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ビジネス ルールおよびビジネス ポリシーの概要  

このドキュメントには、Cisco Smart Care サービスに関連するすべてのルールおよびポリシーが記載されています。このド

キュメントは、シスコ社内の担当者およびパートナーの皆様に指針を提供し、Cisco Smart Care に関連する疑問に答える

ことを目的としています。Smart Care プログラムは、シスコのルールおよびポリシーに可能な限り準拠しています。そのた

め、このドキュメントで取り扱われていないルールまたはポリシーがあった場合、シスコのルールまたはポリシーが適用され

ます。 

サポート プロセスについては、本書とは別に、次のドキュメントに記載されています。 

www.cisco.com/web/partners/services/programs/smartcare/downloads/scs_support_engagement_playbook.pdf   

このドキュメントに記載されているポリシーは、ビジネス ニーズに応じて定期的な見直しとアップデートが行われます。 

Cisco Smart Care サービス 

概要 
Cisco Smart Care サービスは、中堅、中小企業および中間市場のお客様向けにシスコ認定パートナーがパーソナライズ

されたサービスを構築できるようにするスマート サービス プラットフォームです。この革新的なネットワーク サービス プラッ

トフォームによって、シスコの知的財産、デリバリ インフラストラクチャおよびツールとパートナー独自の機能を、お客様のニ

ーズに合わせてカスタマイズしたユニークなサービスとしてまとめることが可能になります。 

他のシスコ コラボレーティブ サービスまたは再販サービスと比較して、以下に Smart Care の特徴を示します。 

1. コマーシャル市場セグメントに重点が置かれます。 

2. 1 ～ 1000 ユーザのネットワークを対象としています。 

3. シスコの対象デバイスを 100% カバーするという要件を備えたネットワークレベルの対応を提供します（ただし例外あ

り）。 

4. 単一のネットワーク環境におけるネットワークレベル サービスの契約モデルとして設計されています。複数の顧客に対

して複数のネットワークがあるマルチテナント環境はサポートされません。 

5. パートナー契約を通じてリモートで顧客に提供されます。このサービスにより、一度に 1 パートナーごとにトランザクシ

ョン、モニタリング、およびメンテナンス用ツールを顧客に使用できるようになります。 

6. 既存の機器で Smart Care 以外の契約を結んでいる場合は、その契約の更新時期が近づくと、ネットワークレベルの 

Smart Care サービス契約に切り替えられます。 

7. コラボレーションを通じて、ブランド共有ソリューションとして提供されます。パートナーは、顧客に提供するすべてのも

のに対してシスコ独自の Cisco Services ロゴを使用する必要があります。ガイドラインについては、次の『Program 

Branding Usage Guide』を参照してください。

www.cisco.com/application/pdf/en/us/partner/products/ps7181/c2072/cdccont_0900aecd805b2aae.pdf 

8. Cisco Smart Care を利用する資格があるのはシスコ認定パートナーおよびリセラーです。顧客はサポートに関するす

べての問題について、Smart Care プロバイダーに連絡を取る必要があります。パートナーは、シスコのサポート

（Technical Assistance Center（TAC）、Return Materials Authorization（RMA; 返品承認）など）を必要とするサポー

ト問題については、シスコに連絡を取る必要があります。 
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Cisco Smart Care の要素 
Cisco Smart Care は、さまざまなレベルに対応することができます。柔軟性が強化され、より多くの選択肢が提供されるの

で、パートナーは、自身のネットワークレベルでの対応ソリューションを顧客ネットワークに合わせてカスタマイズすることが

できます。  

全般的に、Smart Care は、ネットワーク全体の技術サービス、事前対応型ネットワーク モニタリング、評価、ソフトウェアの

リモート修復、および顧客向けの高度なテクノロジー計画サービスを提供することで、包括的なネットワーク ケアと向上を実

現できる設計となっています。 

Smart Care ソリューションは、次のサービス要素を通じて提供されます。 

基本カバレッジ：Next Business Day（NBD; 翌営業日）  

● シスコ デバイスおよびソフトウェア アプリケーションのリモート モニタリングおよびリモート修復。 

● シスコのネットワーク基盤、音声、およびセキュリティ テクノロジーに対するプロアクティブな稼働状態チェックおよび

評価。潜在的な問題を特定します。 

● ネットワークで使用するすべてのシスコ ハードウェアおよびソフトウェアのテクニカル サポート。ネットワーク全体に

対して、単一メンテナンス契約を使用可能です。 

● 障害発生時の交換パーツ翌営業日先だし交換。個々のデバイスを 4 時間対応にアップグレードするオプションもあ

ります。 

● シスコ デバイスのアップデートを簡素化する事前通知。 

● アセス・プリペア（評価および準備）機能。音声などの今後の新技術およびアプリケーションの追加を容易にします。 

● ディザスタ リカバリ機能。お客様のルータ、スイッチ、およびセキュリティ ソリューションの構成を離れた場所にバッ

クアップします。 

プレミアム サービス 

● NBD 対象範囲のすべての属性。 

● 応答時間を 4 時間応答に向上。注：プレミアム サービスおよび応答については、応答時間と可用性に関する企業

ポリシーによって決まります。 

評価サービス 

次に示す評価サービスは、60 日間の契約で利用可能です。 

● 音声評価 

● セキュリティ評価  

その他のサービス 

● オンサイト サービスまたは 2 時間サービスはありません。 
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Cisco Smart Care の価格  

概要 
Cisco Smart Care の価格は、ネットワークの規模と複雑さを組み合わせた価格帯一覧表を使用して、ネットワークレベル

の対応を提供するという原則に基づいています。価格一覧表には 4 つの異なるネットワークレベル（CNL1 ～ CNL4）があ

り、次に示すとおり、それぞれ 1 つ前のネットワークレベル価格帯が基準となっています。 

● レベル 1（CNL1）= 基本ルーティングおよびスイッチング 

● レベル 2（CNL2）= 現在使用されていません  

● レベル 3（CNL3）= CNL1 + Unified Communications（ベーシック） 

● レベル 4（CNL4）= CNL3 + Advanced Unified Communications 

ネットワークのレベルを決定する際は、単一の製品またはアプリケーションが属する 1 番上のレベルで判断する必要があり

ます。これにより、ネットワーク全体がそのカテゴリと見なされます。たとえば、基本ルーティングとスイッチング（レベル 1）の

みが含まれるネットワークに Cisco Unified Call Manager Express を追加した場合は、レベル 3 となります。テクノロジー

が変更された場合、ネットワーク上の値や期待値はすべて、デバイス間で全体的に変更されるため、このようなレベルの変

更が発生します。 

製品のレベル割り当てをより理解しやすくするため、シスコでは音声サービス レベルをチャネル認定プログラムに合わせま

した。ネットワークがレベル 3 と判定される製品は、販売に Express Unified Communications スペシャライゼーションを必

要とする製品と同じです。また、ネットワークがレベル 4 と判定される製品は、販売に Advanced Unified Communications 

スペシャライゼーションを必要とする製品と同じと見なされます。これは、シアター ルールによって異なります。 

新の Smart Care 価格構成については、次のサイトを参照してください。 

www.cisco.com/web/partners/services/programs/smartcare/downloads/smartcare_Pricing_QRG.pdf 

シスコは、わかりやすく管理の容易な見積もり方法を作成することに力を注いできました。Smart Care サービスの価格設

定は、次の 2 つの主要な要素に基づいています。まず、ネットワーク内のデバイスの数を数えて、10 ある価格帯の 1 つと

関連付ける必要があります。価格帯は、デバイス 0 台から 大 200 台までです。ネットワークの規模と複雑さに加えて、デ

バイスの可変重み付けシステムが導入されています。たとえば、Cisco Catalyst 6500 シリーズ シャーシは、デバイスの重

みが 10 ユニットです。これより小型のシャーシやシャーシ以外の製品の場合、重みはより少なくなります。 

価格設定方法を適用する方法をより詳しく説明した例と注意点を次に示します。 

例と注意点：  

● それほど複雑でないデバイス数台には複数の重み付けがあり、デバイス 5 台または 10 台とカウントされます。こ

の重み付けは、このデバイスのパフォーマンスと複雑さ、および通常このデバイスの比較対象となるより小さいデバ

イスの相対数に基づいて行われます。事例については、前述の Cisco Catalyst 6500 を参照ください。 

● アクセス ポイントおよびいくつかのローエンド ルーティングとスイッチング デバイスに対する重み付けを減らしまし

た。これらのデバイスは、ソフトウェアと同等の重要性を持たず、対象のお客様のネットワークにおける高密度製品

となる傾向も少ないため、シスコではこの重み付けがシスコのネットワークレベルの設定方法全体に適切に合って

いると考えます。 

● 電話機は、デバイスの重み付けではカウントされませんが、サービス契約の対象となり、テクノロジー レベルは 3 と

なります。 

● ソフトウェア ライセンスもデバイスとしてカウントされません。ライセンスの価値が適切にとらえられるのは、価格帯

においてではなく、サービス レベルであるためです。 
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● ネットワークの重み合計が小数の場合は、 も近い整数に丸められます。たとえば、25.5 の場合のネットワークの

重み合計は 26 となり、25.25 の場合は 25 となります。 

またローエンドにおいて、Smart Care サービスでは、制限付きライフタイム保証製品がデバイスとしてカウントされます。シ

スコは、Smart Care サービスへの課金に関する価値提案は、Smart Care と保証を比較した場合にさらに向上すると考え

ています。これは、Smart Care の事前対応型の性質によるものです。従来の事後対応型サービスでは、保証を上回るコス

トを正当化することは困難でした。しかし、ネットワークレベルの性質を持つ Smart Care の場合、拡張ツール セット（モニタ

リング、事前通知、評価、および修復など）と組み合わせることで非常に強力になり、より低レベルのローエンド製品にも対

応できるようになっています。これらのデバイスをブランチ オフィスなどリモートの場所に配置すると、追加されたリモート機

能を通じて、Smart Care が提供する価値提案が向上します。 

プレミアム価格設定 
プレミアム価格設定では、翌営業日サービスに適用されている価格帯一覧表を使用していません。Smart Care プレミアム

価格設定はシャーシ レベルです。これは、シャーシに含まれるサービス モジュールが対象となることを意味します。 

例：Cisco Catalyst 6509 スイッチ（ワイヤレス LAN モジュール、ファイアウォール モジュール、VPN モジュール、SSL モジ

ュール、および IPsec モジュールなど）は、6509 については重みが 10 の価格、モジュールについては重みが 0 の価格に

なります。 

価格設定ポリシー 
柔軟性を維持するため、次の価格設定ポリシーが採用されています。価格を変更する際の標準ポリシーでは、特に除外さ

れていない限り、90 日間の通知が必要です。 

1. すべての契約は、作成時に効力のあった元の価格表を使用して補正発注されます。既存の契約は、契約が更新され

るまで、契約作成時に効力のあった価格バージョンを引き続き使用します。新しい価格バージョンが作成された場合、

価格バージョンは、導入後に作成された新規契約に対してのみ適用されます。補正発注および更新の詳細について

は、セクション A「付録 1」を参照してください。  

2. プライシング バンドル 

単一シャーシ バンドル（ソフトウェア バンドル） 

● バンドルは単一品目として追加（または検出）する必要があります。バンドルのコンポーネントをネットワークにイン

ストールすると、製品 ID 情報の更新が検出されることがあります。特にアクションは必要ありませんが、この新しい

製品 ID ではアラート機能が使用できない可能性があります。 

● 検出されないコンポーネント（ライセンスやアプリケーションなど）については、パートナーがインベントリを手動でアッ

プデートして、適切な権限が付与されるようにすることが必要です。 

複数シャーシ バンドル（ハードウェア バンドル） 

● 複数シャーシ バンドルは、重みがゼロと見なされるか、または無視されます。 

● バンドル製品を新しい契約の見積もりや注文に含める予定がある場合は、コンポーネントごとに重み付けと価格設

定を行えるよう、バンドルをコンポーネント レベルに拡張する必要があります。バンドルのコンポーネントをネットワ

ークにインストールすると、製品 ID 情報の更新が検出されることがあります。特にアクションは必要ありませんが、

この新しい製品 ID ではアラート機能が使用できない可能性があります。 

● バンドル製品を既存契約に追加した場合、バンドルに含まれるデバイス コンポーネントのネットワークへのインスト

ール、検出、インベントリが行われた後、コンポーネントの重みが確定します。確定したコンポーネントの重みは、必

要に応じて通常の補正発注に含まれます。 

● 検出されないコンポーネント（ライセンスやアプリケーションなど）については、パートナーがインベントリを手動でアッ

プデートして、適切な権限が付与されるようにすることが必要です。 
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シスコ パートナーの概要および要件  

パートナーの役割 
Smart Care は、シスコ認定パートナーを通じてのみ利用可能なコラボレーティブ サービスです。ソリューションは、パートナ

ーが Smart Care を使用して差別化したサービスを展開できるようプラットフォームとして設計されており、お客様のニーズ

に合わせて独自にカスタマイズされたソリューションを提供できます。  

Smart Care ソリューションはパートナー向けに販売しています。お客様への直接販売は行っていません。このような理由に

より、パートナーは Smart Care 契約を厳重かつ慎重に管理して、お客様の満足度を確実に得られるようにすることが必要

です。 

登録  
Smart Care を利用できるシスコ パートナーの要件は次のとおりです。 

● Cisco Smart Care パートナーとして登録している 

● Smart Care 契約条件に同意している 

● Smart Care トレーニングを修了している 

資格およびポリシー 

サーティフィケーションおよびスペシャライゼーション 

認定要件 

Cisco Smart Care パートナーの資格を得るには、パートナーはセレクト認定またはそれ以上の認定を受けていることが必

要です。 

その他のチャネル要件 

パートナーがセレクト認定パートナーの場合は、週 5 日 x 8 時間体制のテクニカル サポートを提供することも必要です。パ

ートナーの従業員は、シスコ チャネル認定のほか、該当する Smart Care サービスのオンライン テストに合格する必要が

あります。テストへのアクセス方法は、e- ラーニング コースに記載されています。 

特定のテクノロジーを提供する際のアクセス 

Smart Care 内での特定のテクノロジー ツールへのアクセスについては、次のルールが適用されます。これらのルールで

は、パートナーへの制約事項も示されています。 

1. セキュリティ ツールへのアクセスには、特定のシスコ セキュリティ スペシャライゼーションは必要ありません。 

2. シスコでは、次のとおり、音声スペシャライゼーションにより音声ツールへのアクセスが制限されています。 

● レベル 3：セレクト、プレミアム、またはそれ以上の認定および Express Unified Communications スペシャライゼ

ーション 

● レベル 4：セレクト、プレミアム、またはそれ以上の認定および Advanced Unified Communications スペシャライゼ

ーション 

Note:   ヨーロッパ諸国のパートナーの場合は、Smart Care レベル 3 および 4 の契約を販売する際に Unified 

Communications 認定を保持する必要はありません。 
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パフォーマンスおよびリベートに対する支払い 

カバレッジ メトリック：Cisco Shared Support Program および Pay for Performance Service  

リベート 

Smart Care は、Attach Rate（AR; アタッチ レート）（または該当する場合は Conversion Rate（CR; 変換レート））および 

Renewal Rate（RR; 更新レート）によい影響を与えます。これらの販売メトリックはパートナー レベルで測定されます。つま

り、Smart Care の正味予約金額は、これらの販売メトリックを計算する際の分子の一部となります。これにより、パートナー

は、Pay for Performance や Cisco Branded Resale などのプログラムに関して、AR/CR および RR メトリックを満たすこ

とができます。Smart Care の収益は、実際に支払われるリベート合計が確定した時点でカウントされます。 

例 

パートナーが 1000 ドルの Cisco Branded Resale Cisco SMARTnet サービスおよび 500 ドルの Smart Care サービス

を販売し、販売したすべての製品に対してサービスのアタッチ レートが 100% になったとします。パートナーは 100% のア

タッチ レートに基づいてリベートを受け取ります（正味予約金額合計 1500 ドル）。 

Note:   デバイスが手動で追加された場合、シャーシの構成要素は特定されず、アタッチ メトリックでは計算されません。

初の自動検出が実行されるまで、メトリックは正確には計算されません。 初の自動検出の時点ですべての構成要素が

特定され、アタッチ メトリックに追加されます。 

同時に、デリバリ メトリック（サービス要求および RMA）がプログラム レベルで測定されます。その結果、Smart Care は 

Cisco Shared Support などのプログラムのデリバリ メトリックには影響しません。 

パートナーの認定 

Smart Care の認定取り消し  

パートナーが何らかの理由により Cisco Smart Care サービスに不適格となった場合、次の処置が取られます。 

1. パートナーは、プログラムの要件を再度満たすまで Smart Care には登録できなくなります。 

2. パートナーには、Smart Care に関して不適格になる原因となった問題を軽減するための 90 日の猶予期間が与えら

れます。 

3. パートナーの Smart Care へのアクセスは 90 日間中断されます。パートナーが 90 日の猶予期間内に再度資格を取

得しなかった場合、お客様の Smart Care サービス契約がサポートされるのは、契約期間終了時までとなります。   

パートナーの Smart Care レベルの認定取り消し  

1. パートナーは、Advanced Certification（音声）を喪失した場合、指定された Smart Care ネットワーク レベルのスペシ

ャライゼーションを失います。また、お客様が次の価格設定レベル（Smart Care）へ移行して、パートナーが Cisco 

Smart Care のそのレベルの資格を取得していない場合も、指定された Smart Care ネットワーク レベルのスペシャラ

イゼーションを失います。 

2. パートナーには、適切なスペシャライゼーションを獲得できるよう 90 日の猶予期間が与えられます。90 日後、パート

ナーが適切なスペシャライゼーションを獲得していない場合、シアターまたは Smart Care 管理者の判断でパートナー

のアクセスが無効にされます。Cisco SMARTnet サービスによる提供サービスとして引き続きサポートされます。対応

するパートナーのダッシュボードへ別途アクセスする必要はありません。契約は、Smart Care について「Do Not 

Renew（更新不可）」とマークされます。 

例 1：お客様はパートナーと Advanced Voice Smart Care サービス契約を結んでいます。パートナー データベースに

よると、このパートナーは Advanced Voice の認定を受けていません。パートナーがお客様のネットワークをサポート

するためのスペシャライゼーションを保持していないため、この件は Smart Care データベースへエスカレーションされ

ます。 
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例 2：お客様が Advanced Voice をインストールしましたが、パートナーは音声スペシャライゼーションを保持していな

いため、お客様のネットワークがパートナーの認定レベル以上になっています。どちらの場合でも、お客様の Smart 

Care 契約がサポートされるのは、契約期間終了時までとなります。 

パートナーの取引停止 

お客様のパートナーが契約期間中に取引停止となった場合、Smart Care をご利用のお客様および新しいパートナーは次

のプロセスに従う必要があります。 

● お客様は、この状況をシスコに通知して、パートナーのコントロール パネルへのアクセスを中断します。 

● 次に、お客様は、Smart Care サービスをサポートする新しいパートナーを特定します。 

● パートナーに不満がある場合、お客様は次の手順に従います。 

お客様がパートナーに不満がある場合 

業務のテイクオーバー 

新しいパートナーは、お客様の書面による同意がなければ、別のパートナーが結んでいる既存の Smart Care サービス契

約を引き継ぐ（テイクオーバーする）ことはできません。また、新しいパートナーが、お客様のネットワーク上のデバイスにつ

いて SMARTnet の見積もりを作成する場合にも制約があります。 

お客様の不満 

Smart Care 契約をしているお客様は、パートナーが Smart Care ネットワーク ハードウェアまたはソフトウェア アプライア

ンス（クライアント）を通じてお客様のネットワークにアクセスするのを防止できます。この状況はパートナーに通知されます。

パートナーは、お客様に連絡を取り、お客様がこのクライアントを無効にした理由を明らかにすることが期待されます。クラ

イアントが無効になった場合、お客様は Smart Care サービスのサポートを受けることができません。 

既存の Smart Care 契約について、次のシナリオを例に考えてみましょう。 

シナリオ 1：お客様が元のパートナーの代わりとなるパートナーを特定し、Smart Care サービスをパートナー A からパート

ナー B へ切り替えた場合。 

● お客様は支払い済みの契約のクレジットについてパートナー A と交渉します。これは、お客様とパートナー間の交

渉であるためです。 

● この交渉は、テイクオーバーに関する書類として文書化します（パートナー A に対するアカウントを清算したというお

客様の証書が含まれていることが必要です）。 

● パートナー A との古い契約が終了します。 

● お客様の新しい契約がパートナー B の下で作成されます。 

● Smart Care アプリケーションで、お客様のパートナーが正しいパートナーにアップデートされます。新しいパートナ

ーはこの変更内容を SSC サポート ケースを通じて依頼する必要があります。 

シナリオ 2：お客様が代わりのパートナーを特定せずにパートナーを解雇した場合。 

● お客様は、代わりのパートナーを指名するのに 60 日の猶予期間があります。 

● 代わりのパートナーを指名しない場合、契約の残余分は SMARTnet 契約に適用されます。 

パートナーの吸収合併またはテイクオーバーのシナリオ 

パートナー（パートナー A）が別のパートナー（パートナー B）に吸収合併された場合、または別のパートナーに引き継がれ、

パートナー A がパートナー B の ID、またはパートナー B がパートナー A の ID を引き継いだ場合、Smart Care 契約は、

合併した企業のシスコ チャネル指定に割り当てられます。 
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Smart Care アプリケーションでは、SSC サポート ケース経由のリクエストを受け、お客様のパートナーを正しいパートナー

にアップデートします。 

トレーニングおよびデモ機能 

ディストリビュータおよびパートナーのトレーニングは、e- ラーニングまたはインストラクタによる集合研修により可能です。

どちらのコースもロールベース方式です。e- ラーニングでは、ユーザは各自のペースでトレーニングできます。自前のデモ

用施設や契約を持たないディストリビュータやリセラーのために、Smart Care では、オンライン トレーニングや、

GOLDLabs により提供されるデモ用施設を用意しています。e- ラーニングおよびデモ用施設のどちらも無料で、次に示す 

Smart Care Partner の Web ポータルからアクセスできます。

www.cisco.com/web/partners/services/programs/smartcare/index.html 

シスコ ディストリビュータの概要および要件  

ディストリビュータの役割 
Smart Care は本来、シスコの認定ディストリビュータで構成されるワールドワイドなネットワークを通じて市場に投入されま

す。ディストリビュータの役割は、規模、地域、および社内のビジネス上の意思決定などの要因によって異なりますが、次の

活動の全部または一部が含まれます。 

● パートナーの採用およびトレーニング 

● ディスカウントの設定 

● クレジット契約条件の設定 

● 見積もりと発注  

● マーケティング サポート 

資格 

シスコと既存の関係を築いているディストリビュータは、Smart Care の 有力候補です。ディストリビュータに Cisco Smart 

Care の販売を認定するには、法的契約や規約を追加で適用する必要があります。 

ポリシー 

Smart Care の認定取り消し 

ディストリビュータが何らかの理由により Cisco Smart Care サービスに不適格となった場合、次の処置が取られます。 

1. ディストリビュータは、プログラムの要件を再度満たすまで Smart Care には登録できなくなります。 

2. ディストリビュータには、Smart Care に関して不適格になる原因となった問題を軽減するための 90 日の猶予期間が

与えられます。この期間が経過すると、ディストリビュータは Smart Care へアクセスできなくなります。 

3. ディストリビュータに関連する契約は、リセラーと協力して業務を行っているシスコ認定ディストリビュータへ移行するも

のとします。 



 

 
© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. ページ 10 / 22

ディストリビュータが取引停止となった場合、またはシスコのディストリビュータではなくなった場合 

パートナーのディストリビュータが契約期間中に取引停止となった場合、Smart Care のパートナーおよび新しいディストリ

ビュータは次のプロセスに従う必要があります。 

1. パートナーはこの状況をシスコに通知します。 

2. パートナーは、Smart Care サービスをサポートする新しいディストリビュータを特定します。 

3. 既存の契約は、パートナーが指定した新しいディストリビュータへ移行されます。 

パートナーがディストリビュータを変更した場合 

契約の有効期間中にパートナーがディストリビュータの変更を希望した場合、Smart Care パートナーと新しいディストリビュ

ータは次のプロセスに従う必要があります。 

1. パートナーはこの状況をシスコに通知します。 

2. パートナーは、Smart Care サービスをサポートする新しいディストリビュータを特定します。 

3. 既存の契約は、パートナーが指定した新しい Smart Care ディストリビュータへ移行されます。 
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付録：セールス オペレーションおよびプロセス 
契約範囲、契約条件、および期間 

Cisco Smart Care サービスはサブスクリプションベースのサービスです。 

1. サービスの見積もりは、ディストリビュータまたは Business Process Outsourcer（BPO）（注 1）に対し、1 年単位で行わ

れます。これには、四半期ごとの補正発注および自動更新（キャンセルされるまで）が含まれます。シスコは、ディストリ

ビュータまたは BPO（注 1） に対し、年に 1 回請求を行います。ただし、ディストリビュータまたは BPO は、パートナーに

対して、両当事者間で合意された支払い期間ごとに請求できます。 

（注１：日本の Smart Care 一次店契約パートナーはディストリビュータまたは BPO を介さないシスコとの直接取引と

なります。） 

2. ネットワークレベルのサブスクリプションとして、このサービスは、お客様がサービス開始時に 1、2、または 3 年間分と

して（100% カバレッジ）購入する 大カウントのデバイスについて対応します。1 年以上の契約期間が選択されている

場合、契約開始時に公開されている価格一覧表が、その契約期間中有効になります。 

3. リセラーは、 初の見積もり要求において、要求日から 60 日以内で契約開始日を選択できます。選択した開始日が

要求日から 32 日以内で、プレミアム サービスを要求している場合、Smart Care ではプレミアム契約の開始日を 32 

日プッシュ アウトしますが、NBD 契約の要求開始日は保持されます。また、プレミアム契約は NBD 契約と共に終了し、

プレミアム契約の価格は日数に応じて比例配分されます。プレミアム サービスの選択により開始日が変更された場合

でも、適用可能な複数年のディスカウントは影響を受けません。これにより、Smart Care プロセスはプレミアム契約に

対するシスコの標準プロセスに合わせて調整されます。お客様のネットワークは、契約日から四半期ごとに見直され、

これまでに購入されたデバイスの 大カウントまたはテクノロジー レベルを超過していないかどうかが確認されます。

お客様がデバイス カウントを超過している場合、契約更新日までに価格しきい値が交差する日から比例配分した量に

対する見積もりが、ディストリビュータに送付され、パートナーによって発注されます。お客様のデバイス カウントがより

低い価格レベルまで下がった場合は、クレジットは許可されません（時間（分）単位でプリペイド方式で支払う携帯電話

の契約と同様）。 

4. 契約終了日の 30 日前に、お客様の現在のインベントリおよび選択されているサービス タイプ（NBD、プレミアムなど）

に基づいて更新見積もりが作成されます。更新見積もりの作成には、特定のサービス タイプに対して契約が結ばれて

いることが必要です。ディストリビュータおよびパートナーには、その時点における 新の価格設定レベルで請求が行

われます。この価格設定レベルは、以前の契約で使用されていた価格設定レベルと同じ、それ以上、またはそれ以下

である可能性があります。 

契約終了日の 30 日前に、契約更新が自動作成されます。パートナーおよびディストリビュータには、契約終了日の 90、60、

または 30 日前に契約更新が近づいている旨が通知されます。 

ネットワークレベルの対応 
1. IP アドレスを持つシスコ デバイスはすべて検出可能です。手動で追加されたシスコのアプリケーション（デバイス リス

トの付録に定義されているもので、IP 電話を含む）も、サービス契約に含まれており、契約対象となっています。 

2. パートナーは、Smart Care サービスのディスカバリおよびインベントリ ダッシュボードの使用により設置場所情報を提

供する必要があります。 

3. パートナーは、Smart Care ネットワーク アプライアンスまたはソフトウェア クライアントをインストールして、自動の必

須ディスカバリ機能が定期的に実行されるようにすることが必要です。これは、ネットワークアプライアンスの発注から 

45 日以内に完了する必要があります。 
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4. パートナーは、ネットワーク内にあるが検出されていない可能性のあるシスコ デバイスやソフトウェア製品（Cisco 

Unified Workplace Licensing など）を手動で追加する必要があります。手動で追加されたシスコ デバイスは、事前対

応型または高度な交換サービスが有効になる前に、自動検出サービスによって検出される可能性があります。 

5. Smart Care ネットワーク上でデバイスが検出された場合、パートナーにアクション（インベントリの実行）を求める電子

メール通知が送信されます。28 日経過してもアクションが行われない場合、契約しているすべてのデバイスに対して 

Smart Care サービスが「オフ」になります。サービスを「オン」にするには、パートナーはインベントリを実行し、サポート 

ケースをオープンし、シスコにサービスを手動でオンにするよう依頼する必要があります。 

注：「サービスがオフ」の場合、Smart Care パネルのコア、セキュリティ、および音声サービスは一時停止されますが、

Smart Care 契約が取り消されたり終了するわけではありません。サービスがオフになると、パートナーは、プログラム

からの要求に従って、インベントリを実行することになります。 

プレミアム サービス 
プレミアム サービスが発注された場合、4 時間の Smart Care プレミアム契約が別途作成されます。パートナーは、ケース

をオープンする際にこの契約を参照する必要があります。 初の見積もりまたは契約でプレミアム サービスを選択するか、

期間途中に新しいプレミアム契約を作成するよう選択した場合、プレミアム契約開始日は選択した日から 32 日目になりま

す。ただし、プレミアム契約の終了日は、NBD 契約終了日と同じになります。 

パートナーは、Smart Care 以外の既存の 4 時間のプレミアム契約すべてが自然に期限切れになるようにする必要があり

ます。契約が期限切れになると、デバイスは 4 時間の Smart Care プレミアム契約の対象となります。既存の 2 時間のプ

レミアム カバレッジは、現在の Smart Care 以外の契約の下で処理されます。お客様が 2 時間を希望する場合、パートナ

ーは Smart Care 契約を購入する前に 2 時間のプレミアム SMARTnet 契約を購入する必要があります。 

サブスクリプションおよびライセンス供与プロダクト 

評価サービス  

評価サービスが発注された場合、Smart Care 評価サービス契約が作成されます。評価サービスにより、パートナーはお客

様に対してネットワーク健全性のアセスメントを柔軟に行うことができます。お客様は、このサービスを試してから、Smart 

Care サービスの年間契約を結ぶかどうか決定できます。評価サービス契約を購入した後、パートナーは Smart Care を通

じて得られるネットワーク可視性のタイプを示し、セキュリティの脆弱性、契約対象外のデバイス、およびサポートが終了し

たデバイスを指摘できます。 

この機能により、パートナーは特定のデバイスの重みに対して契約を購入して、 大 3 つのコア、セキュリティ、および音声

サービスのアセスメントを顧客に 60 日間実行できます。 

パートナーは、評価サービスの発注プロセスにおいて、契約に対するネットワークの重みを明らかにする必要があります。

この重みは、契約の購入後は変更できません。 

パートナーは、Smart Care 年間契約で現在カバーされていないすべてのネットワークに対して、CNLA（Core & Basic 

Security）または CNLB（Advanced Security & Voice、音声レディネス アセスメントを含む）を購入できます。また CNLB 

は、スタンドアロン評価として Smart Care CNL1 ネットワーク向けに購入できます。 

Cisco Unified Workplace Licensing 

Smart Care CNL3 および CNL4 契約は、Cisco Unified Workplace Licensing パッケージのすべてのコンポーネントにつ

いて、Cisco Unified Workplace Licensing 環境の Essential Operate Services（ESW）の代替契約として有効です。パー

トナーは、 大 1,100 の Cisco Unified Workplace Licensing ユーザを持つネットワークについては、Smart Care を使用

して Unified Communications 製品のアップデートを取得できます。ネットワーク環境でユーザ数が 1,100 を超えた場合、

Cisco Unified Workplace Licensing に対して ESW を個別に購入する必要があります。 
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Smart Care の対象となるスタンドアロンの Unified Communications 製品（Cisco Unified CallManager、Unity、Unity 

Express、および Unified Contact Center Express など）をお客様が使用しているシナリオでは、設定されている電話機の

数に関係なく、Smart Care 契約は、ESW と同等のサーバ アプリケーションに対するマイナー アップデートにも有効です。 

Cisco Unified Communications Software Subscription（UCSS）  

製品のメジャー アップグレードにアクセスする権限は UCSS を通じて購入します。パートナーがお客様に対して UCSS カ

バレッジを希望する場合、次を実行する必要があります。 

● お客様が Cisco Unified Workplace Licensing（Unified Communications 製品バンドル）を持っている場合は、更

新までアクションは不要です。Cisco Unified Workplace Licensing には、個々のユーザおよびボリュームに基づく

ライセンス パックのユーザのどちらについても、Cisco Unified Workplace License および UCSS が含まれていま

す。 

● お客様がスタンドアロンの Unified Communications 製品を持っている場合、パートナーは対応する UCSS を購

入する必要があります。Smart Care でカバーされるのは ESW だけです。 

Unified Communications 製品を Cisco Unified Workplace Licensing 環境および Cisco Unified Workplace Licensing 

以外の環境のどちらにも正しく登録して、UCSS および ESW を活用できるようにするためには、パートナーが次の手順を

実行することが必要です。 

1. Smart Care インベントリをアップデートして、UCSS の対象となるすべてのソフトウェア製品を反映します。この時点で

は、これは手動プロセスです。 

2. Register UCSS の対象となる製品を UCSS チーム（www.cisco.com/go/license/）に登録します（提供されている情

報がすべて正確であれば、アクティベーションには 長 7 日かかることがあります）。 

3. 契約でソフトウェアのメジャー アップグレードの資格を取得したという確認の電子メールが登録者へ送信されます。 

4. ソフトウェア アップグレードを注文するには、PUT ツールを表示します。 

資格を取得しているのに、PUT でアップグレードが表示されない場合は、ucss-support@external.cisco.com へ電子

メールを送信してください。 このとき、必ず契約番号を記載します。 

5. アップグレードは、新しい Product Activation Key（PAK; 製品認証キー）と共に物理メディア（CD）で出荷されます。

Swift ライセンス ツール（www.cisco.com/go/license/）を使用して、アップグレード製品に正しくライセンスを付与しま

す。 

契約の補正発注 

移動、追加、変更、削除（MACD） 

プレミアムの追加/アップグレード 

Smart Care サービス契約期間中、パートナーは、デリバリ オプションを NBD からプレミアムへアップグレードする機会が

あります。四半期ごとの補正発注により、価格調整が可能です。インベントリに示された送付先へ代替部品が出荷されます。 

Service Availability Matrix（SAM）により、見積もりの提出前に、まずお客様の所在地がチェックされます。パートナーがお

客様の新しい所在地を追加すると、その送付先について 4 時間のプレミアム契約が可能かどうかがチェックされます。[SC 

Device Inventory] 画面で、デバイスが 4 時間のプレミアム オプションを使用できるのは、デバイスが割り当てられている

所在地が 4 時間のプレミアム サービスの対象となっている場合だけです。次のチェックは、見積もりの提出後に実行され

ます。パートナーがプレミアム サービスを選択している場合でも、このレベルを使用できるかどうかがデバイス レベルで再

チェックされます。デバイスレベルの可用性は、正確な製品 ID がわかった後でしかチェックできません。 

SAM チェックが失敗したデバイスは契約には含まれず、パートナーに送信される電子メールにも記載されません。 初の

見積もりまたは契約でプレミアム サービスを選択するか、期間途中に新しいプレミアム契約を作成するよう選択した場合、
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プレミアム契約開始日は選択した日から 32 日目になります。ただし、プレミアム契約の終了日は、NBD 契約終了日と同じ

になります。 

プレミアムの移動 

プレミアム サービスの対象となっているデバイスを、シスコが 4 時間のプレミアム サービスをサポートしない所在地へ移動

した場合、デバイスは NBD カバレッジでサポートされます。パートナーは案分された返金不可のプレミアム クレジットを受

け取ります。このクレジットは、契約期間中にプレミアムに移動される他のデバイスに適用できます。 

プレミアムから除外されるデバイス 

Smart Care アプライアンスおよび電話機はプレミアム サービスに変更できません。 

プレミアムのダウングレード 

契約期間中、パートナーはデリバリ オプションをダウングレードできません。 

ダウングレードできるのは、年次更新時のみです。 

Note:   プレミアム サービスへのいかなる変更（新規デバイス追加またはサービスレベルの変更など）も、処理に 長 30 

日かかります。 

四半期ごとの補正発注 

補正発注に関する 30 日間および 15 日間の通知が送付されます。補正発注日に、ネットワーク インベントリの見直しが行

われ、ネットワーク デバイスの重みの増加またはテクノロジー レベルの上昇により価格帯の上昇がないかどうかが確認さ

れます。この見直しに基づいて見積もりがディストリビュータへ送付されます。見積もりをパートナーへ渡すかどうかはディス

トリビュータの責任で判断します。見積もりの有効期間は 60 日間です。見積もりが 60 日以内に購入されない場合、Smart 

Care サービスは一時的に停止されます。パートナーは、Smart Care ポータルで見積もりの進捗状況を確認したり、補正

発注見積もりに関連するデバイスを確認できます。 

契約更新 
更新時に、リセラーはポータルを使用して別の契約期間を選択できます（年間契約を 2 年間更新、または 3 年契約を 1 年

間のみ更新、など）。またリセラーは、新しいディストリビュータも選択できます。更新見積もりは、契約終了の 30 日前に作

成されます。更新見積もりの有効期間は 60 日間です。見積もりが 60 日以内に購入されない場合、または契約が終了し

た場合、リセラーは見積もりを作成するため再度 RFQ を行う必要があります。リセラーが契約を更新していない場合、リセ

ラーはサポート ケースをオープンして、契約を「Do Not Renew（DNR; 更新不可）」とマークするよう要求する必要がありま

す。これにより、事前対応型の販売管理と、必要に応じて BDM のフォローアップが可能になります。 

お客様のネットワークが Smart Care 契約の枠を超えて拡大 
Cisco Smart Care サービスでは、サポートするネットワーク デバイスの重みの上限があります（本書執筆時点で、公開さ

れているネットワーク デバイスの重み制限は 200 デバイスで、ネットワーク デバイスの 大重みは 220 です）。 

お客様のネットワークのネットワーク デバイスの重みが 200 を超えた場合、お客様は新しい Cisco Smart Care サービス

契約を結ぶ資格はありません。 

お客様がすでに Cisco Smart Care サービス契約を結んでいて、契約期間中にネットワークがネットワーク デバイスの重

み制限である 200 を超えた場合、契約は DNR に設定されます。ただし、更新日まで、またはネットワーク デバイスの 大

重み 220 に達するまで、サービスを続行できます。 

ネットワーク デバイスの 大重み 220 を超えた場合、お客様はその後 90 日以内または契約更新日まで（いずれか短い

方）に、別のサービスに移行します。パートナーは、移行方法に関する電子メール通知を受け取ります。この通知は、Smart 

Care サービス ツールの一部です。 
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シアターの Smart Care 管理者は、パートナーやシアターのセールス担当と協力して、お客様をより適切な契約へ移行させ

ることが期待されます。場合によっては、ネットワークを Smart Care サービスの下で柔軟に継続させる方法があります。こ

れについては、シアターのセールス チームの助けを借りて対処する必要があります。 

パートナーは、自身の Smart Care 管理者が誰かを知らない可能性があるため、パートナーに SSC でケースをオープンす

るよう指示し、SSC が代わりにシアターの Smart Care 管理者へエスカレーションすることを通知する必要があります。 

Smart Care 契約の取り消し  
シスコのクレジットおよび取り消しに関する既存のポリシーが、お客様およびリセラーによるすべての取り消し要求より優先

されるものとします。 

契約の共存 

Smart Care およびその他のサービス契約  

次に示す契約タイプで新しくインストールしたデバイスは、Smart Care 契約と共存可能です。その他すべての契約タイプは、

終了後 Smart Care 契約へ移行できます。 

● 既存のサブスクリプションおよびライセンス供与プロダクト サービス 

◦ Intrusion Prevention System（IPS; 侵入防御システム） 

◦ Cisco Unified Communications Software Subscription（UCSS）ポリシー 

– アップグレードのダウンロード（PUT および Software Center） 

–  UCSS の更新 

◦ Cisco Unified Workplace Licensing および Cisco Unified Communications Management Suite バンドル 

◦ Software Application Support（SAS）例外ポリシー 

Smart Care SAS は、対象となるすべての Cisco Unified Communications 製品に提供されます。その他すべ

てのネットワーク アプリケーション（CiscoWorks など）については、パートナーはこれらのアプリケーションのお

客様へ SAS カバレッジを販売する必要があります。 

● プレミアム カバレッジ 

既存または移行中の契約カバレッジ 

Cisco Smart Care サービスでは、お客様が持つシスコのネットワーク デバイスとソフトウェアの 100% のサービス カバレ

ッジが必要です。Cisco Smart Care サービス契約の締結時にお客様が既存のサービス カバレッジを保持している場合、

お客様およびリセラーとパートナーは次のオプションを使用できます。 

オプション 1：推奨方法 — 新しい Cisco Smart Care サービス契約への移行 
Smart Care 契約の締結時に、お客様に既存のサービス カバレッジがある場合： 

1. シスコは既存デバイスの契約が自然に期限切れになるのを待ちます。 

2. シスコは初期デバイス カウントから契約対象品目を除外するため（したがって、全体の価格からも除外）、お客様は二

重に請求されることはありません。 

3. シスコは、Ciber で既存の契約ステータスを「Do Not Renew（更新不可）」に設定します。 

4. シスコは、すべての契約対象品目を Smart Care サービス契約にリストします。デバイスは、本質的には両方の契約

によって期間中は契約対象となりますが、二重に請求されることはありません（100% カバレッジ）。代わりに、既存契

約の終了日が 初の更新日を超過した場合は、Smart Care サービス ポータルで追跡され、適切な方法で契約に追

加されます。開始日 = 以前の契約の終了日 + 1 となります。 
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5. デバイスが以前の契約の終了日を迎えると、自動的に Smart Care 契約に移行されます（[Overdue] および 

[Expired] ステータスを通過することなく移行）。 

6. 「Do Not Renew（更新不可）」を使用して自然に契約終了となり、続いて週 1 回の検出およびインベントリ機能により

「契約対象外のデバイス」として検出されることで、以前の契約の対象品目が Smart Care サービス契約の対象にな

ると、四半期ごとの価格設定見直しで考慮されます。 

7. その他のビジネス コントロール： 

● ネットワーク デバイスの重みの制限を適用します（0.25 ～ 200 デバイスの重み制限値）。契約対象外のデバイス

が 1 つあるネットワークは対象となりますが、請求は、デバイスが 5 ～ 7 の 小デバイス価格帯で行われます。 

● Smart Care サービス以外の契約は、ステータスが「Do Not Renew（更新不可）」に設定されます。 

● すべての品目を Smart Care サービス契約に追加します。 

◦ Smart Care サービス契約の開始時にこの品目が既存契約の対象となっていた場合、Smart Care サービス契

約の開始日は既存契約終了日 + 1 日となります。この品目は、Smart Care サービス契約の対象になるまで、

Smart Care の価格に計上されません。 

◦ 初の契約締結後にこのデバイスが検出された場合、検出日と同じ開始日で Smart Care サービス契約に追加

されます。新しいデバイスは、契約に含まれるデバイスの重みとして計上され、Smart Care の価格にも、契約開

始日から計上されます。 

◦ サービス リクエスト プロセス（TAC）中にこの品目が初めて特定された場合、サービス リクエストをオープンした

日付と同じ開始日で Smart Care サービス契約に追加されます。 

オプション 2：推奨しない方法 
パートナーおよびお客様は、既存の契約期間を破棄するための RMA クレジットを常に追跡できます。品目が Ciber の対

象でなくなった後、これらを 初の Smart Care サービス契約の注文に含めることができます。ただしシスコは、パートナー

およびお客様がこのプロセスを踏んで Smart Care に参加することを強制しません  

（ビジネス コントロールでは、元の Cisco SMARTnet サービス契約に基づいて、クレジット（設定されている場合）がシスコ

から元の請求先へ発行されるようになっています。しかし、元の請求先は Smart Care パートナーとは異なることが多々あ

ります。クレジットが以前のリセラーに送られると、そのクレジットを所有するエンド カスタマーにクレジットが渡されるインセ

ンティブも機能もありません） 

契約の移行 
1. BPO（Encover）からディストリビュータへの移行 

BPO を通じて購入した Smart Care 契約をディストリビュータ経由に移行する場合、契約は更新時に変更されます。

パートナーのアカウントがクレジットの問題により（BPO またはディストリビュータによる）保護観察中の場合は、BPO 

またはディストリビュータの責任において、リセラーとの解決を図ります。 

2. あるディストリビュータから別のディストリビュータへの移行 

パートナーは、契約更新時にのみディストリビュータを変更できます。パートナーはポータルを通じてディストリビュータ

の変更を要求する必要があります。パートナーがポータルを通じて変更できないディストリビュータの変更を必要とする

場合、パートナーは SSC サポート ケースから変更を要求することが必要です。 



 

 
© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. ページ 17 / 22

製品の対象範囲 

製品が検出されない場合 
パートナーはサポート契約を 新の状態に保つ必要があります。パートナーは、デバイスが契約対象となっていることを確

認する必要があり、契約対象になっていない場合は、手動でインベントリに追加して、高度な交換サービスの要求が行われ

る前に、デバイスのシリアル番号を検証してもらう必要があります。契約中の製品が自動検出サービスによって検出され、

インベントリに追加されるまで、事前対応型サービスは使用可能になりません。さらに、事後対応型サービスは、パートナー

による TAC へのアクセス、SW アップデート、および Cisco.com へのアクセスに制限されます。 

無視される製品 
検出されるが Smart Care の対象外となる、または不適格となるシスコ デバイスおよび製品は、インベントリに追加されま

せん。これによりネットワークの重み付けまたは資格が影響を受けることはありません。たとえば、CiscoWorks は、検出時

に検出可能ですが、インベントリには追加されません。 

End-of-Support ポリシー 
シスコの見積もりツール（SMS3）には、サポート終了のチェック機能がすでに含まれています。Smart Care サービス ポー

タルにも同じチェック機能が組み込まれています。サポート終了ステータスに達したデバイスは契約に追加できません。こ

のようなデバイスに対しては請求ができないため、ネットワークから除外されます。これは、シスコの既存ポリシーと一致し

ています。 

サポート終了日 
（製品のサポート終了日)

Smart Care の見積もりに 

このデバイスは含まれるか 

Smart Care の契約に 

このデバイスは追加されるか

四半期毎の価格調整（Quarterly 

True-up）の対象デバイスとなるか 

更新見積もりの対象デバイス

となるか 

3 ヶ月以上先の場合 はい はい はい はい 

3 ヶ月未満の場合 いいえ いいえ はい はい 

すでに終了している場合 いいえ いいえ いいえ いいえ 

 

この点を説明する例をいくつか示します。 

● デバイスのサポート終了日（Last date of Support）が 3 ヶ月未満の場合、デバイスを契約に追加できません。 

● デバイスのサポート終了日（Last date of Support）が 3 ヶ月以上先の場合、デバイスを契約に追加できますが、こ

のデバイスの Smart Care 契約終了日はサポート終了日と同じになります。この時点で、このデバイスをネットワー

クから除外して、契約を終了する必要があります。 

End-of-Sale ポリシー 
Smart Care は、SMS3 で採用されている End-of-Sale（販売終了）ルールに準拠します。そのため見積もりから契約が作

成される際に、Smart Care 独自の仕組みでの End-of-Sale（販売終了）チェックは実行されません。 

End-of-Life ポリシー 
Smart Care は、シスコサービス End-of-life サポートポリシーに準拠します。Smart Care ツールは上記のポリシーに自動

的に従うようになっています。 
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デバイス ステータスと権限付与 

インベントリ画面のデバ
イス ステータス 意味 サービス/重みへの影響 

NEW デバイスが検出されたがインベントリ サービスはまだ実行さ
れていません。 

このデバイスはポータルのどの Smart Care サービスの一部に
もなりません。 

このデバイスがインベントリに追加されるまで、重みはネットワー
クの重み計算の対象にはなりません。 

OK デバイスは Smart Care に接続しています。検出およびイン
ベントリが正常に実行されました。 

このデバイスはポータルの適切な Smart Care サービスの一部
になります。 

重みはネットワークの重み計算の対象となります。 

Missing デバイスは Smart Care に接続しており、正常にインベントリ
されましたが、 新の検出では見つかりませんでした。 

この状態が発生するのは、以下の場合です。 

デバイスが接続を失っている、またはネットワークから削除さ
れた。 

デバイスが検出範囲から除外された。 

このデバイスはポータルのどの Smart Care サービスの一部に
もなりません。 

このデバイスがインベントリから削除されるまで、このデバイスの
重みはネットワークの重み計算の対象になります 

[ - ] デバイスは手動で入力され、まだ検出されていないか、また
はインベントリ サービスがまだ実行されていません。 

このデバイスはポータルのどの Smart Care サービスの一部に
もなりません。 

重みはネットワークの重み計算の対象となります。 

[  ] 「Add By IP」オプションを使用して、検出されたデバイスのポ
ータル ページからデバイスをインベントリに追加した場合、イ
ンベントリ ページに表示されるこのデバイスのステータスの
列には何も表示されません。 

このデバイスはポータルの適切な Smart Care サービスの一部
になります。 

重みはネットワークの重み計算の対象となります。 

インベントリ内のデバイスの隣に契約番号がある場合： 

パートナーがこの SN を使用してオンライン TAC ケースを入力した場合、正常に動作し
ます。 

パートナーがこの SN を使用して TAC に電話をかけた場合、TAC のサポートを受ける
ことができます。 

このデバイスについて RMA が処理されます。 

 

インベントリ内のデバイスの隣に契約番号がない場合： 

パートナーがこの SN を使用してオンライン TAC ケースを入力
した場合、正常に動作しません。 

パートナーがこの SN を使用して TAC に電話をかけた場合、
TAC のサポートを受けることができます。 

デバイスが契約対象になっているのに、同期遅延によりポータ
ルに表示されていない場合は、このデバイスについて RMA が
処理されます。 

パートナーへの注：デバイスを交換する場合は、古いデバイスをインベントリから削除してから新しいデバイス（RMA など）を検出して、重みカウントに両方
のデバイスが含まれないよう注意してください。 

Terminated（管理ツー
ルおよび契約ツールのみ
で表示され、ポータルで
は表示されない） 

デバイスは特定の契約で終了しています。 

この状態が発生するのは、以下の場合です。 

● デバイスが NBD から PREM へアップグレードされてい
る場合。NBD では終了と表示されます。 

● PREM 契約が取り消された場合。PREM では終了と表
示されますが、NBD では契約対象になります。 

● テクノロジーレベルが変更された場合。以前のテクノロジ
ーレベルの契約ではデバイスは終了と表示され、新しい
テクノロジーレベルの契約では契約対象となります。 

● デバイスがパートナーによってインベントリ画面で削除さ
れた場合。 

● 契約が終了した場合（有効な契約がない）。 

権限付与： 

パートナーがこの SN を使用してオンライン TAC ケースを入力
した場合、SN に関連する有効な契約番号（#1 ～ #4）を入力し
ている場合は正常に動作します。契約が終了している場合は、
TAC アクセスは行えません（#5）。 

パートナーがこの SN を使用して TAC に電話をかけた場合、
SN に関連する有効な契約番号（#1 ～ #4）を入力している場合
は正常に動作します。契約が終了している場合は、TAC アクセ
スは行えません（#5）。 

有効な契約 SLA（#1 ～ #4）に基づいて、このデバイスについて 
RMA が処理されます。 

サービス： 

このデバイスは Smart Care ポータルに表示され、関連するサ
ービスを受けられます。デバイスがインベントリから削除されて
いるか、または契約が終了している場合は、サービスは利用で
きません。 

除外されるデバイス 
Cisco Smart Care サービスは企業用のサービスです。通常、企業ネットワークで使用されないデバイスは、サービス範囲

から除外されます。たとえば、オプティカル、Carrier Routing System（CRS; キャリア ルーティング システム）、または 

Global Service Router（GSR; グローバル サービス ルータ）製品ファミリなど、異なる顧客セグメントをターゲットとしている

ものがあります。 

契約開始時にお客様のネットワークに除外製品が含まれている場合、このお客様は Cisco Smart Care サービスの対象

外となります。デバイスが Smart Care のサポート対象となっているかどうかを判別するには、次の評価ツールを使用しま

す。www.cisco.com/web/partners/services/programs/smartcare/pricing.html
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Cisco Smart Care サービスの現行のお客様が除外アイテムをネットワークに追加した場合： 

● デバイスは検出されますが、お客様はツールを使用してデバイスをネットワーク インベントリに追加できません。 

● Cisco Smart Care サービス契約は「Do Not Renew（更新不可）」に設定されます。契約の更新日が近づくと、パー

トナーは年度末に契約が更新されず、次に示すいずれかの理由により除外されるデバイスがあることを知らせるリ

マインダを受け取ります。 

● パートナーは、Cisco Smart Care サービスの更新の期日になるまでにこの品目に対する適切なサービス契約を購

入する必要があります。更新の期日に達すると、ネットワーク全体を適切な契約でカバーすることが必要になります。 

● お客様の Cisco Smart Care サービス契約対象の他のすべての品目は、契約更新日までそのままにしておけます

が、それ以降はそれに合ったサービス契約に移行して、サービスを継続する必要があります。 

パートナーおよびお客様によるデバイス除外の要請 
Cisco Smart Care サービスでは、お客様のネットワークにインストールされているデータ収集クライアントを使用するため、

シスコはこのネットワークに追加されるデバイスに関して継続的なアップデートを受け取ることができます。通常、検出され

るデバイスはすべてお客様の契約に追加され、権限を付与される資格があり、四半期ごとの価格見直しの際に考慮されま

す。Cisco Smart Care サービス契約から除外する必要のあるデバイスがお客様のネットワークに含まれてケースも当然予

想されます。 

手動による除外を要請する理由には次に示す事柄がありますが、これらに限定されません。 

● シスコが提供するデモ機 

● サービス プロバイダー所有の機器 

● その他ケースに応じた例外 

リセラーおよびパートナーは、それらのデバイスを Cisco Smart Care サービス契約対象から除外するように要請できます。

要請内容は Cisco Smart Care サービス管理者によって確認されます。承認が得られた場合、そのデバイスはインベントリ

で除外されたデバイスとして記録され、必要に応じて Cisco Smart Care サービス契約から削除されます。承認には 長 

48 時間かかることがあります。 

手動による除外について無効な理由には次に示す事柄がありますが、これらに限定されません。 

● シスコ デバイスでない 

● 検出プロセスのテスト中 

● Smart Care アプライアンス 

● 検出されたデバイスのその他のインターフェイス 

● パーソナル コンピュータ 

● インベントリに存在しない 

● サービス終了を回避するため（28 日ルール） 

既存契約の製品への権限付与 
デバイスが別の契約番号の契約対象になっている場合、その契約番号が Smart Care パートナーのプロファイルに関連付

けられていなければ、サービス要求および RMA のどちらについても権限付与は正常に行えません。インストール ベース

で転送を行って（または Service Access Management ツールの関連付け機能を使用して）、旧契約番号を Smart Care 

パートナーに関連付ける必要があります。SSC サポート ケースをオープンして、この作業を完了します。 
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偽造製品または非公式市場の製品 
シスコは市販製品や企業用製品の導入の 90% 以上をチャネル パートナーに依存しています。シスコでは、製品を購入い

ただいたお客様に 高のエクスペリエンスを提供するための取り組みをしています。シスコは、お客様が高品質の真のシス

コ製品を手に入れるための 良の方法は、シスコの認定チャネルを通じて製品を購入することであると考えます。 

次の Web サイトでは、非公式市場の製品やサードパーティ製コンポーネントの分野での知識を向上する方法や、インシデ

ントのレポート方法のガイドラインが示されています。 

● External Brand Protection Web サイト：www.cisco.com/go/brandprotection/ 

Smart Care サービスで非公式市場の製品または偽造製品が見られると感じた場合は、Cisco Brand Protection Office 

へ通報していただくようお願いします。 

疑いのある製品または活動を報告いただく場合は、以下へご連絡ください。 

● Web  

● 電子メール  

● 電話：  

◦ 北米から：877 571 1700（フリーダイヤル）  

◦ ◦北米以外から：770-776-5611  

二次市場製品をサポートするシスコのポリシーの詳細については、次のリンクを参照してください。 

● シスコ二次（灰色）市場ポリシー：http://www.cisco.com/en/US/prod/prod_warranty0900aecd801c35a3.pdf  

ネットワーク アプライアンスおよびクライアント 

ハードウェア取得ポリシー 
Cisco Smart Care サービスに参加いただくすべてのお客様には、ネットワークあたり 1 台のアプライアンスが提供されま

す。Smart Care Network ハードウェア アプライアンスまたは Smart Care ソフトウェア アプライアンスについては、お客様

とパートナーが相談の上決定します。この時点で、プログラムはネットワークの規模に基づいてハードウェアまたはソフトウ

ェア ルールに関連する制約事項は定義されていません。 

アプライアンスの所有権および管理  
Cisco Smart Care アプライアンスはシスコの所有物であり、お客様のサイトにインストールした後もシスコの所有物であり

続けます。 

ご参考までに、次のサイトに詳細が記載されています。常に 新データを得るためには、次のサイトを参照してください。

wwwin-eng.cisco.com/CA/Adv_Support_Tools/Smart_Care/ 

HW_Specs/Smart_Care_Network_Appliance_Installed_Base_Management.ppt 

1. インベントリ制限ポリシー： 

Smart Care パートナーは、Smart Care ネットワーク アプライアンスの 大オフライン インベントリを、有効な契約の 

10% に等しい量だけ（端数切り上げ）保持できます。オフライン インベントリは、お客様のネットワークから削除された

後シスコに返品されていないアプライアンス、または別のお客様のネットワークへ再導入されたアプライアンスの数に

基づいて算出されます。 
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例：  

● 有効な契約数が 1 ～ 10 のパートナーは、停止され割り当てのないネットワーク アプライアンスを 1 台保持でき、

アプライアンスを返品する必要ありません。 

● 有効な契約数が 35 のパートナーは、ネットワーク アプライアンスを 4 台、オフライン インベントリとして保持できま

す。 

パートナーのインベントリは毎月評価され、準拠違反があった時点で通知が送付されます。準拠違反があると、パート

ナーは新しい契約を作成する機能を失うことになります。この機能の喪失は、パートナーへの適切な事前通知なしに

は発生しません。 

2. 返品ポリシー： 

返品ポリシー：契約終了後 10 日間 

新しい契約作成権限の保留期間：契約終了後 60 日間（通知後） 

3. 通知スケジュール 

返品の要件およびポリシー：契約終了時点 

返品の要件：契約期間の 10 日前 

返品の通知：契約期間中 

エスカレーション/ポリシー違反通知：契約終了後 30 日間 

アクセス終了/違反通知：契約終了後 60 日間 

4. 返品プロセス 

以下に示す詳細とともに電子メールを次のアドレスへ送信してください。SmartCareApplianceReturn@cisco.com 

電子メールのタイトル：SMART CARE RETURN-ONLY ORDER – "パートナー名" – 契約番号 

電子メールの詳細： 

● パートナーの CCO/CPR ユーザ ID：  

● SmartCare 契約番号： 

● お客様参照番号（オプション：パートナーが RMA# を失った場合に使用する任意の値。この番号を使用して、RMA 

Status ツールで情報を検索可能）  

● 送付先/所在地 ID：  

● 送付先担当者名：  

● 送付先担当者情報：  

◦ 住所 1 

◦ 住所 2 

◦ 住所 3 

◦ 電話： 

◦ 電子メール： 

● 確認用連絡先  

◦ CCO ID：  

◦ 名前：  
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◦ 電子メール：  

◦ 電話：  

● サービス レベル：Advanced Replacement - Next Business Day 

● 部分的出荷：No  

● 障害クラス：Admin  

● 障害コード：Non-HW Failure 

● 障害の説明：SmartCare Return-Only Order  

● FRU PID：CSCS-1000-K9  

● FRU 数量：1  

● 追加メモ：RETURN-ONLY 
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