
本文書の使用にあたって（お願い） 

 

 

 

本文書はサービスディスクリプション（Service Description）の和訳であり、英文の原文をご検討頂く際のご参考資

料として作成されたものです。 

 

訳文作成にあたっては、極力原文の内容を正確にお伝えできるよう努めましたが、原文と訳文の内容に差異があっ

た場合には、原文の内容のみが効力を有するものといたします。 

 

本サービスご購入の際には、原文の内容にご同意いただいたものとさせて頂きますことを、あらかじめご了承いただ

きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

以 上 
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サービス ディスクリプション：Cisco Technical Education Service  
 
本文書では、シスコの Cisco Technical Education サービスにつ

いて説明します。 

関連文書：本文書は、www.cisco.com/go/servicedescriptions/ 
に掲載されている次の文書（1）用語一覧（Glossary of Terms）
（ 2 ） 対象外サービスの一覧 （ 3 ） Severity and Escalation 
Guidelines と合わせてお読みください。本文書において大文字の

英字で始まる用語は、いずれもその意味が用語一覧に記載されて

います。 

シスコによる直接販売： シスコから本サービス（Services）を直接

購入した場合、本文書は、マスター サービス契約（MSA）またはシ

スコと締結したそれに相当するサービス契約（以下、「主契約」）に

組み込まれます。本文書巻末の「補足用語一覧」に定義されてい

ない大文字の英字で始まる用語は、いずれもその意味が主契約

に記載されています。本文書と主契約との間に相違がある場合は、

本文書が優先するものとします。 

シスコ認定リセラーによる販売： 本文書は、お客様がシスコ認定リ

セラー（Cisco Authorized Reseller）から本サービスを購入した場

合のサービスの説明書であり、お客様とシスコ間の契約書ではあ

りません。本サービスの実施内容は、必要に応じてお客様とシスコ

認定リセラー間の契約で規定されるものとします。本文書は、お客

様 担 当 の シ ス コ 認 定 リ セ ラ ー か ら 提 供 さ れ ま す が 、

www.cisco.com/go/servicedescriptions/ から本文書や他のシス

コのサービス説明書を閲覧することもできます。 

サービスの概要 

Cisco Technical Education サービスを使用すると、シスコ製品に

特化したシスコ オンライン e ラーニング コンテンツの中央リポジト

リに期間単位でアクセスできます。各ライセンスの有効期限は 
12 ヵ月です。コンテンツはビデオ オン デマンド、実機演習、シスコ 
ラボ機器へのリモート アクセスを含む、さまざまな配信形式で提供

されます（これらに限定されません）。｢権限のある受講者｣

（Authorized Student）がオンライン ラーニング製品にアクセスす

る場合は、セキュアなインターネット接続を使用します。 

ユーザ ライセンス 

お客様が Cisco Technical Education ポータルへのアクセス権を

購入する場合は、次の条件に合意するものとします。 

o Cisco Technical Education ポータルへのアクセスは、｢権限のある受

講者｣ごとに購入されたサブスクリプション ライセンスに基づきます。各

ライセンスの有効期限は 12 ヵ月です。有効な開始日は、サービス発

注時に決定されます。アクセスの終了に伴い、いずれの当事者も、本

条に規定された内容を除き、本サービスに基づいて他方当事者に対す

るさらなる義務を負わないものとします。 

o お客様が本サービスを使用するには、www.cisco.com/go/warranty/ 
にあるエンド ユーザ ライセンス契約（End User License Agreement）
の承認が必要です。この契約書は、参考資料として本文書に組み込ま

れています。 

o Cisco Technical Education ポータル上のすべてのコンテンツおよび

資料は、シスコおよび（または）その下請業者の財産として著作権で保

護されています。Cisco Technical Education のコンテンツのいかなる

部分も、シスコの書面による許可がない限り、いかなる方法であっても

録画（録音）、再現、複製、配布、放送することはできません。 

o Cisco Technical Education はセキュアな Web ベースのインターフェ

イスを介してシスコから提供されます。Cisco Technical Education 
ポータルおよびそのコンテンツへのアクセスが許可されるのは、｢お客

様の管理者｣（Customer Administrator）からシステム内で事前に｢権

限のある受講者｣として承認されたユーザのみです。 

o Cisco Technical Education ポータルのコンテンツを使用および表示

できるのは、アクセス権を付与された｢権限のある受講者｣に限定され

ます。権限のないユーザとユーザ ライセンスを共有することは禁止さ

れています。 

o ｢権限のある受講者｣としての割り当ては、有効期間（Term）に対し行

われます。有効期間中に｢権限のある受講者｣を変更または入れ替え

ることは禁止されています。 

o 単一のテクノロジー バンドルを選択したお客様は、テクノロジー バンド

ルのカテゴリを選択した後、有効期間中のいかなる時点でも、カテゴリ

を変更または入れ替えることはできません。 

o 単一テクノロジー バンドルを選択した場合、選択したテクノロジーは、

購入済みバンドルに含まれるすべてのライセンスに割り当てられます。 

 

シスコ側の責任 

シスコは以下のサポートを行います。 
o お客様（Customer）が指定した管理者および選択したスタッフ（権限の

ある受講者）がセキュアな Cisco Technical Education ポータルにア

クセスするための URL を提供します。 

o ｢お客様の管理者｣が、Cisco Technical Education ポータルにアクセ

スし、｢権限のある受講者｣に対して適切な認証および許可を与えられ

るように、初期段階でサポートします。 

o ｢お客様の管理者｣が変更された場合、シスコは通知日から 5 日以内

にデータ変更を行い、お客様の新しい管理者にアクセス権を発行しま

す。 

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/:
http://email/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
http://www.cisco.com/go/warranty
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o 発注された製品番号と一致するユーザ ライセンスを発行します。 

o ビデオ オン デマンドまたはオン デマンド音声コンテンツ形式の、マル

チメディア クリップなどのコンテンツへのアクセスをサポートします。 

o 適切なサポート エイリアスでシスコに送信された問題についてのお客

様サポートを行います。 

o シスコは、｢権限のある受講者｣の個人情報を、本サービスを適切に実

施する上で国外移転が避けられない場合を除き、国外へ移転しません。

シスコは本サービスへの不正アクセスの防止、およびシスコが適切と

判断する他の業務目的のために、｢権限のある受講者｣のフルネーム、

電子メール アドレス、Cisco.com ユーザ ID（以下、「個人情報」）を使

用して本件サービスを管理することができます。 

 
お客様側の責任 

お客様は以下の責任を負います。 

o 当該サービスのあらゆる問題に対処する権限を有し、通常の営業時間

に必ず連絡のつく、シスコへの直通の共通窓口を指定していただきま

す。 

o ｢お客様の管理者｣となる担当者を最低 1 名指定していただきます。 

o お客様の管理者ロールが変更された場合は、シスコに通知していただ

きます。 

o Cisco Technical Education ポータルの可用性を、対象となる、権限

のあるお客様に周知していただきます。 

o Cisco Technical Education ポータルへのアクセスを必要とする｢権限

のある受講者｣を特定していただき、Cisco Technical Education 登録

システムへ名前の入力を行っていただきます。｢お客様の管理者｣は、

ポータルへのアクセス、および権限のある視聴者の個人情報とシスコ

から割り当てられたパスワードの入力を全体的に管理します。Cisco 
Technical Education ポータルを使用するために割り当てることができ

るお客様スタッフ数の上限は、購入したユーザ ライセンス数によって

決まります。 

o ｢お客様の管理者｣は、すべての｢権限のある受講者｣が、ログイン ID 
を含めて Cisco.com アカウントを取得していることを確認する必要が

あります。 

o 両当事者間で別途合意されていない限り、シスコから要求された情報

および文書を、要求された日から 5 営業日以内に提供していただきま

す。情報には｢権限のある受講者｣の個人情報が含まれ、単一テクノロ

ジー バンドルを購入した場合はwww.cisco.com/go/ase/ で表示され

る有効なテクノロジー バンドル リストから選択したテクノロジー カテゴ

リが含まれます（ただしこれらに限定されません）。 

o アウトバウンド リモート アクセスによりお客様の社内でコンテンツを表

示できるように、選択した TCP/IP ポートを有効にします。 

o Cisco Technical Education へのアクセスに使用される PC は、以下の

ハードウェアおよびソフトウェア要件を満たす必要があります。 

最低限のハードウェア要件 
• Intel Core Duo CPU 
• 1.83 GHz 
• 2.00 GB の RAM  

ソフトウェア要件 
• Microsoft Windows XP 以上/Mac SX 10.5 以上 
• Internet Explorer バージョン 6.0 以上 
• Sun Java（JRE 1.5 以上）  

ラボ施設での実践演習時にリモート アクセスを行う場合のソフト

ウェア要件 
• PC に対する管理者レベルの権限 
• ActiveX 

o 本サービスに関連するテクニカル サポートのリクエスト、またはトラブ

ルシューティングにおける問題点をシスコに通知していただきます。 

o ｢権限のある受講者｣は、コンテンツの使用に関連して第三者のイン

ターネット サイトにリンクできます。シスコは第三者サイトを管理しませ

ん。また、いかなる第三者サイトのコンテンツ、第三者サイトに含まれ

るリンク、第三者サイトに対する変更もしくは更新に対する責任も負い

ません。シスコは、利便性のみを目的として｢権限のある受講者｣に第

三者サイトへのリンクを提示します。シスコはこれらの第三者サイトを

推奨しているわけではありません。 

o コースの期間中、ラボ施設へのセキュアな VPN アクセスを可能にする

ために、シスコの VPN AnyConnect クライアント ソフトウェアを一時的

に使用することに合意していただきます。お客様は、クライアント ソフト

ウェアのダウンロードの一環として、その担当者がライセンス条件に合

意する必要があります。この条件の内容については 
www.cisco.com/go/ase/ にてご確認ください。 

o ｢権限のある受講者｣がコンテンツを使用する場合は、

http://www.cisco.com/public/privacy.html にあるシスコのオンライン 
プライバシーに関する声明に従います。本サービスの条件が上記のプ

ライバシーに関する声明と矛盾する場合、本サービスの条件が優先し

ます。 

保証 

o Cisco Technical Education ポータルおよび関連するすべての情報は、

お客様に「現状のまま」提供されます。本サービスに関する情報は、必

ずしも完全または正確なものではありません。シスコは、サービスおよ

びすべてのレポート、文書、およびそれらに関連して生成されるその他

の情報に関して、その商品性、非侵害性、および特定目的への適合性

を含む（これらに限定されない）いかなる表明および保証（明示または

黙示を問わず）も拒否するものとします。 

http://www.cisco.com/go/ase/
http://www.cisco.com/go/ase/
http://www.cisco.com/public/privacy.html
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補足用語一覧 

o 「権限のある受講者」とは、お客様によってサービスの使用が許可され、

お客様の利益のためにサービスを実行する（i）お客様の従業員または

（ii）お客様の請負業者を意味します。｢権限のある受講者｣は Cisco 
Technical Education ポータルに正常にログインし、コンテンツを表示で

きます。 

o 「コンテンツ」とは、本サービスの一部として  Cisco Technical 
Education ポータルでホストされ、お客様がアクセスを取得するサイド

バー コンテンツ（定義は後述）などのコンテンツを意味します。シスコま

たはそのサプライヤはコンテンツのすべての権限、著作権、およびそ

の他の知的財産権を保持し、すべてのコンテンツはシスコの機密情報

と見なされます。 

o 「お客様の管理者」とは、お客様が権限を持つユーザ ライセンスの管

理、通信、配布を行うお客様側の従業員を意味します。｢お客様の管理

者｣のアクセス権は、管理上のアクセスに限定されます。コンテンツへ

のアクセスは管理者のアクセス権に含まれません。 

o 「マルチメディア クリップ」とは、開始から終了まで中断なく視聴できる

ように意図された、デジタル形式の個別のマルチメディア ビデオ（音声

セグメント）を意味します。 

o 「個人情報」とは、Cisco Technical Education ポータルへのアクセス

に使用される、｢権限のある受講者｣のフルネーム、電子メール アドレ

ス、Cisco.com ユーザ ID、シスコが発行するパスワードを意味します。 

o 「サイドバー コンテンツ」とは、タイトル、実行時間、コンテンツの概要、

カテゴリや分類など、関連するマルチメディア クリップのインデックス情

報を明示する、各マルチメディア クリップに関連する補足的なメタ コン

テンツまたはメタ データを意味します。また、「サイドバー コンテンツ」

は、マルチメディア クリップまたはシスコが提供する任意の独立コンテ

ンツに関連してアクセスされる可能性がある表示、ダウンロード可能な

コンテンツ、またはストリーミング配信されるコンテンツを意味すること

もあります。これには、トランスクリプト、テキスト ファイル、画像、ディレ

クトリ、ガイド、ビデオ（音声）ファイル、本サービスに基づいてシスコが

提供するその他のデータが含まれます（これらに限定されません）。た

だし、マルチメディア クリップはここには含まれません。 

o 「有効期間」とは、お客様が購入した Cisco Technical Education e 
ラーニング ポータルのアクセス権の有効期間を意味します。 
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