IBM サービス

IBM ハードウェア保守サービス

テクノロジー・サポート・サービス

IBM が提供する包括的で柔軟なプロアクティブ(事前対応)型サポート
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IBM ハードウェア保守サービス

事後対応型の故障修理サポートと、IBM ハードウェア保守契約
(HWMA) によって IBM が提供するプロアクティブ(事前対応)型・
予防型のコグニティブ・サポートでは、
ハードウェア資産を保護する
にあたり、
大きな違いがあります。

IBM ハードウェア保守サービスは、窓口の一本化により迅速な
問題解決を実現し、お使いの IBM ハードウェアにお客様の
ニーズや予算に合わせたサポート・サービスを提供します。
このプロ
アクティブ・サポートービスと IBM Watson が提供するコグニティブ・
テクノロジーにより、問題を未然に防ぐことを可能にします。

ハードウェアは、
お客様の IT インフラストラクチャーの基盤です。
ビジネス上の重要なアプリケーションや機能を維持するには、
IBM ハードウェア保守機能
日々、
サーバーやシステム・ストレージや周辺装置が欠かせません。 • エレクトロニック・サービス・エージェント (ESA) など、当社の
しかし、残念ながらそれらは障害発生につながりかねず、
サポート機能には次のようなものがあります。
想定外のダウンタイムに弱く、
コストの増大や収益の減少を
–– ハードウェア・イベントを先を見越して報告する
引き起こす可能性もあります。
モニタリング機能
–– 自動的にハードウェアやソフトウェアの問題判別を
事後対応型のサポートは、障害やパフォーマンスの問題が
行い、迅速なトラブル・シューティングを実行する、
発生してから始まります。一方でプロアクティブ型・
エレクトロニック・サポート・インフラストラクチャー
予防型のコグニティブ・サポートは、IT インフラストラクチャー
–– 適切な分野の技術者やリモート・サポートの技術者への
を監視し、
アップタイムやパフォーマンスに影響がないように処
技術的な詳細情報の送信。
これには、エラー・ログ、
理を行い、問題が発生する前に解決します。
システム・スナップショット、マシンの内部環境を監視
するしきい値指標などの拡張エラー情報が含まれます
–– 拡張された診断、サポート、およびロジスティック情報
へのアクセス。IBM は常に社内の知識データベースを
更新し、ほとんどの問題をリモートで解決できるように
修理の手順や診断を強化しています。技術者がサポート
対応に駆けつける際には、問題の解決につながりそうだと
IBM が判断した部品をすぐに入手できるように
なっています。
IBM のテクノロジー・サポート機能により、
お客様はこれらの修理の大半を、計画した変更管理の
枠内に納めることができ、それによりお客様や事業運営
への影響を最小限に抑えることができます
–– 可用性レポート
• Virtual Agent、IBM Watson および Agent Assist による
コグニティブ・サポート。Web ポータルでの対話を可能にし、
問題を早期に解決します。
• My Notifications やテクニカル・ノートなどの予防保全。
ダウン時間を最小限にします。
• 各国のオンサイト向けの包括的なトレーニング・
データベース。適切なスキルが提供されるようにします。
IBM ハードウェア保守サービスは、24 時間 365 日のリモート・
• IBM 機器のマシン・コードの更新情報へのアクセス。
サービスの提供と監視を行い、待機中のエンジニアをすぐに
追加料金はかかりません。
出向サポートに派遣したり、
世界中のハードウェア・スペシャリストや • サービス・レベルの拡張オプションで、特別な要件にも対応
ソフトウェア・スペシャリストと連携して複雑な問題を解決に
可能です。
導いたりすることができます。
• 情報や意見の交換の場となるユーザー・グループ。
• 資産を最大限に生かし、新しいテクノロジーを現在の環境に
導入する、などお客様のニーズに対する洞察や情報を提供
する、Q&A や手法に関するサポート。

コグニティブ・サポートは、お客様のシステムに関連する
重要な情報をお客様やサポート担当者が素早く見つけることを
可能にし、IBM が開発した最新のコグニティブ・テクノロジーを
駆使することで、緊急性の高い疑問に対する回答を提供する
ことができます。

IBM サービス

IBM の幅広いサポート・インフラストラクチャー
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IBM のサポート・サービスの特徴とは?

IBM のハードウェア・サポートには、
さまざまなサービスがあります。 サービスの品質と価値
IBM サポートで受けられるサービスには次のものがあります。
• お客様のテクノロジーをサポートし続けて 100 年以上の
経験を持つ IBM は、
これまでにあらゆるタイプの IT の問題に
• IBM ハードウェアおよびソフトウェアのリモート・テクニカル・
対応してきました。
サポート・センターによる 24 時間 365 日のサポート
• ソフトウェア障害の 75% をリモートで解決、ハードウェア
• 各国の IBM のトレーニングを受けた 19,000 人の技術者によ
障害の 94% をサポート電話 1 回で解決してきました。
るオンサイトでのテクニカル・サポート
• ニーズや予算に合わせて選べるサービス・レベル
革新的な可能性
• ファームウェア更新の提供
• IBM Watson のコグニティブ・テクノロジーは、問題の分析と
• 世界 535 か所にある IBM の部品物流センターへのアクセス
解決をサポートします。
• 当社のサポート・ツールやテクニカル知識データベース
• IBM のサービス契約により、IBM の研究所や最新のツールや
• IBM 以外の製品のサービス
テクノロジーに直接アクセスできます。
• エンジニアによるサポート
• 自動化ツールによりハードウェアのエラー・レポート作成や
• 保守拡張サービス
サポートが改善され、
保証や保守契約の可用性が向上します。
• モバイル端末への通知
先進的な考え。
グローバル展開。
• 特別保守延長サービス
• IBM のグローバル研究所は 12 か所、ハードウェアおよび
ソフトウェアの開発研究所は 114 か所あります。
• IBM は 181 ヵ国、165ヵ国語以上の言語でサポートを提供し
ています。

IBM ハードウェア保守サービスのメリット

IBM ハードウェア保守サービスは、所有するハードウェア投資を
最大限に活用できるようにサポートを提供し、IT とビジネス
全体にメリットを広げます。
• プロアクティブ型対応と予測保全により、問題が発生する前
に予防
• 事実上比類のないグローバルなインフラストラクチャーと
IT の可用性を向上
• 先進的な業界イノベーターのサービスによるビジネス・
リスクの緩和
• 選択肢の多い柔軟でカスタマイズ可能なサービス・
オプションによる、お客様固有ニーズに対応したサポート
• サポートの窓口を 1 か所にまとめることにより複雑さを軽減
• IBM の統合されたプロアクティブ型サポートと、
オンサイトの
アシスタンスまたはリモート・アシスタンスといった柔軟な
デリバリーの選択肢により、
アウトプットを増やし生産性を向上

IBM サービス・レベル

IBM は、お客様の個別のサービス・ニーズに対応するように、
さまざまなサービス・レベルを用意しています。
詳しくは、
お近くの営業担当員にお問い合わせください。

IBM がお勧めする理由を、
ご自身で確かめて
みてください。

IBM ハードウェア保守サービスを詳しくご説明しています。
ぜひ、
当社の Web サイトをご覧ください。
Ibm.biz/tss_japan/

日本アイ・ビー・エム株式会社
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19-21
IBM ホーム・ページ:
ibm.com
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