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1 はじめに 
 
この文書では、次に挙げる項目で クリアスウィフト サポートポータルを使用する方法を説明します。 
 

 ナレッジベースでのソリューションの検索 

 当社への質問 

 問題の報告 

 機能向上の要求 

 既存の事例の表示 

 ソフトウェア/更新のダウンロード 

 製品文書へのアクセス 

 サービス契約の確認 
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2 ログイン 

クリアスウィフトでは、お客様向けとパートナー様向けに 2 つのサポートポータルをご用意していま

す。ログインするには、こちらのページにアクセスしてください。 

http://www.clearswift.co.jp/support/portals 
 

 

  

http://www.clearswift.co.jp/support/portals
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3 ホームページ 

サポートポータルのホームページでは、よく使われるファンクションや情報にすばやくアクセスすることが

できます。たとえば、 

 最近使ったデータ 

 ホットなトピック 

 ケースの管理 

 製品および書類のダウンロード 

 製品サポート終了情報 
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4 ソリューションの検索 

サポートポータルで、一般的な質問や問題に関する解答やソリューションを検索することができます。 
 

ソリューションの検索方法: 

 

1. [ソリューション] タブをクリックします。 

2. 質問に関連するキーワードを [検索] フィールドに入力します。 

3. [場所]ドロップダウンリストから該当する製品を選択します 

4. [ソリューションの検索] ボタンをクリックします。 

5. 質問に対応する回答の一覧が、適合する順に表示されます。 

6. ソリューションのタイトルを選択して表示します。 

7. 質問に対する回答が得られたら、[はい] ボタンをクリックします。 

8. 質問に対する回答が得られない場合は、[いいえ] ボタンをクリックします。 
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5 ケースの提起 （クリアスウィフトと直接契約のあるパートナーまた

はダイレクトカスタマーのみ） 

質問に対する回答が得られない場合や、問題を解決できない場合には、当社のカスタマーサポー

トチームに「ケース」を提起することができます。ケースは、次の場合に利用できます。 

 
 当社への質問 
 問題の報告 
 機能向上の要求 

 

なお、本サービスは、クリアスウィフトと直接契約のあるパートナーまたはダイレクトカスタマー以外

の方はお使いいただけませんのでご注意ください。 

 
ケースの提起方法: 

 

1. [ケース] タブをクリックします。 

2. [ケースの新規作成] ボタンをクリックします。 

3. [新規レコードのレコードタイプ] ドロップダウンリストで適切なケースのタイプを選択しま

す。 

a. エラーの報告（問題の報告） - ソフトウェアまたはシステムの使用/機能上のエ
ラー。 

b. 技術的クエリ - 特定のソフトウェアまたはシステムの使用/機能に関連した質問、
または、クリアスウィフト製品に関連する一般的な質問。 

c. 改善要望（機能向上要求） – クリアスウィフト製品に対する、機能向上または
追加の要求 

d. ハードウェアの問題 - ハードウェアのサポート契約に基づく要求。 
e. URL 分類 – 特定の URL の分類確認要求。 

4. [次へ] ボタンをクリックします。 
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. 

5. ケースのステータスは、自動的に [新規] に設定されます。ケースの各ステータスの定義に

ついては付録 B に説明があります。 

6. [製品ファミリー] ドロップダウンリストを使用して、ケースを提起する製品を選択します。た

とえば、 

a. SMTP – MIMEsweeper for SMTP、EXCHANGEmanager、

IMAGEmanager および Edge Server に関連する問題には、これを使用しま

す。 

b. Email –Clearswift SECURE Email Gateway に関連する問題には、これ

を使用します。 

7. ケースの重要度（詳細は｢付録 C – ケースの重要度｣を参照）は、問題の影響と緊急

度の両方で決まります。[影響] ドロップダウンリストを使用して、問題の影響を受ける組織

内のユーザー数を選択します。 

a. シングルユーザー 

b. 複数ユーザー 

c. 組織 

8. [緊急度] ドロップダウンリストを使用して、問題の重要度を選択します。 

a. 低 

b. 中 

c. 高 

9. [件名] フィールドに問題の簡潔な要約を入力します。 

10.  [説明] フィールドに問題についての詳細な説明を入力します。 

11.  [登録] ボタンをクリックします。 
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12. ケースが登録されたことを通知する電子メールが、自動的に返信されます。この電子メール

に対する返信は、自動的にポータルのケースに追加されます。 

13. ケースに対する可能なソリューションが提示される場合があります。リンクをクリックして、可

能な修復を見ることができます。 

14. コメントを追加する場合は [コメントを追加する]ボタンをクリックしてください。また、ケース

にファイル（例、ログファイル）を添付するには、[添付ファイルのアップロード] ボタンをクリ

ックしてから、指示に従ってください。 
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6 ケースの確認 

 [ケース] タブを使用して、提起したケースについての次の項目を確認することができます。 

 

 提起した質問に対する回答 

 報告した問題についての進展状況 

 機能向上の要求のステータス 

 

あなたの同僚が提起したケースについて見ることもできます。 

 

ケースのステータスの確認方法: 

 

1. [ケース] タブをクリックします。 

2. [ビュー] ドロップダウンリストから見たいケースを選択します。 

a. 私のオープンケース – 自分が提起した未解決ケースを示します。 

b. 私の解決済みまたはオープンケース – 自分のすべての解決および未解決ケース

を示します。 

c. 私の組織のオープンケース – 自分/自分の同僚が提起した未解決ケースを示し

ます。 

d. 私の組織の解決済みまたはオープンケース – 組織のすべての未解決および解

決済みケースを示します。 

e. 最近参照したケース – 最近参照したケースを示します。 

3.  [Go!（実行）] ボタンをクリックします。 

4.  リストから任意のケースを選択します。 

a. 「状況（ステータス）」フィールドは、現在のケースがどういった段階にあるのか、そ

して組織の誰かからの対応を待っているかどうかを示します。この文書の付録 B で、

各ステータスについての説明を見ることができます。 

b. ケースコメントセクションは、ケースに関連付けられたすべてのメモを表示します。ケ

ースコメントセクションは クリアスウィフト のサポートエンジニアと情報を交換する主

要な手段です。 

c. ソリューションセクションは、クリアスウィフト のサポートエンジニアが提案した、可能

性のあるソリューションを表示します。 
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d. 「添付ファイルのアップロード」ボタンをクリックすると開く添付セクションは、クリアスウィ

フト のサポートエンジニアとファイル（例、ログファイル）を交換する場合に使用しま

す。 

5. ケースにコメントを追加するには、[コメントを追加] ボタンをクリックします。 

6. 関連する情報を [コメント] フィールドに入力します。 

7. [保存] ボタンをクリックします。 

8. クリアスウィフト のサポートエンジニアがソリューションを提案した場合は、[ソリューションセク

ション] でリンクをクリックして見ることができます。 

9. または、次の方法でソリューションを独自に検索することもできます。 

10. [推奨ソリューションの参照] ボタンをクリックして、提案されたソリューションのトップ 10 を

見ます。 

11. 検索したい用語を入力して、[ソリューションの検索] ボタンをクリックします。 

12. ケースが適切に解決されていると感じたら、[ケースのクローズ] ボタンをクリックします。 
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7 ソフトウェアのダウンロード 

製品の最新のバージョン、およびツールを各製品タブからダウンロードすることができます。 

 
 
ソフトウェアのダウンロード方法： 

 

1. 関連する [製品] タブ（例、[Web Gateway]）をクリックします。 

2. 適切なパッチまたは Gold イメージまでスクロールしてから、[ダウンロード] リンクをクリックし

ます。 

3.  [Read Me（リードミー）] リンクをクリックして、リリース情報を見ることができます。

 
 
 

  



 

クリアスウィフト サポートポータル ユーザーガイド                

Page 13 of 17 

 13 

8 文書へのアクセス 

製品に関連付けられた最新の文書に、各製品タブからアクセスすることができます。 

 

文書のダウンロード方法： 

 

 

1. 該当する [製品] タブ（例、[Web Gateway]）をクリックします。 

2. 文書セクションにスクロールして、任意のリンクをクリックします。 
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9 概要 

クリアスウィフト サポートポータルに関するご質問やフィードバックは、下記までご連絡ください。 

 

 Support Portals（サポートポータル）: 

http://www.clearswift.co.jp/support/portals 

 電子メール: support@clearswift.com 

 電話: 

o ヨーロッパ、中東、アフリカ: +44 118 9038200 

o アジアおよび太平洋地域: +61 2 9424 1210 

o ドイツ: 0800 1800 556 

o 日    本: 0800 100 0006 

o アメリカ（北、南、およびカナダ）: +1 856 359 2170 

 
 

  

http://www.clearswift.co.jp/support/portals
mailto:support@clearswift.com
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付録 A – ケースタイプ 

ケースタイプ 説明 

機能向上の要求 クリアスウィフト製品に対する、機能の向上または追加の要求。 

ハードウェアの問題 ハードウェアのサポート契約に基づく要求。 

問題の報告 ソフトウェアまたはシステムの使用/機能上のエラー。 

技術的クエリ 特定のソフトウェアまたはシステムの使用/機能に関連した質問、または、クリアスウィフ

ト製品に関連した一般的な質問。 

URL 分類 特定の URL の分類確認要求。 
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付録 B - ケースのステータス説明 

Status Purpose 

新規 ケースは現在、 L1 サポートのキューに入り、対応を待っているところです。 

L1 対応中 ケースは対応済みで、現在 L1 サポート層で対処中です。 

L2 対応中 
ケースはトラブルシューティングおよび原因分析のために、L2 の主題専門家にエスカレーショ

ンされました。 

L3 対応中 
ケースは診断のために L3 技術対応チーム（ERT: Engineering Response 

Team）にエスカレーションされました。 

サードパーティ対応中 ケースは組込み製品のサポートのために、サードパーティにエスカレーションされました。 

ホットフィックスに格上げ済み 
重要度がクリティカル/高レベルの深刻な問題が、緊急パッチの提供によって解決する関連 

SCR とともにエスカレーションされました。 

担当者インプット受信済み 顧客の技術連絡担当者が、web または電子メールを通じてケース内容を更新しました。 

注意: SLA レポートでは、次のステータスの時間はすべて除外されます 

顧客の対応待ち 
追加情報の提供等、顧客からの応対を待っています。 

既存のケースがこのステータスに変更されると、顧客は電子メールで通知されます。 

ソリューション確認待ち 回答/ソリューションを提供済みで、顧客による問題解決の確認を待っています。 

ホットフィックス確認待ち ホットフィックスが提供済みで、問題解決の確認を待っています。 

パッチ確認待ち ソフトウェアのアップデートが提供済みで、問題解決の確認を待っています。 

今後の対応待ち 
ケースの処理が延期され、顧客は SLA クロックを中断し、要求を延期することに同意して

います。 

サードパーティ待ち ケースは SLA なしで サードパーティにエスカレーションされました。 

PR レビュー待ち 
重要度が中/低レベルの PR（Problem Report :  問題報告）が ERT のレビューのた

めに提起されました。 

ER レビュー待ち 
ER (Enhancement Request: 機能向上要求)が製品管理部のレビューのために提

起されました。 

パッチ待ち 問題は、計画されたメンテナンスリリースで解決されます。 

作業要求待ち 通常のサービスプロセスに基づき、契約内容に応じて問題解決に対応します。 

定期メンテナンス待ち ケースは、定期メンテナンスにより解決されます。 

クローズ ケースはクローズされました。 
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付録 C – ケースの重要度 

重要度 説明 

1 クリティカル システムの機能がまったく利用できない、あるいはアクセスできない。直ちに対応が求められる。 

例として以下のような状況が挙げられる： 

 一つのプラットフォーム上でサービスがまったく利用できない。 ― サービスの完全喪

失 

 多数のプラットフォームでサービスが利用できない。 

 セキュリティ侵害が疑われる。 

2 高 システムの機能が極めて限定されているため、主要な業務が行えない。回避方法がないため、

迅速な対応が求められる。 

例として以下のような状況が挙げられる： 

 あるサービスが利用できない。 

 プラットフォーム/ネットワークの耐故障性(冗長性)の喪失 

 バックアップ失敗 

 サービス/パフォーマンスの深刻な低下 

3 中 システムが影響を受けている、ある機能が影響を受けているが、主要な業務プロセスは妨げられ

ていない。 

例として以下のような状況が挙げられる：  

 システムパフォーマンスがやや低下した。 

 単独のユーザーの障害 

4 低 業務上やビジネス上のインパクトが最低限あった。一般的な技術的質問、または機能向上要

求。 

例として以下のような状況が挙げられる：   

 軽微な問題はあるものの、サービスへの影響は無い。 

 書類上の間違い 

 技術的/製品に関する質問 

 機能向上要求 

 


