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ソフトウェアメンテナンスおよび
サポートオプション
MyRockwellソフトウェアポータルを通じて販売されているすべてのロックウェル・オートメーションのソフトウェア
には、ソフトウェア購入の資格としてソフトウェアメンテナンスおよびサポートが付属しています。お客様は、ソフト 
ウェアの購入時にソフトウェアメンテナンスとサポート契約の2種類の契約から選択できます。つまりメンテナンス
付き恒久ソフトウェア契約またはソフトウェアサブスクリプション契約です。

メンテナンス付き恒久ソフトウェア契約 
ロックウェル・オートメーションは、メンテナンス契約にバンドルされた恒久ソフトウェアライセンスを提供してい
ます。お客様は、購入時に、メンテナンス契約の契約期間を選択します。この契約では、最新のソフトウェアの更新 
および機能拡張にすぐにアクセスできるほか、 オンデマンドの技術サポートの当社のナレッジベースにもアクセス
できます。

サブスクリプションソフトウェア契約 
ロックウェル・オートメーションは、当社のソフトウェアのサブスクリプションライセンスを提供しています。サブス
クリプションを契約したお客様は、定期的にライセンスを購入して、将来のバージョンへのアップグレードや技術 
サポートを利用できます。

これらの各契約タイプに付属するサポートの資格を以下の表に示します。

ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約オプション 
メンテナンス付き恒久1 サブスクリプション

電話サポート 
(月曜～金曜の午前8時～午後5時) •
チャット •
質問の送信 • •
ソフトウェアの更新 • •
ナレッジベース • •

利用可能なアップグレード2： 
電話サポートの拡張3

•  電話サポート(月曜～金曜の 
午前8時～午後5時)

• 年中無休の24時間電話サポート
• 年中無休の24時間電話サポート

1  ThinManager®およびFactoryTalk Production Centreのメンテナンス契約には、電話サポート 
(月曜～金曜の午前8時～午後5時)が含まれています。

2 オプションのアップグレードには追加費用がかかります。
3  TeamONEのサポート資格には、電子メールによるサポート(月曜～金曜の午前8時～午後5時)と 
年中無休の24時間電子メールによるサポートが含まれています。
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ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約の資格の規定
• 電話サポート(月曜～金曜の午前8時～午後5時)：20以上の言語で利用可能なリアルタイムの製品の電話サポート 

およびリモートのデスクトップトラブルシューティング。サポートの受付時間は現地時間の月曜～金曜の 
午前8時～午後5時です。

• チャットサポート：当社のオンライン・サポート・センター(ナレッジベース)によるリアルタイムのモバイル対応 
チャットサポート。チャットは、対象の製品ファミリーについて24時間年中無休で利用できます。

• 質問の送信：急を要しない質問は、当社のオンライン・サポート・センター(ナレッジベース)から送信できます。 
専門エンジニアが1営業日以内に回答します。

• ソフトウェアの更新：ソフトウェアの更新のダウンロードにアクセスすることで、最新の状態に保つことができま
す。ダウンロードおよびソフトウェアの交換については、ロックウェル・オートメーションのサポートセンターに 
アクセスしてください。ソフトウェアのダウンロードの他、ファームウェア、リリースノート、関連ソフトウェア、 
ドライバ、ツール、ユーティリティなど新しいソフトウェアの更新についてのアラートを設定することもできます。

• ナレッジベース：ロックウェル・オートメーションの技術サポートエンジニアによって作成され、継続的に改良されて
いるナレッジべースには、67,000を超える論文が含まれており、1年に540万回も閲覧されています。当社のオンラ
イン・サポート・センターのツールを使用して、疑問点に対する答えをナレッジべースで検索したり、フォーラムを 
通じて同業者と交流したりすることができます。また、情報にブックマークを付けたり、アップグレードの通知を 
依頼したり、ロックウェル・オートメーションのエンジニアとチャットしたりすることもできます。

• 24時間年中無休の電話サポートのアップグレード：24時間年中無休のサポートオプションにアップグレードする
ことで、サポートを24時間受けられるようになります。

メンテナンス付き恒久ソフトウェアまたはサブスクリプション契約を 
購入する方法
ソフトウェアメンテナンス契約を購入する場合は、MyRockwellソフトウェアポータルをご覧ください。

ソフトウェアの更新へのアクセス方法
ソフトウェアの更新の入手およびアラートの設定は、ロックウェル・オートメーションのサポートセンターから 
行ないます。

オンライン・サポート・センター(ナレッジベース)へのアクセス方法
rockwellautomation.custhelp.com にアクセスし、オンライン・サポート・センター(ナレッジベース)にアクセスします。
新規のお客様は、ここで認証番号を使用してアカウントを作成します。1営業日以内にアクセスできるようになりま
す。既存のユーザは、ここにログインして、自身の新しい/既存の認証番号で「Your Support Account」セクションを
更新できます。
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技術サポートエンジニアへの連絡方法
お客様は、サポートがメンテナンス付き恒久ソフトウェアまたはサブスクリプションソフトウェア契約のいずれで 
あっても、お客様の契約に記載されている製品/ソフトウェアに基づいた資格のみが与えられます。当社のエンジニア
は、お客様の有効なソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約に含まれている製品のみをサポートします。

有効なソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約を締結したお客様は、以下の4つの方法で技術サポート 
エンジニアに問い合わせることができます(TechConnectと同じ)。

1. 電話サポート：電話サポートにより問題に対応します。ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約を結んだ 
お客様には、指定の認証番号が与えられます。この番号はウェルカムキット内やナレッジベースのアカウント 
プロファイル内に記載されています。技術サポートチームに電話で連絡する場合は、代表電話番号(フリー 
ダイヤル1-888-382-1583または1-440-646-3434 (北米))か、またはTechConnect North Americaダイヤル直通 
番号を使用してください。発信したら、サポート資格の認証番号を入力してください。

2. チャットライブ：ナレッジベースにログインし、対象の製品ファミリーについて、技術サポートエンジニアとチャット
ライブを行なうことができます。

3. フォーラム：ナレッジベース内にあり、多数のフォーラムから同業者や技術サポートエンジニアと直接交流できます。

4. 質問/電子メールを送信：ナレッジベースから、質問を電子メールで技術サポートエンジニアに送信できます。

ソフトウェア購入時サポートの 
提供品
MyRockwellソフトウェアポータルから、新しいソフトウェアや、更新またはアップグレードされたソフトウェアを購入
するたびに、ウェルカムキット電子メール(サンプル画像)が届きます。これには、以下のソフトウェアメンテナンス 
およびサポートに必要な情報が含まれています。

• 一時的なアクティベーションへのアクセス方法に関する情報 

• ロックウェルの注文番号

• 発注番号

• MyRockwellサブスクリプション番号

• 認証番号

• 注文明細 

• 「ハウツー」情報

• ソフトウェア製品のダウンロード

• ソフトウェアのアクティベート

• 技術サポートの連絡先

• ソフトウェアの更新のダウンロード

こんにちは、ジョーさん
ソフトウェア契約を購入いただきありがとうございます。
今日から契約が開始します。

TechConnectサポート  •  ソフトウェアメンテナンスおよびサポートプログラムガイド   | 05

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qr/gmsc-qr003_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qr/gmsc-qr003_-en-p.pdf
https://rockwellautomation.custhelp.com
https://rockwellautomation.custhelp.com
https://rockwellautomation.custhelp.com


価格設定
MyRockwellソフトウェアポータルで現在入手可能なソフトウェアの価格を確認する場合は、 
commerce.rockwellautomation.com を使用してください。エントリにはナレッジベースへのログインが必要です。
アカウントは簡単に作成できます。作成する場合は、rockwellautomation.com/am/create-accountを使用してくだ
さい。

メンテナンスアップグレード付き恒久のTechConnect更新価格設定
ソフトウェアポータルから購入したすべての新しい恒久ライセンス(初年度のメンテナンスを含む)の場合は、更新時
のTechConnectサイト契約に更新料が含まれます。これには、FactoryTalk® Studio 5000の新規購入が含まれます。 
新しいソフトウェア購入のみが対象となります。この追加価格は、単年および複数年の契約のみが対象となります。

既存のTechConnectのお客様の契約比例配分
既存のTechConnectのお客様がメンテナンス付き恒久ソフトウェアラインセンスやサブスクリプション契約
を購入した場合は、ソフトウェア内でのチェックアウト時に、既存のTechConnect契約に対して比例配分しま
す。MyRockwellソフトウェアポータルシステムチェック(チェックアウトプロセス内)では、お客様のBPID出荷先住所
に基づいて、お客様が既存のTechConnectの契約者であるかどうかを判断します。
• ソフトウェアのサブスクリプションの更新プロセス：サブスクリプションを購入した既存のTechConnectのお客様

は、(ソフトウェアの販売時に)サブスクリプションを自身のTechConnect契約と同じ終了日に合わせることができ
ます。このようなお客様には、更新時に2つの異なる送り状が送付されます。1つはサブスクリプション、もう1つは
TechConnectの送り状です。

• メンテナンス付き恒久の更新プロセス：メンテナンス付き恒久契約を購入した既存のTechConnectのお客様は、
ソフトウェアライセンスの受注時に、自身の契約をTechConnect契約に合わせる必要があります。2019年10月1日
以降、更新時に、すべての恒久ライセンスが提案書のソフトウェアの一覧セクションに項目別に記載されるよう 
になりました。これには、以前購入した恒久ライセンスと、ソフトウェアポータルで購入した恒久ライセンスが 
含まれます。

ソフトウェアメンテナンスおよびサポートツールキットの価格設定
当社は、機械装置メーカ/システムインテグレータ/コンサルタントの顧客セグメントには、多数のソフトウェア 
インストールが必要であることを認識しているため、価格をユーザ数によって設定しています。数量割引が適用さ
れることがあります。注文時にユーザを特定する必要があります。登録済みのすべてのツールキットソフトウェアが
サポートされていますが、各固定価格帯で、オートメーション制御ソフトウェアパッケージごとにソフトウェアの更新
上限があります(例：RSLogix 500®、RSLogix 5000®)。ツールキットおよび当社のPartnerSupport™プログラムの詳細
は、rockwellautomation.com/partnersにアクセスして、ロックウェル・オートメーションとの提携について確認して
ください。

PartnerSupportとTechConnectシステムのサポートの違い
PartnerSupport契約には、『TechConnect製品ファミリーガイド』に記載されているすべての「標準の製品」 
(レガシーを除く)のサポート範囲が含まれます。PartnerSupportのお客様には、プレミア・サービス・サポート・レベル
の1つである、TechConnectシステム・サポート・レベルが適用されます。これには、ソフトウェアの更新、オンライン・
サポート・センターへのアクセス、トレーニングアドバイザ、電話サポート、チャットサポート、質問の送信(電子メール
サポート)、積極的なフォローアップを提供する上級エンジニアへの問い合わせなどが含まれます。

注意： PartnerSupportのお客様は、通常のTechConnect注文プロセスに従って、目的のサポート範囲の製品 
ファミリーを選択する必要があることにご注意ください。
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ソフトウェアを新規購入した現在のサポートカスタマ
新たなソフトウェア販売手段を支援し、ユーザエクスペリエンスを強化しシンプルにするために、新しいライセンス 
(メンテナンス付き恒久やサブスクリプション)を購入した場合に、購入のサポート部分がお客様の既存の
TechConnect契約に比例配分されます(該当する場合)。

お客様のTechConnect契約の更新時に、契約期間中に取得したメンテナンス付き恒久ライセンスのメンテナンス
のサポート部分が追加されます。

ソフトウェアサブスクリプションの
自動更新オプション 
自動更新オプションは、ソフトウェアサブスクリプションのお客様にご利用いただけます。サブスクリプション所有者
は、ソフトウェアポータル内の「My Subscriptions」から、期間中いつでも、デフォルト設定を自動更新から手動更新
に変更できます。「差出人に返信」があるすべての電子メール通知は、お客様の管理者に転送され、問題発生時の
解決に使用されます。

更新通知
• 更新120日前：お客様が自動更新を選択した場合は、自動更新通知メールが送信されます。POの変更や、サブス

クリプションの変更またはキャンセルが行なわれない場合は、サブスクリプションが更新されます。

• 更新90日前：更新120日前の通知に対する返答がなかった場合、更新注文確認メールが送信され、サブスクリプ
ションが更新されます。

• 更新45日前：お客様が自動更新を選択しておらず、かつ以前の更新通知に対する返答がなかった場合は、POの
変更やサブスクリプションの変更またはキャンセルへの推奨する対処方法が記載された更新通知メールが送信
されます。何も行なわかった場合は、サブスクリプションが更新されます。

• 更新10日前：お客様が自動更新を選択しておらず、かつ以前の更新通知に対する返答がなかった場合は、POの変更や 
サブスクリプションのキャンセルへの推奨する対処方法が記載された最終更新通知メールが送信されます。 
何も行なわかった場合、サブスクリプションは期限切れになります。

最初のサイトベースのサポート 
サポートは、ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約の購入後すぐに利用できます。お客様は、製品の購入 
時期に関係なく、技術サポートのソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約を結ぶ必要があります。「レガシー 
ソフトウェア」の購入に関するサポートが更新されます。お客様が既に製品ファミリー内の製品についてソフトウェア 
メンテナンスおよびサポート契約を結んでいる場合は、当社が更新時にお客様のサポート契約を「調整」し、この 
新しいソフトウェア購入を追加します。これは、ThinManagerには適用されないことに注意してください。
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ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約の有効期限猶予期間
すべてのソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約には、契約満了後に10日間の猶予期間があります。猶予期
間中、お客様は、ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約期間中と同じレベルのサポートを引き続き利用でき
ます。そのため、ロックウェル・オートメーション側で新しいソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約やお客様
のPOの処理に時間がかかる場合でも、お客様は途切れることなくサポートを受けることができます。

注意：ThinManagerには猶予期間がありません。

TechConnectとメンテナンス付き恒久ソフトウェアまたはサブスクリプ 
ション契約の更新調整
1. メンテナンス付き恒久ソフトウェア契約：更新時、既存のTechConnectのお客様は、既存のTechConnect契約期間

に合わせて新しいメンテナンス付き恒久ソフトウェア契約を結ぶ必要があります1。

2. ソフトウェアサブスクリプション：更新時に、既存のTechConnectのお客様は、新しいサブスクリプション契約期間
を既存のTechConnect契約期間に合わせることをお奨めします。

当社のカスタマサクセスおよびServiceSourceチームが、このプロセスの期間調整に対処し、すべてのロックウェル・ 
オートメーションのサポートサービス(TechConnect、サブスクリプション、パーツ管理契約、現地対応など)を含む 
最新の更新をお客様に提供します。

1 ThinManagerは対象外です。
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ソフトウェアメンテナンス 
およびサポート契約 
のキャンセルポリシー
すべてのタイプのソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約キャンセルポリシーは、お客様がキャンセルの30日前
に書面による通知を提出することでソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約をキャンセルできるという点で共通
しています。ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約期間が残り2か月未満である場合、キャンセル請求は無効に
なります。

キャンセルされたソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約には以下が適用されます。

• ソフトウェアが返品されず、かつソフトウェアのライセンスが凍結されていない場合のキャンセル料は、キャンセ
ル日における残りの契約期間の25%に、更新価格の100%を足した額になります。

• キャンセル日以降はサポート資格にアクセスできません。

• サブスクリプションソフトウェア契約の場合は、キャンセル日から10日間以内にソフトウェアをロックウェル・ 
オートメーションに返品する必要があります。これを怠った場合は、お客様にソフトウェアの料金が請求されます。

• 恒久ソフトウェアライセンスの場合、キャンセル日におけるソフトウェアリビジョンが継続されます。

サブスクリプションライセンスは、ロックウェル・オートメーションのソフトウェア・アクティベーション・システムに戻す
必要があります。これは、ソフトウェアのリホストアクティベーション操作によって行なうことができます (接続され
たソフトウェアに対して自動的にリホストされる場合もあります)。

回復手数料ポリシー
お客様は、契約の有効期限が満了するまでソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約を更新しない場合、以下
に示すサポート回復のためのオプションを選択できます。

1. メンテナンス付き恒久ソフトウェア契約：メンテナンス契約を回復することはできますが、お客様には、メンテナ
ンス契約の終了日まで遡って比例配分された費用が請求されます。

2. ソフトウェアサブスクリプション：回復手数料はかかりません。
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ソフトウェアの登録移転
お客様はソフトウェアの登録を移転できます。別の契約への登録の移転を行なうには、「Software Activation and 
Transfer」ページまたはソフトウェアポータル内のサブスクリプションページを使用してください。

役立つリンク
MyRockwellソフトウェアポータル

ロックウェル・オートメーション・サポート・センター

製品の互換性およびダウンロードセンター(PCDC)   

ナレッジベースおよびオンライン・サポート・センター  

ソフトウェア登録の転送

TechConnectサポート製品ファミリーガイド  

TechConnect Support User Guide

TechConnectサポートのWebサイト

TechConnect Support North Americaへのフリーダイヤル番号
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https://activate.rockwellautomation.com
https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
https://rockwellautomation.custhelp.com
https://activate.rockwellautomation.com
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/gmsc-sp021_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/gmsc-um001_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/en_NA/capabilities/industrial-maintenance-support/overview.page?pagetitle=Remote-Support&docid=be4e7dd36c2bfe272d786e52e42d778b
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qr/gmsc-qr003_-en-p.pdf
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