリース、製
品の更新、セキュリティアラート、その他の重要なサポート関連ニュースを通知する、サブスクリプシ
ョン機能を提供します。

更新の定期配信に登録するには、ヘルプセンターのアカウント登録後、通知の受信を希望する製品グ
ループを選択するだけで簡単に設定することができます。

多くの質問や問題は、製品説明書、製品リリースノート、セキュリティアラート、バグ情報といったヘル
プセンター内のリソースを使用することで解決することができます。

オンラインヘルプセン
ターのリソースを使
用して、多くの質問や
問題の解決が可能
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ヘルプセンターのアクセス方法
ログイン資格情報の要求
ヘルプセンターの記事にアクセスしたり、サポートリクエストを送信したりするには、Entrustのアカウ
ントが必要です。

現在有効なサポート契約を結んでいる人は誰でもアカウントを取得できます。

EntrustサポートチームにEメールを送信（nshield.support@entrust.com）するか、本ウェルカム
パックの「お問い合わせ方法」のセクションに記載された電話番号を使用してお電話にてお問い合わ
せください。

すでにアカウントをお持ちでパスワードがわからない場合は、「パスワードを忘れた場合」のリンクを
クリックして、サイトへのアクセスのリセットを行ってください。

詳細はこちらをご覧ください：ENTRUST.COM/ja/HSM



6 詳細はこちらをご覧ください：ENTRUST.COM/ja/HSM

通知とアラートの配信登録方法

1 関心のあるトピックを選択

2 「フォロー」をクリック

3 「新しい記事」のオプション 
 を選択
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Entrust nShieldテクニカルサポート
へのお問い合わせ方法
ヘルプセンター
ヘルプセンターを通じてサポートチケットを発
行することができます。ログインし、上部ナビゲ
ーションメニューの「リクエストを送信」ボタンを
クリックしてください。help.Entrust.com

電話
以下の番号を使用して、電話でお問い合わせい
ただくことも可能です。

ご注意：電話の着信および発信は、診断、品質
管理、トレーニングの目的で記録される場合があ
ります。

問題を報告する際は、サポートエンジニアがトラ
ブルシューティングプロセスを迅速に開始でき
るように、できるだけ多くの情報を提供すること
を強くお勧めします。

Eメール
Eメールでのお問い合わせをご希望の場合は、 
当社のEメールアドレス 

（nshield.support@entrust.com）までEメ
ールをお送りください。 

当社がEメールを受信するとチケットがログに
記録され、Entrustサポートエンジニアがサポー
ト契約に記載された目標返答時間内にご連絡
を差し上げます。

Eメールは通常の営業時間中に監視されます。

EMEA  
8:30am～5pm（GMT） +44 1223 622444

APAC  
9am～5pm（香港）

オーストラリア 

日本 

 
+852 3008 3188

+61 8 9126 9070

+81 50 3196 4994

南北アメリカ 
9am～9pm 

（GMT−5時間）

ブラジル 

 
 

+1 (833) 425-1990

+55 11 3230 5205
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サポートチケットのログ記録後のステ
ップ

チケットの参照番号を確認するEメールがお送りさ
れます。

チケットは、知識豊富な当社テクニカルサポートエ
ンジニアの1人に割り当てられ、問題について話し合
い、解決に向けた最初のステップを計画するために
ご連絡を差し上げます。

問題に関する調査の進展と併せて、定期的に進捗情
報をお知らせします。また、ヘルプセンターからチケッ
トの現在の状況を確認することも可能です。
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当社からの質問に対する準備
問題の解決策を見つけるために、次に関する情報の提供を求める場合があります。

•  シリアルナンバー
•  障害についての説明と発生状況
•  サポートされているソフトウェアまたはハードウェアユニットに関する情報（バージョン、ライセンス

番号、環境など）（該当する場合）
•  診断情報（ログ、デバッグ、トレースファイル、コアダンプなど）
•  組織に与える運用上の影響に関する、障害の重大度の評価（以下の表をご参照ください）
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当社のチケット処理方法
環境への影響の重大度とお客様が購入したサービスレベルに基づいて、チケットに優先順位が付け
られます。ヘルプセンターからサポートチケットをログに記録する場合は、以下の表をご参照くださ
い。

チケット重大度 定義 結果

重大度1 緊急：顧客が重要なビジネス機能を実
行できないという重大な問題に直面し
ている

1.  本番システムがクラッシュまたはハングする

2.  本番データの破損（データの損失、データの利用不可）

3.  深刻なパフォーマンス低下など、本番システムに大きな
影響が発生

4.  生産システムやデータに損失が生じる、または中断され
る可能性が高い

5.  生産システムに対する回避策が直ちに必要である

重大度2 高：顧客またはワークグループは職務を
遂行できるが、職務のパフォーマンスが
低下しているか、大幅に制限されている

1.  生産システムに悪影響が生じている

2.  非本番データの破損（データの損失、データの利用不
可）

3.  非本番システムがクラッシュまたはハングする

4.  非生産システムやデータに損失が生じる、または中断さ
れる可能性が高い

5.  非生産システムに対する回避策が直ちに必要である

6.  開発システムが機能していない

重大度3 普通：顧客またはワークグループの職務
のパフォーマンスは、ほとんど影響を受
けていない

1.  生産システムや開発システムで重大ではない問題また
は欠陥が発生した

2.  製品の使用に関する質問

重大度4 低：システムへの影響は最小限である。
機能に関するリクエストやその他の重要
ではない質問が含まれます

質問、情報の要求、管理に関する問い合わせ
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Entrust nShieldテクニカルサポート
サービスの使用方法

プレミアムプラス プレミアム スタンダード

電話サポート（1日24時間、週7日間、365日）

地域ごとの営業時間中の電話サポート*

ヘルプセンターやEメールサポートを介してリクエストをログに記録（地
域ごとの営業時間内）

最初のお問い合わせに4時間以内に応答

最初のお問い合わせに8時間以内に応答

ヘルプセンターを介したナレッジ記事、製品発表、情報へのアクセス

故障したハードウェアの事前交換

故障したハードウェアを修理または交換のためにEntrustに返品 
（所要時間15日間）

ファームウェアとソフトウェアの更新

ファームウェアとソフトウェアに関する問題のホットフィックス（利用可能
な場合）

*Entrust nShieldテクニカルサポートへのお問い合わせ方法のセクションをご参照ください

詳細はこちらをご覧ください：ENTRUST.COM/ja/HSM
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プレミアムプラス
•  ウェブポータル、電話、Eメールを介した専門

家によるテクニカルサポートへの24時間年中
無休のアクセス

• 4時間以内の初期応答
•  極めて重要な技術的問題を処理するための緊

急事態管理プロセス
•  ソフトウェアとファームウェアに関する問題の

ホットフィックス
•  ハードウェアの事前交換
•  ヘルプセンターとナレッジベースへのアクセス
•  ソフトウェア、ファームウェア、ドキュメントの

更新
•  優先的なエスカレーション処理

プレミアムプラスサポートパッケージは、最高レ
ベルの24時間年中無休のテクニカルサポート
を提供します。このパッケージは、重要なライブ
環境内での長期的な停止によって、ビジネスに
影響が及ぶことが許されない組織向けに設計
されています。

プレミアムプラスサポートには、高度なスキルを
持つテクニカルサポートエンジニアチームへの
アクセス、24時間年中無休での対応（週末と祝
日は電話でのみ対応）、および事前交換サービ
スが含まれます。当サービスでは、障害が確認さ
れた後、故障したハードウェアを最初に返品す
るよう求めることなく、翌営業日の営業終了時
間までに交換用デバイスを発送します。

事前交換：交換用ユニットには常に最新のソフ
トウェアが含まれますが、お使いの既存のユニッ
トには、異なるバージョンが含まれる場合があ
りますのでご注意ください。これは、交換用ユニ
ットを操作するために調整が必要となる場合が
あることを意味します。交換用ユニットに別のソ
フトウェアバージョンをロードする必要がある場
合は、事前にお知らせください。

お客様は、故障した製品を取り外して当社に返
品し、税金や関税を含む費用を自己負担した上
で修理または交換した製品を取り付ける必要
があります。

詳細はこちらをご覧ください：ENTRUST.COM/ja/HSM
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プレミアム
•  地域ごとの営業時間中にヘルプセンター、電

話、Eメールで専門のテクニカルサポートチー
ムにアクセス

• 4時間以内の初期応答
•  極めて重要な技術的問題を処理するための緊

急事態管理プロセス
•  ファームウェアとソフトウェアに関する問題の

ホットフィックス
•  ハードウェアの事前交換
•  ナレッジベースへのアクセス
•  ソフトウェア、ファームウェア、ドキュメントの

更新
•  優先的なエスカレーション処理

プレミアムサポートパッケージには、ハードウェ
アの事前交換、迅速な応答、優先的なエスカレ
ーション処理など、プレミアムプラスパッケージ
とほぼ同様の機能が含まれています。24時間
365日のサービスを必要としないライブシステ
ム環境に適しています。
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スタンダード
•  地域ごとの営業時間中にヘルプセンター、電

話、Eメールで専門のテクニカルサポートチー
ムにアクセス

• 8時間以内の初期応答
•  ソフトウェアとファームウェアに関する問題の

ホットフィックス
•  ナレッジベースへのアクセス
•  検証済みの故障したユニットを、返品の受領

後15営業日以内に修理または交換

Entrustスタンダードサポートパッケージは、重
要ではない開発環境またはテスト環境に必要
なテクニカルサポートサービスを提供します。こ
のパッケージでは、当社のテクニカルサポートエ
ンジニアチームにアクセスすることができます。
テクニカルサポートエンジニアは、Entrust製品
のインストール、構成、保守に関するさまざまな
質問にお答えできるよう全力と尽くします。ハー

ドウェアの交換（スタンダードパッケージ）。お客
様より報告を受け、製品ユニットに障害が発生
したことを確認した後、元のハードウェアユニッ
トを修理するか、交換品を提供します。故障した
ユニットの返品を受領した日から15営業日以内
に、修理または交換したユニットを発送します。
お客様は、元の製品を取り外して当社に返品
し、税金や関税を含む費用を自己負担した上で
修理または交換した製品を取り付ける必要が
あります。交換用ユニットには常に最新のソフト
ウェアが含まれますが、お使いのユニットには、
異なるバージョンが含まれる場合がありますの
でご注意ください。これは、交換用ユニットを操
作するために調整が必要となる場合があること
を意味します。交換用ユニットに別のソフトウェ
アバージョンをロードする必要がある場合は、
事前にお知らせください。
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カスタマーサービス
nShieldテクニカルサポートチームがハードウェアに欠陥がある
と診断した場合、専任のカスタマーサービスチームがお客様と協
力して、故障したデバイスを交換または修理するために配送手続
きを行います。

プレミアムおよびプレミアムプラス
同等の交換用デバイスは、翌営業日の営業終了時間までに発送
されます。

スタンダード
返品チームが故障したデバイスの回収を手配します。当社センタ
ーにてデバイスを受領後、受領日から15日以内にデバイスは修理
され、返送されます。デバイスが修復不可能な場合は、交換品が
発送されます。

すべての場合において、送料が支払い済みの配送方法が両方向
で使用されます。

詳細はこちらをご覧ください：ENTRUST.COM/ja/HSM
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お問い合わせ： 
HSMinfo@entrust.com

Entrust nShield  
HSMの詳細はこちら：

HSMinfo@entrust.com

entrust.com/ja/HSM

ENTRUST社について

詳細はこちらでチェック：

Entrust は信頼できる認証、支払い、データ保護を実現することで、動き
続ける世界をセキュアにしています。今日、支払いや国際取引、電子政府サ
ービスへのアクセス、そして企業ネットワークへの認証において世界中でよ
り安全で円滑なユーザ体験が求められています。Entrust はこうしたイン
タラクションの要となり、他にはない多様なデジタルセキュリティと認証発
行ソリューションを提供しています。2,500人を超える従業員、グローバル
パートナーネットワーク、そして150カ国以上におよぶ顧客に支えられ、世
界で最も信頼されている組織から信頼されています。


