
スマート ライセンシング サービス利用規約（以下、「契約」という） 

 

本契約を注意深く読み、シスコのスマート ライセンシングをご使用ください。同意しない場合は、以下

の「拒絶」をクリックしてください。同意する場合は、「承諾」をクリックしてください。 

本契約はシスコ システムズ合同会社（以下、「当社」または「シスコ」という）と、あなたの法人（以

下、「貴社」または「お客様」という）との間で締結されます。本契約は、スマート ライセンシングの

貴社の使用を明確に対象とした我々の間の別の署名済み契約がある場合を除き、関連文書および資料を

含むスマート ライセンシングのあなたの使用およびアクセスを支配します。貴社が上記別の署名済み契

約をお持ちの場合、本契約の条項と別の署名済み契約との間に対立があれば、別の署名済み契約の条件

が支配します。 

あなたは、あなたが代表を務める組織または法人を代表して本契約を受諾する権限があなたに与えられ

ていることを表明し保証します。本契約は、当該条項に他の条項を提供する場合を除き、あなたが利用

できるようにするスマート ライセンシングの更新、補完、アドオン コンポーネント、およびポータル 

コンポーネントに適用されます。 

本契約は、本契約の条件を受諾する権限が与えられている貴社の代表者が以下の「承諾」をクリックし

た日（以下、「発効日」という）に締結されます。 

本契約は、諸条件およびサービス特長説明のほか、付属書からも構成されます。 

公認チャネルに関して: 貴社が、スマート ライセンシングに関連して提供された貴社の情報にアクセス

できる、シスコ製品を販売するためにシスコによって認められた 1 社以上のパートナー（以下、それぞ

れ「公認チャネル」という）を持ちたい場合、公認チャネルがスマート ライセンシングにアクセスする、

またはそれを使用する前に、貴社は貴社の代理人としてそれらの公認チャネルを選ぶ必要があります。

ここで選択することで、この操作を行ってください。さらに公認チャネルを追加すること、あるいは公

認チャネルのアクセスを停止することもできます。貴社は貴社の公認チャネルの行動に対して責任を負

うものとし、（1）本契約の要件に対する公認チャネルの同意を得ること、そして、（2）まるで公認チ

ャネルが顧客として本契約に対する署名者であるかのように、公認チャネルに本契約を順守させること

に同意するものとします。貴社は、まるで公認チャネルが顧客であるかのように、貴社の公認チャネル

が貴社の顧客ネットワーク情報および他の情報にアクセスすることを許可することにも同意するものと

します。スマート ライセンシングにアクセスすること、使用すること、あるいはアクセスまたは使用を

許可することによって、貴社は、スマート ライセンシングおよび/またはそれに関連して使用される製

品またはソフトウェアの各適用エンド ユーザ（以下、「エンド ユーザ」という）から該当する同意を

貴社が得たことをシスコに対して表明し、確認します。貴社および/または公認チャネルが該当する同意

を得ていない旨の通知を当社がエンド ユーザから受けた場合、当社は貴社および貴社の公認チャネルの

スマート ライセンシングへのアクセスを直ちに終了できます。 

本契約は、その主題に関する我々の間の完全かつ最終的な合意です。我々双方が署名する文書のみによ

って変更できます。 

*    *     * 
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サービス特長説明 

ここでは、スマート ライセンシング、ならびに、これに基づいてあなたがそれを使用できる（あるいは、

あなたのために公認チャネルにそれをアクセス/使用させる）サービスの条件について説明します。 

シスコからの直接アクセス。貴社が、スマート ライセンシングの適用を受けている製品を当社から直接

購入した、あるいは使用許可を得た場合、本文書は貴社の製品契約（以下、「製品契約」という）およ

び/または他の貴社との適用契約に組み込まれます。本文書での定義のないすべての大文字用語は、製品

契約または他の適用される書面による契約で示される意味を有します。 

スマート ライセンシングとは何か? 

 スマート ライセンシングによって、シスコは貴社のライセンス使用状況を監視します。 

 当社は、スマート ライセンシング用に設定された貴社のネットワーク内のデバイスを通じて、スマ

ート ライセンシング メッセージ、貴社のデータ、そしてネットワーク情報を入手します。現在、

所定のシスコ デバイスのみがスマート ライセンシング能力に対応しています。 

 スマート ライセンシング メッセージはライセンス使用可能化プロセスの一部として作成されます。 

 当社が貴社のデバイスからスマート ライセンシング メッセージを入手すると、当社のシスコ ライ

センシング オーソリティ（以下、「ライセンシング オーソリティ」という）は情報を処理し、貴

社のデバイスに情報、証明書、および/または指示を送り返すことができます。限定的に、スマート 

ライセンシング メッセージは中間のオーソリティを通過できます。貴社は、スマート ソフトウェ

ア マネージャを通じて貴社のデバイスについての情報を見ることができます。 

 該当するシスコ デバイスを貴社が設定している間に、貴社は、収集装置を通じた送信あるいはライ

センシング オーソリティに直接送信を含む、スマート ライセンシング メッセージを弊社に送信す

る好みの方法を選択できます。当社が貴社に別段知らせない限り、（a）スマート ライセンシング

が有効化したライセンシング情報は当社のスマート ソフトウェア マネージャを通じて利用できる

ようになります、（b）当社のスマート ソフトウェア マネージャと貴社との間の連絡は、スマート 

ソフトウェア マネージャ内での通知を通じて連絡されます、そして（c）一部の通知は電子メール

を通じて行われる場合があります。 

当社の責任および契約 

 当社は、スマート ライセンシング メッセージ、およびスマート ライセンシングに関連して収集さ

れた貴社のネットワークからの他の情報を保存、分析します。上記情報に基づいて、当社の目的は、

スマート ソフトウェア マネージャを通じてスマート ライセンシング エンタイトルメント情報を

作成し、あなたが利用できるようにすることです。 

 当社は、商業目的および事業目的のためにスマート ライセンシング メッセージおよび貴社のネッ

トワーク情報を使用、保存できます。 

貴社の責任および契約 

 貴社は、スマート ライセンシング メッセージおよび貴社のネットワーク情報を収集、使用するた

めに、そして貴社のネットワークおよび機器に関するレポートおよびスマート ソフトウェア マネ

ージャ ディスプレイを作成するために、貴社のネットワークに接続されたデバイスおよびコンピュ

ータで、スマート ライセンシングを当社が実行することを許可するものとします。 

 貴社は、当社が指定する通りに、スマート ライセンシングのサポートに必要なすべてのハードウェ

アおよびソフトウェアに対して責任を負うものとします。 

 貴社は、スマート ライセンシングにアクセスするために当社が提供するパスワードおよび他のメカ

ニズムを保護および機密保持することに同意します。また、貴社は貴社のウェブ サイトやその他方



法を通じてスマート ライセンシングを再ホスト、リンク、フレームする、またはリンクや他の電子

的コネクションを許可しないことに同意します。 

 貴社は、スマート ライセンシング情報およびアドレス ライセンス エンタイトルメントを作成する

ために必要な追加情報を速やかに提供することに同意します。 

 貴社は、スマート ライセンシング レポートを作成するために、そして当社が適切とみなす他の事

業目的のために、当社が貴社のネットワーク情報を使用できることに同意するものとします。例え

ば、当社は次のために貴社のネットワーク情報を使用できます。（1）機器を適切に入手したかを確

認するため、そして、（2）貴社のネットワーク設定、ならびに製品および開発のニーズを当社が理

解することを支援するため。 

 当社は、スマート ライセンシングが製品またはライセンス エンタイトルメントを常に正しく確認

する、反映する、あるいは容易にすることを約束、表明、保証、あるいは契約することはありませ

ん。貴社は、上記に関連した請求を放棄するものとします。 

終了。シスコはいつでもスマート ライセンシングを打ち切る、および/またはスマート ライセンシング

および/またはスマート ソフトウェア マネージャへの貴社のアクセスを終了させることができます。貴

社は、スマート ソフトウェア マネージャへのアクセスを停止することをいつでも選択できます。 

 

ライセンス。 

これらすべての諸条件に従って、当社は、スマート ソフトウェア マネージャにアクセスするための限

定的、取消可能、非排他的、譲渡不可能なライセンスを貴社に授与します。 

  

それに含まれるあるいは具現化されている知的所有権を含むスマート ライセンシングおよび関連文書に

関するすべての権利、所有権および利益はシスコの独占的な権利であり、存続するものとします。貴社

は、スマート ライセンシングに含まれる、あるいはそれに関連するソフトウェアを逆コンパイルあるい

はリバース エンジニアリングすることに同意しない（この制限事項にもかかわらず適用法令によって認

められる場合を除き）、あるいは本書でシスコが許可したもの以外の文書のコピーを作成することに同

意しないものとします。シスコは、法律により求められている範囲内で、貴社の書面による要請に応じ

て、スマート ライセンシングに関連するソフトウェアと独自に開発された別のプログラムとの互換性を

実現するために必要なインターフェイス情報を、当社の適用料金が支払われた時点で貴社に提供するも

のとします。貴社は当該情報に関する厳格な秘密保持義務を負うものとし、当社が当該情報を利用可能

にする適用諸条件に従って当該情報を使用するものとします。 

スマート ライセンシングに関連してトランスポート ゲートウェイにアクセスする場合、エンド 

ユーザ ライセンス契約（付録 A として添付され、本契約に組み込まれる）を貴社が受け入れるこ

とを条件とします。 

機密情報。 

貴社およびシスコは、顧客または公認チャネルによるスマート ライセンシングへのアクセスまたはその

使用に関連して、シスコ（および該当する場合は公認チャネル）が貴社および貴社のネットワークに関

連する情報を入手でき、その情報が機密的および専有的な性質のものである（以下、「機密情報」とい

う）ことを認めます。当社は常にすべての当該機密情報を保管し極秘扱いにして、当社の事業目的また

は貴社によって認められる他の目的のみに対して当該機密情報を使用します。そして、貴社の書面によ

る事前の同意なしに第三者に当該機密情報を開示しません。上記にもかかわらず、当社は、適切な機密



保持義務に基づき、当社の事業目的のために当該情報にアクセスする必要がある事業を有する当社の下

請け業者、代理人、代理店、および関連会社に貴社の機密情報を開示できます。機密保持義務は次の情

報には適用されません。（a）当該事項が受領者による本許可の違反の結果である場合を除いて、公知の

事実となっている、（b）本契約に基づく開示の前に、既に合法的に受領者の所有物だった、（c）本契

約に基づく開示の後で、受領者に当該情報を開示する権利を有する第三者から非極秘扱いで受領者が入

手する。 

スマート ライセンシング（およびすべての関連ソフトウェアおよびスマート ソフトウェア マネージャ 

ディスプレイ）はシスコおよびそのライセンス許諾者にとっての機密情報および専有情報です。貴社は

次のことを行うものとします。（a）スマート ライセンシング（すべての関連するソフトウェアおよび

スマート ソフトウェア マネージャ ディスプレイ）を極秘に扱う、（b）スマート ライセンシング（す

べての関連するソフトウェアおよびスマート ソフトウェア マネージャ ディスプレイ）の内容を第三者

に開示しない、（c）スマート ライセンシング（すべての関連するソフトウェアおよびスマート ソフト

ウェア マネージャ ディスプレイ）の目的のために知る必要がある貴社の従業員および代理店のみが、

スマート ライセンシング（すべての関連するソフトウェアおよびスマート ソフトウェア マネージャ 

ディスプレイ）にアクセスできるようにする、（d）事業目的をモニタリングする貴社の社内ライセンス 

エンタイトルメントのためだけに、スマート ライセンシングを使用し、アクセスする。 

責任の制限、免責条項、保証。 

スマート ライセンシング、ならびにこれに関連して提供されるすべてのレポート、ディスプレイ、文書、

および他の情報の使用およびアクセスは、「そのまま」で提供されます。スマート ライセンシングに関

連して提供される情報は完全または正確であることを意味するものでありません。シスコは、商品性、

非侵害、および特定目的への適合性の保証を含むがこれに限定されない、スマート ライセンシングおよ

び/またはレポート、ディスプレイ、文書、サービス要請、および/またはそれらに関連して作成される

他の情報に関連するすべての表明および保証を（明示的、黙示的を問わず）拒否します。 

顧客は、そのネットワーク、デザイン、事業、または他の要件の決定および実施について全責任を負う

ことを明確に確認し、これに同意します。シスコは、スマート ライセンシング、スマート ライセンシ

ング ディスプレイ、および/または関連ソフトウェアが顧客のネットワーク、デザイン、事業、または

他の要件を満足しないことについての責任は負いません。いかなる場合も、シスコは次に対して責任を

負います。（a）スマート ライセンシング レポートおよび/またはディスプレイに含まれる情報または

スマート ライセンシングに関連して提供される他の情報の正確性または完全性、あるいは、（b）スマ

ート ライセンシングによるエンタイトルメントの確認または確認失敗。 

  

いかなる場合も、スマート ライセンシング、および/またはディスプレイ、レポート、および/またはそ

れらに関連して作成される他の情報のアクセスまたは使用に関連する、それから生じる、あるいはそれ

に関した、顧客またはその他に対するシスコの全体の責任は、5,000 米ドル（US$ 5,000.00）を超えな

いものとします。 

シスコは、スマート ライセンシング、および/またはレポート、ディスプレイ、文書、および/またはそ

れらに関連して作成される他の情報の使用に関連する、それから生じる、あるいはそれに関した偶発的、

間接的、特殊な、あるいは派生的な損害に対して、あるいはデータ、あらゆる種類の情報、事業、利益

の損失、または契約、不正行為（過失を含む）、あるいはその他によって生じるかに関わらず、そして

当該損害の可能性をシスコが助言したかしていないかに関わらず、発生した他の商業的損失に対して責

任を負わないものとします。一部の州は偶発的または派生的な損害の除外または限定を認めておらず、

そのため、上記限定または除外があなたに適用されない場合があります。 



[付属書が続く] 

 

 

シスコ スマート ライセンシングに関する補足用語集 

「アクセス」とは、顧客の社内使用のためだけのスマート ソフトウェア マネージャ ディスプレイ上で

のレビューおよび作業を目的とした、顧客によるスマート ライセンシングへのアクセスを意味します。

顧客がシスコに適切に登録して初めて、アクセス権限が付与されます。 

「スマート ソフトウェア マネージャ」とは、スマート ライセンシング メッセージに基づいたエンタ

イトルメント情報を示すウェブ ポータルを意味します。 

「スマート ライセンシング メッセージ」とは、ネットワーク内のシスコ デバイスによって先に作成さ

れ、シスコに自動的に送信される顧客のネットワークまたはデバイスのステータスまたはエンタイトル

メントに関するメッセージおよび他の連絡（特定の顧客ネットワーク情報を組み込んだ）を意味します。

何よりも、スマート ライセンシング メッセージは登録、エンタイトルメント要請、および提供情報を

含む場合があります。 

「顧客ネットワーク情報」とは、スマート ライセンシング メッセージを通じて収集され、スマート ラ

イセンシングに関連して保存、分析される顧客のネットワークおよびデバイスについての情報を意味し

ます。これには、次のような情報が含まれる場合がありますがこれらに限定されません。使用状況、エ

ンタイトルメント、コンフィグレーション（ランニング コンフィグレーション、スタートアップ コン

フィグレーションを含む）、製品識別番号、シリアル番号、ホスト名、機器設置場所、IP アドレス、シ

ステムの連絡先、機器モデル、機能セット、ソフトウェア バージョン、ハードウェア バージョン、設

置メモリ、設置フラッシュ、ブート バージョン、シャーシ シリーズ、当該情報の例外（例えば、複製

されたホスト名、複製された IP アドレス、デバイスで運用される interim のリリース イメージな

ど）、スロット ID、カード タイプ、カード ファミリー、ファームウェア バージョン、シスコが適切

と見なす他のネットワークおよび在庫情報。 

「スマート ライセンシング」とは、シスコのスマート ライセンシング機能、ライセンシング オーソリ

ティ、およびスマート ソフトウェア マネージャを意味し、これによって次のことを行うことができま

す。（1）電子メール、通知、https、またはシスコのトランスポート ゲートウェイを通じて、貴社のネ

ットワーク内のシスコ デバイスおよびソフトウェアのステータス、使用状況、およびエンタイトルメン

トについてのメッセージを送受信する、（2）顧客ネットワーク情報に関するディスプレイ、レポート、

情報、および通知を収集、分析、表示、および提供する。 

「スマート ライセンシング レポート」とは、シスコによってスマート ソフトウェア マネージャ上で

顧客が利用できるようにされる、スマート ライセンシング メッセージおよび顧客ネットワーク情報に

基づいてスマート ライセンシングに関連して提供されるレポートまたは他の情報を意味します。スマー

ト ライセンシング レポートに含まれる情報には、収集した一部またはすべての顧客ネットワーク情報、

シスコが受信したスマート ライセンシング メッセージ、ならびにシスコが適切とみなす他の情報を含

む場合があります。 

「トランスポート ゲートウェイ」とは、顧客のネットワーク内のシスコ デバイスからのシスコのスマ

ート ライセンシング システムに https を通じて、スマート ライセンシング メッセージを転送するこ

とを目的としたシスコのコミュニケーション ソフトウェアを意味します。トランスポート ゲートウェ



イ ソフトウェアは、顧客のネットワーク内の顧客が提供したコンピュータ上にあります。このソフトウ

ェアは、スマート ライセンシング クライアント デバイスが POP3 または IMAP Mail Server（トラン

スポート ゲートウェイの一部ではない）上のメールボックスに送信したスマート ライセンシング メッ

セージを取得します。トランスポート ゲートウェイを介してスマート ライセンシング システムに送信

された各スマート ライセンシング メッセージは、顧客がトランスポート ゲートウェイをシスコに登録

する際に作成される一意の ID およびパスワードを用いて認証されます。現在のパスワードが 30 日以

上経過していると、システムが新規パスワードを作成し、顧客はいつでも自分のパスワードをリセット

するかどうかを選択することができます。 



付録 A 

サービス特長説明 

エンド ユーザ ライセンス契約 

重要：本エンド ユーザ ライセンス契約をよくお読みください。シスコのソフトウェアまたはシスコが

提供するソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用することにより、お客様は本ライセ

ンス契約に同意したものと見なされます。 

シスコは、本ライセンス契約に記載された条件のすべてを貴社が受け入れる場合に限り、トランスポー

ト ゲートウェイ ソフトウェア（以下、「ソフトウェア」という）のライセンスを貴社に与える用意が

あります。本ソフトウェアのダウンロード、インストール、または本ソフトウェアを内蔵する機器の使

用により、お客様およびお客様が代表する企業体（以下、総称して「お客様」）は本契約に法的に拘束

されます。本契約のいずれかの条項に同意されない場合は、シスコでは本ソフトウェアのライセンスを

許諾いたしかねますので、本ソフトウェアのダウンロード、インストール、使用を行わないでください。

この場合、お客様は、本ソフトウェアを返却して代金の全額払い戻しを受けるか、または本ソフトウェ

アが他の製品の一部として供給された場合には当該製品全体を返却して代金の全額払い戻しを受けるこ

とができます。返却および代金払い戻しに関する貴社の権利はシスコまたはシスコにより認定されたリ

セラーからの購入後 30 日間で期限が切れ、貴社が最初のエンド ユーザ購入者である場合に限り適用さ

れます。 

エンド ユーザ ライセンス契約（以下、「契約」という）の以下の条項は、次の場合を除き、顧客によ
る本ソフトウェアのアクセスおよび使用を支配します。（a）顧客とシスコとの間に顧客による本ソフト
ウェアの使用を支配する別の署名済みの契約がある、または（b）インストールおよび/またはダウンロ
ード プロセスの一部として、本ソフトウェアが別の「クリック - 承諾」ライセンス契約を含んでいる。
上記契約の条項に対立する内容が含まれている場合、契約の優先順位は（1）署名済みの契約、（2）ク
リック合意契約、（3）本エンド ユーザ ライセンス契約の順とします。 

あなたは、あなたが 18 歳以上であり、（該当する場合は）あなたが代表を務める組織または法人を代
表して本契約を受諾する権限があなたに与えられていることを表明し保証します。本契約は、シスコが
更新、補完、アドオン コンポーネント、またはインターネットベース サービス コンポーネントに他の
条項を提供する場合を除き、シスコが顧客に提供する、あるいは利用できるようにする本ソフトウェア
の更新、補完、アドオン コンポーネント、またはインターネットベース サービス コンポーネントに適
用されます。 

ライセンス。シスコ システムズ合同会社、またはシスコ システムズ合同会社に代わり本ソフトウェア

のライセンスを許諾するその子会社または関連会社（以下、「シスコ」という）は、お客様に対し、本

契約の諸条件を順守することを条件とし、お客様が規定のライセンス料を支払った本ソフトウェアおよ

び関連資料をお客様の社内業務目的で使用するための非独占的かつ譲渡不能なライセンスを許諾します。

「関連資料」とは、特に本ソフトウェアに関して（ユーザ マニュアル、テクニカル マニュアル、トレ

ーニング資料、仕様書、またはその他に関わらず）記載されている情報のことであり、シスコから（CD-

ROM またはオンラインを含む）何らかの方法で本ソフトウェアとともに提供されます。 

関連資料に明示されていない限り、お客様は本ソフトウェアを、お客様が所有または貸借している、お

客様の社内業務目的に使用されるシスコ機器に内蔵されたものとして、かかるシスコ機器での実行、ま

たは（関連資料によってシスコ以外の機器へのインストールが許可されている場合には）かかるシスコ

機器と通信のみを目的として使用するものとします。 



  

一般的な制限。本契約は、本ソフトウェアおよび関連資料の使用許諾であり、所有権を譲渡するもので

はありません。本ソフトウェアおよび関連資料のすべてのコピーの所有権をシスコが保持します。お客

様は、本ソフトウェアおよび関連資料には、個々のプログラムの固有の内部設計と構造、関連インター

フェイス情報などの、シスコおよびそのサプライヤ、またはライセンサの企業秘密が含まれていること

を認めるものとします。したがって、本契約で明示的に規定されている場合を除き、お客様は、以下の

行為を行う権利はなく、また以下の行為を行わないことに同意するものとします。 

  

 他者等へのお客様のライセンス権利の譲渡または二次ライセンスの付与、あるいは未承諾または中

古のシスコ機器での本ソフトウェアの使用。お客様は、かかる譲渡、二次ライセンスの付与、また

は使用は無効であることを認めるものとします。 

  

 本ソフトウェアに対するエラー修正またはその他の変更および改変、本ソフトウェアに基づく派生

著作権物の作成、または第三者への当該行為の許可。 

  

 本ソフトウェアを、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、復号化、逆アセンブル、またはそ

の他の方法により、判読可能な形式に変換すること。ただし、この制限にかかわらず、適用される

法律により明示的に許可されている場合を除きます。 

  

 シスコの書面による許可なく、サービス ビューロ、タイム シェアリング、またはその他の方法に

より、第三者へのサービス提供を目的として本ソフトウェアを使用、または使用を許可すること。 

  

 シスコの書面による事前の同意なしに、本ソフトウェアおよび関連資料に含まれる企業秘密を第三

者に対して開示、提供、またはその他の何らかの方法により公開すること。お客様は、かかる企業

秘密を保護するための妥当なセキュリティー対策を講ずるものとします。 

  

シスコは、法律により求められている範囲内で、お客様からの書面による依頼に応じて、本ソフトウェ

アと独自に開発された他のプログラムとの互換性を実現するために必要なインターフェイス情報を、シ

スコが妥当と見なす料金が支払われた場合にお客様に提供するものとします。お客様は、当該情報につ

いて厳重な秘密保持義務を負うものとし、シスコが当該情報を提供する際には、適用される条件に従っ

て当該情報を使用するものとします。 

  



本ソフトウェアのアップグレードおよび追加の複製物。本契約で言及する「ソフトウェア」には、シス

コまたは認定されたシスコのリセラーからお客様に提供されたコンピュータ プログラム（ファームウェ

アを含む）と、シスコまたは認定されたシスコのリセラーからお客様にライセンス許諾または提供され

た本ソフトウェアのアップグレード版、アップデート版、バグ修正版、または修正版（以下、総称して

「アップグレード」）、またはバックアップ コピーが含まれ、本契約の条件が適用されるものとします。

本契約の他の条項にもかかわらず：（1）お客様が、かかる追加の複製物またはアップグレードの取得時

に、オリジナルのソフトウェアの有効なライセンスを保持し、アップグレードまたは追加の複製物に対

する妥当な料金を支払っている場合を除き、お客様にはいかなる追加の複製物またはアップグレードを

使用するライセンスまたは権利もなく、（2）アップグレードの使用は、お客様が最初のエンド ユーザ

購入者または賃借者であるか、またはアップグレードされるソフトウェアに対して有効なライセンスを

保持しているシスコ機器に限定され、（3）追加の複製物の作成および使用は、必要なバックアップ用途

のみに限定されます。 

所有権の表示。お客様は、いかなる形式であれ、本ソフトウェアのすべての複製物について、あらゆる

著作権およびその他の所有権の表示を、それらの著作権およびその他の所有権の表示が本ソフトウェア

に含まれているのと同じ形式かつ方法で保持し、複製することに同意します。本契約で明示的に認可さ

れている場合を除き、お客様は、シスコから事前に書面による許可を得ることなく、本ソフトウェアの

複製物を作成しないものとします。 

期間および終了。本契約、および本契約内で許諾されているライセンスは、終了時に至るまで有効です。

お客様は、本ソフトウェアと関連資料のすべての複製物を廃棄することにより、本契約およびライセン

スをいつでも終了させることができます。本契約に基づくお客様のライセンス権利は、お客様が本契約

のいずれかの規定に従わない場合、シスコからの通告なしに、ただちに終了します。お客様は、本契約

の終了時に、お客様が保有または管理する本ソフトウェアおよび関連資料のすべての複製物を廃棄する

必要があります。お客様のあらゆる守秘義務、あらゆる責任制限、および保証の放棄と制限はすべて、

本契約終了後も存続するものとします。さらに、「米国 政府エンド ユーザ購入者」および「限定的保

証およびエンド ユーザ ライセンスに適用できる一般条件」という条項の条件は、本契約の終了後も有

効に存続します。 

お客様の記録。お客様は、シスコとその独立会計士に対して、お客様の通常の営業時間中にお客様の帳

簿、記録、財務諸表を査察し、本契約の条項に従っていることを確認する権利を認めるものとします。

かかる査察において本契約に従っていないことが明らかになった場合は、お客様はただちにシスコに対

して、妥当なライセンス料と査察に要した相応の経費を支払うものとします。 

輸出。技術データを含む本ソフトウェアおよび関連資料は、米国輸出管理法およびその関連規制を含

む 米国輸出管理法令の対象になる可能性があります。そして、他の国では輸出・輸入規制の対象になる

可能性があります。お客様は、かかる規制のすべてを厳密に遵守することに同意し、また、本ソフトウ

ェアおよび関連資料を輸出、再輸出、または輸入するためのライセンスを取得する責任があることを認

めるものとします。 

米国 政府エンド ユーザ購入者。本ソフトウェアおよび関連資料は、連邦調達規則（以下、「FAR」とい

う）（48 C.F.R.）2.101 で定義される「商用品目」に分類されます。これは、「商用コンピュータ ソ

フトウェア」および「商用コンピュータ ソフトウェア関連資料」で構成されます（当該用語は FAR 12.

212 で使用されています）。FAR 12.212 および DoD FAR 補則 227.7202-1 ～ 227.7202-4 に一致して

いる場合は、本エンド ユーザ ライセンス契約が含まれる契約にこれと異なるその他の FAR または契約

条項があったとしても、お客様が政府機関のエンド ユーザに提供可能であり、本契約書が直接適用され

る場合に政府機関のエンド ユーザが入手するのは、本エンド ユーザ ライセンス契約で規定された権利

のみが認められた本ソフトウェアおよび関連資料になります。本ソフトウェアと関連資料のいずれか、

または両方を使用することにより、政府機関は、本ソフトウェアと関連資料が「商用コンピュータ ソフ



トウェア」および「商用コンピュータ ソフトウェア関連資料」であることに同意し、この契約書に規定

されている権利および制限に同意したことになります。  



限定保証の説明およびエンド ユーザ ライセンス契約に適用される一般条項 

限定保証 

この契約書に記載されている制限および条件に従い、シスコは、お客様への出荷日から（認定されたシ

スコのリセラーが販売した場合は、シスコが最初に出荷した日から 90 日以内から）、（a）90 日後、

または（b）本ソフトウェアが含まれる製品に保証カードが添付されており本ソフトウェアに特別に適用

される保証期間が明示的に記載されている場合はその保証期間、のいずれか長い方の期間内で、（a）通

常の使用においては、本ソフトウェアの提供媒体に材質上および製造上の欠陥がないこと、および（b）

本ソフトウェアが本関連資料に実質的に適合していること、を保証します。シスコからの本製品の出荷

日は、本製品出荷時の梱包材に記載されています。上記の場合を除き、本ソフトウェアは「現状のまま」

提供されます。この限定保証は、オリジナル ライセンスを付与されているお客様に対してのみ適用され

ます。この限定保証に基づくお客様への唯一の救済として、シスコとそのサプライヤ、およびライセン

サの全責任において、（i）欠陥のある媒体の交換や、（ii）シスコの任意による本ソフトウェアの修理、

交換、または返金を行います。どちらの場合も、この限定保証に違反するエラーや欠陥が、保障期間内

にシスコまたはシスコ以外の、お客様への本ソフトウェアの提供者へ報告されることを前提とします。

シスコ、またはお客様への本ソフトウェアの提供者の任意により、救済の条件として本ソフトウェアの

返却を求める場合があります。シスコは、本ソフトウェアにエラーが発生しないこと、またはお客様が

本ソフトウェアを支障または障害なく使用できることを保証しません。また、日々新たな方法によるネ

ットワークへの侵入や攻撃が試みられるため、シスコは本ソフトウェア、あるいは本ソフトウェアが使

用される機器、システム、またはネットワークがかかる侵入または攻撃を受けないことを保証しません。 

制約事項。本保証は、本ソフトウェア、本製品、または本ソフトウェアの使用が許可されているその他

の機器が、（a）シスコまたはシスコにより認定された販売代理店以外で改変された場合、（b）シスコ

が提供する説明書に従ってインストール、運用、修理、または保守されなかった場合、（c）過剰な物理

的または電気的負荷、誤使用、不注意、または事故による障害を受けた場合、または（d）シスコが購入

代金やライセンス料を徴収しないベータ版、評価版、試験版、またはデモンストレーション版用として

ライセンス供与されている場合、には適用されません。 

保証の放棄。本保証に明記されている場合を除き、商品性、特定目的に対する適合性、非侵害、良好な

品質、不干渉、情報内容の正確性に関する黙示保証/条項、または取引の過程、慣例、慣習、または取引

慣行で発生する黙示保証/条項を含みこれらに限定されない、一切の明示または黙示の条項、表明、およ

び保証は、適用される法で許可される範囲において除外され、シスコおよびそのサプライヤとライセン

サによって明示的に放棄されます。除外されない黙示保証については、明示されている保証期間内に限

られます。州または司法管轄区域によっては、黙示保証の有効期間を限定することが許可されていない

ため、お客様に上記の制限が適用されない場合があります。本保証はお客様に特別な法的権利を付与す

るものであり、お客様は司法管轄区によって異なるその他の権利を有する場合もあります。この排除及

び除外は、上記の明示的な保証ではその本質的な目的を達成できない場合においても適用されます。 

責任の放棄。準拠法に基づいて許される最大限の範囲において、本契約に記載されている救済の本来の

目的を達成不可能であったかどうかにかかわらず、シスコおよびそのサプライヤは、すべての収益およ

び利益の損失、データの損失または損傷、業務の中断、資本の喪失、または特殊、間接的、派生的、偶

発的、または懲罰的な損害に対して、損害発生の原因を問わず、かつ責任の根拠、あるいは本ソフトウ

ェアの使用または本ソフトウェアが使用不可能なことが原因で発生したかどうかにかかわらず、シスコ

またはその販売代理店、あるいはライセンサがかかる損害の可能性を通知されていた場合であっても、

一切責任を負いません。 

シスコは、次に関する顧客に対する責任を放棄します。（A）誤った、誤解を招く、不正確な、あるいは

侵害している情報が含まれていることをシスコが知る理由がないことに関して、本ソフトウェアおよび/



または本ソフトウェアに関連して使用されるシスコのスマート ライセンシング サービス機能（以下、

「スマート ライセンシング」という）の一部として提供される情報、あるいは（B）本ソフトウェアお

よび/またはスマート ライセンシングの一部として、あるいはそれに関連して提供された情報に頼った

顧客の行動または行動失敗。 

シスコは、本ソフトウェアおよび/またはスマート ライセンシング関連した顧客のコンピュータ ネット

ワークのセキュリティーまたはセキュリティーの欠如、第三者のリンク、パッチ、更新、アップグレー

ド、強化、新リリース、新バージョン、または第三者によって提案される他の改善法の使用に関する顧

客に対する責任を放棄します。 

いかなる場合も、シスコ、その供給業者、またはライセンス許諾者の顧客に対する責任は、契約、不法

行為（過失を含む）、保証の違反、第三者またはその他による請求によっても関わらず、請求を引き起

こした本ソフトウェアに関して顧客が支払った金額、あるいは本ソフトウェアが別の製品の一部である

場合は、当該他の製品に関して支払われた金額を超えることはありません。 

州または司法管轄区域によっては、結果的または偶発的な損害の制限または除外が許可されていないた

め、お客様に上記の制限が適用されない場合があります。 

お客様は、お客様が本ソフトウェアまたはシスコが提供するその他の製品またはサービスを受け入れた

かどうかにかかわらず、本契約に記載されている責任の制限および放棄が適用されることに同意するも

のとします。お客様は、シスコが本契約に記載されている保証の放棄および責任の制限をよりどころと

して価格を設定し、本契約を結んでいること、同様のことが当事者間のリスク配分（契約上の救済にお

ける本来の目的を達成することができず、結果的に損害が生じるリスクを含む）に反映され、当事者間

での取引の基本を成すことを認め、これに同意するものとします。 

一般条件。この保証およびエンド ユーザ ライセンス契約の効力、解釈、履行は、法の抵触に関する原

則の適用を除いて、すべてが州内で行われるかのように、米国カリフォルニア州の法律に準拠するもの

とします。また、州およびカリフォルニア連邦裁判所は、本契約に基づいて生じるすべてのクレームを

管轄するものとします。両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約を明確に放棄します。上

記にかかわらず、いずれの当事者も、当事者の知的所有権または所有権の侵害の申し立てに対して、適

切な司法管轄区域の裁判所において暫定的な差し止めによる救済を求めることができます。本契約の一

部が無効または施行不能になったとわかった場合も、本契約における他の条項は完全に効力を保持する

ものとします。本契約に明記されている場合を除き、本契約は、本ソフトウェアおよび関連資料のライ

センスに関する当事者間の完全な合意を成すものとし、発注書等に相反する条件または追加条項が含ま

れている場合は、それらの条件はすべて除外され、本契約が優先されます。本契約は英語で記述されて

おり、当事者は英語版に適用されることに同意するものとします。 

  

  

  

*  *  * 



  

付録 B 

サービス特長説明 

  

  

公認チャネル追加/削除フォーム 

  

案件にアクセスするには、 

☐追加する 

☐削除する 

以下に指定した公認チャネルを 

公認チャネル連絡窓口担当者氏名および役職： 

電話： 

電子メール： 

公認チャネル企業名： 

  

  

  

署名者 (企業名)：  

  

氏名：  

  

役職：  

  

日付：  


