
 

 

 

 

クイック・リファレンス・ガイド 

ユーザー登録 

1. ユーザー登録は support.oracle.com より行います。 

2. 「新規ユーザーはこちらで登録してください」をクリックし

ます。 

3. 必要事項をすべて入力し、「作成」をクリックします。 

4. ユーザー登録に使ったメール・アドレスの受信トレイに、

オラクルからのメールが届いているか確認し、メール内

の確認リンクをクリックし、登録を続けます。 

5. My Oracle Supportに再びサインインし 詳細 > 設定 > 

パーソナライズを選択します。 

6. パーソナライズで、言語、現在のタイムゾーン、アクセシ

ビリティ・オプションを確認します。 

7. サポートID（SI）を追加します。パーソナライズ > アカウ

ントから 「アクセスのリクエスト」を選択します。 サポート

IDを入力、または「サポートIDの検索」タブからサポートID

を検索します。そのサポートIDを登録する最初のユーザ

ーになっている場合、管理者（CUA）となることを受け入

れなければなりません。 

8. 管理者（CUA）の権限は、登録を完了した他の複数のユ

ーザーにも割当てられます。 

9. 最初のサポートID追加のリクエストが承認された後は、さ

らに他のサポートIDも追加できるようになります。  

 

推奨する設定  

1. 詳細 > 設定のタブをクリックします。 

2. パーソナライズ > ナレッジ・プリファレンスから、お好み

の設定を行います。設定内容を反映するには「変更の適

用」をクリックします。 

3. サービス・リクエスト（SR）の作成を素早く行うために、SR

のプロファイルを作成します。SRプロファイルを作成して

おけば、SR作成時にそれを選択するだけで、「問題は何

ですか」の情報が自動的に入力されます。SRプロファイ

ルを作成するには、パーソナライズ > サービス・リクエ

スト・プロファイルから「SRプロファイルの追加」をクリック

します。必要事項を記入し保存をクリックします。 

ダッシュボードのカスタマイズ 

1. リージョンの大きさを最小化、または元に戻すには、各リージ

ョンの左上にある▼アイコンを使用します。 

2. リージョンの位置を変えるには、リージョンのタイトルバーをク

リックしそのまま持ち上げて、移動させたい位置にドラッグ・ア

ンド・ドロップします。 

3. 新しいリージョンを追加するには、右上の「ページのカスタマ

イズ」をクリックし、「コンテンツの追加ボタン」をクリックし、ポッ

プ・アップ・ウィンドウから追加したいコンテンツを選び、プラス

マークをクリックします。ダッシュボード・ページが再読み込み

されたら、ポップ・アップ・ウィンドウ を閉じます。 

4. リージョンを削除するには、リージョンの右上にあるXをクリッ

クします。  

5. 変更を確定させるには、編集機能を閉じます。 

6. ダッシュボード・ページを初期設定に戻し、もう一度カスタマイ

ズをやり直すには、「ページのリセット」をクリックします。 

 

POWERVIEW (パワービュー) 

1. サポートID、製品、または他の事前に定義された条件を使用

し、パワービューフィルターを作成します。 

2. 各ページ上の中央にあるパワービューボタンから、ボタンの

右側にある矢印をクリックし、メニューオプションを表示させま

す。 

3. パワービューのメニューから、「新規」を選択します。 

4. フィルタ・タイプの選択ボタンをクリックし、フィルタ・タイプをリ

ストから選択します。 

5. フィルタ・タイプ以外の条件を、それらのリストから選択しま

す。 

6. さらにフィルターを追加するには、プラス記号(+)をクリックしま

す。 

7. 「PowerViewに名前を付ける」をクリックし、作成した

PowerViewに名前を付けます。 

8. 「作成」をクリックします。 

 

パワービューのアイコンが表示されているリージョン

では、その全てにおいてパワービューが有効（ON）

になっています。特定のリージョンボックス内でのみ

有効なフィルターを使用する場合は、パワービューを

無効（OFF）にします。 

 

お気に入り 

1. お気に入りに追加するには、各アイテムの隣にある星印のア

イコンをクリックします。 

2. お気に入りを参照するには、星印のアイコンのドロップダウ

ン・リストから、お気に入りのメニューを選択します。 

3. 登録されたお気に入りを整理するには、「お気に入り」メニュ

ーから、「お気に入りの管理」を選択します。 

 

お気に入りを使うと、単独のリージョンにのみフィルタ

ーをかけられます。 

サービスリクエスト（SR）の作成 

1. サービス・リクエストのタブをクリックし、SRの作成を選択

します。もれなく必須入力項目を入力するためにも、右側

に表示されるヒントを参考にします。  

2. 「問題は何ですか」のセクションでは、問題の概要と詳細

を入力します。 

3. 「問題の場所」セクションでは、報告しようとしている問題

のタイプに合致したサポートタブ（ソフトウェア・ハードウェ

ア・クラウドなど）を選択します。  

4. リストから問題の種類を選択します。 

5. 利用可能なサポートID（SI）を選択し、次へをクリックしま

す。 

6. 問題の解決に貢献しそうなナレッジがあれば、それらを

確認します。 

7. アップロードするファイルや、更に提供する情報があれ

ば、必要に応じて提供し、SR作成を続けます。 

8. 重要度を選択し、コンタクト先の情報を確認し、「送信」を

クリックします。 

 

サービスリクエスト（SR）の更新 

1. サービス・リクエストのタブを選択します。 

2. SR番号のリンクをクリックします。 

3. 「更新の追加」をクリックします。 

4. 「更新の詳細」ボックスに情報を入力します。 

5. 「更新の投稿」をクリックします。 

 

SRの詳細な更新内容を含む電子メール 

1. SRの更新通知メール内への詳細な更新内容の記載は、

CUAがそれを許可した場合のみ有効です。 

2. CUAがこの機能を許可するには、詳細 > 設定 > サポ

ートID から設定します。 

3. 該当するサポートIDの、「電子メールでのサービス・リク

エスト詳細」オプションをチェックし、保存します。 

4. CUAが許可したサポートIDでは、一番右側の列に、封筒

のアイコンが表示されます。 

5. 以上の設定を行った後、個々のユーザーは 詳細 > 設

定 > アカウントから、ページの下側にスクロールし、「電

子メールでのサービス・リクエストの詳細」を有効にしま

す。 



ナレッジ検索 

1. ページ右上にある「ナレッジ・ベースの検索」ボックスに、

検索語句を入力します。 

2. 検索対象を、初期設定であるすべてのソースのままにす

るか、もしくはドロップダウン・リストから選択し絞り込みま

す。 

3. 「ナレッジ・ベースの検索」ボックスで、検索対象をSR番

号、バグ番号、Sun部品番号、または記事IDに指定した

場合、それらの情報を入力し検索すると、当該情報に直

接ナビゲートされます。 

 

簡易ナレッジ検索 

1. ナレッジタブからナレッジ・ベースリージョンへ移動しま

す。 

2. 製品名または、製品ライン名を直接入力するか、ドロップ

ダウン・リストから選択します。 

3. タスクリストからタスクを選択します。（任意） 

4. 必要であればバージョンも選択します。（任意） 

5. 検索語句をテキストボックスに入力します。（任意） 

6. 「検索」をクリックします。 

左側の「検索の絞り込み」にて、製品カテゴリ、コン

ポーネント-サブコンポーネント、リリース、バグのタ

イプなどから検索結果を絞り込みます。 

 

拡張ナレッジ検索 

1. ページ右上にある「ナレッジ・ベースの検索」ボックス横

の「拡張」をクリックします。 

2. ドロップダウン・リストからソースを選択します。 

3. 検索する語句またはフレーズを入力します。 

4. 製品名や、製品ライン名を、直接入力またはリストから選

び、場合によっては複数指定することで、検索結果を絞

り込みます。 

5. 必要に応じて、検索の絞込み（バグのみ）から、ステータ

ス・コードやバグが修正されたバージョンなども指定し、

検索結果を絞り込みます。 

6. 「検索」をクリックします。 

簡易パッチ検索 

1. パッチと更新版タブをクリックします。 

2. 番号/名前またはバグ番号(簡易)を選択します。 

3. 「パッチ名またはパッチ番号」を使用するか、またはドロップダ

ウン・リストから「バグ番号」を選択し検索します。 

4. テキストボックスに検索条件を入れます。 

5. 最新版のパッチのみを表示させる場合は、「破棄されたパッ

チを除外」にチェックを入れます。 

6. 「検索」をクリックし、結果を確認します。 

 

星印のアイコンをクリックするとパッチはお気に入り

に追加され、いつでもすばやくアクセスできるように

なります。「パッチ関連アクティビティ」リージョンで

は、ダウンロード済み、表示済み、ディスカッション済

みの履歴が表示されます。 

 

パッチの検索結果とダウンロード 

1. 詳細を確認するためには、パッチ検索の結果から、パッチ番

号をクリックします。 

2. Read Meファイルや、パッチにより解決するバグ、ダウンロード

用のオプションが表示されます。ご利用のサポートIDで構成

情報がアップロードされている場合は、パッチ計画にパッチを

追加できます。 

 

いくつかのパッチはパスワードで保護されており、場

合によってはサービス・リクエストを作成し、サポート

エンジニアに問い合わなければなりません。 

 

拡張パッチ検索 

1. パッチと更新版タブをクリックします。 

2. 製品またはファミリー（拡張）をクリックします。 

3. ドロップダウン・メニューから製品を選択します。 

4. ドロップダウン・メニューからリリースを選択します。(最大10ま

で) 

5. ドロップダウン・メニューからプラットフォームを選択します。

(最大5まで) 

6. さらに検索フィルターを追加するにはプラス(+)記号をクリック

します。 

7. 日付範囲を指定して検索するには、ドロップダウンメニューか

ら更新日フィルターを選択し、次の範囲内または過去のいず

れかの条件を選択し、日付または期間（日、週、月）を入力し

ます。 

 

モバイル版 

support.oracle.mobi にアクセスすると、モバイル機器から

も、SRの確認やナレッジ・ベースの検索などがご利用になれ

ます。 

 

ヘルプ 

最新情報やトレーニング情報は、ダッシュボードのスタート・

ガイド、もしくは記事ID 964402.1で検索できる、ユーザー・リ

ソース・センターにアクセスし入手します。 

 

ユーザー･リソース・センターにアクセスし、左メニューからガ

イドツアーを選択します。 

My Oracle Supportユーザー向けの無料のオラクルユニバー

シティーOn Demandトレーニングコースを見ることができま

す。 

 

My Oracle Support コミュニティ (communities.oracle.com) 

に参加し、同じ仲間やオラクルのエキスパートとコラボレー

ションしましょう。 

 

お問合せには、各ページ右上の問合せ先ボタンから非技術

的SRを作成します。 

 

操作方法の詳細を確認するには、各My Oracle Supportペー

ジの右上からヘルプボタンをクリックします。 
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