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Cloud Services Console について 1
VMware Cloud Services コンソールを使用すると、ハイブリッドおよびネイティブのパブリック クラウドで 

VMware Cloud services のポートフォリオ全体を管理できます。

ユーザーとグループを管理し、ロールを組織のリソースとサービスに割り当て、組織にアクセスできる OAuth アプ

リケーションを表示する方法については、ID およびアクセス権の管理ドキュメントを参照してください。

現在のコストと前回の請求明細に関する情報をお探しですか。お支払い方法を管理したり、デフォルトのお支払い方

法を変更する必要がありますか。キャンペーン クレジットおよび契約の追加に関する情報が必要ですか。請求とサ

ブスクリプションドキュメントを参照してください。

組織を管理する方法、組織内に OAuth アプリケーションを作成する方法、および組織を切り替える方法（複数の組

織に属している場合）を確認するには、組織の管理を参照してください。

言語と地域の設定を変更し、多要素認証 (MFA) を使用してアカウントを保護し、API トークンを生成して、ユーザ

ー プロファイルを編集しますか。まずはそちらの情報をご確認ください。アカウントの管理方法を参照してくださ

い。
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VMware Cloud Services にサインア
ップする方法 2
VMware Cloud は、クラウドへの移行、マルチクラウド運用の統合、オンデマンドのスケーリング、最新式のアプ

リケーションの構築などに対応しています。

VMware Cloud services の使用を開始する方法は複数あります。新規または既存の VMware Cloud services 
ユーザーは、次のいずれかを実行してサービスをオンボーディングできます。

n VMware Marketing Web サイトからサービスを購入します。

n VMware Marketing Web サイトから無償または評価版サービスに登録します。

n VMware Sales からサービスを購入します。

n VMware パートナー リセラーからサービスを購入します。

オンボーディング ワークフローは、オンボーディングするサービスに応じて異なる場合があります。

企業ですでに VMware Cloud services を使用している場合は、組織へのアクセス権を要求することで、自身を既

存の組織でオンボーディングできます。VMware Cloud services 組織への初回のアクセス権を要求して受け取る

手順は、アカウントによって異なる場合があります。

n アカウントがフェデレーションされていない場合は、VMware Cloud Services でユーザーとしてオンボーデ

ィングする方法を参照してください。

n アカウントがフェデレーションされている場合は、フェデレーション アカウントを持つユーザーとしてオンボー

ディングする方法を参照してください。

サービス オンボーディングを通じて VMware Cloud services にサインアップする一般的な手順は次のとおりで

す。

手順

1 サービスの登録または招待リンクから、オンボーディング プロセスを開始します。

2 VMware アカウントがない場合は、次の手順に従ってアカウントを作成します。

3 VMware アカウントがすでにある場合は、VMware Cloud Services にログインします。

4 サービスをオンボーディングする VMware Cloud services 組織を作成または選択します。

5 組織でサービスをオンボーディングしたユーザーが組織の所有者になります。組織の所有者は、他のユーザーを

招待し、組織とそのサービスへのアクセスを許可できます。

a 左側のメイン メニューで、[ID およびアクセス権] - [アクティブ ユーザー] の順に選択します。

b [ユーザーの追加] をクリックします。
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c 招待するユーザーのメール アドレスを入力します。

d 組織ロールとサービス ロールを選択します。

e 新しいユーザーに招待メールを送信するためのチェックボックスをオンにして、[追加] をクリックします。

割り当てられたロールを使用して組織で自身をオンボーディングするためのリンクを含む招待メールがユー

ザーに送信されます。

次のステップ

さまざまなサービス オンボーディング ワークフローの詳細と手順については、VMware Cloud Services スター

ト ガイドを参照してください。

VMware Cloud Services でユーザーとしてオンボーディングする

方法

組織および非フェデレーション アカウントへのアクセス権がない新規ユーザーとして VMware Cloud Services 
の使用を開始するには、最初に組織の所有者ユーザーから組織およびサービスへのアクセス権を取得する必要があり

ます。

VMware Cloud Services への初期アクセス権の要求は、ユーザーまたは組織の所有者が開始できるオフライン プ
ロセスです。通常、組織の所有者から組織内の組織ロールとサービス ロールが付与されたユーザーには、組織へのリ

ンクが記載された E メールが送信されます。

1 [マイ ロールの表示] リンクをクリックして組織にアクセスします。

2 VMware アカウントがない場合は、アカウントの作成を要求されます。

3 VMware アカウントがすでにある場合は、組織にログインし、付与されている組織ロールとサービスへのアク

セス権に応じてサービスの使用を開始できます。

組織内の追加のロールを要求する場合は、追加のロールを要求する方法を参照してください。

フェデレーション アカウントを持つユーザーとしてオンボーディン

グする方法

フェデレーション ドメインを使用する組織ユーザー以外のユーザーの場合、企業アカウントを使用して VMware 
Cloud services に初めてログインすると、オンボーディング ワークフローが開きます。

オンボーディング プロセスでは、組織、サービス、組織ロールとサービス ロールを自分で選択してアクセスを要求

します。リクエストは組織の所有者によって承認される必要があり、この処理には時間がかかる場合があります。

オンボーディング ワークフローで選択できる組織は、ID ガバナンスと管理 (IGA) が有効になっているエンタープラ

イズ フェデレーション ドメイン内の組織です。IGA が有効になっていない組織へのアクセス権を取得する必要があ

る場合は、組織の所有者からオンボーディングのための招待リンクを送信してもらう必要があります。

手順

1 https://cloud.vmware.com/ にアクセスし、[ログイン] をクリックします。

VMware Cloud Services コンソールの使用
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2 VMware Cloud services のようこそ画面で、企業アカウントの認証情報を入力します。

オンボーディング ワークフローの最初の手順では、エンタープライズに関連付けられた IGA が有効になってい

る組織のリストが表示されます。

3 アクセスする組織を選択して、[続行] をクリックします。

4 選択した組織内でのロールを選択します。

組織ロールによって、組織内のアクセス権と権限のレベルが決まります。フェデレーション アカウントでオンボ

ーディングする場合は、デフォルトの組織のメンバー ロールのみを要求できます。オンボーディング後に、追加

のロールを要求できます。詳細については、『ガバナンスが有効になっている組織でロールを要求する方法』を参

照してください。

5 [続行] をクリックします。

ワークフローの [サービス ロールの選択] 手順では、選択した組織で使用可能なサービスが表示されます。

6 組織のメンバーとしてアクセスするサービスごとに、ドロップダウン リストを使用してサービス ロールを選択

します。

注：   サービス ロールはサービス固有のものです。必要なサービス ロールが不明な場合は、アクセスするサー

ビスのドキュメントを確認してください。

7 [続行] をクリックします。

8 オンボーディング ワークフローの [要求の確定] 手順で、サービス アクセス リクエストの期間を定義します。

9 [ビジネス承認] テキスト ボックスに組織の所有者へのメッセージを入力し、[続行] をクリックします。

[保留中のリクエスト] リストにリクエストが表示されます。リクエストは組織の所有者からの承認を待機して

いる状態です。

10 フェデレーション ドメイン内の IGA が有効になっている別の組織へのアクセスを要求するには、[新しいリクエ

ストの送信] をクリックします。

11 手順 3 ～ 9 を繰り返します。

次のステップ

要求した組織ロールとサービス ロールの承認を受けるまでに時間がかかる場合があります。それまでは、Cloud 
Services コンソールにアクセスして、送信したリクエストのステータスの確認、作成したリクエストのキャンセル、

新しいリクエストの作成を行うことができます。

VMware Cloud Services コンソールの使用
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Cloud Services コンソールにログイ
ンする方法 3
VMware Cloud Services のユーザーは、VMware アカウントの認証情報を使用して Cloud Services コンソー

ルにログインします。アカウントがフェデレーションされている場合は、企業アカウントの認証情報を使用してログ

インします。

ユーザーが VMware Cloud Services にログインし、認証が成功すると、ユーザーのログイン セッションのアク

セス トークンと更新トークンが生成されます。どちらのトークンも、OAuth2.0 アプリケーションを使用してバッ

クグラウンドで生成され、以下に示すデフォルトの最大有効期間 (TTL) 値が設定されます。

n アクセス トークンは 30 分の TTL。

n 更新トークンは 24 時間の TTL。

つまり、アクセス トークンは、ログインに成功してから 30 分間、有効な状態が維持されます。その時間が過ぎると

無効になり、ユーザーがログイン セッションを継続できるように、更新トークンを使用してアクセス トークンが再

生成されます。24 時間後には更新トークンが期限切れになり、ユーザーは再ログインする必要があります。

現在、アクセス トークンと更新トークンのデフォルトの TTL 値は変更できません。

前提条件

n 少なくとも 1 つの VMware Cloud Services 組織で組織ロールを持っている必要があります。

手順

1 ブラウザ ウィンドウを開き、https://console.cloud.vmware.com/ にアクセスします。

2 アカウントの E メール アドレスを入力して、[次へ] をクリックします。

3 パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

結果

ログインに成功すると、組織で使用可能なサービスが VMware Cloud Services のホーム ページに表示されます。
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Cloud Services 組織について 4
VMware Cloud では、組織を使用して 1 つ以上のサービスへのアクセスを制御します。

複数のクラウド サービスを使用するエンタープライズの組織では、ビジネス グループとプロセスを別の組織にマッ

ピングするための簡単な方法を提供します。

Cloud Services コンソールを使用して、組織とそのリソースを次のように管理します。

n ユーザーおよびグループのロールと権限。

n 追加サービスをオンボーディングします。

n 請求情報とサブスクリプション情報を取得します。

n 組織のサービスの使用量データを表示します。

n 組織内の認証ポリシーを設定します。

n 監査イベント ログ。

n サポートを依頼します。

組織内で割り当てられている組織ロールによって、Cloud Services コンソールの機能にアクセスできるかどうかが

決まります。組織内で保持しているサービス ロールによって、組織内で使用可能な VMware Cloud services のう

ち、どれにアクセスできるかが決まります。複数の組織でそれぞれ異なるロールを持つことができます。
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Cloud Services カタログを使用する
方法 5
VMware Cloud Services カタログを使用すると、特定の条件を満たすサービスの表示、参照、検索、フィルタリ

ングが容易になります。

サービス カタログは、Cloud Services コンソール にログインしたときに開く最初のページです。各カタログ アイ

テムは、サービスに関する情報を表示する個別のカードで表されます。サービスが組織内で使用可能な場合は、サー

ビス カード上のリンクをクリックしてアクセスを要求できます。

実行する場所 実行可能な操作

[サービス] - [組織] タブ n ページの [マイ サービス] セクションでは、サービス ロールがすでに割り

当てられたすべてのサービスを確認できます。サービス カードをクリッ

クするとサービスが起動します。

n [その他のサービス] セクションには、サービス ロールが割り当てられてい

ない組織内のすべてのサービスのリストが表示されます。

すべてのアクセス要求は、組織の所有者によって承認される必要がありま

す。サービス ロールのアクセス要求を送信する方法については、追加のロ

ールを要求する方法を参照してください。

[サービス] - [推奨] タブ 現在のサービス サブスクリプションに基づくサービスの推奨事項のリストを

参照してください。

[サービス] - [すべて] タブ VMware Cloud Services カタログ全体を参照またはフィルタリングしま

す。サービス カタログは、カテゴリと価格設定モデルでフィルタリングできま

す。

[サービス] の任意のページ ページの右上隅にある [サービスの検索] ボックスを使用して、関連するサービ

スをキーワードで検索します。

この章には、次のトピックが含まれています。

n ユーザーが使用できるサービス カタログのアクション

n 追加のロールを要求する方法

ユーザーが使用できるサービス カタログのアクション

VMware Cloud services へのアクセスは、VMware Cloud services カタログのサービス カードから直接管理

できます。特定のサービスに対して実行できるアクションは、組織内のロールと、アクセスするサービスのタイプに

よって異なります。利用可能なアクションは無償版、評価版、有償版で異なります。
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組織メンバーのアクション

保有しているアクセス権 サービスの種類 実行できるアクション アクションの実行結果

サービスへのアクセス 無償版、アクティブな評価版、ま

たは有償版

[サービスを起動] Cloud Services Console でサ

ービスが起動

無償版、アクティブな評価版、ま

たは 1 つ以上のサービス インス

タンス付きの有償版

[サービスを起動]およびツールチ

ップ（サービス インスタンスが 1 
つの場合）

Cloud Services Console で選

択したサービス インスタンスが

起動

[サービスを起動]およびドロップ

ダウン メニュー（サービスに複数

のインスタンスがある場合）

組織へのアクセス権はあるが、サ

ービスにはなし

無償版、アクティブな評価版、ま

たは有償版

[ロールの要求] プロンプトが表示され、サービス

用のロールの要求が指示される

サービスへのアクセス権がなく、

サービスが組織内にない

無償版、アクティブな評価版、ま

たは有償版

[アクセス] プロンプトが表示され、サービス

のオンボーディングが指示される

[詳細] サービスの詳細ページが起動

期限切れの評価版 [詳細] サービスの詳細ページまたは購入

情報ページを開く

組織の所有者のアクション

保有しているアクセス権 サービスの種類 実行できるアクション アクションの実行結果

サービスへのアクセス 無償版または有償版 [サービスを起動] Cloud Services Console でサ

ービスが起動

アクティブな評価版 [サービスを起動] Cloud Services Console でサ

ービスが起動

[トライアルの詳細を表示]（省略

記号アイコン ( ) から）

サービスの評価版の詳細ページを

開く

[サービスの購入]（省略記号アイ

コン ( ) から）

購入情報を含むページを開く

組織へのアクセス権はあるが、サ

ービスにはなし

無償版、アクティブな評価版、ま

たは有償版

[アクセス] プロンプトが表示され、ロールを

編集してサービスへのアクセス権

を付与するよう指示される

[詳細] サービスの詳細ページが起動

サービスへのアクセス権がなく、

サービスが組織内にない

無償版、有償版、または評価版付

きの有償版

[アクセス] プロンプトが表示され、サービス

のオンボーディングが指示される

期限切れの評価版

組織のセットアップに応じて、4 
つのアクションのいずれかが表示

される。

[サービスの購入] 購入情報を含むページを開く

VMware Cloud Services コンソールの使用
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保有しているアクセス権 サービスの種類 実行できるアクション アクションの実行結果

[お支払い方法の確認] Cloud Services Console で 

[お支払い方法の確認] ページを開

く

[支払い方法の追加] Cloud Services Console で 

[お支払い情報] ページを開き、組

織の支払い方法の詳細を追加する

よう指示される

追加のロールを要求する方法

組織のメンバー ユーザーは、組織の所有者ユーザーからの招待を使用するか、セルフサービス リクエストを送信す

ることで、組織内の使用可能な VMware Cloud services にアクセスできます。

セルフサービス リクエストによって、組織の所有者からの招待を待機する必要がなくなり、組織内でアクセスするサ

ービスとロール、および要求されたアクセスの期間を決定できます。

注：   組織の所有者は、追加の組織ロールとサービス ロールを自分自身に割り当てることができます。詳細について

は、ロールと権限を管理する方法を参照してください。

セルフサービス リクエストを送信するには、サービス カタログを参照して、追加のロールを要求するサービスを見

つけます。サービス カードの [アクセス権の請求] リンクをクリックします。表示されるポップアップ ウィンドウ

で、ドロップダウン メニューを使用して新しいサービス ロールを選択します。

すべてのリクエストは、リクエストを承認、拒否、または変更できる組織の所有者に承認前に送信されます。リクエ

ストが処理されると、E メール通知が送信されます。

送信したセルフサービス リクエストを表示する方法

保留中および過去のサービス リクエストは、[マイ アカウント] - [マイ ロール] ページの [マイ リクエスト履歴] セ
クションでいつでも確認できます。

作成したセルフサービス リクエストをキャンセルするには

キャンセルできるのは、ステータスが保留中のセルフサービス リクエストのみです。[マイ ロール] ページを開き、

削除するリクエストの [キャンセル] リンクをクリックします。

サービス タイルに [アクセス権の請求] リンクが表示されない理由

ID ガバナンスと管理 (IGA) が有効になっている組織でフェデレーション ドメインを使用している場合、追加のサー

ビス ロールを要求するオプションが無効になることがあります。この場合、組織の所有者からの招待が必要です。

VMware Cloud Services コンソールの使用
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Cloud Services アカウントを管理す
る方法 6
VMware Cloud services アカウントでは、ユーザー プロファイルを管理します。言語と地域設定、パスワードや 

MFA 設定などのセキュリティ設定を指定したり、API トークンを生成、管理したりできます。組織内で自分が保持

しているロールを表示することもできます。

アカウントにアクセスするには、自分のユーザー名をクリックし、[マイ アカウント] をクリックします。

この章には、次のトピックが含まれています。

n ユーザー プロファイルを表示する方法

n 言語と地域設定を変更する方法

n 多要素認証でアカウントを保護する方法

n API トークンを生成する方法

n 組織内の自分のロールを管理する方法

n ガバナンスが有効になっている組織でロールを要求する方法

ユーザー プロファイルを表示する方法

ユーザー プロファイルには、VMware ユーザー アカウントの作成時に指定した詳細情報が含まれます。お客様のプ

ロファイルよっては、ユーザー プロファイルを編集できる場合があります。

注：   登録したメール アドレスは変更できません。

ユーザー プロファイルは Cloud Services コンソールで変更できます。また、https://
customerconnect.vmware.com/ から My VMware アカウントにログインして表示することもできます。

アカウントがフェデレーションされていない場合は、Cloud Services コンソールでプロファイルの詳細を変更でき

ます。その変更内容は VMware アカウントにも保存されます。逆もまた同様です。

アカウントがフェデレーションされている場合は、編集のオプションは制限されます。たとえば、プロファイル名は

変更できず、VMware ID の詳細は表示のみが可能です。

手順

1 Cloud Services コンソール ツールバーで、ユーザー名をクリックして、[マイ アカウント] を選択します。

2 [プロファイル] 画面で変更を行い、[保存] をクリックします。
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パスワードをリセットする方法

VMware Cloud services のパスワードは、VMware ID と同じです。

VMware ID は VMware Cloud services プラットフォームでリセットするか、https://
customerconnect.vmware.com/にある VMware Customer Connect アカウントにログインしてリセット

することができます。

手順

1 Cloud Services コンソール ツールバーで、ユーザー名をクリックして、[マイ アカウント] - [セキュリティ] 
の順に選択します。

2 情報を入力してパスワードを変更し、[パスワードの変更] をクリックします。

VMware ID がリセットされます。

言語と地域設定を変更する方法

表示言語は特定の言語に変更することができます。これは、VMware Cloud Services を使用する前や、アカウン

ト設定で指定できます。また、地域設定も変更できます。

特定の言語で使用を開始する

VMware Cloud services の設定が完了していない場合は、ログインの前に使用する言語を選択できます。使用中

のブラウザで対応される地域の設定をサポートします。

言語および地域設定を変更する

ログイン後の任意の時点で、言語および地域の設定を変更するには、メニュー バーでユーザー名をクリックし、[マ
イ アカウント] - [設定] を選択します。さらに [編集] をクリックします。

VMware Cloud Services コンソールの使用
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言語を変更しても、ページのすべてが選択した言語で表示されるとは限りません。また、英字のみをサポートする入

力フォームもあります。英語のみをサポートする場合は、その旨お知らせいたします。

言語とは別の地域設定を使用する方法

設定した言語とは別の地域設定を使用する場合は、選択した言語のデフォルトの地域設定が、選択した地域設定より

も優先される場合があります。これは、特定の E メール、明細、請求書の表示で発生する可能性があります。たとえ

ば、言語設定に英語を選択し、地域設定に日本語を選択した場合、通知の一部が米国の地域設定で表示される可能性

があります。以下に、言語とデフォルトの地域設定のリストを示します。

言語 デフォルトの地域設定

English US

簡体字中国語 CN

繁体字中国語 TW

Español ES

イタリア語 IT

Français FR

日本語 JP

Deutsch DE

한국어 KR

多要素認証でアカウントを保護する方法

多要素認証 (MFA) はセキュリティを強化する方法の 1 つで、ログイン時に 2 つの認証情報を提示する必要がありま

す。これらの認証情報には、従来のパスワードのほか、アプリケーションが生成するワンタイム パスコードなどがあ

ります。多要素認証は、セキュリティ レイヤーを追加することによりデータやアプリケーションへのアクセスを保護

します。
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すでに何らかの方法で、多要素認証を利用したことがあるかもしれません。たとえば Web サイトにログインする際

に、モバイル デバイスにコードが送信され、これを使用してアカウントにアクセスする場合などです。

注：   VMware Cloud Services アカウントがフェデレーションされている場合、多要素認証はエンタープライズ

のセキュリティ チームによって管理されます。

多要素認証を使用して VMware Cloud Services アカウントを保護するには、モバイル デバイスに認証アプリケ

ーションをダウンロードします。これにより、多要素認証用の仮想デバイスが作成されます。アプリケーションによ

って、6 桁の認証コードが生成されます。これは、時間ベースのワンタイム パスワードの標準に対応しています。こ

のコードとともに、VMware ID とパスワードを使用して、Cloud Services にログインします。

アカウントに多要素認証を設定すると、リカバリ コードが 10 セット送信されます。これらのコードを安全な場所に

保存してください。近くに多要素認証デバイスがない場合、または紛失した場合は、ログインする必要があります。

使用方法

多要素認証デバイスを有効にする。 1 メニューでユーザー名をクリックし、[マイ アカウント] > [セキュ

リティ] を選択します。

2 [多要素認証デバイスの有効化] をクリックし、手順どおりにデバイ

スをセットアップします。

3 多要素認証が自動的に有効になります。次回ログインするときは、

VMware ID とパスワード、およびアプリケーションで生成された

認証コードを使用します。

VMware ID とパスワードのみでログインできるように、多要素認証を

無効にする。

1 メニューでユーザー名をクリックし、[マイ アカウント] > [セキュ

リティ] を選択します。

2 [多要素認証を有効にする] 切り替えキーをクリックします。

多要素認証デバイスを無効にする。 1 メニューでユーザー名をクリックし、[マイ アカウント] > [セキュ

リティ] を選択します。

2 [多要素認証デバイスの無効化] をクリックします。

リカバリ コードを再生成する。 [マイ アカウント] - [セキュリティ] の順にアクセスすることで、リカバ

リ コードの新しいセットをいつでも再生成することができます。

サポート対象の 2 要素認証アプリケーション

VMware Cloud services は、次の 2 要素認証アプリケーションをサポートしています。

以下の該当するリンクをクリックして、認証アプリケーションをデバイスにダウンロードすることができます。

VMware Cloud Services コンソールの使用
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デバイス 認証アプリケーション

iOS n Google Authenticator。「https://
itunes.apple.com/us/app/google-authenticator/
id388497605?mt=8」を参照してください。

n Duo Mobile。https://duo.com/product/trusted-users/
two-factor-authentication/duo-mobile を参照してくださ

い。

Android n Google Authenticator。「https://support.google.com/
accounts/answer/1066447?hl=en」を参照してください。

n Duo Mobile。https://duo.com/product/trusted-users/
two-factor-authentication/duo-mobile を参照してくださ

い。

Windows Phone n Authenticator。「https://www.microsoft.com/en-us/
store/p/authenticator/9wzdncrfj3rj?rtc=1」を参照してくだ

さい。

n Duo Mobile。https://duo.com/product/trusted-users/
two-factor-authentication/duo-mobile を参照してくださ

い。

Blackberry Google Authenticator。

「https://support.google.com/accounts/answer/1066447」

を参照してください。

仮想 MFA（多要素認証）アプライアンスの詳細については、https://tools.ietf.org/html/rfc6238 を参照してく

ださい。

多要素認証でログインできない場合に実行できる操作

VMware Cloud services で多要素認証を有効にすると、リカバリ コードが 10 セット送信されます。これらのコ

ードをコピーし、ダウンロードして、印刷することもできますが、必ず安全な場所に保存するようにしてください。

ログインできない場合の多要素認証のトラブルシューティング方法

VMware Cloud services で多要素認証を有効にすると、リカバリ コードが 10 セット送信されます。これらのコ

ードをコピーし、ダウンロードして、印刷することもできますが、必ず安全な場所に保存するようにしてください。

VMware Cloud services へのログイン時に問題が発生した場合は、リカバリ コードを使用できます。

状況... 手順

MFA デバイスにアクセスできないか、デバイスを紛失しました VMware Cloud Services のログイン画面で、[多要素認証のトラブ

ルシューティング] リンクをクリックします。プロンプトが表示された

ら、リカバリ キーのいずれかを入力します。

リカバリ コードが見つかりません サポートの電話番号を利用するか、VMware Customer Connect で 

チャット サポートにログインにアクセスして、VMware のサポートに

お問い合わせください。
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API トークンを生成する方法

承認済みの API 接続を行う際の認証には、API トークンを使用します。API トークンは、以前は OAuth リフレッ

シュ トークンと呼ばれていたもので、アクセス トークンと交換され、組織ごとにアクセスを許可します。API トー

クンは、Cloud Services コンソール のアカウント ページで、または VMware Cloud Services を使用して生成

します。

トークンは、英数字を使用する特殊なアルゴリズムを使用して生成されます。各トークンは 65 文字による一意の組

み合わせです。トークンを生成するときは、トークンの期間と範囲を決定します。

n トークンの有効期間 (TTL) は、数分から数か月の範囲、または無期限に設定できます。デフォルトの期間は 6 
か月です。

n スコープによって、トークンがアクセスできる組織内の領域（具体的には、組織内のロール、およびサービスと

権限レベル）を制御できます。

前提条件

API トークンを保存するための安全で保護されたストレージの場所を確保します。

手順

1 Cloud Services コンソール ツールバーで、ユーザー名をクリックし、[マイ アカウント] - [API トークン] の
順に選択します。

2 [新しい API トークンの生成] リンクをクリックします。

3 トークンの名前を入力します。

4 トークンに必要とされる有効期限を指定します。

注：   期限のないトークンは、侵害された場合にセキュリティ リスクになる可能性があります。そのような場合

は、トークンを取り消す必要があります。

5 トークンのスコープを定義します。ユーザー アカウントでサポートされているロールに基づいて選択を行う必

要があります。

スコープ 説明

組織ロール 組織ロールは、組織のリソースへのユーザーのアクセスを決定します。

n API トークンに対して 1 つ以上の組織ロールを選択します。

サービス ロール サービス ロールは、VMware Cloud services へのアクセス権を付与する、事前定義された

権限のセットに組み込まれています。

n サービス名の横にある矢印アイコンを使用して、そのサービスで使用可能なロールを展開

し、API トークンに対して 1 つ以上のサービス ロールを選択します。

権限 一部のサービスでは、サービス ロールで使用可能な限られた権限のセットを割り当てること

で、より詳細に選択を行うことができます。

n サービス ロールを選択すると、使用可能な権限がテーブルの右側に表示されます。API ト
ークンに関連するサービス権限を選択します。
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必要に応じて、[すべてのロール] を選択し、トークンによるすべての組織およびサービス ロールへのアクセスを

許可できます。

注：   トークンに [すべてのロール] アクセス権を割り当てても、ユーザー アカウントでサポートされるアクセ

ス ロールのみが付与されます。保有している組織ロールとサービス ロールを表示するには、[マイ アカウント] 
ページで [マイ ロール] タブを選択します。

6 （オプション）[OpenID] チェック ボックスを選択すると、ユーザーの広範囲な詳細を含む OpenID 準拠トー

クンを取得できます。

7 （オプション）トークンの有効期限が近付いたときにリマインダを受信するように E メールを設定します。

8 [生成] をクリックします。

9 後で取得して使用できるように、トークンの認証情報を安全な場所に保存します。

セキュリティ上の理由から、トークンの生成後は、トークンの認証情報ではなく、トークンの名前のみが [API 
トークン] ページに表示されます。つまり、このページから認証情報をコピーしてトークンを再利用することは

できなくなります。

10 [続行] をクリックします。

API トークンのほかに、OAuth アプリケーションを使用してアプリケーションを認証することもできます。

API トークンの代わりに OAuth アプリケーションの使用が必要になる場合を確認するには、OAuth アプリケ

ーションと API トークンの違いを参照してください。

例： API トークンを使用した VMware Cloud Services API の使用

API トークンを使用すると、認証トークンと交換して API を使用することができます。

1 API トークンを生成します。

2 https://console.cloud.vmware.com/csp/gateway/am/api/auth/api-tokens/authorize に POST を

実行します。

3 ヘッダーに、次のリクエストを含めます。

n accept: application/json

n content type: application/x-www-form-urlencoded/

4 本文に、refresh_token={token value} リクエストを含めます。

5 スクリプトの HTTP 呼び出しの csp-auth-token ヘッダーにある認証トークンを使用します。

API トークンを管理する方法

API トークンの唯一の所有者には、トークンを安全に保存、バックアップ、および管理する責任があります。

API トークンを表示して管理するには、ユーザー名をクリックし、[マイ アカウント] - [API トークン] の順に選択

します。

n トークンを再生成するには、[再生成] をクリックします。これにより、既存のトークンが新しいトークンに置き

換えられます。API 呼び出しを続行するには、API 呼び出しによってトークンを更新する必要があります。
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n トークンを無効にするには、[取り消し] をクリックします。これにより、API トークン、および関連付けられた

アクセス トークンの両方が取り消されます。

n 組織のリソースへの不正アクセスを防止するために、生成した API トークンは安全な保護された場所に保管する

ことを強くお勧めします。VMware Cloud Services は、所有の証明は確認しませんが、以下の場合にトーク

ンの使用監査イベントを取得します。

n ユーザーが API トークンを生成する

n ユーザーが 1 つまたはすべての個人トークンを取り消す

n ユーザーが API トークンの更新によるアクセス トークンの生成に失敗する

注：   VMware Cloud Services で監査イベント ログを表示するには、組織の所有者ロールが必要です。

n 追加のセキュリティ レイヤーを API に加えるために、API トークンに多要素認証を追加できます。詳細につい

ては、『多要素認証を使用して API トークンを保護する方法』を参照してください。

n 組織内のポリシー セットに違反した場合、または組織の標準に準拠していない場合に組織の所有者が API トー

クンを無効にすると、VMware Cloud Services から E メール通知が送信されます。[マイ アカウント] - 

[API トークン] 画面では、無効になったトークンに  というラベルが付けられます。

次の表に、API トークンの最も一般的なセルフ サービス管理タスクの概要を示します。

目的 手順

期限が切れた API トークンの有効性を延長する。 トークンを再生成する必要があります。

有効な API トークンを再生成する。 トークンはいつでも再生成できます。トークンを再生成する場合は、前

のトークンのすべてのインスタンスを取り消します。[]たとえば、いず

れかのスクリプトでトークンを使用していた場合は、新しく生成された

トークンで置き換えます。

侵害された API トークンを置き換える。 トークンのセキュリティが侵害されたと考えられる場合は、トークンを

取り消すことで、不正アクセスを防止できます。新しいトークンを生成

して、認証を更新します。

有効期間が残っている API トークンを破棄する。 有効な API トークンを破棄するには、トークンを取り消します。

紛失した API トークンを復旧する。 紛失したトークンは復旧できません。紛失したトークンを取り消し、新

しいトークンを生成する必要があります。

組織の所有者が無効にした API トークンを再度有効にする 無効にしたトークンがまだ有効な場合は、組織の所有者に問い合わせ

て、再度有効にしてもらうよう依頼する必要があります。

多要素認証を使用して API トークンを保護する方法

API トークンを使用して VMware Cloud Services API にアクセスしている場合は、API トークンで多要素認証 

(MFA) を有効にすることによってセキュリティ レイヤーを追加できます。

これにより、API トークンが何らかの方法で侵害された場合でもデータとアプリケーションは不正なアクセスから保

護されます。MFA を有効にすると、VMware Cloud Services API へのアクセス トークンと交換するすべてのト

ークンに対して MFA 認証が要求されます。
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多要素認証を使用して VMware Cloud Services API トークンを保護するには、モバイル デバイスに認証アプリ

ケーションをダウンロードします。これにより、多要素認証用の仮想デバイスが作成されます。アプリケーションに

よって、6 桁の認証コードが生成されます。これは、時間ベースのワンタイム パスワードの標準に対応しています。

VMware Cloud Services API にアクセスするには、登録済みの MFA デバイスから生成された 6 桁のトークン

を指定する必要があります。

使用方法

多要素認証デバイスを有効にする。 1 メニューでユーザー名をクリックし、[マイ アカウント] - [API ト
ークン] - [MFA] の順に選択します。

2 [多要素認証デバイスの有効化] をクリックし、手順どおりにデバイ

スをセットアップします。

3 多要素認証が自動的に有効になります。次回 API トークンを使用

してアクセス トークンを取得するときには、アプリケーションによ

って生成された認証コードが必要です。

MFA をオフにします。 1 メニューでユーザー名をクリックし、[マイ アカウント] - [API ト
ークン] - [MFA] の順に選択します。

2 [多要素認証を有効にする] 切り替えスイッチをクリックします。

重要：   API トークンにおける多要素認証の使用が組織によって強制さ

れている場合、多要素認証を無効にすることはできません。API トーク

ンを生成できる場合でも、登録済みの MFA デバイスで生成された 6 
桁のパスコードを指定しない限り、アクセス トークンと交換することは

できません。

多要素認証デバイスを無効にする。 1 メニューでユーザー名をクリックし、[マイ アカウント] - [API ト
ークン] - [MFA] の順に選択します。

2 [多要素認証デバイスの無効化] をクリックします。

組織内の自分のロールを管理する方法

ロールは組織の所有者ロールを持つユーザーによって割り当てられます。通常、ユーザーは組織内のロールと、1 つ
以上の組織のサービスのロールを保持します。組織のメンバー ユーザーは、組織内で使用可能なサービスに対して追

加のサービス ロールを要求でき、また、自分に割り当て済みのロールを削除できます。追加のサービス ロールへの

アクセス権を取得するには、組織の所有者が要求を承認する必要があります。

組織ロールの詳細については、ロールと権限を管理する方法を参照してください。

組織でサービス ロールを管理する方法は、次のとおりです。

n 自分のロールとサービスへのアクセス権を表示して、追加のロールを要求するには、自分のユーザー名をクリッ

クし、[マイ アカウント] - [マイ ロール] の順に選択します。

n 不要になったサービス ロールまたは追加の組織ロールを削除するには、サービス名をクリックして、そのサービ

スに関して保有しているすべてのロールを展開します。削除するサービス ロールを選択し、[ロールの削除] をク

リックします。ロールの削除リクエストが有効になるためには、リクエストが組織の所有者によって承認される

必要があります。

n 過去のロール要求を表示するには、下にスクロールしてページの [要求の履歴] セクションを表示します。
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n 組織ですでに使用可能になっているサービスに対する追加サービス ロールを要求するには、[ロールの要求] をク

リックして選択します。

ID ガバナンスと管理 (IGA) が有効になっている組織のメンバーである場合は、新しい組織ロールを要求する追加の

オプションを利用できます。詳細については、ガバナンスが有効になっている組織でロールを要求する方法を参照し

てください。

ガバナンスが有効になっている組織でロールを要求する方法

ID ガバナンスと管理 (IGA) が有効になっている組織の組織の所有者は、組織のメンバーに対して、招待を通じてア

クセス権を付与するのではなく、セルフサービス アクセス リクエストの送信を許可できます。組織でこのオプショ

ンを使用できる場合は、追加のロールを Cloud Services コンソールから直接要求できます。

手順

1 VMware Cloud Services にログインし、[マイ アカウント] - [マイ ロール] 画面に移動します。

2 [サービスへのアクセス権の追加] リンクをクリックします。

注：   [サービスへのアクセス権の追加] リンクが表示されない場合は、セルフサービス リクエスト オプション

が無効になっており、追加のアクセス権の取得は、組織の所有者から送信される招待を介してのみ可能です。

3 要求する追加の組織ロールおよびサービス ロールを選択します。

4 [送信] をクリックします。
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結果

リクエストが作成され、承認を受けるために送信されます。組織の所有者がリクエストを処理すると、通知が送信さ

れます。
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Cloud Services 組織を管理する方法 7
VMware アカウントは、1 つまたは複数の VMware Cloud services 組織に関連付けることができます。

VMware Cloud では、組織を使用して 1 つ以上のサービスへのアクセスを制御します。クラウド サービスにアク

セスするには、組織に属している必要があります。

組織の所有者ユーザーである場合は、組織のすべてのリソースにアクセスできます。組織の所有者は Cloud 
Services を組織に追加してから、参加するユーザーを招待します。組織の支払い方法とユーザー アクセスを管理し

ます。組織のメンバーのユーザー ロールを持っている場合、組織のリソースに対するアクセス権は限定的です。

組織のメンバーのロールを使用して組織内で実行できる作業を確認するには、ロールと権限を管理する方法を参照し

てください。

アクティブな組織

VMware Cloud services にログインすると、Cloud Services コンソールのメニュー バーのユーザー名の下にロ

グインしている組織が表示されます。

複数の組織に属している場合は、アクティブな組織から別の組織にいつでも切り替えることができます。ログイン後

にデフォルトで表示される組織を選択することもできます。

組織 ID の表示

組織ごとに一意の ID が設定されています。VMware Container Engine CLI など、外部のコマンドライン インタ

ーフェイスを使用する場合、この ID が必要になることがあります。組織 ID を表示するには、ユーザー名をクリッ

クします。組織名の下に省略された ID が表示されます。完全な組織 ID を表示するには、省略された ID をクリック

します。

組織の設定の表示

組織の名前および ID を表示するには、ユーザー名をクリックして、[組織の表示] を選択します。

組織の所有者の場合は、組織の表示名を変更できます。

お客様のプロファイルによっては、国や郵便番号を表示、編集したり、VMware API のクエリを実行する際に使用

するタグを追加または編集することもできます。
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この章には、次のトピックが含まれています。

n 別の組織にアクセスする方法

n デフォルトの組織を指定する方法

n VMware Cloud Services ヘッダーをカスタマイズする方法

別の組織にアクセスする方法

複数の組織に属している場合は、アクティブな組織から別の組織にいつでも切り替えることができます。

VMware Cloud Services にログインすると、アクティブな組織が表示されます。ユーザー名の下の VMware 
Cloud Services メニューで、アクティブな組織の名前を確認できます。

手順

1 VMware Cloud Services メニューで、ユーザー名の横の矢印をクリックします。

2 メニューで、組織名の横の矢印をクリックします。

ドロップダウン リストに組織名が表示されます。

3 表示する組織を選択します。

デフォルトの組織を指定する方法

複数の組織に属している場合は、ログイン時に表示されるデフォルトの組織を選択することができます。

アクティブな組織とは、デフォルトでは招待された組織であり、または VMware Cloud Services からログアウト

するときに表示された組織を指します。

手順

1 VMware Cloud Services メニューで、ユーザー名の横の矢印をクリックします。

2 [デフォルトの組織の設定] をクリックします。

組織のリストが表示されます。

3 ログインするときに表示される組織を選択します。

VMware Cloud Services ヘッダーをカスタマイズする方法

組織の所有者ユーザーは、会社のブランドを反映するように VMware Cloud Services ヘッダーをブランディング

およびカスタマイズできます。

このタスクで作成するカスタム VMware Cloud Services ヘッダーは、対象となる特定の組織にアクセスする組織

のメンバーにのみ表示されます。

前提条件

n 組織の所有者ロールが必要です。
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n 会社のブランディング ガイドラインに精通している必要があります。

手順

1 Cloud Services コンソール にログインし、[組織] - [詳細] の順に移動します。

2 組織の詳細ページの [組織のカスタマイズ] セクションで、[編集] をクリックします。

3 [ヘッダー表示名] テキスト ボックスに、VMware Cloud Services の代わりに組織内に表示する名前を入力し

ます。

4 [ライト テーマ] の組織ロゴをアップロードするために、[参照] をクリックし、ローカル マシンからイメージ フ
ァイルを選択します。

注：   ロゴ イメージとしては、.svg ファイルのみをアップロードできます。

[ダーク テーマ] のヘッダー ロゴは、デフォルトで [ライト テーマと同じ] に設定されています。[ダーク テー

マ] 用に別のイメージ ファイルをアップロードするには、[ライト テーマと同じ] チェックボックスを選択解除

し、[参照] をクリックして、ローカル マシンからイメージを選択します。

[プレビュー] セクションが更新されて、実行した新しい色の変更が表示されます。[デフォルトに戻す] をクリッ

クすると、実行した変更を元に戻すことができます。

5 [ライト テーマ] と [ダーク テーマ] の両方の組織ヘッダーのカラー パレットを変更するには、次の手順を実行

します。

a [ヘッダーの背景色] および [ヘッダー テキストの色] テキスト フィールドをクリックします。

b 色選択ツールを使用して、それぞれのエントリの色を定義します。

6 [保存] をクリックします。

[プレビュー] セクションが更新されて、新しいヘッダー ロゴが表示されます。

7 サービス ページを更新して、実行した変更を確認します。
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クラウド サービス用のソフトウェア 
バイナリのダウンロードに必要な操作 8
一部の VMware Cloud services では、サービスとは別にダウンロードしてインストールする追加のソフトウェア 

バイナリを使用する必要があります。

追加のソフトウェアをダウンロードするには、Cloud Services コンソール メニューの [ダウンロード] をクリック

します。このオプションは、組織内の次のロールで使用できます。

n 組織の所有者

n ソフトウェア インストーラ ロールを持つ組織管理者

n ソフトウェア インストーラ ロールを持つ組織のメンバー

[ダウンロード] 画面では、サービスへのアクセス権を持つ組織内のすべてのサービスに必要なソフトウェア バイナリ

を 1 か所で取得できるほか、追加のソフトウェアもダウンロードできます。

状況... 手順

[ダウンロード] メニュー リンクが表示されない場合 この組織で、組織の所有者またはソフトウェア インストーラ ロールを

要求します。

これは、組織によって、組織の所有者からの招待を使用するかセルフサ

ービス要求を送信することによって行います。詳細については、『追加

のロールを要求する方法』を参照してください。

[ダウンロード] 画面を開いても、追加のソフトウェアをダウンロードす

る必要があるサービスが表示されない場合

サービスのロールを要求します。詳細については、『組織内の自分のロ

ールを管理する方法』を参照してください。

注：   組織内でサービス ロールが割り当てられているにもかかわらず、

そのサービスのためにダウンロードするソフトウェア バイナリが表示

されない場合は、VMware Cloud Services でサービスに関連付けら

れているバイナリまたはパッケージがないことを意味します

。

複数の VMware Cloud Services 組織のメンバーである場合 ダウンロードする必要があるソフトウェア バイナリにアクセスできる

組織ロールとサービス ロールを自分が保有している組織に切り替えま

す。詳細については、『別の組織にアクセスする方法』を参照してくだ

さい。

この章には、次のトピックが含まれています。

n VMware Cloud Services の追加ソフトウェアをダウンロードする方法
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VMware Cloud Services の追加ソフトウェアをダウンロードする

方法

サービス用にダウンロードする必要がある追加のソフトウェア バイナリとパッケージは、Cloud Services コンソ

ールの [ダウンロード] 画面からアクセスできます。

前提条件

追加のソフトウェア バイナリとパッケージをダウンロードするには、次の条件を満たす必要があります。

n 組織内で、組織の管理者または組織のメンバーである場合は、組織の所有者ロールまたはソフトウェア インスト

ーラ権限を持っている。

n 追加のソフトウェアをダウンロードするサービスに対するサービス ロールが割り当てられている。

n 追加のソフトウェアをダウンロードするサービスに対して、組織が有効なサブスクリプションを持っている。

手順

1 Cloud Services コンソール にログインします。

2 メイン メニューで [ダウンロード] をクリックします。

[製品エクスプローラ] 画面が開きます。自分がアクセスでき、ダウンロード用の追加ソフトウェアがあるサービ

スのリストが表示されます。

3 サービスのソフトウェア バイナリを表示するには、サービス名をクリックします。

[製品エクスプローラ] の右側のペインに、選択したサービスに関連付けられたダウンロード バイナリが表示され

ます。

4 使用可能なソフトウェア ダウンロードを確認します。

a [詳細を表示] をクリックすると、特定のソフトウェア バイナリの詳細を表示できます。

b [ダウンロード] をクリックして、ローカル マシンにソフトウェア バイナリをダウンロードします。
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ID およびアクセス権の管理 9
組織の所有者ユーザーは、組織とそのリソースへのユーザーおよびグループのアクセス権を制御できます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n ロールと権限を管理する方法

n 組織内のユーザーを管理する方法

n グループを使用する方法

n 組織の認証ポリシーを設定する方法 

n エンタープライズ フェデレーションの概要と VMware Cloud Services との連携

n ID ガバナンスと管理の概要と VMware Cloud Services との連携

n OAuth 2.0 でアプリケーションを認証する方法

n VMware Cloud Services のイベント ログの監査の仕組み

n VMware Cloud Services で NIST のログイン前通知を作成する方法

n データ情報ダッシュボードの使用方法

ロールと権限を管理する方法

組織の所有者ユーザーは、VMware Cloud Services のユーザーが組織に参加するように招待するときに、ロール

ベースのアクセス権を付与します。

Cloud Services コンソールの、[ID とアクセスの管理] - [アクティブ ユーザー] メニューから、組織内のユーザー 

ロールを表示および管理します。

組織のロールおよび権限

組織のリソースへのアクセス権は組織内の各ユーザーに割り当てられたロールによって決定されます。各ユーザ

ーには、組織内の次のロールを 1 つ以上割り当てることができます。

n 組織の所有者

n 組織のメンバー

n 組織管理者
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各組織ロールの権限を確認するには、VMware Cloud Services で使用できる組織ロールを参照してください。

サービスのロールおよび権限

VMware Cloud services には、組織内のユーザーに割り当てることができるサービス ロールの事前定義済み

セットが付属しています。組織の所有者ユーザーは、各 Cloud Services に設定したロールに応じて、クラウ

ド サービスへのアクセス権を組織内の他のユーザーに付与します。組み込みのサービス ロールの詳細について

は、関連する VMware Cloud サービスのドキュメントを参照してください。

VMware Cloud Services で使用できる組織ロール

VMware Cloud Services のユーザーには、任意の組織におけるいずれかの組織ロール（組織のメンバー、組織管

理者、または組織の所有者）を割り当てることができます。

組織のロールおよび権限

各組織の権限レベルは次のように異なります。

n 組織の所有者ロールには、組織内のすべてのリソースに対する完全な管理アクセス権があります。組織の所有者

ユーザーは、ロールを自身に割り当てることもできます。

n 組織管理者ロールには、限定的な管理アクセス権があります。組織管理者ユーザーは、任意の組織ロールにサー

ビス ロールを割り当てることができますが、管理できるのは自分よりも管理権限が低いロールを持つユーザー、

グループ、OAuth アプリケーションのみです。

たとえば、組織管理者ユーザーは、組織内の組織のメンバー ロールを持つ他のユーザーとグループに対してアク

セス権を付与または管理できますが、組織の所有者または組織管理者ロールが割り当てられたユーザー、グルー

プ、リソースを管理することはできません。

n 組織のメンバー ロールには、組織のリソースへの読み取り専用アクセス権があります。

ここでは、VMware Cloud Services での 3 つの組織ロールの権限について把握しておく必要がある事項について

説明します。相互に競合するロールが割り当てられたユーザーには、より高い権限を持つロールが付与されます。

権限 組織の所有者 組織管理者 組織のメンバー

1 つまたは複数の組織に属する

他の組織にアクセスする

ログイン時に表示する組織を指定

する

組織設定を表示および変更する 表示のみ。 表示のみ。

組織内のユーザーを追加/削除す

る

 組織のメンバー ロールを持つ

ユーザーのみ。

組織内のサービスへのアクセスお

よびユーザーのロールを管理する
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権限 組織の所有者 組織管理者 組織のメンバー

お支払い方法と請求を管理および

表示する

 [請求（読み取り専用）] チェッ

ク ボックスがオンになっている

場合、このロールは、請求関連の

情報に対する読み取り専用アクセ

ス権と、使用量レポートの生成方

法を提供します。

 [請求（読み取り専用）] チェッ

ク ボックスがオンになっている

場合、このロールは、請求関連の

情報に対する読み取り専用アクセ

ス権と、使用量レポートの生成方

法を提供します。

サポート チケットを発行および

管理する

[ユーザーをサポートする] チ
ェック ボックスが選択されてい

る場合。

[ユーザーをサポートする] チ
ェック ボックスが選択されてい

る場合。

クラウド サービス API で、お客

様の使用状況とデータを照会する

この権限を使用できるのは、特定

のプロファイルをお持ちのお客様

のみです。

[管理対象サービス プロバイ

ダ] チェック ボックスが選択され

ている場合。

[管理対象サービス プロバイ

ダ] チェック ボックスが選択され

ている場合。

OAuth アプリケーションを作成

および管理し、サードパーティ ア
プリケーションに保護されたリソ

ースへのアクセスを許可する

 組織内のユーザーによって作

成された OAuth アプリケーショ

ンの場合のみ。

[開発者] チェック ボックスが

選択されている場合。

組織に関連付けられた vRealize 
Log Insight Cloud サービス イ
ンスタンス内にある組織のすべて

の監査データにアクセスする

[アクセス ログ監査者] チェッ

ク ボックスが選択されている場

合。

[アクセス ログ監査者] チェッ

ク ボックスが選択されている場

合。

クラウド サービス向けの追加の

ソフトウェア バイナリとパッケ

ージのダウンロード リンクにア

クセスします。

[ソフトウェア インストーラ] 
チェック ボックスが選択されて

いる場合。

[ソフトウェア インストーラ] 
チェック ボックスが選択されて

いる場合。

プロジェクトとそのリソースへの

アクセスを作成、変更、および管

理します。

[プロジェクト管理者] チェッ

ク ボックスが選択されている場

合。

[プロジェクト管理者] チェッ

ク ボックスが選択されている場

合。

組織内のユーザーを管理する方法

組織の所有者ユーザーは、ユーザー アクセスを管理し、組織内のユーザーおよびグループに付与するサービスおよび

組織レベルの権限を決定します。

Cloud Services コンソールの [ID およびアクセス管理] メニューを使用して、組織内のユーザーの招待、組織ロー

ルおよびサービス ロールの割り当て、ユーザー ロールの変更、または組織からのユーザーの削除を行います。

注：   ユーザー ロールの変更が組織内で有効になるまでに、最大で 30 分かかることがあります。

組織にユーザーを招待する場合は、2 つのタイプのロール ベースのアクセス権を割り当てます。

n 組織の 1 つ以上の Cloud Services へのアクセス権。サービスへのアクセス権をユーザーに付与するには、サ

ービスによって提供される 1 つ以上のロールをユーザーに割り当てます。詳細については、関連する VMware 
Cloud Services のドキュメントを参照してください。
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n 組織へのロールベースのアクセス権。完全なアクセス権を持つ組織の所有者ユーザーとして割り当てるか、読み

取り専用アクセス権を持つ組織のメンバー ユーザーとして割り当てます。

グループにアクセス権を割り当てる方が、個々のユーザーに同じ権限を 1 つずつ割り当てるよりも効率的です。組織

の所有者は、グループを構成するユーザーと、ユーザーに割り当てられるロールおよび権限を決定します。

ユーザーを組織に追加する方法

組織の所有者は、組織にユーザーを招待し、組織に関連付けられたサービスへのアクセス権をユーザーに付与できま

す。送信した招待を追跡することもできます。招待は最長 7 日間有効です。招待を誤って送信した場合は、取り消す

ことができます。

招待されるユーザーには、次のような複数のロールを付与できます。

n 組織内のロール（組織の所有者または組織のメンバー）。各ロールに割り当てられている権限を確認するには、

VMware Cloud Services で使用できる組織ロールを参照してください。

n ユーザーを招待したクラウド サービス内のロール。各クラウド サービスには、独自のロールがあります。詳細

については、VMware Cloud services に関するドキュメントを参照してください。

n お客様のプロファイルによっては、管理対象サービス プロバイダのロールが表示されることもあります。このロ

ールを使用すると、ユーザーはクラウド サービス API にお客様の使用状況やデータをクエリすることができま

す。テナント組織のユーザーにこのロールを割り当てると、ユーザーは組織内のすべてのデータにアクセスでき

るようになります。

手順

1 Cloud Services コンソール ツールバーで、[VMware Cloud Services] アイコンをクリックし、[ID および

アクセス権の管理] - [アクティブ ユーザー] の順に選択します。

2 [ユーザーの追加] をクリックします。

3 [新しいユーザーの追加] 画面で、次の情報を入力します。

a [ユーザー] テキスト ボックスに、組織に追加するユーザーのメール アドレスを入力します。

メール アドレスをカンマで区切るか、各メール アドレスをそれぞれ別の行に入力することで、一度に複数

のユーザーを追加できます。

b [組織ロールの割り当て] セクションで、組織内でのユーザーのロールを割り当てます。

組織の所有者ロールには、完全な管理アクセス権があります。新しいユーザーに対して組織のメンバー ロー

ルを選択する場合は、[追加のロール] セクションで 1 つ以上のロールを選択してアクセス権を追加すること

を検討してください。

c ユーザーに組織内のサービス ロールを割り当てるには、[サービスへのアクセス権の追加] をクリックし、ド

ロップダウン メニューを使用して選択します。

d 別のサービスへのアクセス権をユーザーに付与するには、[サービスへのアクセス権の追加] を再度クリック

します。
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4 [追加] をクリックして、ユーザーに招待を送信します。

送信した招待は 7 日間有効です。招待のステータスは、[ID とアクセスの管理] - [保留中の招待] タブで確認で

きます。

5 誤って招待を送信した場合は、取り消すことができます。招待の横のチェック ボックスを選択し、[招待を取り

消す] をクリックします。

これで、E メールに記載されたアクティベーション リンクは無効になり、このメールを受信した人物はサービス

にログインできなくなります。

自分の組織からユーザーを削除する方法

組織の所有者は、組織からユーザーを削除できます。削除されたユーザーは、組織とそのサービスにアクセスできな

くなります。

手順

1 Cloud Services コンソールを開き、[ID とアクセスの管理] - [アクティブ ユーザー] の順に選択します。

2 1 人以上のユーザーを選択し、[ユーザーの削除] をクリックします。

3 組織からユーザーを完全に削除するには、[削除] をクリックします。

ユーザー ロールを変更する方法

組織に参加したユーザーは、組織の所有者から直接付与されるかグループのメンバーとして継承することにより、組

織ロールとサービス ロールのアクセス権を受け取ります。組織の所有者は、Cloud Services コンソールでユーザ

ー ロールを表示および編集できます。

ここでは、ユーザーのロールの編集について理解しておく必要がある点を説明します。

n ユーザーは、直接割り当てられたロールと、グループから継承したロールを組み合わせて保持できます。たとえ

ば、直接割り当てられたサポート ユーザーのロールと、開発者や VMware Cloud on AWS 管理者などのグ

ループから継承したロールです。

n 相互に競合するロールが割り当てられたユーザーには、より高い権限を持つロールが付与されます。たとえば、

ユーザーに読み取り専用ロールと管理者ロールが割り当てられている場合、そのユーザーには管理者ロールが付

与されます。
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手順

1 Cloud Services コンソール ツールバーで、[VMware Cloud Services] アイコンをクリックし、[ID および

アクセス権の管理] - [アクティブ ユーザー] の順に選択します。

2 ユーザー名の横にある二重矢印アイコン ( ) をクリックして、ユーザーのロールと、グループに属しているか

どうかを表示します。

ユーザーのロールに変更を加えると、グループ経由で割り当てられたロールが上書きされる場合があります。

3 ユーザーの横のチェック ボックスを選択し、[ロールの編集] をクリックします。

4 必要に応じて、ユーザーの組織ロールとサービス ロールを変更します。

5 [保存] をクリックします。

グループを使用する方法

グループにロールを割り当てる方が、個々のユーザーに同じ権限を 1 つずつ割り当てるよりも効率的です。組織の所

有者ユーザーは、グループを作成し、グループを構成するメンバーと、メンバーに割り当てるロールを決定します。

グループを作成または追加した後に編集することもできます。組織の拡大と変更に応じて、グループへのメンバーの

追加または削除を実行します。

VMware Cloud services で使用できるグループには、カスタム グループとエンタープライズ グループの 2 種類

があります。カスタム グループは他の組織と共有することができます。エンタープライズ グループは、カスタム グ
ループにネストできます。

カスタム グループ

カスタム グループを作成するには、名前と説明を入力し、メンバーを追加してから、組織とそのリソースにロー

ルを割り当てます。たとえば、カスタム グループを作成し、組織に対する組織のメンバー ロールとサポート ロ
ール、および組織内の特定のサービスに対する読み取り専用アクセス権を付与することができます。カスタム グ
ループにはエンタープライズ グループも含めることができます。

カスタム グループの場合は、名前と説明の編集、メンバーの追加や削除、およびグループのロール割り当ての変

更を行うことができます。

共有グループ

カスタム グループの作成時に、共有にするかどうかを決定できます。組織の所有者は、共有グループを他の組織

に関連付けることで、関連付けられた組織内で共有グループのメンバーにロールを割り当てたり、組織の所有者

からの招待なしでサービスにアクセスしたりできます。

共有グループに割り当てられたサービス ロールは組織に固有です。関連付けられた組織の組織の所有者は、共有

グループをインポートし、所有する組織内のグループにロールを割り当てます。共有グループをインポートする

には、組織の所有者がグループの名前または ID を把握しておく必要があります。

ソース組織（共有グループが作成された組織）の組織の所有者のみが、グループのメンバーの変更や、グループ

の削除を行うことができます。関連付けられた組織から共有グループを削除しても、そのグループは削除されま

せん。また、後で追加して戻すこともできます。共有グループを管理する方法方法を参照してください。

エンタープライズ グループ
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エンタープライズ グループは、企業ドメインと同期しています。VMware Cloud services と企業ドメインを

連携させると、組織内でエンタープライズ グループを使用できるようになります。エンタープライズ グループ

にロールを割り当てる方法を参照してください。

エンタープライズ グループの場合は、グループのロール割り当ての変更のみを行うことができます。VMware 
Cloud services のエンタープライズ グループからメンバーを追加または削除することはできませんが、組織と

そのリソースにロールを割り当て、それらをカスタム グループに追加することはできます。

ネストされたグループ

グループを別のグループに追加することを、ネストと呼びます。ネストされたグループについて理解しておくべ

きことは次のとおりです。

n エンタープライズ グループは、カスタム グループにネストすることができます。

n ネストされたグループは、ロールの組み合わせ（エンタープライズ グループに直接割り当てられたロール

と、カスタム グループによって割り当てられたロール）を保持できます。

n ネストされたエンタープライズ グループのロールを編集したり、ロールを追加することはできますが、カス

タム グループから継承されたロールを削除することはできません。

n カスタム グループを別のカスタム グループにネストすることはできません。

組織の所有者は、グループを作成または追加した後に編集することもできます。カスタム グループの場合は、名前と

説明の編集、メンバーの追加や削除、およびグループのロール割り当ての変更を行うことができます。エンタープラ

イズ グループの場合は、グループのロール割り当ての変更のみを行うことができます。

組織の所有者は、グループを作成し、管理するほかに、組織の拡張と変更に伴ってグループにメンバーを追加したり、

グループからメンバーを削除します。

注：   グループに変更を加えると、組織でその変更が有効になるまでに最長で 30 分かかる場合があります。

新しいグループを作成する方法

組織の所有者ユーザーは、組織内に新しいグループを作成し、グループに組織ロールとサービス ロールを割り当てる

ことができます。これらのグループは、カスタム グループといいます。

各組織ロールに割り当てられる権限の詳細については、ロールと権限を管理する方法を参照してください。サービス 

ロールに割り当てられる権限の詳細については、サービスのドキュメントを参照してください。

手順

1 Cloud Services コンソール で、[ID およびアクセス権の管理] - [グループ] の順に選択します。

2 [グループの追加] をクリックします。

3 [新規グループの作成] を選択し、[続行] をクリックします。

4 グループの名前と説明を入力します。
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5 グループを他の組織と共有する場合は、[組織の追加] をクリックします。

a グループを共有する組織を選択します。各組織の組織 ID を入力するか、ポップアップ ウィンドウに表示さ

れる組織のリストから選択します。

b [追加] をクリックします。

注：   共有するカスタム グループを作成すると、関連付けられた組織の組織の所有者は、組織内のグループ

にロールを割り当てることができます。

6 [メンバーの追加] をクリックしてメンバーをグループに追加し、[追加] をクリックします。

メンバーには、エンタープライズ グループおよびユーザーを指定できます。この手順をスキップして、グループ

を作成した後にメンバーを追加することも選択できます。

7 組織ロールを選択して、グループに組織へのアクセス権を割り当てます。

8 [サービスへのアクセス権の追加] をクリックし、サービスおよびこのサービスのグループに割り当てるロールを

選択して、グループにサービスへのアクセス権を割り当てます。

9 追加サービスへのアクセス権を追加するには、[サービスへのアクセス権の追加] をクリックします。

10 [作成] をクリックします。

[ID およびアクセス権の管理] 画面のグループのリストにグループが追加されます。

エンタープライズ グループにロールを割り当てる方法

ドメインが VMware Cloud services とフェデレーションされている場合は、企業のソース ドメインからグループ

を選択して、組織内のロールを割り当てることができます。これらのグループは、エンタープライズ グループといい

ます。

エンタープライズ グループは、企業ドメインと同期しています。一度に複数のエンタープライズ グループにロール

を割り当てることができるほか、選択したグループに属するメンバーを表示できます。

割り当てを行うグループのメンバーには、次のような複数のロールを付与できます。

n 組織ロール：組織内のロール（組織の所有者または組織のメンバー）。「ロールと権限を管理する方法」を参照し

て、各ロールに割り当てられている権限を確認してください。

n サービス ロール：1 つ以上の VMware Cloud services 内のロール。各クラウド サービスには、独自のロール

があります。詳細については、関連する VMware Cloud Services のドキュメントを参照してください。

n お客様のプロファイルによっては、管理対象サービス プロバイダのロールが表示されることもあります。このロ

ールを使用すると、ユーザーはクラウド サービス API にお客様の使用状況やデータをクエリすることができま

す。テナント組織のメンバーにこのロールを割り当てると、メンバーは組織内のすべてのデータにアクセスでき

るようになります。

手順

1 Cloud Services コンソールのメイン メニューで、[ID およびアクセスの管理] - [グループ] の順に選択します。

2 [ソース ドメインからグループを選択] をクリックして、[続行] をクリックします。

3 ロールを割り当てるエンタープライズ グループを検索します。
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4 グループに組織ロールを割り当てます。

各ロールの権限を確認するには、上記のリンクを参照してください。

5 サービスを選択し、このサービスの 1 つ以上のロールをグループに割り当てます。

サービスを選択すると、サービスのデフォルト ロールが表示されます。そのロールをクリックして、別のロール

を選択します。

6 別のサービスへのアクセス権をグループに付与するには、[サービスへのアクセス権の追加] をクリックしてロー

ルを割り当てます。

7 [追加] をクリックします。

組織のメンバーロールを持つユーザーに E メールを送信するには、チェックボックスを選択します。組織の所有

者およびサポート ユーザーのロールを持つユーザーには、E メールが自動的に送信されます。

共有グループを管理する方法

組織の所有者ユーザーがカスタム グループを作成して他の組織に関連付けると、そのグループは共有グループになり

ます。ターゲットの組織の組織の所有者には、共有グループをインポートしてサービス ロールを割り当てるための招

待メールがソースの組織の所有者から届きます。

別の組織で作成された共有グループをインポートするための招待メールを受け取る組織の所有者は、共有グループを

組織にインポートする際、その共有グループにサービス ロールを割り当てます。

インポートした共有グループと組織内で作成された共有グループはラベル  で区別できます。

インポートした共有グループのユーザーは、グループに割り当てたロールに従って組織内のサービスにアクセスでき

ます。これにより、グループ レベルでの組織間のサービスへのアクセスが可能になり、各ユーザーに個別の招待メー

ルを送信する必要がなくなります。

重要：   他の組織からインポートされた共有グループを編集することはできません。共有グループに割り当てるロー

ルの編集や、組織からのグループの削除は可能です。

前提条件

追加する共有グループを作成したソースの組織の名前または組織 ID を把握しておく必要があります。

手順

1 Cloud Services コンソール で、[ID およびアクセス権の管理] - [グループ] の順に選択します。

2 [グループの追加] をクリックします。

3 [他の組織からのグループのインポート] を選択し、[続行] をクリックします。

4 ドロップダウン メニューから、共有グループを作成したソースの組織を選択します。

5 インポートする共有グループを選択します。

6 選択したグループに組織へのアクセス権を割り当てる組織ロールを選択します。
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7 [サービスへのアクセス権の追加] をクリックして、選択したグループにサービス ロールを割り当てます。

a ドロップダウン メニューを使用して、共有グループにアクセス権を割り当てる組織内のサービスを選択しま

す。

b ロールのボックスをクリックして、共有グループに割り当てるサービス ロールを選択します。

c アクセスの期間を定義します。終了日を選択するか、有効期限のないアクセス権を指定できます。

8 追加サービスへのアクセス権を追加するには、[サービスへのアクセス権の追加] をクリックして、手順 7.a ～ 

7.c を繰り返します。

9 共有グループのすべてのユーザーがサービスにアクセスするための招待メールを受け取るようにする場合は、[招
待した全ユーザーに、このロールの割り当てを通知する E メールを送信します] チェック ボックスを選択したま

まにします。

10 [インポート] をクリックします。

結果

共有グループがカスタム リモート グループとして組織に追加されます。

組織の認証ポリシーを設定する方法

組織の所有者ユーザーは、VMware Cloud services 組織へのユーザー アクセスに対する認証ポリシー（多要素認

証、IP アドレス認証設定、ドメイン レベルでのユーザー アクセスなど）を設定します。

組織の認証ポリシー設定は、Cloud Services コンソールの [組織] - [認証ポリシー] 画面で作成および管理します。

重要：   新しいポリシーまたはポリシーの変更が有効になるまでに最長で 30 分かかる場合があります。

組織に複数の認証ポリシーが設定されている場合、各ユーザー ログインはすべてのポリシーに対して順番に検証され

ます。いずれかのポリシーに違反している場合、ユーザーは組織へのアクセスを許可されません。

多要素認証の設定方法

多要素認証 (MFA) が適用されると、組織内のすべてのユーザーは、ログイン認証情報に加えて 6 桁の認証コードを

入力することを要求されます。コードを提供するためには、VMware Cloud Services に多要素認証デバイスを登

録する必要があります。有効な多要素認証コードを提供できなかった組織ユーザーは、組織へのアクセスを拒否され

ます。

フェデレーション ドメインの組織の所有者は、組織の多要素認証を制御しません。フェデレーション ドメインの多

要素認証は、会社が使用している ID プロバイダの エンタープライズ管理者 が構成します。この手順は、フェデレー

ションされていないドメインに対してのみ適用されます。

前提条件

n 組織内での組織の所有者ロールが必要です。

n MFA を適用した後に組織からロックアウトされないように、あらかじめ MFA デバイスを VMware Cloud 
Services に登録しておく必要があります。詳細な手順については、多要素認証でアカウントを保護する方法を

参照してください。
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手順

1 Cloud Services コンソールにログインし、[組織] - [認証ポリシー] の順にクリックします。

2 [多要素認証] セクションで、トグル ボタンをクリックすると緑色に変わります。

結果

これで多要素認証が適用され、組織のすべてのユーザーは、多要素認証デバイスを登録することと、ログイン時に多

要素認証トークンを提供することが要求されます。

注：   ポリシーが組織内で有効になるまでに、最大 30 分かかる場合があります。

IP 認証設定を定義する方法

組織の所有者は、特定の IP アドレスからのユーザー アクセスをブロックまたは許可するための IP アドレスまたは 

IP アドレス範囲を定義することにより、組織へのアクセスを管理することができます。

これを行うには、認証設定を適用して、IP アドレス範囲または特定の IP アドレスからのユーザー アクセスをブロッ

クまたは許可します。認証設定が IP アドレス範囲に対して定義されている場合は、その範囲内の特定の IP アドレス

に例外を設定できます。たとえば、IP アドレス範囲にブロック認証を適用する場合は、VMware Cloud services 
へのアクセスを許可する例外を、その範囲内の 1 つ以上の IP アドレスに設定できます。

注：   IPv4 および IPv6 IP アドレスの CIDR 表記に従って IP アドレスを入力する必要があります。

定義できる認証設定オプションは 2 つあります。

n [IP アドレスをブロック]：有効にすると、組織へのアクセスに対して、特定の IP アドレス/範囲からのユーザー 

ログインがブロックされます。

n [IP アドレスを許可]：有効にすると、組織へのアクセスに対して、特定の IP アドレス/範囲からのユーザー ロ
グインが許可されます。

組織内で有効にできる設定は 1 つのみです。2 つの設定の間で切り替えることはできますが、両方を同時に有効にす

ることはできません。

組織内の IP アドレス認証設定を設定または変更するには、Cloud Services コンソールにログインし、[組織] - [認
証ポリシー] - [IP アドレス/範囲] の順に移動します。

注：   ポリシー設定が組織内で有効になるまでに、最大 30 分かかる場合があります。
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目的 手順

組織の IP アドレス認証設定を設定する 1 IP アドレス認証設定を初めて設定するときは、オプションを選択

し、[有効化] をクリックします。

[ポリシー設定] 画面が表示され、組織内で IP アドレス/範囲が有効

になっていることが示されます。

2 [追加] をクリックし、IP アドレスまたは範囲を入力します。

3 [追加] をもう一度クリックします。

入力したアドレスまたは範囲は、組織に対して指定される、ブロッ

クまたは許可されるアドレスと範囲のリストに追加されます。

認証設定に例外を追加する IP アドレスの例外ルールは、許可またはブロックされる IP アドレスの

リストですでに指定されている IP アドレス範囲から定義します。

1 [IP アドレス/範囲] 画面の [例外] セクションで、[例外の追加] を
クリックします。

2 表示されるポップアップ ウィンドウで、組織の認証ポリシーに例外

として追加する IP アドレスを入力します。

[IP アドレスを許可] 設定を有効にした場合、例外リスト上の IP ア
ドレスから VMware Cloud services にアクセスするユーザー

のアクセスは拒否されます。逆に、[IP アドレスをブロック] 設定

を有効にした場合、例外リスト上の IP アドレスから VMware 
Cloud services にアクセスするユーザーのアクセスは許可され

ます。

認証設定の IP アドレス、範囲または認証設定の例外を変更する IP アドレス認証ポリシーを有効にすると、IP アドレス、IP アドレス範

囲、および例外を追加できます。ポリシーに含まれる既存の IP アドレ

スや範囲を変更または削除することもできます。

n 変更を加えるには、まずリストから IP アドレスまたは IP アドレス

範囲を選択し、適切なアクションを適用します。

IP アドレス認証設定を変更する 組織の認証設定を [IP アドレスをブロック] から [IP アドレスを許可] 
に、またはその逆に切り替える場合は、現在の認証設定で指定されてい

るすべての IP アドレスと IP アドレス範囲を削除する必要があります。

1 [IP アドレス/範囲] 画面で、現在定義されているすべての IP アド

レスおよび範囲を選択します。

2 [削除] をクリックします。

3 [ユーザー IP アドレス認証設定] オプションの横にある [変更] リ
ンクをクリックします。

4 表示されるポップアップ ウィンドウで、新しいオプションを選択

し、[保存] をクリックします。

5 新しく選択したポリシー設定の新しい IP アドレスまたは IP アド

レス範囲を定義するには、[追加] をクリックします。

誤って自分をブロックしてしまったので、自分の IP アドレスのブロックを解除したい

組織の [IP アドレスをブロック] リストに誤って自分の IP アドレスを追加した場合は、サポート チケットを発行し

てブロックを解除する必要があります。組織にログインして Cloud Services コンソールの [サポート センター] 
を使用できない場合は、VMware のサポートにお問い合わせください。
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組織内のユーザー IP アドレスをブロックすると、メンバーとして属している他の組織にアクセ

スできない

ユーザーが複数の組織に属していて、IP アドレス ベースのポリシーがそれらの組織の 1 つで適用されている場合、

その組織内でのアクセスは許可されません。その場合、ログイン時に別の組織に切り替えることもできます。

ドメイン レベルでユーザー アクセスを管理する方法

組織の所有者ユーザーは、VMware Cloud Services 組織にアクセスできるドメインを指定できます。

送信元ドメイン認証ポリシーが有効になっている場合は、指定したドメインのユーザーのみ組織にアクセスできます。

グループとユーザーが組織に追加または招待されている場合でも、他のすべてのドメインからのアクセスはロックさ

れます。

手順

1 Cloud Services コンソールにログインし、[組織] - [認証ポリシー] - [送信元ドメイン] の順に移動します。

2 ポリシーを有効にするには、送信元ドメインがロックされていることを示すためにスライダをクリックして位置

を変更します。

3 組織へのアクセスを許可するドメイン名を入力します。

4 許可されたドメイン リストにドメインとサブドメインをさらに追加するには、[ドメインの追加] リンクをクリッ

クします。

5 [保存] をクリックします。

結果

これで、指定したドメインとサブドメインに対して送信元ドメインが有効になりました。許可されたドメインからロ

グインしている組織のメンバーのみが組織にアクセスできます。別のドメインからログインしようとするユーザーの

アクセスはロックされます。

注：   ポリシーが組織内で有効になるまでに、最大 30 分かかる場合があります。

自分自身またはいずれかの組織の所有者が誤って、組織へのアクセスを許可されるアクセス元ドメインのリストに自

分のドメインを含めず、そのために締め出された場合は、ヘルプ サポート チケットを開きます。

エンタープライズ フェデレーションの概要と VMware Cloud 
Services との連携

VMware Cloud services を使用している企業は、複数の企業ドメインとのフェデレーションを設定できます。企

業ドメインとのフェデレーションを設定することで、エンタープライズ内でユーザーのシングル サインオンを有効に

することができます。VMware Cloud services のエンタープライズ フェデレーションは、セルフサービス ワーク

フローを介して設定され、SAML 2.0 ベースの ID プロバイダとの統合をサポートします。
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エンタープライズ内の VMware Cloud services ユーザーおよび組織にフェデレーション ID アクセスを採用する

ことで、次のことが可能になります。

n エンタープライズのすべてのユーザーが企業アカウントを使用して VMware Cloud services にアクセスし

ます。

n 組織の所有者は、企業ドメインから同期したグループに組織およびサービス ロールを割り当てることによって、

組織およびサービスに対する認証を制御できます。

n セキュリティ チームは VMware Cloud services に対して、エンタープライズ レベルで多要素認証などのセ

キュリティ ポリシーおよびアクセス ポリシーを設定し、適用することができます。

フェデレーションされていないドメインの組織の所有者がエンタープライズ ドメイン全体のセルフサービス フェデ

レーション ワークフローを実行します。セットアップが完了すると、エンタープライズ フェデレーションは企業ド

メインのすべてのユーザーが使用できるようになり、すべての組織のすべてのサービスに適用されます。

注目:    エンタープライズは、VMware Cloud services によるアクセスのためにフェデレーションするドメインを

所有している必要があり、この所有権をセルフサービス ワークフローの最初の手順で確認する必要があります。サー

ビス プロバイダに属するドメインをフェデレーションすることはできません。

セルフサービス フェデレーション ワークフローによるエンタープライズ フェデレーションの設定手順の詳細につい

ては、「VMware Cloud Services を使用したエンタープライズ フェデレーションの設定ガイド」を参照してくだ

さい。

フェデレーション認証と非フェデレーション認証の違いは何ですか。

企業ドメインがフェデレーションされていない場合、VMware Cloud services へのアクセスは VMware ID アカ

ウントによって認証されます。VMware Cloud services を初めて使用するときは、my.vmware.com にアクセ

スして VMware ID を作成します。

企業ドメインがフェデレーションされている場合、VMware Cloud services へのアクセスは企業アカウントによ

って認証されます。ホスト型 Workspace ONE Access のテナントを ID ブローカとして使用することで、ID プ
ロバイダとのフェデレーションが設定されます。ホスト型テナントは、企業の ID プロバイダと Active Directory 
による検証用に構成されます。VMware Cloud services へのユーザーおよびグループのアクセス権を管理するに

は、ユーザーとグループが企業の Active Directory と同期するように Workspace ONE Access Connector 
を構成します。username、firstname、lastname、メール アドレスなど、ユーザー プロファイル属性のうち

必要なサブセットのみが同期するように構成されます。後から他の属性を追加できます。

注：   ユーザー パスワードが同期されることやキャッシュされることはありません。

。

企業ドメインのフェデレーションを取り消すことはできますか。

フェデレーションの設定を取り消す場合、または最初に構成したフェデレーション企業ドメインのフェデレーション

を取り消す場合は、サポート チケットを提出する必要があります。
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企業ドメインのエンタープライズ フェデレーションの設定に必要な操作

企業ドメインのエンタープライズ フェデレーションの設定は、複数の手順、ユーザー、ロールが関係するセルフサー

ビスのプロセスです。

ここでは、企業ドメインと VMware Cloud services のフェデレーションに関連するユーザーと要素について説明

します。

組織の所有者

フェデレーションされていないドメインの組織の所有者ユーザーは、Cloud Services コンソールからフェデレ

ーションのセットアップを開始できます。組織の所有者は、セルフサービス フェデレーション プロセスを開始

し、セットアップを完了するために 1 人以上のエンタープライズ管理者を割り当てることができます。

組織の所有者は、自分が属するエンタープライズのシステム管理者ロールを持ち、エンタープライズ ディレクト

リ サービスと ID プロバイダの構成について十分な知識を備えていれば、フェデレーションのセットアップを実

行するエンタープライズ管理者として行動できます。

エンタープライズ管理者

エンタープライズ管理者は、エンタープライズの中心的なセキュリティ チームに属し、ディレクトリ サービス

と ID プロバイダを管理するシステム管理者です。エンタープライズ管理者は企業ドメインのエンタープライズ 

フェデレーションを設定する専任の担当者として、セルフサービス セットアップ プロセスの構成と検証の手順

を実行します。エンタープライズ フェデレーションの設定には、さまざまなセキュリティ チームの担当者が関

与することがあります。専任のエンタープライズ管理者は、セットアップを支援する他の管理者を招待できます。

エンタープライズ フェデレーション組織

組織の所有者が 1 人以上のエンタープライズ管理者を招待することによって企業ドメインのセルフサービス フ
ェデレーション ワークフローを開始すると、特別なフェデレーション組織がセットアップで使用可能になりま

す。セルフサービス フェデレーション プロセスに関与するすべてのユーザーは、この特別なフェデレーション

組織にアクセスするためのリンクが記載された E メール通知を受信します。この組織の目的は、企業ドメインの

エンタープライズ フェデレーションを設定し、初期セットアップを変更することです。

企業アカウントから VMware ID へのリンク

アカウントがフェデレーションされている VMware Cloud services の既存のユーザーが組織内のサービス

にアクセスするには、企業アカウントを VMware ID アカウントにリンクする必要があります。ドメインのフ

ェデレーション設定が有効になった後に VMware Cloud services にオンボーディングする新規ユーザーは、

請求情報の表示またはサポート チケットの発行を行う必要がない場合、VMware ID を作成する必要はありま

せん。

請求およびサポートの目的で VMware を使用する VMware Cloud services のユーザーは、VMware ID を
作成して、企業のアカウントを VMware ID にリンクする必要があります。

VMware Workspace ONE Access テナント

フェデレーション ID 管理を設定するには、お客様が VMware Workspace ONE Access テナントの構成と

管理を行う必要があります。テナントは、セルフサービス フェデレーション プロセスの一環として作成されま
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す。Workspace ONE Access テナントは、ID プロバイダに対する ID ブローカ（サービス プロバイダ）と

して機能し、実際のユーザー認証には関係しません。

セルフサービス フェデレーションのセットアップ ワークフロー

セルフサービス フェデレーションのセットアップは複数の手順から構成され、さまざまなエンタープライズ管理

者が数回に分けて実行できます。ワークフローは、前回終了した地点から再開されます。セットアップに関与す

るエンタープライズ管理者は、VMware Cloud services アカウントと VMware ID を関連付けておく必要が

あります。フェデレーション セットアップのすべての手順は、特別なフェデレーション組織の [エンタープライ

ズ フェデレーションの設定] ワークフローによって実行されます。

My VMware ID の関連付けが必要な理由

フェデレーション アカウントを持つ組織の所有者またはサポート ユーザーの場合でも、請求情報とカスタマ サポー

トへのアクセスのために、企業アカウントに関連付けられた VMware ID を持つ必要があります。

クラウド サービスをすべて表示するには

VMware ID アカウントからすべてのサービスにアクセスするには、VMware ID アカウントをフェデレーション 

アカウントに関連付ける必要があります。保持しているトークンは、自動的に転送されます。

Cloud Services アカウントを関連付ける方法

アカウントを関連付けるには、Cloud Services コンソール で、[マイアカウント] - [プロファイル] をクリックし

ます。

VMware ID を作成するときに企業のメール アドレスを使用した場合は、Cloud Services コンソール バナーの 

[VMware ID のリンク] ボタンをクリックします。アカウントを関連付ける前にバナーを閉じてしまった場合は、

Cloud Services コンソール で [マイ アカウント] - [プロファイル] の順にクリックし、後でアカウントを関連付け

ることもできます。

[プロファイル] 画面で、関連付けられたアカウントの詳細を表示できます。

組織の所有者およびサポート ロールを持つユーザーの関連付け

組織の所有者またはサポート ユーザー ロールを付与されたユーザーが請求情報およびカスタマー サポートに継続し

てアクセスできるようにするには、VMware ID アカウントを関連付ける必要があります。ユーザーのアカウントを

関連付けると、お客様番号が表示されます。今後は、新しい組織を作成する場合、組織の設定時に VMware ID ア
カウントを関連付けます。

お客様番号の表示

組織の所有者またはサポート ユーザーは、お客様番号が必要になります。ユーザーのアカウントを関連付けると、

[ユーザー/組織の設定] メニューのユーザー名の下にお客様番号が表示されます。

VMware Cloud Services コンソールの使用

VMware, Inc. 46



[プロファイル] 画面で、ユーザーのお客様番号および関連付けられたアカウントのその他の詳細も確認できます。

OAuth クライアントへの対応

O-Auth クライアントは、サードパーティ製アプリケーションと VMware Cloud services との統合に使用しま

す。

フェデレーション アカウントのユーザー名が VMware ID と同じである場合（たとえば、joe@acme.com）、

VMware ID でログインして作成したすべての OAuth クライアントは、VMware ID を関連付ける際にフェデレー

ション アカウントに転送されます。

VMware ID のユーザー名がフェデレーション アカウントと同じでない場合（たとえば、joe@gmail.com と 

joe@acme.com）は、クライアントはフェデレーション アカウントに転送されないため、新しいクライアントを作

成する必要があります。

OAuth クライアントの作成については、OAuth 2.0 でアプリケーションを認証する方法を参照してください。

企業 ID プロバイダの関連付けが必要な理由

ドメインがフェデレーションされている場合は、高度な ID ガバナンスと管理 (IGA) 機能を使用して、組織以外のユ

ーザーを VMware Cloud services に簡単にオンボーディングできます。

IGA を有効にする方法の 1 つは、エンタープライズ管理者にエンタープライズ フェデレーション組織のダッシュボ

ードで変更を行うよう要求することです。もう 1 つの方法は、組織を ID プロバイダ (IdP) にリンクすることです。

組織を IdP にリンクできるのは、フェデレーション ドメインの組織の所有者のみです。

1 Cloud Services コンソールにログインし、[組織] - [詳細] の順にクリックします。

2 [ID プロバイダに関連付けられたドメイン] セクションで、[ID プロバイダを関連付け] をクリックします。

IdP と、組織に関連付けられているドメインがポップアップ ウィンドウに表示されます。

3 [リンク] をクリックして、[続行] をクリックします。

IGA 機能の詳細については、ID ガバナンスと管理の概要と VMware Cloud Services との連携を参照してくださ

い。
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ID ガバナンスと管理の概要と VMware Cloud Services との連携

ID ガバナンスと管理 (IGA) は、エンタープライズが監査証跡と認証に必要なデータを取得し、組織の所有者ユーザ

ーがセルフサービス アクセスの要求、承認、違反、API トークンをリアルタイムで管理することができるサービスで

す。

IGA サービスには、基本と高度という 2 種類の機能セットがあります。フェデレーション ドメインを持つ組織のみ

が使用できます。

n 基本的な IGA 機能の使用を開始するには、組織の所有者が [ID およびアクセス権の管理] - [ガバナンス] 画面の 

[開始] リンクをクリックして、IGA サービスを有効にする必要があります。

n 高度な IGA 機能の使用を開始するには、組織で高度な ID ガバナンスと管理を有効にする方法を参照してくださ

い。

組織内で IGA サービスを使用している場合、VMware Cloud Services ユーザーは次の操作を実行できます。

役割 基本的な IGA を使用 高度な IGA を使用

組織の所有者ユーザー n Cloud Services コンソール の [ID お
よびアクセス権の管理] - [ガバナンス] 画
面から IGA ダッシュボードにアクセスし

ます。

n 組織のメンバーが追加ロールのセルフサ

ービス リクエストを送信できる機能を有

効または無効にします。

n 受信した組織ロール リクエストおよびサ

ービス ロール リクエストを管理して、組

織内のサービスへのアクセスを制御しま

す。

n 違反を監視し、脅威に即時対応します。

n 企業 ID プロバイダにリンクされ、ガバナ

ンスが有効になっている組織で、サービス

をオンボーディングします。

組織のメンバー n 組織で有効になっている場合は、追加の組

織ロールとサービス ロールに対するセル

フサービス アクセス リクエストを送信し

ます。ガバナンスが有効になっている組

織でロールを要求する方法を参照してく

ださい。

n 企業 ID プロバイダにリンクされ、ガバナ

ンスが有効になっている組織で、自身をオ

ンボーディングします。フェデレーショ

ン アカウントを持つユーザーとしてオン

ボーディングする方法を参照してくださ

い。

組織で高度な ID ガバナンスと管理を有効にする方法

ドメインがフェデレーションされている場合は、フェデレーション ドメイン内のすべての組織に対して追加の高度な 

ID ガバナンスと管理 (IGA) 機能を有効にすることができます。

組織で高度な IGA 機能を有効にするための要件は次のとおりです。

n フェデレーション ドメインの組織の所有者は、企業 ID プロバイダを VMware Cloud Services にリンクする

必要があります。企業 ID プロバイダの関連付けが必要な理由を参照してください。

n エンタープライズ管理者は、企業 ID プロバイダにリンクされた一部のまたはすべての VMware Cloud 
services 組織に対して、高度な IGA 機能を有効にする必要があります。詳細については、「フェデレーション 

ドメイン向けの高度な IGA 機能の有効化」を参照してください。
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エンタープライズ フェデレーションの詳細については、エンタープライズ フェデレーションの概要と VMware 
Cloud Services との連携を参照してください。

高度な IGA 機能が有効になっている場合、組織以外のユーザーはオンボーディング中に、リンクされた組織内の組

織ロールおよびサービス ロールへのアクセス権を要求することができます。この機能の詳細については、フェデレー

ション アカウントを持つユーザーとしてオンボーディングする方法を参照してください。

追加ロールのセルフサービス リクエストを管理する方法

ID ガバナンスと管理 (IGA) が有効になっている組織の組織の所有者は、Cloud Services コンソールの [ガバナン

ス] - [リクエスト] 画面を使用して組織ロールとサービス ロールのリクエストを管理します。

セルフサービス リクエストを送信するオプションが組織で有効になっている場合にのみ、組織のメンバー ユーザー

がこのオプションを使用できます。

追加ロールの要求が有効になっている場合に組織のメンバー ユーザー

がアクセス権を要求する手順 追加ロールの要求が有効になっていない場合

Cloud Services カタログ内のサービス タイルにある [アクセス権の

請求] リンクをクリックする。

サービス タイルにある [アクセス権の請求] リンクをクリックできな

い。

[マイ アカウント] - [マイ ロール] ページの [ロールの要求] リンクを

クリックする。

[マイ アカウント] - [マイ ロール] ページに [ロールの要求] リンクが

表示されない。

セルフサービス リクエストを有効または無効にする方法

組織内の追加ロールのセルフサービス リクエストを有効または無効にするには、次の手順を実行します。

1 [ガバナンス] - [リクエスト] の順に移動して、[設定] をクリックします。

2 [追加ロールの要求] スライダをクリックして、設定を有効または無効にします。

3 [保存] をクリックします。

保留中のリクエストの処理方法

組織ロールとサービス ロールへのアクセスに対するすべての受信リクエストは、[保留中のリクエスト] セクションに

表示されます。[過去のリクエスト] では、組織内で作成されたすべてのリクエストの履歴データを確認できます。

リクエストを承認または拒否するには、[保留中のリクエスト] リストで 1 つまたは複数のエントリを選択し、対応す

るボタンをクリックします。リクエストが承認または拒否されると、ロールへのアクセスを要求したユーザーに E メ
ール通知が送信されます。

アクセス要求を承認前に変更することはできますか?

組織の所有者は、組織のメンバーが要求したサービス ロールへのアクセスの期間を変更できます。元のリクエストの

期間を表示するには、[リクエスト ID] リンクをクリックします。要求された期間を変更するには、[承認] をクリッ

クし、[変更を伴う承認] を選択します。設定を変更し、加えた変更を送信します。

注：   [変更を伴う承認] オプションは、サービス ロール アクセス リクエストでのみ使用できます。組織ロールには

適用できません。
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組織の所有者は、組織のメンバーが最初に申請したサービスまたはロールのアクセス権を変更できません。自分が承

認する適切なアクセス レベルについて申請者にガイダンスを提供する場合は、要求を拒否するときにメッセージを含

めることができます。申請者には E メール通知が送信され、適切な組織ロールとサービス ロールを含む新しいアク

セス リクエストを送信できます。

組織内のポリシーの違反を監視する方法

ID ガバナンスと管理 (IGA) が有効になっている組織の所有者ユーザーは、組織内のユーザー ログインおよび 

OAuth アプリケーションと API トークンを使用したログインのアクセス違反を監視します。また、違反をトリガす

るポリシーを定義および変更します。

OAuth アプリケーションと API トークンのさまざまなトリガ（非アクティブな API トークン、非アクティブな 

OAuth 所有者、幅広いサービス範囲、OAuth アプリケーションのセキュリティ保護されていない URI/未承認の 

URI など）を有効にすることで、IGA が有効になっている組織のログインに対する違反ポリシーを設定します。

注：   送信元ドメイン認証ポリシーが有効になっている場合、ポリシー設定で許可されていないドメインからのすべ

てのログイン試行に対してユーザー アクセス違反がキャプチャされます。

手順

1 企業アカウントを使用して Cloud Services コンソールにログインします。

2 [ID とアクセスの管理] - [ガバナンス] - [違反] の順に移動します。

3 [[設定]] をクリックします。

4 表示される [違反の設定] ページで、OAuth アプリケーションと API トークンの設定を必要に応じて変更しま

す。

5 [保存] をクリックします。

結果

[違反] ダッシュボードが更新され、新しい設定に従って違反が表示されます。

ダッシュボードの情報は、毎日更新されます。

組織内のポリシーの違反に対するアクションを実行する方法

ID ガバナンスと管理 (IGA) が有効になっている組織で違反を監視する組織の所有者ユーザーは、組織内で検出され

た違反に対してアクションを実行できます。違反の一覧にアクセスするには、[ID とアクセスの管理] - [ガバナンス] 
- [違反] の順に移動します。

組織でキャプチャされた違反は、違反をトリガした VMware Cloud Services へのログインに使用された認証方法

のタイプ別にグループ化されます。それぞれのタブをクリックすると、違反の一覧および違反に対応するために実行

できるアクションが表示されます。

n [OAuth アプリケーション] タブには、違反をトリガしたアプリケーションの名前、重要度、説明、OAuth ア
プリケーションを作成した組織ユーザーの E メールが表示されます。

n [API トークン] タブには、違反をトリガした API トークンの名前、重要度、説明、API トークンを作成した組

織ユーザーの E メールが表示されます。
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n [ユーザー アクセス] タブには、違反をトリガしたログインを試行した組織ユーザーの E メール、重要度、違反

が発生した日付、発生元のドメインが表示されます。送信元ドメイン認証ポリシーで許可されていないドメイン

からのログイン試行について、ユーザー アクセス違反がキャプチャされます。詳細については、『ドメイン レベ

ルでユーザー アクセスを管理する方法』を参照してください。

次の表で、組織内の違反に対応して実行できるアクションについて説明します。

目的 実行する手順

違反の可視性の変更 このアクションでは、違反の可視性のステータスが Active から 

Hidden に変更されます。違反は削除されません。このアクションは

元に戻すことができます。

1 非表示にする違反を特定し、対応する二重矢印 ( ) をクリック

して詳細を展開します。

2 非表示にするアクティブな違反の横にあるチェック ボックスを選

択します。

3 [非表示] をクリックします。

違反は詳細セクションに表示されなくなります。

非表示にした違反の表示 このアクションは、Hidden ステータスの違反を表示します。

n 違反の詳細セクションを展開し、[すべて表示] トグルをオンに切り

替えます。非表示にしたすべての違反が表示されます。

組織からの OAuth アプリケーションの削除 このアクションでは、OAuth アプリケーションが削除され、組織への

アクセスがブロックされます。OAuth アプリケーションは削除されま

せんが、このアプリからの違反は報告されなくなります。[違反] ページ

から削除アクションを元に戻すことはできません。この OAuth アプ

リケーションからの違反を監視するには、アプリケーションを組織にも

う一度追加する必要があります。

1 [違反] ページで、[OAuth アプリケーション] タブを開きます。

2 削除するアプリケーションを特定します。

3 名前の横にあるチェック ボックスを選択します。

4 [削除] をクリックします。

違反の重大度の編集 組織のニーズに基づいて、違反の条件に重要度を定義できます。

1 [違反] ページで、[設定] をクリックします。

2 [重大度] ドロップダウン メニューを使用して、変更する違反条件

ごとに設定を変更します。

3 [保存] をクリックします。

組織で API トークンを管理する方法

ID ガバナンスと管理 (IGA) が有効になっている組織の所有者ユーザーは、組織で作成された API トークンを監視

し、新しく作成されたすべてのトークンのアイドル時間と最大有効期間 (TTL) の制約を設定できます。

[API トークン] ダッシュボードにアクセスするには、Cloud Services コンソールを開き、[ID およびアクセス権の

管理] - [ガバナンス] - [API トークン] の順に移動します。ダッシュボードが開き、組織内のユーザーが作成したす

べての API トークンのリストが表示されます。

各 API トークンについて、トークン名、API トークンを作成した組織のユーザーの名前、作成日と有効期限、トー

クンが最後に使用された日付、トークンの範囲（トークンに割り当てられた組織ロール）などの詳細を表示できます。

VMware Cloud Services コンソールの使用

VMware, Inc. 51



組織の TTL ポリシーに違反している場合は、[API トークン] ダッシュボードのリストにアラート アイコン ( ) が
表示されます。組織に設定された TTL ポリシーは、組織内のユーザーが作成したすべての新しい API トークンに適

用されます。TTL ポリシーを変更すると、新しい設定に違反している以前に作成されたすべての API トークンの横

にアラート アイコンが表示されます。

有効化、無効化、または変更できる TTL ポリシー設定は 2 つあります。

n [アイドル トークン TTL]。

この設定は、API トークンがポリシー違反になるまでのアイドル有効期間を定義します。

n [最大トークン TTL]。

この設定は、組織で作成された API トークンに許容される最大有効期間を定義します。組織のユーザーは、この

設定で定義された最大トークン TTL を超える API トークンを生成できません。

API トークンが組織内のポリシーまたはガイドラインに違反した場合に実行可能な操作

API トークンが組織内の TTL ポリシーに違反しているか、何らかの疑わしい点がある場合は、[API トークン] ダッ

シュボードからトークンを無効にすることができます。これにより、そのトークンを使用して組織内のリソースにア

クセスすることができなくなります。

1 [API トークン] ダッシュボードで、無効にする API トークンを選択します。

2 [無効化] リンクをクリックします。

API トークンのステータスが「アクティベーション済み」から「非アクティブ」に変わります。API トークンの

所有者は、組織へのアクセスに使用しているトークンを組織の所有者が無効にしたことを示す E メール通知を 

VMware Cloud Services から受け取ります。

無効にされた API トークンを再度有効にするには、ダッシュボードで API トークンを選択し、[有効化] リンク

をクリックします。再有効化を確認する E メール通知が API トークンの所有者に送信されます。

組織で API トークンの TTL ポリシーを変更する方法

API トークンの TTL ポリシーを変更するには、次の手順を実行します。

1 [API トークン] ダッシュボードで、[設定] をクリックします。

目的 手順

ポリシーの有効化/無効化 [ポリシー ステータス] スライダを使用します。

TTL 設定の変更 それぞれの TTL 設定セクションに新しい値を入力し、ドロップダウ

ン リストから時間単位を選択します。時間単位として、分、時間、

または日を選択できます。

2 [保存] をクリックします。

ポリシーに対する既存のトークンの検証は、24 時間に 1 回実行されます。したがって、実行した変更の結果として 

[API トークン] ダッシュボードの違反リストが更新されるまでに時間がかかることがあります。
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組織でデフォルトのロールを割り当てる方法

ID とアクセス ガバナンス (IGA) が有効になっている組織の組織の所有者は、ポリシーを設定することによって組織

内のユーザーにデフォルトの組織ロールとサービス ロールを割り当てることができます。

このポリシーによって付与されるデフォルトのロールは、指定されたフェデレーション ドメインから組織にログイン

するすべてのユーザーに適用され、ユーザー レベルでは編集できません。デフォルトのロール資格を変更するには、

ポリシーを変更する必要があります。

重要：   組織の所有者は、ポリシーに基づいてデフォルトのロールが付与され、組織内の他のロールを持たない組織

内のユーザーを表示できないという既知の問題があります。これらのユーザーは、追加のロールを要求して、その要

求が承認されない限り、Cloud Services コンソールの [アクティブ ユーザー] リストに表示されません。デフォル

トのロールを持つユーザーが組織内の追加のロールを取得すると、そのユーザーは [アクティブ ユーザー] リストに

表示され、組織の所有者が追加のロールを付与できます。

前提条件

n 企業 ID プロバイダは、VMware Cloud Services にリンクされます。

n 組織内で高度な IGA 機能が有効になります。

n 組織内での組織の所有者ロールが必要です。

手順

1 企業アカウントを使用して Cloud Services コンソールにログインします。

2 [ID とアクセスの管理] - [ガバナンス] - [リクエスト] の順に移動します。

3 [[設定]] をクリックします。

4 画面の [デフォルト ロールの付与] セクションで、[ドメイン ポリシーの追加] リンクをクリックします。

5 新しいポリシーの名前と説明を入力します。

6 ポリシーを適用するドメインを選択します。

7 指定したドメインから組織にログインするすべてのユーザーに自動的に割り当てる組織ロールとサービス ロー

ルを選択します。

8 [保存] をクリックします。

結果

指定したドメインのすべてのユーザーは、VMware Cloud Services にログインすると指定されたロールを使用で

きるようになります。

OAuth 2.0 でアプリケーションを認証する方法

VMware Cloud Services コンソールでは、OAuth 2.0 を使用して、組織内の保護されたリソースに対する委譲

されたセキュアなアクセス権をアプリケーションに付与できるようにします。VMware Cloud Services は、アプ

リケーション ユーザーが認証する Web アプリケーション アクセスと、アクセス トークンがアプリケーションに直

接発行されるサーバ間の相互通信をサポートします。
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OAuth 2.0 とは

OAuth 2.0 は、リソースへの安全なアクセス権をアプリケーションに付与するための認証プロトコルです。クライ

アントは、アクセス トークンを介して認証されます。アクセス トークンにはスコープが設定され、トークンがアク

セスできるリソースが定義されます。OAuth 2.0 に関する詳細については、https://tools.ietf.org/html/
rfc6749#page-8 で OAuth の仕様を参照するか、https://aaronparecki.com/oauth-2-simplified/で

「OAuth 2.0 Simplified」という題名のブログ投稿を参照してください。

VMware Cloud Services での OAuth 2.0 の動作

VMware Cloud services では、client credentials、authorization code のほか、

authorization code を使用する public client などのさまざまな付与タイプを使用するアプリケーショ

ン認証で複数のユース ケースに対応しています。目的に応じて、各認証タイプ（サーバ間アプリケーション、Web 
アプリケーション、ネイティブ/モバイル アプリケーション）に対応する 3 タイプの OAuth アプリケーションのい

ずれかを作成するとができます。

VMware Cloud on AWS へのアクセス権を持つ組織の所有者のケースを考えます。このユーザーが株の取引を支

援するアプリケーションを開発しました。アプリケーション Trading 1.0 を呼び出します。vCenter Server 

によって管理されている仮想マシン上でアプリケーションを実行するには、まず VMware Cloud on AWS API を
使用してアプリケーションを認証する必要があります。

1 Cloud Services コンソール で OAuth 2.0 アプリケーションを作成します。これは Trading 1.0 アプリ

ケーションを登録する方法の 1 つです。[組織] > [OAuth アプリケーション] メニューで [アプリケーションの

作成] をクリックしてアプリケーションの作成を開始し、一連の手順を実行します。プロセスの最後で、API を
使用してクライアントを識別するためのアプリケーション ID およびアプリケーション シークレットの形式で

クライアント認証を発行します。これらの認証情報をスクリプトに貼り付けます。

2 アプリケーションは組織内で作成されますが、組織へのアクセス権はまだ付与されません。アクセス権を付与す

るには、組織に追加します。これにより、アプリケーションの作成時に定義した組織のサービスとリソースにア

プリケーションがアクセスできるようになります。この手順は、サーバ間アプリケーション タイプのアプリケー

ションの場合のみ必要です。Web アプリケーションやネイティブ/モバイル アプリケーションには適用されま

せん。

3 Trading 1.0 クライアント アプリケーションを実行すると、アプリケーションは認証サーバからアクセス ト

ークンを要求します。認証されると、認証サーバはアクセス トークンを API に送信し、クライアントはアクセ

スを許可されます。

OAuth アプリケーションを作成および管理可能なユーザー

組織の所有者ユーザーまたは開発者ロールを持つ組織のメンバー ユーザーは、OAuth アプリケーションを作成およ

び管理することができます。

組織内の他の組織の所有者によって作成または追加された OAuth アプリケーションを管理することもできます。

アプリケーション シークレットの再生成

組織の所有者は、組織内の OAuth アプリケーションのアプリケーション シークレットを再生成できます。これは、

OAuth アプリケーションを作成した組織の所有者が退職などで企業に所属しなくなり、アプリケーションを引き続

き実行する必要がある場合に便利です。
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OAuth アプリケーションの代わりに API トークン認証を使用

OAuth アプリケーションの代わりに API トークン認証を使用できます。API によって、ユーザーが認証プロセスで

認証されたエンティティであることが義務付けられている場合は、API トークンを代わりに使用する必要がありま

す。OAuth アプリケーションと API トークンを使用する場合について確認するには、OAuth アプリケーションと 

API トークンの違いを参照してください。

OAuth 2.0 アプリケーションを管理する方法

組織の所有者ユーザーは、組織内の OAuth 2.0 アプリケーションの詳細を作成、表示、および変更できます。

また、以下の処理を行うこともできます。

n 組織内の他の組織の所有者ユーザーによって作成または追加された OAuth アプリケーションを管理する。

n 組織の所有者ロールを保持している任意の組織で作成されたアプリケーションへのアクセス権を付与する。

目的 手順

組織へのアクセス権がある OAuth アプリケーションを表示する。 [ID およびアクセス権の管理] > [OAuth アプリケーション] の順にク

リックします。

ここでは、組織へのアクセス権がある、他の組織で作成されたアプリケ

ーションを表示できます。

別の組織で作成された OAuth アプリケーションを追加する。 1 [ID およびアクセス権の管理] > [OAuth アプリケーション] の順

にクリックします。

2 [OAuth アプリケーションの追加] をクリックします。

3 ドロップダウン メニューから、OAuth アプリケーションを作成し

た組織を選択します。

[組織] ドロップダウン メニューには、組織の所有者アクセス権が

割り当てられている組織のみ表示されます。

4 [OAuth アプリケーション] ドロップダウン メニューから、この組

織へのアクセス権を付与するアプリケーションを選択します。

5 アプリケーションの詳細を確認し、[追加] をクリックします。

組織へのアクセス権がある、別の組織で作成された OAuth アプリケー

ションを削除する。

1 [ID およびアクセス権の管理] > [OAuth アプリケーション] の順

にクリックします。

2 表示される OAuth アプリケーションのリストから、組織へのアク

セスを禁止するアプリケーションを選択します。

3 [削除] をクリックします。

組織内で作成されたアプリケーションを表示する。 [組織] > [OAuth アプリケーション] をクリックします。

ここでは、組織内で作成されたすべてのアプリケーションを表示できま

す。

n アプリケーションの変更アプリケーションのスコープを変更して

も、他の組織内にあるアプリケーションのインスタンスには変更が

適用されません。スコープを更新するには、組織の所有者ユーザー

が組織からアプリケーションを削除して再度追加するか、更新され

たスコープが反映されるようにアプリケーションを編集する必要

があります。

n 組織からのアプリケーションの削除

n 組織内で作成され、組織へのアクセス権を付与されていないアプリ

ケーションの追加

n アプリケーションの作成
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目的 手順

組織で新しい OAuth アプリケーションを作成する。 1 [組織] > [OAuth アプリケーション] をクリックします。

2 追加するアプリケーションのタイプを選択します。

n サーバ間アプリケーションの場合は、サーバ間アプリケーショ

ンに OAuth 2.0 を使用する方法 を参照してください。

n Web アプリケーションの場合は、Web アプリケーションに 

OAuth 2.0 を使用する方法を参照してください。

n ネイティブ/モバイル アプリケーションの場合は、ネイティブ 

アプリケーションおよびモバイル アプリケーションに 

OAuth 2.0 を使用する方法を参照してください。

組織内で作成された OAuth アプリケーションを管理する。 [組織] > [OAuth アプリケーション] をクリックし、管理するアプリケ

ーションを選択します。

n OAuth アプリケーションを変更するには、[編集] をクリックしま

す。

注：   アプリケーションのスコープを変更しても、他の組織内にあ

るアプリケーションのインスタンスには変更が適用されません。

スコープを更新するには、組織の所有者ユーザーが組織からアプリ

ケーションを削除して再度追加するか、更新されたスコープが反映

されるようにアプリケーションを編集する必要があります。

n アプリケーションを削除するには、[削除] をクリックします。

注：   このアクションを元に戻すことはできません。これらのクラ

イアント認証情報を使用しているアプリケーションは保護対象リ

ソースにアクセスできなくなり、認証情報は無効になります。

n 組織内で作成され、組織へのアクセス権が付与されていないサーバ

間アプリケーションを追加するには、[組織への追加] をクリックし

ます。

サーバ間アプリケーションに OAuth 2.0 を使用する方法

ユーザー認証せずに、アプリケーションが別のサーバへの直接アクセスを必要とする場合は、Server to server 
app を作成します。このオプションは、OAuth 2.0 client credentials 認証タイプに基づいています。この

フローでは、アプリケーションが OAuth の認証情報を使用して、アクセス トークンを取得します。

スコープ設定は、サーバ間アプリケーションでは特に重要です。スコープによって、クライアントがアクセスできる

組織内の領域（具体的には、組織内のロール、およびサービスと権限レベル）を制御できます。組織の所有者ユーザ

ーは、すべての組織にサーバ間アプリケーションを追加できます。そのため、多くのクラウド サービスにアプリケー

ションのアクセス範囲を幅広く指定できますが、最終的に組織に含まれているサービスによってアクセスは決定され

ます。組織に OAuth アプリケーションを追加する際、アプリケーションのスコープに含まれているサービスが組織

に含まれていない場合、通知が送信されます。

前提条件

n この組織で OAuth アプリケーションの追加と管理を行うために必要な権限がある。VMware Cloud 
Services で使用できる組織ロールを参照してください。

手順

1 Cloud Services コンソール にログインします。
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2 [組織] - [OAuth アプリケーション] の順にクリックし、[新しい OAuth アプリケーションの作成] をクリック

します。

3 [サーバ間アプリケーション] を選択します。

4 名前と説明を入力して、クライアントを登録します。

5 新しい OAuth アプリケーションの [アクセス トークンの有効期間 (TTL)] 値を設定します。

アクセス トークンの有効期間 (TTL) は、トークンが有効な期間を定義します。

n アクセス トークンのデフォルトの TTL 時間は 30 分です。

n アクセス トークンの TTL に設定できる最大時間は 300 分（5 時間）です。

n アクセス トークンの TTL に設定できる最小時間は 1 分です。

6 スコープを定義します。

スコープによって、クライアントがアクセスできる組織内の領域（具体的には、組織内のロール、およびサービ

スと権限レベル）を制御できます。

7 [作成] をクリックして、クライアントの認証情報を生成します。

8 [OAuth アプリケーションが作成されました] ポップアップ ウィンドウで、認証情報をコピーするか、JSON 
ファイルをダウンロードし、[続行] をクリックします。

認証情報は、お客様の手で安全な場所に保存してください。

9 （オプション）アクティブな組織にアプリケーションを追加します。

この手順をスキップして、この組織や他の組織にアプリケーションをあとで追加することができます。OAuth 
2.0 アプリケーションを管理する方法を参照してください。

次のステップ

スクリプトに認証情報を貼り付けます。

Web アプリケーションに OAuth 2.0 を使用する方法

アプリケーションがサーバ上で実行される通常の Web アプリケーションで、ユーザーの認証が必要な場合は、Web 
app を作成します。このオプションは、OAuth 2.0 authorization code 認証タイプに基づいています。この

フローでは、アプリケーションがリソースにアクセスする前にユーザーがアプリケーションを認証し、アプリケーシ

ョンはアクセス トークンと、必要に応じて更新トークンを取得します。

前提条件

n この組織で OAuth アプリケーションの追加と管理を行うために必要な権限がある。VMware Cloud 
Services で使用できる組織ロールを参照してください。

手順

1 Cloud Services コンソール にログインします。

2 [組織] - [OAuth アプリケーション] の順にクリックし、[新しい OAuth アプリケーションの作成] をクリック

します。
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3 [Web アプリケーション] を選択し、[続行] をクリックします。

4 次のようにアプリケーションの詳細を入力して、アプリケーションを登録します。

a 新しい Oauth アプリケーションの名前と説明を入力します。

b 1 つ以上のリダイレクト URI を入力します。

ユーザーがクライアントを認証すると、認証サーバはアクセス トークンで指定した URI を使用して、ユー

ザーをクライアントにリダイレクトします。1 つ以上の URI を追加することをお勧めします。http://
acme.com の形式を使用します。

c アクセス トークンの有効期間を指定します。

アクセス トークンのデフォルトの有効期間 (TTL) 設定は 30 分です。設定できる最大値は 300 分（5 時
間）です。設定できる最小値は 1 分です。

d アクセス トークンを使用して継続的にリクエストを認証する場合は、[更新トークンの発行] を選択し、[更
新トークンの有効期間 (TTL)] 値を設定します。

更新トークンのデフォルトの TTL は 30 分です。設定できる最大値は 300 分（5 時間）です。設定でき

る最小値は 1 分です。

5 スコープを定義します。

スコープによって、クライアントがアクセスできる組織内の領域（具体的には、サービスと権限レベル）を制御

できます。

6 アプリケーションを認証するユーザーに関する情報を取得するには、[OpenID] チェックボックスを選択しま

す。

7 [作成] をクリックして、クライアントの認証情報を生成します。

8 認証情報をコピーするか、認証情報を含む JSON ファイルをダウンロードします。認証情報は、お客様の手で

安全な場所に保存してください。

9 [続行] をクリックします。

次のステップ

スクリプトに認証情報を貼り付けます。

ネイティブ アプリケーションおよびモバイル アプリケーションに OAuth 2.0 
を使用する方法

ネイティブ アプリケーションおよびモバイル アプリケーションなどのパブリック クライアントは、クライアント シ
ークレットの機密性を維持することはできません。ネイティブ アプリケーションおよびモバイル アプリケーション

に OAuth 2.0 を使用している場合、VMware はアプリケーション ID を生成し、Public Key for Code 
Exchange (PKCE) を使用して追加の検証を提供します。

PKCE は、クライアント シークレットを使用しないパブリック クライアントを保護する手法です。モバイル アプリ

ケーションでの PKCE の使用に関する詳細については、このブログを参照してください。
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前提条件

n この組織で OAuth アプリケーションの追加と管理を行うために必要な権限がある。VMware Cloud 
Services で使用できる組織ロールを参照してください。

手順

1 ユーザー名をクリックし、[組織の表示] - [OAuth アプリケーション] の順に選択して、[新しい OAuth アプリ

ケーションの作成] をクリックします。

2 [ネイティブ/モバイル アプリケーション] を選択し、[続行] をクリックします。

3 次のようにアプリケーションの詳細を入力して、アプリケーションを登録します。

a 新しい Oauth アプリケーションの名前と説明を入力します。

b 1 つ以上のリダイレクト URI を入力します。

ユーザーがクライアントを認証すると、認証サーバはアクセス トークンで指定した URI を使用して、ユー

ザーをクライアントにリダイレクトします。1 つ以上の URI を追加することをお勧めします。http://
acme.com の形式を使用します。

c アクセス トークンの有効期間を指定します。

アクセス トークンのデフォルトの有効期間 (TTL) 設定は 30 分です。設定できる最大値は 300 分（5 時
間）です。設定できる最小値は 1 分です。

d アクセス トークンを使用して継続的にリクエストを認証する場合は、[更新トークンの発行] を選択し、[更
新トークンの有効期間 (TTL)] 値を設定します。

更新トークンのデフォルトの TTL は 30 分です。設定できる最大値は 300 分（5 時間）です。設定でき

る最小値は 1 分です。

4 スコープを定義します。

スコープによって、クライアントがアクセスできる組織内の領域（具体的には、サービスと権限レベル）を制御

できます。

5 アプリケーションを認証するユーザーに関する情報を取得するには、[OpenID] チェックボックスを選択しま

す。

6 [作成] をクリックして、クライアントの認証情報を生成します。

7 アプリケーション ID をコピーするか、アプリケーション ID を含む JSON ファイルをダウンロードします。こ

れらの認証情報は、お客様の手で安全な場所に保存してください。

8 [続行] をクリックします。

次のステップ

スクリプトに認証情報を貼り付けます。

OAuth アプリケーションと API トークンの違い

VMware Cloud Services API を操作するには、OAuth アプリケーションと API トークンを両方とも使用しま

す。
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API トークンは組織内のユーザーによって発行され、ユーザーのアカウントと、API トークンを生成したユーザーが

所属する組織に関連付けられます。組織内のユーザーによって作成された OAuth アプリケーションは、サーバ間の

操作におけるエンティティとして機能し、複数の組織で使用できます。API トークンを作成したユーザーのみがアプ

リケーションを管理できます。OAuth アプリケーションの所有者は、作成元の組織です。開発者ロールを持つ組織

の所有者または組織のメンバーであるユーザーが管理できます。

VMware Cloud Services API を操作するプロセスを自動化する場合は、OAuth アプリケーションと API トーク

ンを両方使用できます。これらの違いは、API トークンの場合はアクセス トークンにユーザー アカウントが組み込

まれているのに対して、OAuth アプリケーションはユーザー アカウントを使用せずに認証を実行することです。

API 呼び出しの実行に API トークンと OAuth アプリケーションのいずれを使用するかを選択する際は、その操作

に関連する API サービスの具体的な要件を考慮する必要があります。API により、ユーザー アカウントが認証済み

のエンティティであることが必要になる場合と、その必要がない場合があります。たとえば、API を呼び出して 

VMware Cloud Services 内で組織の請求およびサブスクリプションの情報を取得する場合は、サーバ間タイプの 

OAuth アプリケーションまたは API トークンを使用して API サービスを呼び出すことができます。これは、サー

バ間タイプの OAuth アプリケーションまたは API トークンはユーザー認証情報による認証を必要とせず、クライ

アントの認証情報を同様に受け入れるためです。組織のユーザーがパスワードを更新するために API を使用する場

合は、ユーザーが認証エンティティとして機能する必要があります。

重要：   サーバ間タイプの OAuth アプリケーションを使用してクラウド サービスの呼び出しを自動化するには、ま

ず、関連する API のドキュメントを参照してください。

VMware Cloud Services のイベント ログの監査の仕組み

組織の所有者ユーザーは、イベント ログを確認して、VMware Cloud services 組織内のユーザーのアクティビテ

ィを監査します。 vRealize Log Insight Cloud の関連付けられたインスタンスを使用することによって、ユーザ

ー ログイン、ユーザー管理、API トークン、OAuth アプリケーション、請求のアクティビティの結果として組織ユ

ーザーがトリガしたイベントを監視することができます。

vRealize Log Insight Cloud は VMware Cloud サービスであり、使用するには有償版または評価版のサブスク

リプションが必要です。各サブスクリプション オプションの詳細については、vRealize Log Insight Cloud のサ

ブスクリプションと請求を参照してください。

vRealize Log Insight Cloud サービスを使用すると、ログのフィルタリング、アーカイブ、転送などのさまざまな

監査機能を利用できるようになります。組織の監査データにアクセスするには、Cloud Services コンソールで 

vRealize Log Insight Cloud サービスを開始します。このようにして [VMware Cloud Services の監査イベン

ト] ダッシュボードを開き、組織内のイベントの概要を視覚的に確認できます。ダッシュボードがデフォルトで有効

になっていない場合は、[ダッシュボード] 画面の [コンテンツ パック ダッシュボード] タブで選択して表示します。

vRealize Log Insight Cloud の使用法の詳細については、VMware vRealize Log Insight Cloud の使用を参照

してください。

注：   組織に vRealize Log Insight Cloud サービスのサブスクリプションがない場合でも、現在または過去の期間

の VMware Cloud services ログ イベントを表示する場合は、回避策として、11 章 サポートの利用方法して監査

レポートを取得します。指定された期間のレポートは、サポート リクエストを発行してから 48 時間以内に、暗号化

された CSV ファイルの形式で E メールで送信されます。
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vRealize Log Insight Cloud で監査データを表示できるユーザー

vRealize Log Insight Cloud 管理者のサービス ロールを持つ組織の所有者ユーザーは、組織に関連付けられた 

vRealize Log Insight Cloud サービス インスタンス内にある組織のすべての監査データにアクセスできます。

組織の所有者は、組織に関連付けられた vRealize Log Insight Cloud サービス インスタンス内の組織のすべての

監査データにアクセスできます。

VMware Cloud Services でキャプチャされる監査イベント

イベント ログには、イベント名、イベントをトリガしたユーザー、イベントの時刻と場所など、ユーザー アクショ

ンに関する情報が記録されています。組織の所有者ユーザーは、 vRealize Log Insight Cloud の関連付けられた

インスタンスを使用して、組織の監査イベントを確認します。

VMware Cloud services は、ユーザー アクティビティに関するさまざまな監査イベントを、アクセスとアカウン

トの管理、請求、およびサブスクリプションとともに Cloud Services コンソールにキャプチャします。自動化を

使用して組織内の一部のリソースを管理する場合、イベントによっては、ユーザーではなく呼び出し側によってトリ

ガされることがあります。

VMware Cloud Services の監査イベントの検索とフィルタリング

組織のログ イベントを検索してフィルタリングするには、[VMware Cloud Services の監査イベント] コンテンツ 

パック内の保存済みクエリを使用するか、カスタム クエリを作成します。

コンテンツ パックには、vRealize Log Insight Cloud インスタンスの [コンテンツ パック] メニューからアクセス

します。詳細については、コンテンツ パックの操作を参照してください。

vRealize Log Insight Cloud サービスの [ログの確認] 画面でログ イベントの検索とフィルタリングを行うには、

VMware Cloud Services の監査イベントのカスタム クエリを使用します。VMware Cloud Services の監査

イベントのみを表示するには、検索条件として [log_type] を選択してから、[次を含む] を選択して、csp-audit 
を入力します。特定のイベントを検索するには、イベント タイプを含むクエリを作成します。

VMware Cloud Services の監査イベント

表 9-1. アカウント管理

監査イベント名 イベント タイプ 説明

UserLogin csp__user_login ユーザー ログインに成功しました。

UserLogout csp__user_logout ユーザー ログアウトに成功しました。

GenerateApiToken csp__generate_api_token ユーザーが個人用 API トークンを生成しま

した。

RevokeApiToken csp__revoke_api_token ユーザーが個人用 API トークンを取り消し

ました。

RevokeAllApiTokens csp__revoke_all_api_tokens ユーザーがすべての個人用 API トークンを

取り消しました。

RefreshTokenExchangeFailed csp__refresh_token_exchange_faile
d

ユーザーが API トークンの更新によるアク

セス トークンの生成に失敗しました。
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表 9-1. アカウント管理 （続き）

監査イベント名 イベント タイプ 説明

FirstLogin csp__first_login ユーザーの初回ログイン時に招待によってロ

ールが割り当てられました。

LinkAccount csp__link_account ユーザーが会社のフェデレーション アカウ

ントを VMware ID アカウントにリンクし

ました。このアクションにより、ユーザーは

会社の認証情報を使用して VMware 
Cloud Services にログインできるように

なりました。

UnlinkAccount csp__unlink_account ユーザーが VMware ID にリンクされてい

るアカウントを変更しました。

CreateOrgOAuthApp csp__create_org_o_auth_app 呼び出し側が組織内に OAuth アプリケー

ションを作成しました。

UpdateOrgOAuthApp csp__update_org_o_auth_app 呼び出し側が組織内の OAuth アプリケー

ションを更新しました。

DeleteOrgOAuthApp csp__delete_org_o_auth_app 呼び出し側が組織内の OAuth アプリケー

ションを削除しました。

OrgOAuthAppNewSecretRotation csp__org_o_auth_app_new_secret
_rotation

呼び出し側が組織内の OAuth アプリケー

ションのシークレットをローテーションしま

した。

ActivateMfa csp__activate_mfa VMware ID を持つユーザーが MFA デバ

イスを有効にしました。

DeactivateMfa csp__deactivate_mfa VMware ID を持つユーザーが MFA デバ

イスを無効にしました。

TurnOnMfa csp__turn_on_mfa VMware ID を持つユーザーがアカウント

の多要素認証を有効にしました。

TurnOffMfa csp__turn_off_mfa VMware ID を持つユーザーがアカウント

の多要素認証を無効にしました。

RegenerateMfaRecoveryCodes csp__regenerate_mfa_recovery_co
des

VMware ID を持つユーザーが多要素認証

用の新しいリカバリ コード セットを再生成

しました。

UpdateMfaAttributes csp__update_mfa_attributes VMware ID を持つユーザーがアカウント

の MFA 設定を更新しました。

GenerateNewMfaActivationSecret csp__generate_new_mfa_activation
_secret

VMware ID を持つユーザーが、アカウント

の MFA をセットアップするための新しい

アクティベーション シークレットを生成し

ました。

InvitationSentAck csp__invitation_sent_act 招待がユーザーに送信されたときに内部通知

が作成されました。

CreateMspInvitation csp__create_msp_invitation 新しいプロバイダ組織へのオンボーディング

の招待が、新しいサービス プロバイダに E 
メールで送信されました。
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表 9-1. アカウント管理 （続き）

監査イベント名 イベント タイプ 説明

UpdateMspInvitation csp__update_msp_invitation 新しいプロバイダ組織へのオンボーディング

の更新された招待が、新しいサービス プロバ

イダに E メールで送信されました。

DeleteMspInvitation csp__delete_msp_invitation 新しいサービス プロバイダに E メールで送

信された、新しいプロバイダ組織へのオンボ

ーディングの招待が取り消されました。

表 9-2. 組織管理

監査イベント名 イベント タイプ 説明

CreateOrganization csp__create_org ユーザーが新しい組織を作成しました。

UpdateOrganization csp__update_org ユーザーが既存の組織を更新しました。

DeleteOrganization csp__delete_org ユーザーが既存の組織を削除しました。

InviteExistingUserToOrganization csp__invite_existing_user_to_org 組織に既存のユーザーが追加されました。

RemoveUserFromOrganization csp__remove_user_from_org 組織から既存のユーザーが削除されました。

UpdateUserRolesOnOrganization csp__update_user_roles_on_org 既存のユーザーのロールが更新されました。

InviteNonExistingUserToOrganization csp__invite_non_existing_user_to_o
rg

新しいユーザーに招待が E メールで送信さ

れました。

RevokeUserInvitations csp__revoke_user_invitations E メールでユーザーに送信された招待が取り

消されました。

RemoveClientFromOrganization csp__remove_client_from_org ユーザーが組織に割り当てられた OAuth 
アプリケーションを削除しました。このアク

ションで OAuth アプリケーションは削除

されませんでした。

AssignRolesToClientOnOrganization csp__assign_roles_to_client_on_org 呼び出し側が、組織内のクライアントにサー

ビス/組織のロールを割り当てました。この

アクションは、以前にロールが割り当てられ

ていなかったクライアントへの最初の割り当

てを示します。

UpdateClientRolesOnOrganization csp__update_client_roles_on_org 呼び出し側が、組織内のクライアントに対す

るサービス/組織のロールを更新しました。

UpdateUserDefaultOrganization csp__update_user_default_org ユーザーが自身のアカウントに表示されるデ

フォルトの組織を更新しました。このアクシ

ョンは、複数の組織のメンバーになっている

ユーザーにのみ適用されます。
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表 9-3. グループ

監査イベント名 イベント タイプ 説明

RemoveGroupFromOrganization csp__remove_group_from_org ユーザーが組織から既存のグループを削除し

ました。

AssignRolesToGroupOnOrganization csp__assign_roles_to_group_on_or
g

ユーザーが組織内の新規作成されたグループ

に組織およびサービスのロールを割り当てま

した。

UpdateGroupRolesOnOrganization csp__update_group_roles_on_org ユーザーが組織内の既存のグループのロール

の割り当てを更新しました。

CustomGroupAddClients csp__custom_group_add_clients ユーザーが組織内のカスタム グループに新

しいメンバーを追加しました。

CustomGroupRemoveClients csp__custom_group_remove_client
s

ユーザーが組織内のカスタム グループから

既存のメンバーを削除しました。

表 9-4. 請求とサブスクリプション

監査イベント名 イベント タイプ 説明

CreateSubscription csp__create_subscription ユーザーが新規または既存のサービスのサブ

スクリプションを作成しました。

AddOrgPaymentMethod csp__add_org_payment_method ユーザーが組織に新しい支払い方法を追加し

ました。

RemoveOrgPaymentMethod csp__remove_org_payment_metho
d

ユーザーが組織から支払い方法を削除しまし

た。

UpdateOrgDefaultPaymentMethod csp__update_org_default_payment
_method

ユーザーが組織のデフォルトの支払い方法を

更新しました。

AddDetailsToOrg csp__add_details_to_org ユーザーが組織に会社の住所、またはその他

の請求およびサブスクリプションの詳細を追

加しました。

UpdateOrgAddress csp__update_org_address ユーザーが組織の請求およびサブスクリプシ

ョンの詳細に記載されている会社の住所を更

新しました。

UpdateOrgCommerceData csp__update_org_commerce_data ユーザーが組織の請求およびサブスクリプシ

ョンの詳細を更新しました（通貨、毎年の請

求日など）。

UpdateOrgTaxId csp__updated_org_tax_id ユーザーが組織の請求およびサブスクリプシ

ョンの詳細に記載されている Tax ID を更新

しました。

UpdateOrgPoReferenceNumber csp__update_org_po_reference_nu
mber

ユーザーが新しい組織の PO リファレンス

番号を設定しました。

IncomingOrder csp__incoming_order 呼び出し側がサービス サブスクリプション

の注文を作成しました。
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表 9-5. ID ガバナンスと管理

監査イベント名 イベント タイプ 説明

ApproveDenyEntitlementRequest csp__iga_entitlements_requests_ap
proval

資格要求は、組織の所有者によって承認また

は拒否されました。

CreateEntitlementRequest csp__iga_register_entitlements_req
uest

ユーザーが資格要求を作成しました。

CreateEntitlementRequestForNonOrgM
ember

csp__iga_register_entitlements_req
uest_non_org_member

新しい非組織ユーザーが資格要求を作成しま

した。

CancelEntitlementRequest csp__iga_delete_entitlement_reque
st

ユーザーが資格要求をキャンセルしました。

CancelEntitlementRequestForNonOrg csp__iga_delete_entitlement_reque
st_non_org_member

新しい非組織ユーザーが、同じユーザーによ

ってすでに送信されている資格要求をキャン

セルしました。

EnablingGovernance csp__iga_status_change 組織に対して ID ガバナンスと管理が有効に

なりました。

UpdateGovernancePolicies csp__iga_update_governance_polic
ies_request

ユーザーが ID ガバナンスと管理のポリシー

を更新しました。

VMware Cloud Services で NIST のログイン前通知を作成する方

法

NIST 800-53 AC-8 の監査要件を満たすには、組織にアクセスする組織のメンバー ユーザーに対してログイン前通

知を表示できる必要があります。

NIST 通知は、ユーザーが属している組織に関係なく、VMware Cloud Services へのユーザーのログイン元のド

メインに適用されます。NIST 通知が作成されたドメインの組織にユーザーがログインすると、パスワードの入力ペ

ージに進む前に、通知の内容の確認と同意を求めるダイアログが表示されます。

組織の所有者は、VMware Customer Connect でサポート リクエストを発行して、カスタムの NIST 800-53 
AC-8 通知メッセージを要求できます。サポート リクエストには次の情報を含めます。

n NIST 通知を適用するエンタープライズ ドメイン。

n NIST 通知ダイアログに表示するテキスト。

n 必要なすべての言語による、テキストのローカライズ版。

n VMware Cloud Services 組織の名前。

NIST 通知は、組織の所有者のステータスとドメインが検証された後、VMware テクニカル サポートによって手動

で実装されます。

データ情報ダッシュボードの使用方法

組織の所有者ユーザーとしてログインしている場合、Cloud Services コンソールの [情報] ダッシュボードに、組

織内におけるサービスの使用方法の時間的な推移が表示されます。

[情報] ダッシュボードにアクセスするには、[情報] - [概要] の順に選択します。
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[情報] ダッシュボードには、事前定義された期間における組織内のユーザーのアクティビティ レベルが視覚的なスナ

ップショットとして表示されます。組織内のアクティブ ユーザーと非アクティブ ユーザーの合計数、サービスごと

のアクティブ ユーザー数と非アクティブ ユーザー数、すべてのサービスの合計支出、およびサービスごとの支出の

内訳に関する情報が表示されます。

[情報] ダッシュボードのデータは、毎日更新されます。

データ情報ダッシュボードで実行できるその他の操作

組織の所有者ユーザーは、[アクティブ ユーザー]、[非アクティブ ユーザー]、[支出] の各ダッシュボードにアクセス

して、サービス、使用量、コストに関するデータの詳細な内訳を取得できます。データをフィルタリングすると、各

タブに表示される情報のサブセットを確認できます。

[アクティブ ユーザー] ダッシュボード

[アクティブ ユーザー] ダッシュボードには、組織内のサービスごとのすべてのアクティブ ユーザーに関する情報が

表示されます。アクティブ ユーザーとは、60 日間に 1 回以上 VMware Cloud services にログインしたユーザー

です。
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目的 手順

データのグラフ ビューとチャート ビューの切り替え
ダッシュボードの右上隅にあるグラフ ( ) アイコンまたはチャート 

( ) アイコンをクリックします。

データ レポートの期間の変更 ダッシュボードの右上隅にあるそれぞれのアイコンをクリックして、別

の期間を選択します。6 か月から 1 年の範囲で選択できます。

特定のサービスごとのアクティブ ユーザーのフィルタリング ビューから除外するサービスの名前をクリックします。

除外したサービス名には取り消し線が表示されます。サービスをデー

タ ビューに戻すには、その名前をクリックします。

特定の月におけるサービスごとのアクティブ ユーザーの内訳の表示 チャートまたはグラフのデータ ポイントにカーソルを合わせます。

テーブル ビューでのチャートの詳細の表示 テーブル ビューの [詳細を表示] リンクをクリックします。

アクティブ ユーザーの詳細の表示 データ チャートの下にあるテーブルには、組織内のすべてのアクティブ 

ユーザーに関する詳細（名前、E メール、前回のログインからの日数な

ど）が表示されます。

テーブル内のページをスクロールするには、前後のアイコンをクリック

します。

[非アクティブ ユーザー] ダッシュボード

[非アクティブ ユーザー] ダッシュボードには、組織内のサービスごとのすべての非アクティブ ユーザーに関する情

報が表示されます。非アクティブ ユーザーとは、過去 60 日間に VMware Cloud services にログインしていな

いユーザーです。

目的 手順

データのグラフ ビューとチャート ビューの切り替え
ダッシュボードの右上隅にあるグラフ ( ) アイコンまたはチャート 

( ) アイコンをクリックします。

データ レポートの期間の変更 ダッシュボードの右上隅にあるそれぞれのアイコンをクリックして、別

の期間を選択します。6 か月から 1 年の範囲で選択できます。

サービスごとの非アクティブ ユーザーのフィルタリング ビューから除外するサービスの名前をクリックします。
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目的 手順

特定の月におけるサービスごとの非アクティブ ユーザーの内訳の表示 チャートまたはグラフのデータ ポイントにカーソルを合わせます。

テーブル ビューでのチャートの詳細の表示 テーブル ビューの [詳細を表示] リンクをクリックします。

非アクティブ ユーザーの詳細の表示 データ チャートの下にあるテーブルには、組織内の非アクティブ ユー

ザーに関する詳細（名前、E メール、前回のログインからの日数、前回

のアクションの日付など）が表示されます。

テーブル内のページをスクロールするには、前後のアイコンをクリック

します。

組織からの非アクティブ ユーザーの削除 ユーザー名の横にあるチェック ボックスを選択して、[組織から削除] 
をクリックします。

[サービスあたりの支出額] ダッシュボード

このダッシュボードには、一定期間における組織内のサービスあたりの毎月の支出額が表示されます。コスト値は、

組織のデフォルトの通貨で表示されます。

目的 手順

データのグラフ ビューとチャート ビューの切り替え
ダッシュボードの右上隅にあるグラフ ( ) アイコンまたはチャート 

( ) アイコンをクリックします。

データ レポートの期間の変更 ダッシュボードの右上隅にあるそれぞれのアイコンをクリックして、別

の期間を選択します。6 か月から 1 年の範囲で選択できます。

支出額を表示するサービスのフィルタリング ビューから除外するサービスの名前をクリックします。

特定の月におけるサービスのコストの内訳の表示 チャートまたはグラフのデータ ポイントにカーソルを合わせます。

テーブル ビューでのチャートの詳細の表示 テーブル ビューの [詳細を表示] リンクをクリックします。
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請求とサブスクリプション 10
組織の所有者ロールを持つ VMware Cloud Services ユーザーは、組織に関する請求とサブスクリプションの詳細

を表示し、お支払い方法を管理できます。追加の請求読み取り専用ロールを持つ組織のメンバー ユーザーは、組織に

関する請求とサブスクリプションの詳細を表示できます。お支払い方法を管理するオプションは使用できません。

VMware Cloud Services の各組織は、請求アカウントに関連付けられます。

VMware Cloud services はオンデマンドで使用するか、契約期間 1 年または 3 年のサブスクリプションを購入し

て使用することができます。発注書には、サブスクリプションの契約のキャパシティ、期間の開始日と終了日、交渉

価格の概要が記載されます。VMware Cloud Services から、発注書に記載された条件に従ってお客様に請求され

ます。

VMware を通して購入した組織のサービスによって発生したすべてのコストに対し、毎月の請求書またはアクティ

ビティ明細書が送信されます。

組織が複数の販売者からサービスを購入した場合は、[請求とサブスクリプション] 画面にすべての販売者の情報が表

示されます。ただし、VMware 以外の販売者を通じて購入したサービスで発生したコストとサービス料金について

の情報は、Cloud Services コンソール では利用できません。この情報を入手するには、販売担当者に確認してく

ださい。

この章には、次のトピックが含まれています。

n VMware Cloud Services の請求とサブスクリプションの開始

n 組織のお支払い方法を管理する方法

n VMware Cloud Services のサブスクリプションと契約を使用する方法

n 明細書と請求書を表示する方法

VMware Cloud Services の請求とサブスクリプションの開始

VMware Cloud Services サブスクリプションを初めて購入すると、VMware Cloud Services のオンボーディ

ング ワークフローを開くリンクが記載された E メールが届きます。

初めてのユーザーおよび組織の所有者は、組織を設定するときに住所とデフォルトのお支払い方法を指定します。オ

ンボーディング時に設定した請求の詳細に基づいて、VMware Cloud Services から各組織に請求されます。

n 企業の [住所] によって、使用できる販売ユニット、通貨オプション、課税、支払い方法が決まります。
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たとえば、米国の住所は米ドルで請求され、売上税が課税されます。英国の住所は英国ポンド単位で請求され 

VAT が課税されます。また、欧州連合 (EU) に登録されている各組織には、課税 ID を入力するオプションがあ

ります。

n 組織の [以下の支払いに使用する通貨] は販売ユニットによって決まります。販売ユニットは、組織の住所が存在

する国から取得されます。各組織には、組織の住所に基づいて、デフォルトの通貨と承認済みの例外通貨を設定

できます。異なる販売ユニットを 1 つ以上の通貨に関連付けることができます。詳細については、支払い通貨を

指定する方法を参照してください。

n [デフォルトのお支払い方法] は、VMware の前払いファンド、クレジット カード、または請求書による支払い 

(PBI) のいずれかにすることができます。オンボーディング時に組織が使用できるデフォルトのお支払い方法

は、請求先アカウントに基づいて異なります。

たとえば、お支払い方法として PBI のみを選択できる場合や、VMware のファンドおよびクレジット カードを

選択できる場合などがあります。

前提条件

n VMware Cloud Services で新しい組織に有償のクラウド サービスをオンボーディングしている必要があり

ます。

手順

1 サービス オンボーディング ワークフローの [組織の作成] 手順で、組織の請求の詳細を入力します。

a 組織の名前を入力します。

b エンタープライズの住所を指定します。

重要：   この手順で指定する会社の住所は、住所の検証チェックに合格し、検証ルールに準拠している必要

があります。詳細については、#unique_69 を参照してください。

c 複数の通貨オプションが使用可能な場合は、組織に対する請求に使用される通貨を選択します。

d デフォルトのお支払い方法を選択します。

注：   組織にサービスがオンボーディングされた後、組織の所有者ユーザーは、請求書に対する支払いに使用す

る組織のデフォルトのお支払い方法を変更する方法できます。組織に対する請求に使用される通貨を Cloud 
Services コンソールで変更することはできません。別の通貨に切り替えるには、サポート チケットを発行する

必要があります。

2 [完了] をクリックします。

結果

これで、組織の請求アカウントが作成されます。これにより、Cloud Services コンソールの [請求とサブスクリプ

ション] メニューから請求情報を取得し、お支払い方法とサービス サブスクリプションを管理できるようになりま

す。
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VMware Cloud Services の請求とサブスクリプションのページを使用する方
法

Cloud Services コンソールの [請求とサブスクリプション] セクションに含まれるいくつかの基本的なページで、

組織のアクティビティを確認し、サービスとサブスクリプションに適用されるお支払い方法を管理できます。

[概要] [概要] 画面には、組織内のすべてのサービスについて、過去 1 か月の未払い金額と請求

金額が表示されます。複数の販売者からサブスクリプションを購入した場合は、このペ

ージから各販売者の詳細にアクセスできます。

詳細については、組織の請求情報を取得する方法を参照してください。

[お支払い方法の管理] [お支払い方法の管理] ページでは、新しいお支払い方法を組織に追加すること、および

デフォルトのお支払い方法を変更することができます。

詳細については、組織のお支払い方法を管理する方法を参照してください。

[サブスクリプション] [サブスクリプション] ページには、組織内で購入したすべての VMware Cloud 
Services サブスクリプションの詳細が表示されます。

詳細については、VMware Cloud Services のサブスクリプションと契約を使用する

方法を参照してください。

[キャンペーン クレジット] [キャンペーン クレジット] ページには、組織の月次コストに適用して充当できるキャ

ンペーン クレジットが表示されます。

詳細については、キャンペーン クレジットによる支払い方法を参照してください。

[請求書および明細書] [請求書および明細書] ページでは、組織のアクティビティ明細書と請求書を表示および

ダウンロードできます。

詳細については、明細書と請求書を表示する方法を参照してください。

組織の請求情報を取得する方法

組織の請求情報は、Cloud Services コンソールの [請求とサブスクリプション] メニューの下にある [概要] 画面で

確認できます。

組織の所有者ユーザーまたは追加の請求読み取り専用ロール権限を持つ組織のメンバー ユーザーは、VMware から

購入したすべてのサービスに関する次の請求情報を表示できます。

n VMware から購入したすべてのサービスの現在の請求期間の未払金額と料金。

n 現在のコストに適用されるキャンペーン クレジット。

n VMware から購入したすべてのサービスの過去の請求期間のお支払いと残高。

n すべてのサービスの毎月の詳細な購入額、請求額、割引額など。

注：   販売者から購入したサービスの請求情報については、販売者の請求コンソールにアクセスする必要があります。

詳細については、販売者情報を表示する方法を参照してください。

現在のコスト

[現在のコスト] セクションには、VMware から購入したサービスのコストが反映されます。たとえば、CPU ごと

のプライベート クラウドの時間あたりの使用量などです。これらは未払い金額であり、現在の請求期間が開始してか

ら使用量を表示する日まで（当日も含む）の、サービスの使用量を反映します。未払い金額は組織内のサービスのオ

ンデマンドの使用量のみを反映し、契約のコストは含まれません。この情報は毎日更新されます。
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[現在のコスト] セクションには、VMware ディスカウント プログラムから取得したキャンペーン クレジットと割

引に関する情報も表示されます。

前回の請求明細

[前回の請求明細] セクションでは、前回の請求期間からの未払いの明細金額を表示できます。請求期間は、組織内で

最初のサービスが設定された日付によって決まり、1 か月継続します。たとえば、組織の所有者がある月の 15 日に組

織の最初のサービスをオンボーディングした場合、その組織内のすべてのサービスの請求期間はその月の 15 日から

翌月の 14 日までになります。

[前回の請求明細] セクションには、過去の請求期間におけるオンデマンド サービスと契約サービスの両方の未払い金

額のサマリが表示されます。過去の請求期間の詳細なアクティビティ明細書ファイルを表示、ダウンロード、印刷す

るには、[前回の請求明細] セクションの下部にある [明細書を表示 (PDF)] リンクをクリックします。

直近 15 件のアクティビティ明細書、オンデマンド請求書、年間契約請求書を表示、印刷する場合は、[すべての明細

書] リンクをクリックします。詳細については、『明細書と請求書を表示する方法』を参照してください。

VMware Cloud Services では、請求期間の開始日と異なる日付で、特定のアイテムの現在のコスト、使用量を見

積もる場合があります。この場合、使用が始まってから請求書に表示されるまでに時間差が生じることがあります。

VMware Cloud Services が現在のコストを見積もる方法の詳細については、現在のコストの見積もり方法を参照

してください。

現在のコストの見積もり方法

請求の概要内にある [現在のコスト] セクションには、任意の時点における組織内のサービスのコストが表示されま

す。このセクションには、VMware から購入したサービスのコストのみ表示されます。これらは未払い金額であり、

既定の期間のサービスの使用量を反映します。ここで言う既定の期間は、請求期間とは異なる場合があります。

VMware Cloud Services における現在のコストの見積もり方法や、コストが請求サイクルにどのように影響する

のかを確認するには、次の表を参照してください。

VMware Cloud Services 現在のコストの見積もり方法

VMware Cloud on AWS VMware Cloud on AWS ホストの使用量は、請求期間単位で追跡さ

れます。請求書に記載されるホストの使用量は、該当の請求期間中のホ

スト全体の使用量です。

データ転送、IP アドレスの使用および再マッピング、EBS の使用など

のその他のタイプの使用量は、毎月 5 日に受領され、前月の最終日まで

の使用が含まれます。その他のタイプの場合、使用量が請求書に記載さ

れるまでに時間差が生じます。この時間差は、その月の 5 日以降での請

求サイクルの開始日によって異なります。

詳細については、VMC billing information を参照してください。

支払い通貨を指定する方法

VMware Cloud services では、クレジットカード、ファンド、キャンペーン クレジットを使用して、さまざまな

通貨でサービスの支払いを行うことができます。支払い通貨は、組織の設定時にオプションのリストから選択されま

す。

VMware Cloud Services コンソールの使用

VMware, Inc. 72

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-services/services/Using-VMware-Cloud-Services/GUID-4258FA83-56F8-42F2-B7C1-F5FEA0ADB38A.html#GUID-4258FA83-56F8-42F2-B7C1-F5FEA0ADB38A
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-operations/GUID-5CA0B346-EF02-46FE-9E49-C3DC7E922C52.html


組織の設定時に入力する組織の住所によって、オンボーディング ワークフローの [組織とお支払い] 手順で表示され

る通貨のオプションが決まります。組織は、デフォルトの通貨、承認済みの例外通貨、または米ドル（グローバル米ドル 

オプションが選択されている場合）で支払うことができます。サービスのオンボーディングの詳細については、

VMware Cloud Services スタートガイドを参照してください。

支払い通貨を組織ですでに定義されているものとは異なるオプションに変更する必要がある場合は、いつでも変更で

きます。組織の支払い通貨を変更する方法を参照してください。

VMware Cloud services は、米国のお客様向けと、米国以外のお客様向けの 2 つの販売ユニットをサポートして

います。米国のお客様に対する請求は米国ドルのみとなりますが、米国以外のお客様の販売ユニットではその他の通

貨でお支払いいただきます。支払い通貨がユーザーに与える影響

n 売上税や VAT などのような税も、組織の住所によって決まります。Tax ID を使用すると、税の管理が容易に

なります。免税や同様の措置が設定されている場合は、Tax ID を入力できます。Tax ID は、組織を設定する際

に入力できます。後で [組織の表示] をクリックして、[組織] 画面で設定することもできます。

n 任意の請求先住所が設定されたクレジット カードを使用して、サービスの料金を支払うことができます。組織の

支払い通貨がクレジット カードの決済通貨と異なる場合は、クレジット カード会社から外貨取引手数料が請求

される場合があります。

n 組織の住所を変更する場合、変更後の住所は変更前の住所と同じ販売ユニットに設定されている必要があります。

また、変更後の住所を国内の別の住所に変更する際に、変更前の住所の通貨と異なる通貨を設定することはでき

ません。詳細については、次の表を参照してください。

別の販売ユニットの住所または通貨が異なる国の住所に変更する必要がある場合は、サポート リクエストを発行

します。

支払い通貨を組織に設定されているものとは異なる通貨に変更する必要がある場合は、サポート チケットを作成

する必要があります。詳細については、11 章 サポートの利用方法を参照してください。

n ファンドの通貨が組織の通貨と同じであり、同じ販売ユニットに属していれば、組織のお支払い方法として任意

のファンドを使用することができます。ファンドで支払うには、請求アカウントの通貨がファンドの通貨と一致

し、ファンドの通貨が注文のサブスクリプションの通貨と一致する必要があります。

VMware Cloud Services の販売ユニット

サービス料金で請求される通貨を特定するには、以下の表の内容を参照してください。
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表 10-1. 米国以外のお客様の販売ユニット（外国為替）

組織の住所が属する国 デフォルトの支払い通貨

アフガニスタン、アルジェリア、アメリカ領サモア、アンゴラ、アンギラ、南極、アンティグア バーブーダ、アルゼ

ンチン、アルメニア、アルバ、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、

ベリーズ、ベナン、バミューダ、ブータン、ボリビア、ボネール島、シント ユースタティウス島、ボツワナ、ブーベ

島、ブラジル、英領インド洋地域、ブルネイ ダルサラーム国、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルー

ン、カナダ、カーボベルデ、ケイマン諸島、中央アフリカ共和国、チャド、チリ、コロンビア、コモロ、コンゴ、ク

ック諸島、コスタリカ、コートジボアール、キューバ、キュラソー島、ジブチ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、東テ

ィモール、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオピア、フォーク

ランド諸島、フェロー諸島、フィジー、フィンランド、フランス領ギアナ、フランス領ポリネシア、フランス領南極

地方、ガボン、ガンビア、ジョージア、ガーナ、グレナダ、グアドループ、グアム、グアテマラ、ギニア、ギニアビ

サウ、ガイアナ、ハイチ、ハード マクドナルド諸島、ホンジュラス、香港、インド、インドネシア、イラン、イラ

ク、イスラエル、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、韓国、クウェート、キルギスタン、ラ

オス、レバノン、レソト、リベリア、リビア、マカオ、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、

マーシャル諸島、マルチニーク島、モーリタニア、モーリシャス、マイヨット島、メキシコ、ミクロネシア、モルド

バ、モンセラット、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ領アンティル、

ニューカレドニア、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、北朝鮮、北マリアナ諸島、

オマーン、パキスタン、パラオ、パレスチナ自治区、パナマ、パプア ニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピ

ン、ピトケアン、プエルトリコ、カタール、レユニオン、ロシア連邦、ルワンダ、サン バルテルミー、セントヘレ

ナ、セントクリストファー ネイビス、セントルシア、サンマルタン島、サンピエール ミクロン、セントビンセントお

よびグレナディーン諸島、サモア、サントメ プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セイシェル、シエラレオネ、

シンガポール、ソロモン諸島、ソマリア、南アフリカ、サウスジョージア サウスサンドウィッチ諸島、南スーダン、

スリランカ、スーダン、スリナム、スバールバル諸島・ヤンマイエン島、スワジランド、シリア、台湾、タジキスタ

ン、タンザニア、タイ、東ティモール、トーゴ、トケラウ諸島、トンガ、トリニダード トバゴ、チュニジア、トル

コ、トルクメニスタン、タークス カイコス諸島、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、その他の米領

諸島、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、米領バージン諸島、ワリス フテュナ諸島、

西サハラ、イエメン

米ドル (USD)

アルバニア、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ボスニア ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、

チェコ共和国、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、グリーンランド、ハンガリー、アイスランド、アイルラ

ンド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア、マルタ、モナコ、モ

ンテネグロ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、セルビア、スロバキア、スロベニア、

スペイン、スウェーデン、スイス、オランダ、バチカン市国、ユーゴスラビア、ザンビア、ジンバブエ、オーランド

諸島

ユーロ (EUR)

ジブラルタル、ガーンジー島、マン島、ジャージー島、英国 英ポンド (GBP)

日本 日本円 (JPY)

中国、モンゴル 人民元 (CNY)

オーストラリア、クリスマス島、ココス諸島、ノーフォーク島 豪ドル (AUD)

表 10-2. 米国のお客様の販売ユニット US

組織の住所が属する国 請求される通貨

United States of America 米ドル (USD)

組織の支払い通貨を変更する方法

支払い通貨は、組織の設定時にサービス オンボーディング ワークフローの一環として決定されます。組織を設定し

た組織の所有者ユーザーにより、デフォルトの通貨または承認済みの例外通貨が選択されています。
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組織の支払い通貨は次のいずれかになります。

n 組織の住所に基づくデフォルトの通貨。

n グローバル米ドル。

n 別の承認済み通貨。

前提条件

組織の支払い通貨を変更するには、VMware Customer Connect でサポート チケットを作成する必要がありま

す。組織の所有者は、Cloud Services コンソールからいつでも変更を開始できます。

。

手順

1 Cloud Services コンソールにログインし、[請求とサブスクリプション] - [お支払い方法の管理] の順に選択し

ます。

2 [通貨の変更] ボタンをクリックします。

3 表示されるダイアログ ウィンドウで、[サポート リクエストの作成] をクリックします。

VMware Customer Connect の VMware のサポート画面が開きます。

4 [技術以外のサポート] で [ガイド付きサポートの利用] をクリックします。

5 [Cloud Services] で [請求と使用量] をクリックし、プロンプトに従ってリクエストを作成します。

販売者情報を表示する方法

販売者情報は、1 つ以上の VMware パートナーから購入したサービスとサブスクリプションが組織にある場合にの

み使用できます。

組織内の各販売者は個別のタイルで表されます。

手順

1 Cloud Services コンソールにログインし、[請求とサブスクリプション] - [概要] の順に選択します。

[販売者] セクションには、組織がサービスを購入した販売者が表示されます。たとえば、組織が VMware と 

Amazon Web Services からサービスを購入した場合は、2 つの販売者が表示されます。
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2 組織がいずれかの VMware パートナー販売者から購入したサービスとサブスクリプションを表示するには、そ

れぞれのタイルの [販売者の詳細] リンクをクリックします。

販売者の詳細ページが表示されます。

3 この販売者に関連付けられているコストとお支払い方法を表示するには、請求コンソールへのリンクをクリック

します。

4 この販売者から購入したサブスクリプションの詳細を表示するには、[サブスクリプション ID] リンクをクリッ

クします。

これにより、サブスクリプションの詳細ページが開き、期間契約、サブスクリプションの開始日と終了日、お支

払い方法、サブスクリプション履歴などの詳細情報が表示されます。

次のステップ

組織内で VMware を販売者として指定していない場合は、VMware を販売者として追加する方法を参照してくだ

さい。

パートナー販売者の契約コードを VMware Cloud Services に登録する方法

VMware 以外のパートナー販売者を通じてサブスクリプションを購入すると、注文に割引が含まれる場合がありま

す。組織の所有者ユーザーは、サービスが組織にオンボーディングされた後で、パートナー販売者から提供された契

約コードを Cloud Services コンソールに登録する必要があります。
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契約コードを VMware Cloud Services の販売者プロファイルに関連付けることで、注文の割引が請求書に反映さ

れます。

前提条件

n 組織内での組織の所有者ロールが必要です。

n パートナー販売者を通じて購入したサブスクリプションの契約番号が必要です。

n サービスをオンボーディング済みで、販売者が組織内に存在する必要があります。

手順

1 Cloud Services コンソールにログインし、[請求とサブスクリプション] - [概要] の順に選択します。

この画面の [販売者] セクションには、組織がサービスを購入した販売者が表示されます。

2 販売者の詳細タイルまたは画面で [契約を追加] リンクをクリックします。

3 表示されるポップアップ ウィンドウで、契約番号を入力し、[送信] をクリックします。

結果

これで、契約コードが組織に関連付けられ、関連するすべての割引が適用されます。

また、関連するサービスのサブスクリプションを個別に作成することもできます。

VMware を販売者として追加する方法

組織で VMware 以外の販売者から VMware Cloud services を購入した場合は、サービスのオンボーディング時

または後から VMware を追加できます。これで、既存の販売者だけでなく、VMware から直接 VMware Cloud 
services を購入できます。

VMware を販売者として組織に追加する場合は、VMware の請求アカウントを作成し、組織のプロファイルを入

力する必要があります。請求アカウントを作成するには、組織の住所と支払い方法を追加します。

前提条件

Cloud Services コンソールで VMware を販売者として追加するには、組織の所有者ロールが必要です。また、組

織が VMware 以外の販売者からサービスを購入している必要があります。

手順

1 My VMware アカウントを使用して Cloud Services コンソールにログインします。

2 [請求とサブスクリプション] - [概要] の順に移動します。

[販売者] セクションには、組織内の VMware 以外の販売者が表示されます。
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3 [VMware を販売者として追加] リンクをクリックします。

4 請求先住所を入力し、通貨と支払い方法を選択して、組織のプロファイルの入力を完了します。

注：   請求アカウントの作成後に組織の通貨を変更するには、サポート チケットを発行する必要があります。

5 [利用規約] を確認し、同意します。

6 [完了] をクリックします。

結果

これで、VMware が組織内の販売者として追加されました。

組織のお支払い方法を管理する方法

組織で選択可能なお支払い方法は、お客様の請求アカウントによって異なります。ファンドまたはクレジット カード

を使用するか、無制限の [請求書によるお支払い] アカウントを関連付けることができます。

ファンド
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VMware のファンドのいずれかを使用して組織の料金を支払うには、これらのファンドを組織に関連付けて、

いずれかのファンドをデフォルトのお支払い方法に指定します。これにより、すべての組織で同じファンドを使

用することができます。ファンドが VMware Cloud services に関連付けられた VMware のエンタイトル

メント アカウントにあり、組織で使用する通貨と同じ通貨であれば、任意のファンドをご利用いただけます。詳

細については、『ファンドによる支払い方法』を参照してください。

クレジット カード

クレジット カードの使用に制限のある国に該当しない場合は、クレジット カードをサービスの支払いに使用す

ることができます。詳細については、『支払い方法としてクレジット カードを使用する場合の制限』を参照して

ください。

組織の支払い通貨がクレジット カードの決済通貨と異なる場合は、クレジット カード会社から外貨取引手数料

が請求される可能性があります。詳細については、クレジット カードによる支払い方法を参照してください。

請求書による支払い用のアカウント

新規サービスの注文が請求書による支払い (PBI) アカウントに関連付けられている場合、サービスのオンボーデ

ィング時に PBI アカウントがお支払い方法として表示されます。この場合、PBI は制限付きのお支払い方法であ

り、注文に含まれるサブスクリプションにのみ適用され、組織のデフォルトのお支払い方法として追加すること

はできません。

組織によって計上される購入、リソース、超過分をカバーするデフォルトのお支払い方法として PBI アカウント

を使用する場合は、組織内のすべてのサービスの支払い認証用に無制限の PBI を有効にする必要があります。無

制限の PBI の有効化には、サポート リクエストを送信して開始するオフライン承認プロセスが含まれます。詳

細については、請求書による支払い方法を参照してください。

組織には、必要に応じていくつでもお支払い方法を追加できますが、デフォルトのお支払い方法として設定できるの

はそのうちの 1 つだけです。

新しいお支払い方法を追加する方法

組織の所有者ユーザーは、新しいお支払い方法を組織に追加できます。組織レベルで定義されたお支払い方法は、す

べての組織の所有者ユーザーが使用できます。

手順

1 Cloud Services コンソールを開き、[請求とサブスクリプション] - [お支払い方法の管理] の順に移動します。

2 ページの [他の支払い方法] 領域で、[お支払い方法の追加] をクリックします。

VMware Cloud Services コンソールの使用

VMware, Inc. 80



3 追加するお支払い方法のタイプを選択します。

目的 手順

[請求書による支払い用のアカウントを関連付ける] 請求書による支払い用のアカウントとして追加するアカウントを 1 
つ以上選択し、[アカウントを関連付ける] をクリックします。

注：   組織レベルでお支払い方法として追加できるのは、無制限の 

PBI アカウントのみです。追加しようとしている PBI アカウントが

制限付きの場合は、まず、サポート チケットを提出して無制限の PBI 
を有効にする必要があります。

[VMware のファンドを関連付ける] 支払い方法として追加する VMware のファンドを選択し、[ファン

ドを関連付け] をクリックします。

[クレジット カードを追加] クレジット カード情報を追加し、[カードの追加] をクリックします。

注：   [カードを追加してデフォルトに設定する] をクリックすると、

組織のデフォルトのお支払い方法が変更され、デフォルトのお支払い

方法を使用するすべてのサービスおよびサブスクリプションに反映

されます。

デフォルトのお支払い方法

VMware Cloud services に登録する際に、組織で発生する料金のお支払い方法を追加します。このお支払い方法

は、組織のデフォルトのお支払い方法になり、組織内のすべての組織の所有者ユーザーが使用できます。

購入のお支払いに対して別のお支払い方法を指定しない場合は、デフォルトのお支払い方法が組織内のすべての購入、

リソース、超過分に適用されます。組織に新しいお支払い方法を追加したり、組織のデフォルトのお支払い方法を変

更したりするには、Cloud Services コンソールの [請求とサブスクリプション] - [お支払い方法の管理] タブを使

用します。

組織のお支払い方法として、ファンドまたはクレジット カードを追加するか、無制限の [請求書によるお支払い] ア
カウントを関連付けることができます。ただし、デフォルトのお支払い方法として設定できるのはそのうちの 1 つの

みです。

組織のサービスの支払いに使用される通貨は、組織設定時の組織の住所によって決まります。お支払い方法と通貨の

詳細については、支払い通貨を指定する方法を参照してください。

追加のサービスをサブスクライブする、アドオンを購入する、および組織に契約を適用する際には、サブスクリプシ

ョンまたは期間契約に対して、特定の購入にのみ適用する別のお支払い方法を注文で決定できます。サブスクリプシ

ョンのお支払い方法は後から変更できます。詳細については、サブスクリプションのお支払い方法を変更する方法を

参照してください。

組織のデフォルトのお支払い方法を変更する方法

組織の所有者ユーザーは、組織のデフォルトのお支払い方法を変更できます。

組織で使用可能なすべてのお支払い方法は、Cloud Services コンソールの [お支払い方法の管理] 画面の [他のお支

払い方法] セクションにリストされています。リストされていない新しいお支払い方法に組織のデフォルトのお支払

い方法を変更する場合は、まず、そのお支払い方法を追加する必要があります。
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手順

1 Cloud Services コンソールを開き、[請求とサブスクリプション] - [お支払い方法の管理] の順に移動します。

2 画面の [デフォルトのお支払い方法] 領域で、[デフォルトのお支払い方法の変更] をクリックします。

3 表示された利用可能なお支払い方法のリストから、使用するお支払い方法を選択します。

4 [確認] をクリックします。

直ちに新しいデフォルトのお支払い方法が適用されます。

サブスクリプションのお支払い方法を変更する方法

組織内に新しいサービスをオンボーディングするとき、または既存のサービスに新しいサブスクリプションを追加す

るときに、新しいサブスクリプションに対してデフォルトのお支払い方法を選択するか、別のお支払い方法を追加す

ることができます。後から、組織内の任意のサブスクリプションのお支払い方法を変更できます。

現在のサブスクリプションのお支払い方法を変更しても、組織のデフォルトのお支払い方法には影響しません。デフ

ォルトのお支払い方法を使用している他の購入およびリソースには、そのお支払い方法が引き続き適用されます。新

たに定義されたお支払い方法は、組織の所有者ユーザーが変更するまで現在のサブスクリプションのコストに対して

のみ使用されます。

手順

1 Cloud Services コンソールを開き、[請求とサブスクリプション] - [サブスクリプション] の順に移動します。

2 組織内のサブスクリプションのリストで、変更するサブスクリプションの [サブスクリプション ID] リンクをク

リックします。

[サブスクリプション詳細] ページが表示されます。

3 ページの [お支払い方法] 領域で、[変更] をクリックします。

4 組織で利用可能なお支払い方法のリストから、サブスクリプションの新しいお支払い方法を選択します。

5 [確認] をクリックします。

結果

サブスクリプションの詳細ページが更新されて、選択した新しいお支払い方法が表示されます。

請求書による支払い方法

組織の所有者ユーザーは、無制限の請求書による支払い (PBI) が有効になっている場合、組織のデフォルトのお支払

い方法を PBI に変更できます。無制限の PBI の有効化には、サポート リクエストを送信して開始するオフライン承

認プロセスが含まれます。

有効にした PBI は、組織全体のすべてのサービスとサブスクリプションのデフォルトのお支払い方法として適用でき

ます。現在のサブスクリプションのお支払い方法として無制限の PBI を適用することもできます。

手順

1 Cloud Services コンソールで、[サポート センター] を選択し、[サポート リクエストの作成] をクリックしま

す。
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2 [カテゴリ] テキスト ボックスで、[VMware Cloud Services - Billing and Usage] を選択します。

3 [件名] テキスト ボックスに「無制限の PBI の有効化」と入力します。

4 サポート リクエストの詳細を入力し、[サポート リクエストの作成] をクリックします。

VMware Cloud Services の担当者からリクエストについてご連絡させていただきます。無制限の PBI が有

効になると、通知が送信されます。

クレジット カードによる支払い方法

VMware Cloud services では、各種クレジットカードによる支払いがサポートされています。Visa、

Mastercard、American Express、Discover、JCB、Diners Club の個人または法人名義のクレジット カード

をご利用いただけます。また、Mastercard、Visa、American Express のデビット カードもお使いいただけま

す。

クレジット カードを使用してサービスの料金をお支払いいただく場合は、以下の点にご注意ください。

n 取引の金額は、クレジット カードの限度額および決済代行業者によって決定されます。1 回の取引でお支払いい

ただける最大額は、25,000　米ドルです。クレジット カードの限度額については、カードの発行元にお問い合

わせください。

n 課金される通貨は、登録した組織の住所によって異なります。各国に対応する通貨については、支払い通貨を指

定する方法を参照してください。

n クレジット カードの使用には、登録した組織の住所と、クレジット カードの請求先の住所に基づいた特定の支

払い方法としてクレジット カードを使用する場合の制限があります。

重要：   組織の請求先住所が欧州経済地域 (EEA) に該当する国、または協定国の場合、クレジット カードによ

る支払いは、欧州連合 (EU) の Second Payment Service Directive (2015/2366 PSD2) の影響を受けま

す。PSD2 では、2 要素認証による電子契約に Strong Customer Authentication (SCA) が必須です。これ

が必要な場合、チェックアウト フロー中に SCA を要求するプロンプトが表示され、銀行またはカード発行者が

確認するための追加のセキュリティ情報の指定を要求されます。

n お支払い方法にクレジット カードを追加しても、すぐに課金されるわけではありません。まず、カードが有効か

どうかを確認させていただきます。これには、金融機関による事前承認申請が含まれることがあります。その場

合、保留中の承認申請として、明細に 1 ドル程度の金額が記載される場合があります。事前承認は課金ではない

ため、アカウントから料金が引き落とされることはありません。

クラウド サービスをオンボーディングする際に支払い方法としてクレジット カードを追加するか、後で Cloud 
Services コンソール で [請求とサブスクリプション] - [お支払い方法の管理] の順に選択します。

詳細については、組織のデフォルトのお支払い方法を変更する方法 を参照してください。

支払い方法としてクレジット カードを使用する場合の制限

支払い方法としてクレジット カードを使用すると、リスクや不正使用に関する考慮事項により、特定の制限が適用さ

れる場合があります。これらは、組織の住所またはクレジット カードの請求先住所に基づきます。

クレジット カードの使用制限が適用される国のリスト

クレジット カードの使用制限に該当する国では、支払い方法が VMware Cloud Services で無効になります。
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以下の場合、クレジット カードを支払い方法として使用することはできません。

組織の住所が、以下のいずれかの国または地域にある場合。 アフガニスタン、オランダ領アンティル諸島、アンゴラ、ボスニ

ア ・ヘルツェゴビナ、バングラデシュ、ブルキナファソ、バー

レーン、ブラジル、ベラルーシ、コンゴ民主共和国、カメルー

ン、中国、キューバ、カーボベルデ、キプロス、エリトリア、フ

ォークランド諸島、フランス領ギアナ、グアドループ、グアム、

ハイチ、マン島、イラク、イラン、朝鮮、クウェート、ラオス、

モンゴル、マリ、マルティニーク、モントセラト、メキシコ、ナ

イジェリア、ネパール、パレスチナ自治区、スーダン、セネガ

ル、シリア、トルクメニスタン、東ティモール、ウクライナ、バ

チカン市国、ベネズエラ、マヨット、ジンバブエ。

クレジット カードの請求先住所が、以下のいずれかの国または地域にある場

合。

アフガニスタン、オランダ領アンティル諸島、アンゴラ、南極、

オーランド諸島、ボスニア・ヘルツェゴビナ、バングラデシュ、

ブルキナファソ、バーレーン、サンバルテルミー、ボネール、シ

ントユースタティウスおよびサバ、ブラジル、ブーベ島、ベラル

ーシ、ココス、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国、カメル

ーン、中国、キューバ、カーボベルデ、キュラソー島、クリスマ

ス島、キプロス、西サハラ、エリトリア、フォークランド諸島、

フランス領ギアナ、グアドループ、サウスジョージアおよびサウ

スサンドイッチ諸島、グアム、香港、ハード島およびマクドナル

ド諸島、ハイチ、マン島、インド、イギリス領インド洋地域、イ

ラク、キリバス、朝鮮、クウェート、ラオス、リトアニア、ルク

センブルク、ラトビア、サンマルタン、マリ、モントセラト、メ

キシコ、マレーシア、ノーフォーク島、ナイジェリア、ノルウェ

ー、ネパール、ナウル、ニウエ、ピトケアン、パレスチナ自治

区、ルワンダ、スーダン、スウェーデン、シンガポール、スバー

ルバル諸島およびヤンマイエン島、セネガル、ソマリア、南スー

ダン、サントメ・プリンシペ、シリア、チャド、フランス領南

方・南極地域、タイ、トケラウ、トルクメニスタン、東ティモー

ル、トルコ、ツバル、合衆国領有小離島、バチカン市国、ベネズ

エラ、マヨット、ジンバブエ

キャンペーン クレジットによる支払い方法

いずれかの VMware Cloud services に対するキャンペーン クレジットをお持ちの場合は、1 つ以上の組織にクレ

ジットを適用して、組織の毎月のお支払いに利用することができます。

キャンペーン クレジットはサービス固有のものです。したがって、特定のサービス、サービス グループの毎月のお

支払いに利用したり、すべてのサービスに適用したりできます。クレジットには期限があります。期限が切れる前に

ご利用ください。

キャンペーン クレジットは、VMware Cloud Services でサポートされている任意の通貨でご利用いただけます。

キャンペーン クレジットは、サービスを初めて使用したときに付与されることがあります。これらのクレジットは、

サービスの使用を開始するときに利用できます。
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手順

1 Cloud Services コンソール で、[請求とサブスクリプション] - [キャンペーン クレジット] の順にクリックし

ます。

組織内で適用できるすべてのキャンペーン クレジットが、[使用可能なクレジット] タブに表示されます。

2 キャンペーン クレジットを利用するには、詳細タイルの [アクティベーション] リンクをクリックします。

クレジットは次回の請求期間で適用されます。キャンペーン クレジットの残高はいつでも確認できます。確認

するには、[請求とサブスクリプション] - [キャンペーン クレジット] - [有効なクレジット] の順に移動します。

VMware のファンドについて知っておくべきこと

VMware のファンドは、サービスや製品の購入に使用できる、VMware 固有のお支払い方法です。各ファンドは 1 
つまたは複数のデポジットで構成されます。

ファンドに「資金」を追加する場合は、営業担当者に問い合わせて新しいデポジットを購入できます。デポジットは

「クレジット」（VMware のサービスや製品の購入に利用できる資金）で構成されます。

関連付けられたファンドの詳細を確認したり、ファンドの設定を管理したりするには、VMware Connect ポータ

ル（アクセス権限が必要）のファンド管理プラットフォームを使用します。詳細については、「[マイ ファンド] ペー

ジ、[ファンドの詳細] ページ、ナビゲーションの概要」を参照してください。

VMware のファンドを使用して Cloud Services やサブスクリプションの支払いを行うには、VMware Cloud 
services 組織に各ファンドを支払い方法として関連付ける必要があります。ファンドは、デフォルトの支払い方法

として、または組織やサブスクリプションの 1 回の支払い方法として関連付けることができます。また、Cloud 
Services コンソールから直接、未払いの請求書に対する支払いを行うために使用することもできます。関連付けら

れたファンドで組織の費用を支払うには、ファンドにプラスの残高と十分な「資金」が必要です。

Cloud Services コンソールでファンドを関連付ける際には、次の点に注意してください。

n ファンドを関連付ける組織内で、組織の所有者ロールが必要です。

n VMware Cloud services 組織に関連付けることができるのは、VMware エンタイトルメント アカウント内

のファンドのみです。

n ファンドの通貨と販売ユニットは、組織のものと一致している必要があります。

組織でデフォルトの支払い方法として使用されている関連付けられたファンドが残高不足、期限切れ、または実体の

ない状態になった場合は、ファンドを別のファンド（残存ファンド）または別の支払い方法に置き換える必要があり

ます。実体のないファンドは空のファンド グループであり、支払いフローの中断につながるため、すぐに置き換える

必要があります。

組織の所有者ユーザーがファンドをタイムリーに管理できるように、VMware Cloud Services では組織内のファ

ンドのステータスや変更に関する情報を E メールおよびアプリ内で通知します。詳細については、『VMware 
Cloud Services で VMware のファンドを管理する方法』を参照してください。

ファンドによる支払い方法

組織の所有者ユーザーは、関連付けられた VMware のファンドを使用してサービスの費用を支払うことができま

す。ファンドを組織のデフォルトの支払い方法として使用するだけでなく、未払いの請求書に対して Cloud 
Services コンソールから直接支払うこともできます。
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目的 手順

関連付けられた VMware のファンドを組織のデフォルトの支払い方

法として設定します。

『組織のデフォルトのお支払い方法を変更する方法』を参照してくださ

い

関連付けられた VMware のファンドをアクティブなサブスクリプシ

ョンの支払い方法として設定します。

『サブスクリプションのお支払い方法を変更する方法』を参照してくだ

さい

未払いの超過分または期間契約の請求書に対して支払いを行います。 1 Cloud Services コンソールにログインし、[請求とサブスクリプ

ション] - [請求書および明細書] - [請求書] の順に移動します。

2 支払いを行う未払いの請求書を特定し、縦方向の省略記号アイコン 

( ) をクリックします。

3 [今すぐ支払う] リンクをクリックします。

4 表示されるポップアップ ウィンドウで、請求書の詳細を確認し、こ

の支払いに使用するファンドを選択します。

注：   [支払い方法] ドロップダウンには、組織に関連付けられてい

て残高がプラスであるファンドのみが表示されます。

5 [今すぐ支払う] をクリックします。

支払いが送信され、[請求書] 画面が更新されて、支払った請求書の

横に In Progress ステータス ( ) が表示

されます。

トランザクションが完了すると、E メールで通知されます。トラン

ザクションはすぐに完了するか、数時間かかる場合もあります。請

求書残高は、トランザクションが完了するまでは更新されません。

最初の一部の支払いの進行中に追加の支払いを行うことも可能で

す。更新された請求書には、両方の支払いと更新された残高が反映

されます。

Cloud Services コンソールからファンドで支払われた請求書の支払

い履歴を表示します

1 [請求とサブスクリプション] - [請求書および明細書] - [請求書] 
の順に移動します。

2 支払いを確認する請求書を特定し、縦方向の省略記号アイコン 

( ) をクリックします。

3 [支払い履歴] リンクをクリックします。

[支払い履歴] セクションに、選択した請求書の支払い方法、ステー

タス、支払い金額が表示されます。

VMware Cloud Services で VMware のファンドを管理する方法

組織の所有者ユーザーは Cloud Services コンソールで、VMware のファンドを組織の支払い方法として関連付け

たり、関連付けを解除したりできます。デフォルトの支払い方法として設定したり、未払いの超過分や期間契約の請

求書の支払いに使用したりできるのは、組織に関連付けられているファンドのみです。

注：   Cloud Services コンソールでは、組織へのファンドの関連付けのみを管理します。実際のファンドは、

VMware Connect ポータル（アクセス権限が必要）を使用して管理します。

組織の VMware のファンドに対して変更が加えられると、組織のすべての組織の所有者ユーザーおよび請求読み取

り専用ロールを持つ組織のメンバー ユーザーに、E メールおよびアプリ内で自動的に通知されます。
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次の表に、VMware Cloud Services 組織で VMware のファンドを支払い方法として使用する際の各種手順を示

します。

目的 手順

組織の支払い方法として VMware のファンドを関連付けます。 ファンドが VMware Cloud services に関連付けられた VMware 
のエンタイトルメント アカウントにあり、組織で使用する通貨と同じ通

貨であれば、任意のファンドをご利用いただけます。

1 Cloud Services コンソールにログインし、[請求とサブスクリプ

ション] - [お支払い方法の管理] の順に移動します。

2 画面の [他のお支払い方法] セクションで、[お支払い方法の追加] 
をクリックします。

3 [VMware のファンドを関連付ける] を選択し、[続行] をクリック

します。

4 表示される使用可能な VMware のファンドのリストから、組織の

支払い方法として関連付けるファンドを選択します。

注：   このリストには、VMware アカウントにリンクされている 

VMware のファンドのみが表示されます。

5 選択したファンドを関連付けます。

n ファンドを組織のデフォルトの支払い方法として関連付ける

場合は、[ファンドを関連付けてデフォルトに設定] をクリック

します。

n ファンドを関連付けて組織の支払い方法として使用できるよ

うにするには、[ファンドを関連付ける] をクリックします。

組織の支払い方法としてすでに関連付けられているファンドの関連付

けを解除します。

組織の支払い方法は、すべての組織の所有者ユーザーが使用できます。

有効なファンドを組織から削除する場合は、次の手順を実行します。

1 [お支払い方法の管理] 画面を開きます。

2 ファンド名の横にある横方向の省略記号アイコン ( ) をクリッ

クし、[ファンドの関連付けを解除] を選択します。

組織の支払い方法としてすでに関連付けられているファンドの詳細を

表示します。

1 [請求とサブスクリプション] - [お支払い方法の管理] の順に移動

します。

2 ファンド名の横にある横方向の省略記号アイコン ( ) をクリッ

クし、[My VMware で詳細を表示] を選択します。

これによって VMware Customer Connect Web サイトが開

き、VMware アカウントでログインするとファンドの詳細を確認

できます。

組織のデフォルトの支払い方法としてすでに関連付けられている期限

切れのファンドを管理します。

組織のデフォルトの支払い方法としてファンドを使用している場合は、

有効期限が切れる前に E メール通知が送信されます。有効期限が保留

中のファンドの場合は、次のアクションのいずれかを実行できます。

n 組織のデフォルトの支払い方法を、組織で関連付けられている別の

有効なファンドに変更します。

n デフォルトの支払い方法をクレジット カードまたは PBI に変更し

ます。

n 組織内で関連付けられていない別のアクティブなファンドがある

場合は、そのファンドを組織に関連付けてから、デフォルトの支払

い方法として設定できます。
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目的 手順

残高がないファンドを管理します デフォルトの支払い方法として使用しているファンド、または請求書に

よる支払いに使用しているファンドに、請求金額全体を支払うのに十分

な「資金」が含まれていない場合、請求書は一部支払い済みとして表示

されます。残りの費用を支払うために、十分な「クレジット」を持つ別

のファンド、または別の支払い方法を使用する必要があります。

組織のデフォルトの支払い方法として関連付けられている実体のない

ファンドを管理します

ファンドは、次のいずれかの理由で実体のない状態になることがありま

す。

n ファンド所有者の変更

n ファンドのマージ

n 組織の所有者の変更

n 組織の所有者がファンド ユーザーから除外された

このような場合には、実体のなくなったファンドについて VMware 
Cloud Services から組織の所有者ユーザーに通知され、実体のないフ

ァンドは残存ファンドに置き換えられます。更新されたデフォルトの

支払い方法について、追加の通知がすべての組織の所有者ユーザーに送

信されます。支払い方法に関してさらに変更が必要な場合は、組織のお

支払い方法を管理する方法を参照してください。

VMware Cloud Services のサブスクリプションと契約を使用する

方法

VMware Cloud services のサブスクリプションを利用し、事前定義された期間（1 年間または 3 年間）に一定量

のキャパシティを割引価格または交渉による価格で購入することで、コストを節約できます。

VMware Cloud services はオンデマンドで使用するか、1 年間または 3 年間のサブスクリプションを購入して使

用することができます。オンデマンド サービスの使用量は高いレートで請求され、サービス サブスクリプションは

割引されたレートで請求されます。サブスクリプションは、サブスクリプション購入プログラム (SPP) または請求

書による支払いで購入します。

サブスクリプションのサービスごとに複数の契約を購入して使用できます。開始日と終了日は契約期間ごとに別にす

ることができます。発注書には、契約のキャパシティ、期間、交渉価格の概要が記載されています。

サービス サブスクリプションの契約で規定する条件に則り、VMware Cloud Services から請求書が送信されま

す。

契約条件の対象外のリソースを使用した場合、サービスへの登録時に同意したオンデマンド価格に基づいて請求され

ます。

組織内のサービスについてサブスクリプションの詳細を表示する方法

組織内のサブスクリプションの詳細を表示するには、組織の所有者ロール、または請求読み取り専用権限のある組織

のメンバー ロールが必要です。
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手順

1 Cloud Services コンソール で、[請求とサブスクリプション] - [サブスクリプション] の順に移動します。

組織内のすべてのサブスクリプションに関する情報を示す表が表示されます。表には、各サブスクリプションの 

ID、購入された VMware Cloud services、およびサブスクリプションに含まれる期間契約が一覧表示されま

す。

2 特定のサブスクリプションの詳細情報を表示するには、表示するサブスクリプションを見つけて、その [サブス

クリプション ID] リンクをクリックします。

サブスクリプションの追加の詳細と、そのサブスクリプションで購入された期間契約の詳細が表示された画面が

開きます。

3 （オプション）請求書を表示およびダウンロードするには、このページの [請求] セクションにある [請求書の表

示] をクリックします。
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契約の設定方法

組織の所有者ユーザーの場合は、VMware の営業担当者にお問い合わせいただき、見積もり価格をご確認の上、契

約に対するお支払いの手続きを調整していただきます。

購入が完了すると、契約が有効であることをお知らせする通知メールが送信されます。契約ごとに、一意のリンクが

記載されている E メールがお手元に届きます。

1 既存の組織のいずれか、または新しい組織に契約を適用するには、E メール内のリンクをクリックします。

2 サービス オンボーディング ワークフローの手順に従います。

契約の詳細については、組織への契約の適用が必要な理由を参照してください。

オンボーディング ワークフローの詳細については、VMware の担当者から購入した有料クラウド サービスをオンボ

ーディングする方法を参照してください。

組織への契約の適用が必要な理由

複数の VMware Cloud Services に対して複数のサブスクリプションを購入できるほか、サブスクリプションごと

に別々の期間契約を購入することもできます。各サブスクリプションは、1 つの組織で使用できます。複数の 

VMware Cloud services 組織がある場合、新しく購入した契約はいずれかの組織を選んで適用できます。

契約を購入すると、キャパシティ、期間、合意した価格の概要がセールス オファーに示されます。組織の所有者ユー

ザーは、購入の完了後に新しい組織または既存の組織に契約を適用します。これを行うには、新しい契約のリンクを

開き、ワークフローの手順に従います。

特定の組織に関連付けられた契約は、期間の有効期限が切れるまで、その組織のメンバーが使用できます。

サブスクリプションの更新設定を変更する方法

組織の所有者ユーザーは、Cloud Services コンソールの [サブスクリプション詳細] 画面でサブスクリプションの

更新を管理します。

組織内の各サブスクリプションには、デフォルトの更新設定がありますが、これはサブスクリプションが期限切れに

なる 30 日前まで変更できます。

更新設定が以下の場合 結果...

[自動更新] サブスクリプションは自動的に更新され、追加の入力は不要です。

[手動による更新] 更新日までにアカウント マネージャから連絡を受け、更新の詳細につい

て話し合います。

サポート リクエストを発行して、更新オプションについて問い合わせる

こともできます。

サブスクリプションは、更新される前にキャンセルすることもできます。この場合、有効期限後に組織はサブスクリ

プションの使用資格を失います。

前提条件

組織の所有者ロールが必要です。
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手順

1 Cloud Services コンソールにログインし、[請求とサブスクリプション] - [サブスクリプション] の順に移動し

ます。

2 表示されるサブスクリプションのリストから、サブスクリプションの ID をクリックします。

[サブスクリプション詳細] 画面が開きます。

3 [更新設定] セクションで、[変更] をクリックします。

4 サブスクリプションの新しいデフォルトの更新設定を選択し、[確認] をクリックします。

請求モデルとは

VMware Cloud Services では、3 種類の請求モデルが使用されます。サブスクリプションの請求モデルによって、

組織内で購入および使用されるサービスと契約に対して組織がどのように課金されるかが決まります。

請求モデルの情報は、サブスクリプションの詳細の [期間契約] の中に表示されます。

1 Cloud Services コンソールにログインし、[請求とサブスクリプション] - [サブスクリプション] の順に移動し

ます。

2 サブスクリプションの ID をクリックしてその詳細画面を開き、[期間契約] セクションを展開します。

注：   表示できるのは、VMware を通じて購入したサブスクリプションの請求モデルのみです。

次の表に、3 つの請求モデルの違いを示します。

コミットのみ

使用量に基づくオプション コミ

ット 使用量に基づく必須コミット

説明: サービスを使用するには、サブス

クリプションを購入する必要があ

ります。

サービスの使用を開始するために

サブスクリプションは必要ありま

せんが、オンデマンドでの使用量

が発生する可能性があります。

サービスを使用するには、サブス

クリプションを購入する必要があ

り、超過分の使用量に対して課金

される可能性があります。

デフォルトの支払い方法 必須ではない 必須 必須ではない

コストの決定要素： 契約 契約 + オンデマンド使用量（発生

した場合）

契約 + 超過使用量（発生した場

合）
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明細書と請求書を表示する方法

組織の所有者ユーザーは、直近 15 件のアクティビティ明細書、オンデマンドの請求書、年間契約請求書を表示およ

び印刷できます。

明細書と請求書を表示するには、Cloud Services コンソールで [請求とサブスクリプション] - [請求書および明細

書] の順に選択します。

アクティビティ明細書

[アクティビティ明細書] ページには、特定の請求期間中に使用されたすべてのサービスの月ごとの概要が表示されま

す。各アクティビティ明細書には、料金、キャンペーン クレジット、残高に対して行われた支払いの概要が含まれま

す。アクティビティ明細書を表示およびダウンロードするには、対象のリンクをクリックするか、明細書の横にある

縦方向の省略記号アイコンからオプションを選択します。

請求書

請求書にアクセスするには、[請求書および明細書] 画面の [請求書] タブをクリックします。

n 画面の [オンデマンド請求書] セクションには、オンデマンド サブスクリプションの請求コストが一覧表示され

ます。

n [期間契約の請求書] セクションには、サブスクリプションの期間契約の請求書が一覧表示されます。
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請求書をダウンロードするには、そのリンクをクリックするか、請求書の横にある縦の省略記号アイコン ( ) メニュ

ーから [ダウンロード] を選択します。

アクティビティ明細書の読み方

組織の所有者ユーザーは、アクティビティ明細書の特定の請求期間内に組織が使用したすべてのサービスについて、

その請求期間内に詳細を表示できます。アクティビティ明細書は請求書ではありません。

アクティビティ明細書の内容

各アクティビティ明細書には、請求期間に計上されるすべてのサービス料金と、サービス料金に対する支払いについ

ての概要および内訳が表示されます。

請求期間の概要

[請求期間の概要] は、請求期間内の合計料金、クレジット、割引、調整、および支払いの概要です。[残高] に
は、現在の期間の未払い料金が表示されます。[未払い残高] には、以前の請求期間の残高が未払いの場合、この

残高が表示されます。

注：   アクティビティ明細書の生成日の後に行われた支払いは、この明細には反映されません。

料金の内訳

[料金の内訳] セクションには、組織内のサービスごとに計上された料金が円グラフで視覚的に表示されます。各

サービスに表示される金額は、すべての割引、キャンペーン、および調整を控除した後の料金の正味金額です。

このチャートは、組織に複数のサービスの課金がある場合にのみポピュレートされます。

料金履歴

組織で複数の請求期間に対して課金が発生した場合、[料金履歴] セクションには、過去 12 か月のサービスごと

の課金の履歴を示す折れ線グラフが表示されます。各サービスに表示される金額は、すべての割引、キャンペー

ン、および調整を控除した後の料金の正味金額です。

サービス料金
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[サービス料金] には、請求期間中に発生した請求とクレジットや、それらの請求に対する支払いが含まれます。

クレジットは、サービスごとに行われた割引、キャンペーン、および調整にすべて対応し、金額の前にマイナス

記号が表示されます。サービス料金は、期間契約のサービス、オンデマンドで使用されたサービス、サービス使

用状況に関連して追加料金が発生したサービスの料金の場合もあります。期間契約、オンデマンド使用量、その

他の料金の小計が行ごとに表示され、その後に支払いと現在の残高が表示されます。支払いには、サービスごと

のすべての割引、キャンペーン、調整が含まれます。

オンデマンドの詳細

組織で使用されているオンデマンド サービスに対するすべての料金は、[オンデマンドの詳細] セクションに反映

されます。料金は、組織でオンデマンド サービスが使用された際に、サービスが使用されていた時間に対しての

み発生します。

その他の請求の詳細

データ転送、Direct Connect、EBS、Elastic IP の料金、サインアップ クレジットなど、組織で発生した追加

料金は、[その他の料金] に表示されます。料金は、一意のリージョンと SID（サブスクリプション ID）別に集

計されます。

アクティビティ明細書で使用される略語の用語集

アクティビティ明細書には、コスト計算に影響する製品、サービス、測定単位の略語が表示されます。以下の用語集

は、明細書を読むときに役立つクイック リファレンスです。

表 10-3. VMware Cloud Services の略語の用語集

製品名 測定単位 測定単位の説明

vRealize Automation Cloud EA それぞれ

NDH 1 時間あたりのノード数

vRealize Log Insight Cloud EA それぞれ

NDH 1 時間あたりのノード数

GB ギガバイト

vRealize Network Insight Cloud CPU 中央処理装置

GB ギガバイト

EA それぞれ

VCP 仮想 CPU

NSX Cloud CRM 1 か月あたりのコア数

EA それぞれ

Tanzu Application Catalog EA それぞれ

Tanzu Application Service COH コンピューティング単位時間

EA それぞれ
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表 10-3. VMware Cloud Services の略語の用語集 （続き）

製品名 測定単位 測定単位の説明

VMware Cloud Director CRM 1 か月あたりのコア数

EA それぞれ

VMware SD-WAN by VeloCloud EA それぞれ

VMware Learning Platform ALH アクティブなラボ時間

BIH Bring Your Own Cloud

COH コンピューティング単位時間

EA それぞれ

STH ストレージ単位時間

WIH Windows 単位時間

VMware Cloud on AWS ATG 1 GB あたりの接続数

ATH 1 時間あたりの接続数

EA それぞれ

GB ギガバイト

GBM GB（月）

HST ホスト

HPH 1 時間あたりのホスト数

IPR 1 時間あたりの IP アドレス数

IP IP アドレス

VMH 1 時間あたりの仮想マシン数

VMware Cloud on AWS GovCloud 
(US)

EA それぞれ

HPH 1 時間あたりのホスト数

IP IP アドレス

VMH 1 時間あたりの仮想マシン数

ATH 1 時間あたりの接続数

ATG 1 GB あたりの接続数

IPR 1 時間あたりの IP アドレス数

GB ギガバイト

VMware Cloud on DELL EMC EA それぞれ
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表 10-3. VMware Cloud Services の略語の用語集 （続き）

製品名 測定単位 測定単位の説明

NDM 1 か月あたりのノード数

EDM 1 か月あたりの Edge 数

vRealize Operations Cloud EA それぞれ

OSI オペレーティング システムのインスタンス

請求書に PO 番号を挿入する方法

請求書の支払いを処理するために、請求書に PO 番号などの追加情報を含めることが必要な場合があります。リファ

レンス情報を追加し、Cloud Services コンソールの [請求書] 画面から請求書を再印刷します。

前提条件

請求書が生成された組織内での組織の所有者ロールが必要です。

手順

1 Cloud Services コンソールにログインし、[請求とサブスクリプション] - [請求書および明細書] - [請求書] の
順に移動します。

2 再印刷する請求書を特定し、その横にある縦方向の省略記号 ( ) アイコンをクリックします。

3 表示されたメニューから [リファレンス番号の挿入] を選択します。

注：   [リファレンス番号の挿入] リンクを使用できるのは、請求書がダウンロード可能な PDF として入手可能

で、まだ支払い済みでなく、支払い方法がクレジット カードでない場合に限られます。請求書がすでに再印刷の

ために送信済みで、更新された請求書がまだダウンロードできない場合、このリンクは使用できません。

4 表示されるポップアップ ウィンドウで、請求書に含める PO 番号を入力し、[送信] をクリックします。

重要：   新しい請求書の再生成には、最長で 24 時間かかることがあります。請求書が再印刷されると、メール

通知が送信されます。
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サポートの利用方法 11
ここでは、VMware Cloud services の製品内サポート エクスペリエンスについて説明します。ここでは、タスク

の実行に役立つコンテキスト ヘルプを確認し、よくある質問を検索できます。チャットをご希望の場合は、カスタマ

ー サポート チームのメンバーにお問い合わせください。

VMware のサポート環境は絶えず強化されており、新しい機能がすべてのクラウド サービスに展開されます。現

在、[サポート] パネルに次の機能の一部またはすべてを表示することができます。

手順

1 メニューの [質問] アイコンまたはペインの右側にある [サポート] タブをクリックして、[サポート] パネルを開

きます。

2 必要なサポート レベルを選択します。

[サポート] パネルでは、コンテキスト ヘルプやパワフルな検索機能が提供され、サポートに直接連絡せずに、多

くのコンテンツから回答を見つけることができます。カスタマー サポート担当者とのチャットをご希望の場合

は、チャットしながらクラウド サービスを操作できます。
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サポート機能 内容

1. インテリジェントな検索 質問への回答をコンテンツから検索できます。ドキュメント、サポートに特化した

ヘルプ トピック、コミュニティ、およびナレッジベースの記事を検索します。

2. 各画面に関連コンテンツを表示 タスクを実行します。[サポート] パネルを開くと、タスクを実行する上で役立つ情

報を含むヘルプ トピックが画面に表示されます。タスクを実行しがら画面を移動

すると、それに応じてコンテンツも変わります。コンテンツには検索結果も表示さ

れます。検索結果には、その他のヘルプ トピック、ナレッジベースの記事、ドキュ

メント センター、およびコミュニティのコンテンツが含まれます。

お探しのコンテンツが見つからない場合は、[VMware Docs で詳細を確認] をク

リックして、画面上のタスクに関連する検索を実行するか、検索項目を入力して関

連する検索を実行します。検索結果が VMware のドキュメント センターに表示

されます。

3. VMware サポート担当者とチャットする VMware のサポート エンジニアおよびカスタマー サポート担当者へ直接問い合

わせます。

ライブ サポート チャットについて理解しておくべきことは次のとおりです。

n VMware のサポートとのチャットは状況に応じて開始されます。つまり、

Cloud Services コンソールから VMware のサポートとのライブ チャット

を開始すると、Cloud Services コンソールに関する問題のサポートを受ける

ことができます。サービスのチャット サポートにアクセスするには、サービス

にログインした後でチャットを開始してください。

n Cloud Services コンソールを引き続き操作するか、または VMware のカ

スタマー サポート エンジニアとチャットしながら Cloud Services コンソ

ールを操作することができます。ブラウザ ウィンドウの右端にある [サポー

ト] ボタン ( )、[チャットに戻る] アイコン ( ) の順にクリックして、いつ

でもチャットに戻ることができます。

n カスタマー サポート エンジニアは、サポート リクエストの発行を支援します。

n ブラウザおよび VMware Cloud Services プロファイルで構成した言語設

定に応じて、英語または日本語でオンライン サポートを受けられます。

n Cloud Services コンソールでライブ サポート チャットを使用する場合の注

意事項は次のとおりです。

n 最初に、サポートが必要な問題が技術的なものか、そうでないのかを選択

する必要があります。これにより、リクエストが適切なカスタマー サポー

ト担当者に確実に送られます。

n 複数のサポート チャットを同時に実行することはできません。新しい問

題についてチャットを新しく開くには、現在のチャットを閉じる必要があ

ります。

n チャット中にチャット ウィンドウからカスタマー サポート担当者に直接

ファイルやスクリーンショットを送信するためのオプションがあります。

注：   アクティブなチャット セッション中にタイムアウトの問題が発生するの

を避けるために、ブラウザのウィンドウやタブをフォアグラウンドで開いたま

まにしておくことをお勧めします。

4. サポート リクエストの発行/すべてのサポート リ
クエストの表示

VMware Customer Connect を開きます。ここでは、サポート リクエストを

作成および管理します。
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3 サポート リクエストを管理するには、Cloud Services コンソールのメニューで [サポート リクエスト] リンク

をクリックします。

すべてのサポート関連機能が VMware Customer Connect ポータルから利用できるようになりました。

a [サポート リクエストの作成] をクリックします。

Customer Connect の [VMware サポート] ページが表示されます。新しいサポート リクエストの詳細

な発行手順については、Customer Connect でのサポート リクエストの提出方法を参照してください。

サポート リクエストを発行する前に、追加のサービス関連情報が必要になる場合があります。たとえば、

VMC on AWS では、SDDC のサポート情報が必要になる場合があります。

b 組織のすべてのオープンおよびクローズされたサポート リクエストにアクセスするには、[サポート リクエ

スト履歴の表示] をクリックします。

Customer Connect の [サポート リクエスト履歴] ページが表示されます。

サポート リクエストを組織、タイプ、期間でフィルタリングできます。データの並べ替えやエクスポートも

可能です。

VMware Cloud Services コンソールの使用

VMware, Inc. 99

https://kb.vmware.com/s/article/2006985
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Cloud-on-AWS/services/com.vmware.vmc-aws-operations/GUID-5075BE74-7941-4166-9344-3028D499904F.html?hWord=N4IghgNiBcIMYAswBcAEBnArgB2wewCdkQBfIA


フィードバックを提供する方法 12
フィードバックは製品の品質向上に役立ちます。Cloud Services コンソールのフィードバックは、製品から直接送

信できます。

1 Cloud Services コンソールの横方向のメニューで、[フィードバックの提供] アイコン ( ) をクリックしま

す。

フィードバック パネルが開きます。
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2 1 つ以上の使用可能なオプションを使用してフィードバックを提供します。

n サムズアップ アイコンまたはサムズダウン アイコンを使用して、Cloud Services コンソールの満足度を

伝えます。

n テキスト フィールドを使用して、コンソール使用時の操作性について詳しく記述します。

n フィードバック メッセージを視覚的にわかりやすくする場合は、[参照] をクリックするか、指定されたフィ

ールドに画像をドラッグ アンド ドロップしてスクリーンショットを添付します。

n フィードバックに関して VMware Cloud Services コンソール チームからの連絡を希望される場合はお

知らせください。

3 [送信] をクリックします。
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