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「eSupport ポータル」は、お客様のご利用の製品や製品との関わり方にあわせてカスタマイズされた大変使いやすいサポート
Web サイトです。「知識ベース」やライセンスツールなど、様々なセルフ サポート ツールへ、24時間いつでもアクセスすることがで
きます。本ガイドでは、eSupport  ポータルへのアクセス方法や、各サポート ツールをご利用いただくために必要なPTC オンラ
インアカウントの取得方法、主なサポート ツールをご案内いたします。

PTC.com

eSupport ポータルとは？
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eSupport ポータルは、PTCのWebサイトから簡単にアクセスできます。

1. Web サイト http://www.ptc.com/ja にアクセスします。
※画面が表示されない場合は、ブラウザの「表示」の「エンコード」をUTF-8に変更してください。

2. 画面右上の「eSupport」をクリックし、eSupport ポータルにログインします。
下記の URL へ直接アクセスしていただくこともできます。
http://www.ptc.com/ja/support/

3. ログイン アカウントをお持ちでない場合は、PTC オンラインアカウントの作成を行ってください。

eSupport ポータルへのアクセス方法

http://www.ptc.com/ja
http://www.ptc.com/ja/support/


PTC eSupport ポータルにアクセスするには、PTC オンラインアカウントの登録が必要です。
既に登録がお済みの方は不要です。登録前に御社の PTC のお客様番号( Customer Number )と、セールスオーダー番
号またはサービス契約番号のどちらかひとつをご用意ください。PTCのお客様番号( Customer Number )とセールスオーダー
番号は納品書に記載されています。

1. http://www.ptc.com/ja にアクセス。画面右上の「eSupport」をクリック。以下の画面の「アカウントを新規作成」を
クリックしてください。

PTC オンラインアカウント作成方法
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http://www.ptc.com/ja


PTC オンラインアカウント作成方法
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3. PTCカスタマアカウント管理チームから、「PTC.com アカウントが作成されました。」という件名の E メールが送付されます。
E メール内の下記のリンクを選んでいただき、アップグレード処理を進めます。

2. 「新規カスタマー」タブのフォームに必要事項を入力します。 入力後、「アカウントを作成」をクリックします。*マークの付い
た項目は入力必須項目です。また、パスワードは半角英数字 8 文字以上です。赤枠内のお客様番号、また、サービス
契約番号、セールスオーダー番号、サイト番号のいずれかを入力してください。
※いずれの項目も入力はすべて半角英数字をお使いください。

アカウント作成が完了すると、完了画
面に「スーパーバイザーに興味があり
ますか？」と表示がされる場合があり
ます。その場合は、「いいえ」をクリック
してください。

お客様番号とセールスオーダー番号は「 PTC 

ソフトウェア受注確認書」に記載されています。

お客様ご自身の電子メール アドレスが、新しい
PTC.com  ユーザー ネームになります。



PTC オンラインアカウント作成方法
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4. メール内のリンクをクリックすると、アップグレード処理が行われ、「お客様の PTC.com アップグレードは確認されまし
た。」という件名の E メールが送付されます。アップグレード後、ライセンス管理メニューにアクセスするためにライセンス管
理用権限の追加が必要な場合があります。「１」の「マイアカウント」のページの「既存のアカウントの管理」を選び、
「 eSupport 設定」タブをクリックします。表示された画面の「アカウント権限」の「ライセンス管理」が 「N」と表示されて
いる場合は、御社のスーパーバイザー（ PTC オンラインアカウントの管理者）にご連絡ください。

ログインすると右上にお客様のお名前が表示さ
れます。クリックするとメニューが表示されますので、
「Webアカウントを管理」をクリックしてください。



1. ユーザーのアクセスレベルの管理
• eSupport 内でユーザーがアクセスできる機能の制限および管理（社員の権限を管理）
• 退職者のアカウント管理（ベーシック化）

2. ユーザーの分類
• ユーザーグループの作成

3. その他の設定（顧客設定）
• アカウントがアップグレードされた時のオンラインスーパーバイザーへの通知機能
• eSupport へアクセスする際のパスワードのセキュリティ強化設定

オンライン スーパーバイザーの登録
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項目 内容

オンラインスーパーバイザー オンラインスーパーバイザーの権限の有無

ライセンスの管理、発行 ライセンス管理ツールへのアクセス

ライセンス管理レポート ライセンス管理ツールへのアクセス(ライセンスパックの取得)

ソフトウェアアップデートのアクセス ソフトウェアダウンロードページにてソフトウェアのダウンロードもしくはCD注文
ができる権限の有無

ソフトウェアアップデートの住所 ソフトウェア注文時に住所を指定できるか否かの権限有無

BSWTの基本権限、オーダー権限見積もり権限 BSWT (ビジネスアセットサマリーツール) への各種アクセス権限の有無

ケースをオープン テクニカルサポート(TS)へケースをオープンできるか (TSへお問い合わせができ
るかどうかの権限の有無)

オンライン スーパーバイザーの役割

スーパーバイザーのアカウントが存在しない場合、「アカウント管理 > eSupport」内の当該リンクより、オンラインスー
パーバイザーへの登録を行います。存在する場合は、スーパーバイザーに追加を依頼するか、テクニカルサポートへご
相談ください。



eSupport ポータルのトップページがリニューアルされました。新しいページは、お客様に合わせた内容が表示されることで、より使
いやすく、よりシンプルなデザインになりました。
eSupport ポータルへの初回アクセス時にご利用の製品やどのようなお立場で製品を利用されているかなどの質問にお答えい
ただきます。お答えいただいた内容にあわせてポータルがカスタマイズされ、お知らせ（アラート）などの表示も変わります。

新しい eSupport ポータル画面とカスタマイズ
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お知らせのセクションには、ご利用の
PTC 製品やサービスの最新情報やア
ラート、ヒントが掲載されています。

検索ボックスでは、知識ベース アーティクル、製品ドキュ
メント、ヘルプセンター、コミュニティ投稿などのコンテンツ
を検索できます。

使用頻度の高い
便利なサポート
ツールへはここから
すぐにアクセスでき
ます。

「自分のアクティブなリクエスト」から、サポートケースおよびコミュニティでのやり取りへすぐにアクセスできます。リ
クエストを「タイプ」と「ステータス」で絞り込むことができます。また、ケース番号で既存のケースを追跡したり、こ
こから新規のケースをオープンすることができます。

ツール、リソース、アカウント、サービス情報など、
すべてのツールへここからアクセスできます。

初回アクセス時にご回答いただいたご利用製品などを変更される場合は、以下の「選択した製品を初期化する」から
ご変更いただけます。



様々な種類の技術文書から自然言語で簡単、スムーズに検索できる大変便利なツールです。
検索機能がリニューアルされ、デザインの変更や数多くの新機能の追加とともに、日本語検索機能が強
化されました。
※ 2020年から機械翻訳も採用されいます。

検索クエリー処理の改善
論理演算子 (AND、OR、NOT - 常に大文字)、単語の末尾のワイルドカード (*)、完全一致検索のための "引用符" がサ
ポートされ、人気の高いクエリーについては、入力するにつれて検索語句の別候補が表示されたり、自動的に提案された検索
語句が表示されたりするようになりました。

【検索のヒント】

ドキュメント ID で検索
アーティクル、SPR、その他ドキュメントのID （.例 CS143545などの番号) がわかれば、そのIDを入力することで、検索するこ
とができます。

入力した全ての用語を含むページを表示
関連する情報が見つけられない場合は、まずは少ない用語で検索して検索結果を増やし、その結果からヒントを得て、絞り
込み検索をしていきます。検索するキーワードは、特有な、確実な用語を入力してください。

エラーメッセージを検索
エラーメッセージが分かっている場合は、そのメッセージをコピー＆ペーストして検索します。キーワードに誤字やスペルミスがある
と正しく検索されないため、アプリケーションやログからコピー＆ペーストすると便利です。

文字列以外は検索されない
句読点、強調された文字、@#$%^&()=+[などの記号は全て無視されます。

英語で検索
日本語に比べて、英語で書かれた情報が多くあります。もしお探しのものが見つからない場合は、英語での検索もお試しくだ
さい。
※ 2020年から機械翻訳が採用されました。

知識ベース
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トップページの検索ボックスから、知識ベース アーティクル、製品ド
キュメント、ヘルプセンター、コミュニティ投稿などのコンテンツを検
索できます。



【問い合わせ言語（Query Language、QL）】
検索結果の精度を上げるために下記の機能や演算子が使用できます。演算子は全て大文字で使用します。

完全一致検索
エラーメッセージや特定の用語が分かっている場合は、前後を引用符（“”） で囲んで検索します。文字列は順序を変えた
り、他の文字列を追加せずに、正確な文字列を入力します。 例: "コピージオメトリ"

あいまい検索
検索する用語のバリエーションを確認したい場合や、用語があいまいな場合は、用語の最後にワイルドカード (*)を付けて検
索します。
例: product* で検索すると、ProductLink, ProductPoint, などのproduct で始まる用語が検索できます。

近接演算子
近接演算子とは、引用符（""）で囲む検索と似ていますが、もう少し柔軟な検索ができます。 各用語が近くにあるが、隣り
合っている必要のない場合に使用します。

NEAR

NEAR 演算子 (常に大文字で使用します) を使用すると、指定した各用語の順序に関係なく、用語同士が近くにある結
果を表示します。（n=#）に数字を入力することで、どのくらいの範囲内にその用語同士が近接しているかを指定できます。
なお指定するnは正の整数で、デフォルトは8になっています。
例: Windchill NEAR(n=4) インストール で検索すると、Windchill とインストールが 4 語以内に表示されている結果を
検索できます。

ONEAR

ONEAR 演算子は、NEAR 演算子とほぼ同じですが、入力どおりの語順の結果を表示します。上記の例では、analytics 

という用語は、Windchill の前後どちらでもありえますが、analytics が Windchill の後にくる結果のみを表示させたい場
合は、ONEARを使用します。
例: Windchill ONEAR(n=4) インストール で検索すると、Windchill の 4 語以内にインストールが表示されている結果を
検索できます。

知識ベース
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論理演算子（ブール演算子）
デフォルトでは、入力した全ての用語が含まれている結果が表示されますが、ブール演算子の ANY、OR、NOT、ANDを大
文字で用いることで、検索方法を変更することができます。
例:パラメータ OR リレーション で検索すると、パラメータ及び/もしくはリレーションが含まれる結果が表示されます。
例: ANY(パラメータ リレーション ファミリーテーブル) で検索すると、パラメータ、リレーション、ファミリーテーブルのいずれかが含
まれる結果が表示されます。

シノニム演算子
PTCでは検索インデックスに多くの同意語を入れています。シノニム演算子でよく使われるのは、頭字語による略語を含む
検索などです。2つの用語を等しく扱いたい場合、WORDS演算子を利用することができます。 OR論理演算子に比べ結果
表示順がわずかに異なります。 通常、WORDS演算子では2つの単語を用いますが、フレーズの場合は引用句で囲み、検
索します。
例: WORDS(アセンブル, "組み付け") で検索すると、アセンブルと "組み付け"を同じ用語として扱い、検索処理されます。

プロパティによる絞り込み
検索結果の左に表示される絞り込み項目に、よく利用されるプロパティ項目が表示されますが、さらに下記の2つで（大文
字と小文字を識別します）、検索結果を絞り込むことができます。条件を複数指定したい場合は、論理演算子を使用して
ください。

LastModifiedTime （更新日）
特定の期間で検索したい場合は、LastModifiedTime で絞り込みます。日付は M/D/YYYY の順で指定します。
例: LastModifiedTime>=1/1/2013 AND LastModifiedTime<=12/31/2013 で絞り込むと、2013年1月1日から
2013年12月31日までに最終更新されたものが表示されます。

Title （タイトル）
ドキュメントの中身ではなく、タイトルに含まれる用語を検索したい場合は、タイトル プロパティで検索します。
例: Title:カスタム化 OR Title:カスタマイズ で検索すると、タイトルにカスタム化もしくはカスタマイズを含む結果が表示されま
す。

括弧によるグルーピング
より詳しく検索したい場合、検索条件を括弧で囲い、どの用語にどの演算子がかかっているのかを明確にすることができます。
例: (カスタム化 OR カスタマイズ) NOT ワークスペース AND オブジェクト

知識ベース
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【検索の絞り込み】
製品群やリリース、文書の種類などで、検索条件を絞り込むことができます。条件を選択して、「適用」をクリックしてください。
さらにコンテンツタイプごとにタブでグループ化されているので、検索を絞り込む際に便利です。
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絞り込み条件 文書の種類

【アーティクル】
テクニカル サポートに集まる事例ベースの情報および解決策を提供する技術文書

【参照ドキュメント】

インストールやコンフィギュレーションガイド、クイックリファレンスカードなどの参考文書

タブでグループ化されたコンテンツ タイプ
検索を絞り込む際に便利なように、文書の種類がタブでグループ化されました。

【すべて】

過去 4 年間で作成された、製品ドキュメント、サポート知識ベース、PTC コミュニティのコンテンツ

【サポート知識ベース】
テクニカル サポートが作成したハウツー、ベスト プラクティス、トラブルシューティングのテクニック、SPR (ソフトウェア パフォーマンス レポート)

【ドキュメント】

PTC 公式ドキュメントの参照ドキュメント

【コミュニティ】
PTC コミュニティのディスカッション、ブログ、ビデオ、製品アイデア、その他関連情報（※コミュニティの内容は英語のみとなります。）

【アーカイブ】

製品ドキュメント、サポート知識ベース、PTC コミュニティの中で、4 年以上更新されていないコンテンツおよび推奨されないドキュメント
フォーマットのコンテンツです。

知識ベース



【最も人気の高いアーティクルのハイライト表示】
多くの検索クエリーでは、お客様に最も人気が高い 10 のアーティクルがハイライト表示されます。

【新しい検索機能のご紹介】
検索ページ右上の「検索の概要」や「高度な検索テクニック」で新しい検索機能の詳細をご紹介しています。

【ホバーパネルによるドキュメントのプレビュー】
カーソルを検索結果の上に置くと、「ホバーパネル」が表示され、ドキュメントを開かずに内容を確認できます。
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知識ベース



ご利用の製品、モジュールについて、知識ベースの情報が更新されるとメールが届くように設定できる便利なメール配信サー
ビスです。他にも新しいメンテナンスリリースのお知らせなどの設定も可能です。

1. ページ上部のナビゲーションの「ツール」の「通知の管理」をクリック

2. 以下の各タブから、ご希望の情報の配信設定ができます。

【事前対応型サポート（推奨事項の講読 および事前対応的調査）】

推奨事項とは、接続した PTC 製品から受け取ったデータ内で検出された問題を解決する方法についての予防的なご提案です。
安定性を改善するためにアップデートをしていただく場合や、問題を予防するために構成を変更いただく場合があります。

事前対応的調査では、お客様に影響する未知の問題を PTC テクニカル サポートが事前に特定して調査します。 製品の使用に影
響する問題のいずれかについて PTC テクニカル サポートが事前対応的に調査中であることと、解決策が用意でき次第ご連絡することが、

お客様に通知されます。現在、Creo および Windchill の推奨事項をご利用いただけますが、今後は、ほかの PTC 製品ファミリーでも
ご利用いただけるようになる予定です。

【アーティクル】
「知識ベース」に新たに追加されたアーティクルや更新されたアーティクルに関するお知らせが届くように設定ができます。

「アーティクルの購読（製品指定）」、「アーティクルの購読（アーティクル番号指定）」をクリックして設定してください。
【製品情報】

ソフトウェアアップデートおよび新しい参照ドキュメントのお知らせが届くように設定できます。「ソフトウェアアップデートの購読
（製品指定）」、「参照ドキュメントの購読（製品指定）」をクリックして設定をしてください。

【ケース】
お客様ケースが更新されたときにお知らせが配信されるよう設定できます。「ケースの購読（タイプ指定）」、「ケースの購読

（番号指定）」をクリックして設定をしてください。
【アラート】

アラートは、eSupport ポータルに投稿されると送信されるアラートで、電子メールで送信されます。一般的なアラートには、特に重要
な製品関連の技術情報が記載されており、「配信設定」タブの配信設定に従って配信されます。重要なアラートには、短時間で対処

する必要がある緊急の情報が記載されており、即座に配信されます。
【ニュースレター】

テクニカルサポートのメール配信に加えて、製品やサポートに関する最新情報をお届けするニュースレター、「PTC Express」
と「PTC サポートアドバイザー」をご購読いただけます。「ニュースレター」タブから各ニュースレターの購読設定をしてください。

【配信設定】
「配信設定」タブで、配信されるメールの言語設定や配信の頻度を設定することができます。設定をすると、各タブでお客様

が設定された内容に関するメールが PTC テクニカル サポートから配信されます。メール配信の停止も「配信設定」タブで行
えます。

テクニカルサポートのメール配信サービス（通知の管理）
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問題が発生した場合、お電話もしくは、Webツール「ケースロガー」でテクニカルサポートにお問い合わせいただけます。ケースロ
ガーをご利用になれば、1日24時間、いつでもテクニカルサポートにご連絡いただけます。ケースロガーでケースをオープンすると、
折り返しケース番号が送られてきます。（※代理店サポートをご利用のお客様はご使用いただけません。）

1. トップページ右下の「サポートケースをオープン」をクリック

新規ケースの作成（ケースロガー）
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2. プルダウンメニューから製品を選択してください。

3. 製造コード、 PTCクラウドサービスの有無、問題、エラーメッセージなどを入力し、「送信」ボタンをクリック



4. お客様が入力された問題、ご質問に関連すると思われる「知識ベース」内の情報が表示されます。その中から問題
の解決策が見つからない場合は、ページの右下にある「問題が解決しません」をクリックしてください。

新規ケースの作成（ケースロガー）
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5. 問題の重要度、製品リリースや製造コード、再現手順など詳細に入力後、「ケースをオープン」をクリックしてください。
※ケース（お問い合わせ）の重要度をお客様が決定するという点が、PTC のテクニカルサポートの大きな特徴の一
つです。ケースの重要度は、問題解決の重要度と緊急度を表します。問題解決の緊急度が変化した場合、いつで
も重要度を変更することができます。



お客様のテクニカルサポートへのケース（お問い合わせ）をトラッキングできるツールです。御社からPTC テクニカルサポートへ
の過去のケースすべてがご覧いただけます。過去に質問した内容の回答が思い出せない場合などにも大変便利です。
（※代理店サポートをご利用のお客様はご使用いただけません。）

既存のケースを追跡（ケーストラッカー）
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お客様ご自身が作成された主なケースがこちらに表示されます。
フィルターの「タイプ」や「ステータス」を選択すると、表示するケース
を絞り込むことができます。

2. 検索基準は不要です。[User Name]タブでは、お客様が問い合わせをした過去6ヶ月間のケースを自動的に表示し
ます。ケース番号を入力して検索することも可能です。

3. [Company Name]タブでは、お客様の会社内のほかのユーザの方が過去半年以内にオープンしたケースが表示され
ます。

[User Name]タブ

画面下にお客様が問い合わせをした過去6ヶ月間のケース
が自動的に表示されます。「結果をフィルタ」で、トラッキング
番号やケースの件名、製品などで結果を絞り込むこともでき
ます。

[Company Name]タブ

1. トップページ右下の「リクエストの履歴を表示」をクリック。



4. [アドバンス]タブでは、ケースをオープンしたお客様の会社内のほかのユーザーの方、またはお客様の会社の管理者
の方が定義した特定のユーザー グループ内で検索を行います。

5. 検索されたケースをクリックすると詳細が表示されます。

6. ケースの詳細のページでは、詳細を確認できるだけでなく、ケースへコメントを追加したり、ファイルをアップロード、
重要度の変更などが行えます。

既存のケースを追跡（ケーストラッカー）

画面下に関連文書やケースの履歴が表示されます。
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SPR （ソフトウェア パフォーマンス レポート）とは、問題を解決するために、テクニカルサポートから弊社ソフトウェア開発部門
に提出される報告書です。テクニカルサポートエンジニアが、お客様からいただいた情報に基づき、問題点の確認後、SPR を
発行し、お客様へ SPR 番号（SPR1234567など）をお知らせします。
SPR トラッカーでは、お客様が提出された SPR の検索、ステータス確認が行えます。
※ Integrity 製品につきましては、本ツールはご利用いただけません。予めご了承ください。

1. トップページ上部の「ツール」から「SPR の追跡」をクリック

2. SPR番号、ケース番号、ご担当者名などいずれかを入力し、「次へ」をクリック。次のページで、製品名などを選択し、
検索条件を絞り込むことができます。検索条件を指定後、「SPRを見る」をクリックしてください。

3. 検索条件に合った結果が全て表示されます。

SPR を追跡（SPRトラッカー）
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ライセンス管理ツール
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eSupport ポータルのトップページのから「ライセンスの管理」を選択

ライセンス管理権限をPTC オンラインアカウントにお持ちのお客様は、ライセンス管理ページから、 FlexNetタイプのライ
センスファイル生成、 ThingWorx V8.0以上/ThingWorx Navigate V1.5以上 /Windchill V11.1以上の
ライセンスファイル生成、 Creo Elements/Direct製品のライセンスファイル生成を行うことができます。

新規FlexNetタイプのライセン
スファイル生成は、オーダー番
号より検索して、その生成画
面へ進めます。

FlexNetタイプの既存ホスト ID 

のライセンスファイル生成は、ホ
ストIDを入力し、ライセンスファイ
ルを生成できます。

ThingWorx V8.0以上
/ThingWorx Navigate 
V1.5以上 /Windchill V11.1

以上はデバイスIDを入力て、ラ
イセンスファイルを生成できます。

Creo Elements/Direct製品
は次ページの製品固有内の専
用ツールをご利用いただきます。



購入された製品のFlexNetタイプのライセンスファイルを生成することができます。
「PTCソフトウエアオーダー完了確認書」受領後の初回インストール時、主にご利用いただくツールです。
【主な対象製品】
Creo Parametric(旧 Pro/ENGINEER), Creo View(旧 ProductView), Mathcad, Arbortext Ver. 6.0 以上,

Integrity Lifecycle Manager, Windchill Quality Solutions, Relex

1. 「ライセンス管理」トップページの「クイックライセンス」に、対象となるセールスオーダー番号(SON)をご入力いただき、
「検索」をクリックください。検索結果が表示されます。
※セールスオーダー番号は、「ソフトウエアオーダー完了確認書」でご確認いただけます。

2. パッケージ単位で表示されます。＋をクリックすると各パッケージのライセンス明細を確認でき、商用版/ホームユー
スライセンスを見分ける際、有効です。

新規ライセンスコードの取得
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3. 使用可能なライセンスのタブ内で、ライセンスファイル生成対象のパッケージのラインにチェック後、ライセンスのインストー
ルをクリックください。
※チェックボックスが？のラインは、FlexNetタイプのライセンスファイルではないことを意味します。

4. インストールマシンのホストID(マック･アドレス)をご準備ください。ホストIDは、下記手順にてご確認いただけます。

スタートメニュー > ファイル名を指定して実行 > cmd と入力 > OK をクリック>

コマンドプロンプトの画面にて ipconfig /all と入力
マシンの物理アドレスは、イーサネット アダプター Local Area Connection 欄の物理アドレスの値を確認

詳細はURL(英語のみ)："Determining a Machine's HOST ID(英語版)" をご参照ください。

新規ライセンスコードの取得
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https://support.ptc.com/appserver/wcms/standards/ssl/freefull_cskdb.jsp?im_dbkey=90575


新規ライセンスコードの取得
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5. 「数量の選択」に、インストールライセンス数を、その下の欄にホストIDをご入力ください。
新しいホストIDの場合、ご連絡先とサイトが表示されますので、ご連絡先をご選択いただき、サイト番号をご入力ください。
ご入力後、Install Licenseをクリックください。
※サイト番号は、ソフトウエアオーダー完了確認書にてご確認いただけます。
※テキスト形式のライセンスファイル受信をご希望の場合、“Txt“へチェックください。



6. 確定画面で、「確認」をクリックください。処理が行われますと、ケース番号が作成されます。

7. Webアカウントで登録されているメールアドレスへ以下のメールが送付されます。それに続いてライセンスファイルが添
付されたメールが送付されます。2時間以内にライセンスファイルが届かない場合は、新規ケースを作成いただき、その処理
時のケース番号を添えて、お問い合わせください。

新規ライセンスコードの取得
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メールには、ボロー（一時借用）機能なし(lm_ケース番号_*****_standard.txt)と、ボロー機能付き(lm_ケース番号
_*****.txt)の2つが添付されています。

ボロー(一時借用)機能とは
一時的にサーバーからライセンスを借用できる機能です。設定方法はインストールガイドまたは、弊社テクニカル･サポートの
アーティクルをご参照ください。



既存ホストIDのライセンスファイル再生成や、現在お持ちのライセンスパックより、上位バージョンの
ライセンスファイルを希望するとき、活用いただけます。

1. 「ライセンス管理」ページの「ライセンス」に、ホストIDをご入力後、受信形式（Zip または Text）を選択いただき、その
下の緑のボタンをクリックください。「ライセンス ダウンロード リクエストが正常に送信されました。」というメッセージが表示さ
れます。

2. Webアカウントで登録されているメールアドレスへ以下のメールが送付されます。それに続いてライセンスファイルが添付
されたメールが送付されます。2時間以内にライセンスファイルが届かない場合は、新規ケースを作成いただき、その処
理時のケース番号を添えて、お問い合わせください。

現在のライセンスパックの取り出し
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※ライセンス管理ページで、ライセンスファイル生成のできない製品のライセンスは、ライセンスマネジメント宛てにケース
が自動作成され、お客様宛てにもケース作成された旨のメールが送信されることがあります。

※Creo と同じホスト ID に Integrity Lifecycle Manager等がインストールされている場合は、.zip にすべての
ライセンスファイルが含まれ送付されます。



現行サーバー(インストール・マシン/マックアドレス)の変更に伴い、新しいサーバー(インストール・マシン/マックアドレス)用のライ
センスパックを生成できます。

1. 「ライセンス管理」ホームのページの「ライセンスに関する操作」から「高度な検索」をクリックください。

2. ホストID/3台構成サーバーに、移設対象のホストID/TRIADのサーバー名を入力し、「検索」をクリックください。

ライセンスの移動（ハードウェアの再設定）
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Host ID を検索することもできます。



3. 移設対象パッケージをご確認いただき、対象ラインにチェック後、「ライセンスの移動」をクリックください。

5. 「数量の選択」に、インストールライセンス数を、その下の欄にホストIDをご入力ください。
新しいホスト ID の場合、ご連絡先とサイトが表示されますので、ご連絡先を選択し、サイト番号をご入力ください。
サイト番号にご変更がなければ、お手元のライセンスパックと同じサイト番号を入力後、「Move License」をクリック
ください。

ライセンスの移動（ハードウェアの再設定）
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4. インストールマシンのホストID(マック･アドレス)をご準備ください。ホスト ID は、以下手順にてご確認いただけます。

スタートメニュー > ファイル名を指定して実行 > cmd と入力 > OK をクリック>

コマンドプロンプトの画面にて ipconfig /all と入力
マシンの物理アドレスは、イーサネット アダプター Local Area Connection 欄の物理アドレスの値を確認

詳細はURL(英語のみ)：「Determining a Machine‘s HOST ID(英語版)」をご参照ください。

https://support.ptc.com/appserver/wcms/standards/ssl/freefull_cskdb.jsp?im_dbkey=90575


6. 移設元マシンから移設対象ライセンスの消去について同意が必要となりますので、「同意します」をクリックください。

7. 確定画面で、「確認」をクリックください。処理が行われますと、ケース番号が作成されます。

8. Webアカウントで登録されているメールアドレスへ以下のメールが送付されます。それに続いてライセンスファイルが添付さ
れたメールが送付されます。2時間以内にライセンスファイルが届かない場合は、新規ケースを作成いただき、その処理時
のケース番号を添えて、お問い合わせください。

ライセンスの移動（ハードウェアの再設定）
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9. 一部ライセンス（パッケージ）の移設を行った際は、移設元/移設先の各マックアドレスのライセンスファイルが送付さ
れます。

ライセンスの移動（ハードウェアの再設定）
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移設元マシンのライセンスパック
が添付されたメール

移設先マシンのライセンスパック
が添付されたメール

※ライセンス管理ページで、ライセンスファイル生成のできない製品のライセンスは、ライセンスマネジメント宛てにケースが自動
作成され、お客様宛てにもケース作成された旨のメールが送信されることがあります。

※Creo と同じホスト ID Integrity Lifecycle Manager等がインストールされている場合は、.zip にすべてのライセンス
ファイルが含まれ、送付されます。

セールスオーダー番号を使用する場合、「クイックライセンス」からも高度な検索ページへ移動いただけます。
はじめに、セールスオーダー番号(SCN) を入力ください。「高度な検索」のページが表示されますので、移設対象ライセンスを確
認の上、その後は上記ライセンスの移動と同じ手順にて、新しいHost IDで生成されたライセンスファイルを生成いただけます。



お客様の購入、インストール、サポート加入状況やライセンス構成に関する情報を照会できます。

2. レポートのタイプと基準を選択し、「リクエストの送信」をクリック。レポートはご登録のメールアドレス宛てにメールで送信
されます。

1. ライセンス管理ページの上部のメニューから、「ライセンスに関する操作」の「詳細ライセンスレポート」をクリック

※誠に申し訳ございませんが、弊社システムの問題により、PTC Creo Elements/Direct製品をご利用のお客様の情報が
一部正しく表示されない場合がございます。予めご了承ください。 （2018 年 2 月時点）

ライセンス情報一覧表のリクエスト
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お客様の購入、インストール、保守加入状況やライセンス構成に関する情報を照会できます。

3. 「製品とライセンス」で、お客様の保有ライセンスの購入、インストール、サポート加入状況、ライセンス構成などの情報が
ご覧いただけます。「ご登録内容」では、ご登録いただいているサイト情報やご担当者のご連絡先などがご確認いただけ
ます。「ソフトウェアの注文」で、ソフトウェアのご購入履歴がご覧いただけます。

ビューを切り替えると、サポート加入状況やサービス契約番号、
インストールしているマシンのHost IDやインストール状況なども
ご確認いただけます。

1. ライセンス管理ページ上部のメニューの「リソース」から「PTC ライセンスに関するリソース」をクリック

2. 「ヘルプトピック」の「ビジネス アセット サマリー Webツール」をクリック

4. ライセンスを、サイト、製品、ホストIDなどで特定して検索することも可能です。「クイック検索」から特定のホストIDやセー
ルスオーダー番号、サービス契約番号の情報を確認することもできます。

※誠に申し訳ございませんが、弊社システムの問題により、PTC Creo Elements/Direct製品をご利用のお客様の情報が
一部正しく表示されない場合がございます。予めご了承ください。（2018 年 2 月時点）

ビジネスアセットサマリー(Web ツール）
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新規ご購入/サービス契約番号に基づいたアップデートパスワード/サブスクリプション更新パスワードを入手することができます。
また、すでに取得されているパスワードの確認もが可能です。

1. 「ライセンス管理」ホームのページの「Creo Elements/Direct」の「旧 CoCreate: ここをクリック」をクリック。表示され
た画面右下の「製品固有」の「パスワード発行及びパスワード確認のための Creo Elements/Direct ライセンス サー
ビス」をクリックしてください。

2. 検索基準を選択し、「続行します」をクリックしてください。（検索基準がご不明な場合は「全て」を選択してください。）

3. ライセンスを新規購入、またはサブスクリプションを更新された場合は、「Available Items」から対象のセールスオーダー
番号(SON)を選択、Up パスワード取得の場合は、サービス契約番号(SCN)を選択し、「＞」をクリックし、「Selected 
Items」へ移動し、「続行します」をクリックしてください。

4. パスワードを取得するライセンスにチェックを入れ、取得する本数と、ハードウェアIDを入力し、「続行」をクリックしてくださ
い。確認画面が表示されますので、内容に間違いがないかご確認いただき、「続行」をクリック。

5. 使用許諾「PTCのお客様との契約書」が表示されますので、ご一読いただき、「同意します。」をクリックしてください。パス
ワードの生成がスタートし、パスワードが表示されます。その場でExcelファイルとして保存することも可能ですが、追ってご
登録のメールアドレスへパスワードファイルが送信されます。

ハードウェアIDの確認方法が
ご不明な場合は、「ハードウェ
アIDの確認方法」をご覧くだ
さい。

Creo Elements/Direct ライセンスツール

新規/UP パスワードの取得
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https://support.ptc.com/apps/licensePortal/auth/ssl/index
https://support.ptc.com/appserver/lm/secure/cocreate/initialpwd/initialPwdIndex.jsp


お客様の保有されているライセンスを、現在紐づいているハードウェアから、別のハードウェアに移設することができます。
全ライセンスを移設することも、また一部だけ移設することも可能です。

2. パスワード交換の理由を選択して、「次へ」をクリック

3-a 現在のハードウェアIDを入力し、現在のパスワード情報を貼り付けてください。Baseパスワード（取得していれば）と
アップグレードパスワードのセットで貼り付け、「続行」をクリックしてください。

3-b 「すべて移動」にチェックを入れ、「続行」をクリック。次の画面で、移動先のハードウェアID（MACアドレス）を、「新規
ハードウェアID」に入力し、「続行」をクリック。再度内容が表示されますので、間違いがないかご確認をいただき、「続
行」をクリックしてください。

※全ライセンスをまとめて別のハードウェアに移設される場合（移設先のハードウェアが一つ）は、3-aへお進みください。
ライセンスの一部だけを移設される場合や、移設先のハードウェアが複数の場合は3-bへお進みください。

4. 「PTCのお客様との契約書」が表示されますので、ご一読いただき「同意します。」をクリックしてください。パスワードの生
成がスタートします。生成されると、ご登録のメールアドレスへパスワードファイルが送られます。

全ライセンスをまとめて別のハードウェ
アに移設する場合は上の理由を、一
部のライセンスだけ別のハードウェアへ
移設したり、移設先が複数の場合は、
下の理由をお選びください。

ハードウェアIDの確認方法が
ご不明な場合は、「ハード
ウェアIDの確認方法」をご覧
ください。

Creo Elements/Direct ライセンスツール

ライセンス（パスワード）交換
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1. 「ライセンス管理」ホームのページの「 Creo Elements/Direct」の「旧 CoCreate: ここをクリック」をクリック。表示され
た画面右下の「製品固有」の「パスワード交換のための Creo Elements/Direct ライセンス サービス」をクリック。

https://support.ptc.com/apps/licensePortal/auth/ssl/index
https://support.ptc.com/appserver/lm/secure/cocreate/pwdexchange/pwdExchangeIndex.jsp


お客様の保有されているライセンスの数や、パスワードの有効性、パスワードの詳細、Subscriptionの有効期限などの情報
をご覧いただけます。

2. 確認をされたいライセンスに対応するハードウェアIDとパスワードファイルを入力し、最後に「Submit」をクリック。結果が表
示されます。

Creo Elements/Direct ライセンスツール

パスワード アナライザ（パスワード解析）
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1. 「ライセンス管理」トップページの「 Creo Elements/Direct」の「旧 CoCreate: ここをクリック」をクリック。表示された
画面右下の「製品固有」の「パスワード アナライザーのための Creo Elements/Direct ライセンス サービス」をクリック。

https://support.ptc.com/apps/licensePortal/auth/ssl/index
https://support.ptc.com/appserver/lm/secure/cocreate/pwdanalyzer/pwdAnalyzerIndex.jsp


2. 対象のホスト ID の「アクション」の「編集」をクリックください。

ライセンス管理のホームの「資産管理」内の「ハードウェア管理」へアクセスください。

資産管理（ハードウェアの管理）
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ハードウェア（ホストID）の新規登録やハードウェアに紐づく情報（サイト番号/ご担当者名）の変更が行えます。
※ハードウェアの管理では、ハードウェア（ホストID）の新規登録が可能です。

ライセンスファイルの生成は、高度な検索ページ、ライセンス管理ホームのページをご利用いただきます。

1. 対象のホスト ID（推奨）やホスト名を入力いただき、「検索ハードウェア」をクリックください。

既存ハードウェア(ホストID/3台構成サーバー)情報を変更する場合

https://support.ptc.com/apps/licensePortal/auth/ssl/hostManagement
https://support.ptc.com/apps/licensePortal/auth/ssl/advsearch
https://support.ptc.com/apps/licensePortal/auth/ssl/index


PTC.comページ 36  |  PTC eSupport ポータル ご利用ガイド

「ご連絡先」のご担当者変更
すでにご登録のある方へ変更される場合は、ドロップダウンリストよりご担当者を選択ください。新しいご担当者様の場合は、
「新規」からご登録ください。

新しいご担当者を登録される場合は、「新規」ボタンクリックし、ご
担当者情報を半角英数でご入力ください。「連絡先の作成」をク
リックすると、「ご連絡先」に新しいご担当者名が追加されます。

「サイト＃（番号）」の変更
「サイトセレクタ」をクリック。変更先のサイト番号をご入力いただき、「顧客サイトの更新」をクリックください。

サイト番号がご不明な場合は、1～9の数字(3
か2でまずお試しください)をご入力いただくと、す
でにご登録済みのサイトが一覧で表示されます。

「ホスト名」の変更
ホスト名を変更する場合は、「ホスト名」の欄に直接ご入力いただき、「更新」をクリックください。

「更新」をクリックするとシステム処理が行われ、ケース番号が作成されます。

資産管理（ハードウェアの管理）
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3. 「更新」をクリックするとシステム処理が行われ、ケース番号が作成されます。

変更対象のホストIDが複数台あり、かつ、既存登録がある場合
「更新」でまとめて変更することができます。

1. 対象のホスト ID を選択し、「更新」をクリックください。

2. 選択したホスト ID が「対象のホスト ID」に表示されます。変更後のサイト、ご連絡先をドロップダウンリストから選択いた
だき、「更新」をクリックください。

資産管理（ハードウェアの管理）
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資産管理（アドレス管理）

ライセンス管理のシステムにご登録済みのアドレス(ご住所・部署名)情報の変更や、新規登録のリクエストができます。

ライセンス管理のホームの「資産管理」内の「アドレス管理」へアクセスください。

現在登録されているアドレスを変更する場合

現在登録されているアドレスを変更する
場合は「編集」をクリック

1. 変更するサイトの「操作」の「編集」をクリックください。

すべて半角英数でご記入ください。
なお、「市町村」の欄ではハイフンはご使用
になれませんのでご注意ください。

「住所変更の更新」をクリックするとケースが
作成され、弊社担当部門で変更処理を行
います。

2. 以下の画面で変更される項目に情報を英数字でご入力いただき、最後に「住所変更の更新」をクリックください。
VAT/登録番号の欄はブランクでお進みください。

https://support.ptc.com/apps/licensePortal/auth/ssl/addressManagement
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資産管理（アドレス管理）

現在登録されているアドレスを使用中止にする場合

1. 無効化したいサイトのラインの「使用中止」をクリックください。

2. 選択したサイトに紐づく Host IDの一覧が表示されます。「サイトを選択」から適切なサイトを割り当て、
「顧客サイトの更新」をクリックしてください。最後に画面左下の「更新」をクリックください。

現在登録されているサイトを使
用中止にする場合

3. ケース番号が作成され、弊社担当部門で処理を行います。
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資産管理（アドレス管理）

新しいサイトを作成する場合

1. 「アドレスを作成」をクリックください。

2. アドレス、市町村、都道府県、郵便番号、国名を英数字でご入力いただき、アドレスを作成をクリックください。
VAT/登録番号の欄はブランクでお進みください。

新しいサイトを作成する
場合

3. ケース番号が作成され、弊社担当部門で処理を行います。

すべて半角英数でご記入ください。
なお、「市町村」の欄ではハイフンはご使用
になれませんのでご注意ください。



PTC.comページ 41  |  PTC eSupport ポータル ご利用ガイド

資産管理（連絡先管理）

ライセンス管理のシステムにご登録済みのご担当者の変更、使用中止、ご担当者の新規登録ができます。

ライセンス管理のホームの「資産管理」内の「連絡先管理」からアクセスください。

現在登録されているご担当者を変更する場合

1. 変更するご担当者の「操作」の「編集」をクリックください。

2. 以下の画面で変更される項目に情報をご入力いただき、最後に「連絡先の更新」をクリックください。

現在登録されているご担当者を変更す
る場合は「編集」をクリック

すべて半角英数でご記入ください。

3. 「連絡先の更新」をクリックすると元の画面に戻ります。情報が正しく変更されていれば変更処理は完了です。

https://support.ptc.com/apps/licensePortal/auth/ssl/contactDetails
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現在登録されているご担当者を Inactive（無効）にする場合

1. 無効化にしたいご担当者のラインの「使用中止」をクリックください。

2. 以下のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックください。ご連絡先のリストより削除されます。

2. 以下の画面で情報をすべて半角英数でご入力ください。「連絡先の作成」をクリックすると処理が完了します。

資産管理（連絡先管理）

現在登録されているご担当者を無効化
する場合は「使用中止」をクリック

ご担当者を新規に登録する場合

1. 「連絡先の作成」をクリック。

ご担当者を新規に登録する場合は
「連絡先の作成」をクリック

すべて半角英数でご記入ください。



必要な時に、オンラインでソフトウェアのダウンロード、またはメディアの発送リクエストをすることができます。最新バージョンだけ
でなく、旧バージョンのダウンロード、ご注文も可能です。

3. ダウンロードとメディアの発送リクエストが可能なプロダクトファミリーの一覧が表示されますので、ダウンロード、または発
送リクエストをするプロダクトファミリーをクリックしてください。

4. ダウンロード（またはメディア発送リクエスト）が可能なバージョンが表示されます。ご希望の
バージョンの横の をクリックすると、製造コード（メンテナンスリリース）ごとに表示されます。

1. eSupportポータルトップページの「ソフトウェアのダウンロード」をクリック

2. 次のページの「ソフトウェアのご注文またはダンロード」をクリック

ソフトウェアアップデートのご注文、ダウンロード
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5. ダウンロードをする場合は、「HTTPS」をクリックしてください。メディアの発送リクエストをされる場合は、「メディア
(CDROM)でもご注文いただけます。」をクリック

6. メディアの発送リクエストをされる場合、「メディア(CDROM)でもご注文」をクリックすると、以下のような画面が表示され
ます。ご希望の枚数を選択して「お届け先情報」をクリックしてください。

7. お客様以外の方がご連絡先となる場合は、「ご連絡先情報」のドロップダウンリストから該当する方のお名前をお選びく
ださい。ドロップダウンリストにお名前がない場合は、すぐ下の「名」「姓」にお名前をご記入ください。次に「お届け先情
報」のリストから、ご希望の届け先をお選びいただき、該当するお届け先の左の にチェックを入れてください。最後に
「注文を確認する」をクリックしてください。

「注文を確認する」をクリックすると、確認画面
が表示されます。ご確認いただき、間違いが
なければ、「注文する・ケース番号をとる」をク
リックしてください。

ソフトウェアアップデートのご注文、ダウンロード
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1. eSupport トップページの「参照ドキュメント」をクリック

各モジュールの基本操作ガイド、さまざまなリリースノート、ソフトウェアの互換性のマトリックス、
コンフィグレーションノートなどがPDFデータでダウンロードできます。
※「参照ドキュメント」の技術文書は、「知識ベース」からも検索が可能です。

2. 製品とバージョン、お探しの文書の種類をプルダウンメニューから選択し、「検索」をクリックしてください。

参照ドキュメント
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ご検討中のバージョンまたはメンテナンスリリースへ移行した場合のメリットをご確認いただけます。

2. 現在ご利用の製品と、バージョンアップ予定のバージョン、製造コードを選択して検索を開始。
結果が表示されます。

1. eSupport ポータルトップページ上部の「ツール」から「アップデート アドバイザー」をクリック

アップデート アドバイザーでのリリース評価
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PTC の全製品の各メンテナンスリリース、出荷日（予定）や、標準サポート終了日、延長サポート終了日が一覧でご覧い
ただけますので、バージョンアップなどのご計画にお役立ていただけます。

2. ご覧になりたい製品を「製品リスト」からお選びください。各製品の各リリース、メンテナンスリリース（製造コード）ごとに
出荷日（予定）や、標準サポート終了日、延長サポート終了日が表示されます。

ヘルプセンターを使用すると、各製品のヘルプ、チュートリアル、マニュアルおよびクイックリンクにすばやくアクセスできます。ヘルプセ
ンターでは次の操作が可能です。

● 特定の機能領域の情報を表示および検索したり、特定の言語で使用できるようにヘルプセンターを設定。
● 「目次」(Table of Contents)、「検索」(Search)、および「検索語」(Index Terms) タブを使用して、ヘルプのモ
ジュールで情報を検索。
● ブックマークを追加。
● 表示枠からマニュアルを印刷。

トップページの「リソース」から「ヘルプセンター」をクリック。
または、 Pro/ENGINEER, Creo のメニューで「ヘルプ」(Help) ▶

「ヘルプセンター」(Help Center) をクリックするとヘルプセンターが開きます。

1. eSupport ポータルトップページから「製品カレンダー」をクリック

PTC 製品カレンダー

ヘルプセンター

PTC.comページ 47  |  PTC eSupport ポータル ご利用ガイド



日本語で表示されるはずのページが英語でしかご覧いただけない、また日本語版でご提供している資料が、英語でしかご覧
になれないというような場合は、言語設定が自動的に「英語」になってしまっている可能性があります。そのような場合には、
下記のように設定をご変更ください。

1. eSupport ポータルの右上にあるお客様のお名前の中の「言語の変更」をクリック

2. 画面の一覧から「日本語」をクリックしていただき、言語設定を変更してください。

eSupport ポータルの言語設定
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カスタマーサポートガイドには、テクニカルサポート、カスタマーケアセンター（ライセンス管理、グローバルサポート、トレーニング、
コンサルティングなど）および PTC のサポート Web サイトから提供されているサービスについて記載されています。また、テク
ニカルサポートへお問い合わせいただく際のプロセスや必要な情報、テクニカルサポートのガイドラインも記載されていますので、
本ガイドとあわせてご活用ください。

カスタマー サポートガイド
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PTC のIoT ソリューションのテクノロジーにより、Creo のチーム全体のパフォーマンスと使用状況を管理。Creo がダウンするまで
の時間、使用しているマシン、バージョンの表示、セッションの長さ等を簡単に確認することができる最新のサポートサービスです。
Windchill 製品、Integrity 製品にも対応しています。

• 個々のユーザーおよびチーム全体の安定性に関する問題を早期に発見

• 使用中のソフトウェアのバージョンを包括的に把握した上で、ソフトウェアのアップグレードプランを管理

• システムの状態を監視して、レポートを作成

• チーム全体のパフォーマンスと利用状況の統計データにどこからでも簡単にアクセス

• パーソナライズ可能なダッシュボードの表示、レポート、トレンド解析

• 安定性に関する推奨事項を自動で表示

Performance Advisor （パフォーマンス アドバイザー）のアクセス方法
1. eSupport ポータルへアクセス。ページ上部のメニューの「ツール」から「Performance Advisor」をクリックします。
2. ご利用の製品に対応するPerformance Advisor をクリックします。

※ Performance Adv isor は、PTC Creo 3.0 M030 (またはそれ以降）および PTC Creo 2.0 M150（またはそれ以降）と

互換性があります。

Creo のチーム全体のパフォーマンスと使用状況の管理

最新のサポートサービス Creo × IoT の「Performance Advisor」
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