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TAC サービスリクエストツール(TSRT) をご利用いただきありがとうござい

ます。 このツールでは、お客様がお持ちのサービス契約に基づき、Cisco 
Technical Assistance Center（TAC）の サービスリクエストを オンラインで

作成いただけます。。。。 
 
TAC サービスリクエストサービスリクエストサービスリクエストサービスリクエストツールツールツールツール (TSRT) にアクセスするにアクセスするにアクセスするにアクセスする 
 
テクニカルサポート トップページより、サービスリクエストサービスリクエストサービスリクエストサービスリクエストのののの新新新新規規規規オープンオープンオープンオープン をクリック

して TSRT にアクセスします。また、日本語版 TSRT の URL を入力して、TSRT に直接

アクセスすることも可能です。 
 
Japan テクニカルサポートの URL：http://www.cisco.com/jp/go/tac  
 
日本語版 TSRT の URL ：http://www.cisco.com/jp/go/tac/sr 
 

 
 



必要条件必要条件必要条件必要条件：：：：    アクセスアクセスアクセスアクセス権権権権のののの取得取得取得取得 
 
TAC サービスリクエストツール（TSRT）へのログインには、Cisco.com ユーザ ID とパス

ワードが必要です。 また、サービスの提供を受けるためには、Cisco.com ユーザ ID に有

効なサービス契約番号を全てを予め登録しておく必要があります。 
 
実際にサービスリクエストを申請される、申請者ご自身の Cisco.com ユーザ ID とパスワー

ドを使用して、TSRT にログインしてください。Cisco.com ユーザ ID をお持ちでない場合

は、下記 URL から登録を行ってください。 
 
Cisco.com ユーザ ID 登録フォーム (Cisco.com Registration) の URL： 
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do?locale=ja_JP 
 
サービス契約番号の追加登録は、Service Access Management Tool（SAMT）登録が可能

な方（主にパートナー様）は、貴社 SAMT 管理者様に契約番号の一括登録の手続きをご依

頼ください。 
SAMT をご利用されてないお客様は、Cisco.com プロファイルマネージャの <その他のア

クセス> のタブから登録いただけます。 
Cisco.com プロファイルマネージャの URL: 
http://tools.cisco.com/RPF/profile/additional_csm_contracts.do 
 
契約番号がご不明な場合、または、現在有効なサービス契約をお持ちでない場合は、貴社の

シスコ サービス契約情報の管理担当者にお問い合わせください。あるいは、シスコ認定パ

ートナーまたはリセラー、シスコ アカウント担当者にお問い合わせください。 
 
注意注意注意注意１１１１：：：：日本語版 TSRT へのアクセスをしたにも関わらず、英語版 TSRT にナビゲートさ

れた場合、画面右中の Select Language : Japanese をクリックすると、日本語版 TSRT
にアクセスできます。 

 



注意注意注意注意２２２２：：：：日本語版 TSRT で新規サービスリクエストを申請しますと、Japan TAC により日

本語でサポートが提供されます。 サポート時間は Japan TAC の営業時間内に限ります。

英語版 TSRT で新規サービスリクエストを申請された場合には、Global TAC により英語で

のサポートが提供されます。 
  
 
 
 
 
 
ログイン後、４つのステップでサービスリクエストを申請します。  
 
1. リクエストの設定  
2. 障害内容の詳細  
3. 製品の選択   
4. 完了 
 



 1. リクエストのリクエストのリクエストのリクエストの設定設定設定設定 
 
障害障害障害障害のののの評価評価評価評価 と 連絡先情報連絡先情報連絡先情報連絡先情報 を設定します。 

 

 
 
 
TAC Case Collection 
実際に TAC エンジニアがサポートしてきた事例を検索し、参照できるツールです。ハード

ウェア、ソフトウェア、設定、パフォーマンス等について、症状や質問とそれに対するソリ

ューション情報を提供しています。 



注意注意注意注意１１１１：：：：TSRT で申請されたサービスリクエストは自動的にシビラティ 3 に設定されます。

シビラティ 1 、またはシビラティ 2 のネットワークダウンに関する緊急サービスリクエ

ストを申請する場合は、Japan TAC に電話またはメールにて申請をしてください。 
各シビラティの定義に関しては、サービスリクエストコンタクトをご確認ください。 
 
サービスリクエスト ガイドの URL ： 
http://www.cisco.com/web/JP/support/loc/contact/index.html 
 
 
障害障害障害障害のののの評価評価評価評価      
サービスのサービスのサービスのサービスの停止停止停止停止にににに関関関関するするするする質問質問質問質問では、ネットワーク障害により、サービスの中断など業務に

重大な影響を与えているかを確認します。（必須） 
 
注意注意注意注意２２２２：：：：TSRT では、シビラティ３、４の新規サービスリクエストの受付を前提としていま

すので、この質問には いいえいいえいいえいいえ と回答されることを予測しております。はいはいはいはい と回答された

場合は、サービスリクエスト番号が発行された後、シビラティ１、２での対応が必要である

かの状況把握の質問を担当者からさせて頂きます。 
 
連絡先情報連絡先情報連絡先情報連絡先情報  
ご希望の連絡方法を電話電話電話電話または E メールメールメールメール    から選択して下さい。（必須） 
お客様の連絡先は、TAC サービスリクエストツールにログインされた Cisco.com ユーザ

ID のプロファイル情報が自動的に入力されます。  
プロファイル上に登録されている電話番号、又はメールアドレスが２つある場合は、プルダ

ウンメニューから選択ができます。 このサービスリクエスト申請のみに使用する連絡先を

入力する場合は、そのそのそのその他他他他ののののメールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス 、そのそのそのその他他他他のののの電話番号電話番号電話番号電話番号を選択して、に入力します。 
 
お客様の Cisco.com プロファイル情報を編集するには、Cisco.com プロファイルマネージ

ャ にアクセスして変更して下さい。 
 
サービスリクエストサービスリクエストサービスリクエストサービスリクエストのののの受付受付受付受付けけけけ完了完了完了完了メールのメールのメールのメールの受信受信受信受信をををを希望希望希望希望しますかしますかしますかしますか    に はいはいはいはい と回答した場合、 
サービスリクエスト番号の確認メールが受信できます。 サービスリクエスト受付け完了メ

ールの際に CC:が必要な場合は、そのそのそのその他他他他ののののメールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス(CC)    に入力します。複数設定

の場合は、カンマ（,）で区切り、スペースを入れずに入力してください。 

 
 



2. 障害内容障害内容障害内容障害内容のののの詳細詳細詳細詳細 
 
障害内容障害内容障害内容障害内容のののの詳細詳細詳細詳細の記入、テクノロジーカテゴリテクノロジーカテゴリテクノロジーカテゴリテクノロジーカテゴリの選択、おおおお客様客様客様客様のののの作業状況作業状況作業状況作業状況の選択をします。 

 

 
 
 
障害内容障害内容障害内容障害内容のののの詳細詳細詳細詳細  
サービスリクエストサービスリクエストサービスリクエストサービスリクエストのののの件名件名件名件名、、、、障害内容障害内容障害内容障害内容のののの詳細詳細詳細詳細（必須）、、、、追加情報として、ルータ名またはノ

ード名、ソフトウェアバージョン を入力します。サービサービサービサービスリクエストスリクエストスリクエストスリクエストのののの件名件名件名件名は、サービス

リクエストの受付け完了メールの件名となります。 
 
注意注意注意注意１１１１：：：：障害内容障害内容障害内容障害内容のののの詳細詳細詳細詳細 には、現行のメールおよび電話によるサービスリクエスト申請時

にご提供いただいている、エンドユーザ様の情報、問題の発生頻度、再現性の有無や再現方

法などに関する情報も入力してください。ログ等がある場合、どのような状況 (問題の発生

中、復旧後など) で取得された情報か等を入力して頂くことで、迅速かつ的確なトラブルシ

ューティングが実施できます。 



障害内容の詳細の記入内容は、「こちらのテンプレートをご利用ください」をクリックして

開き、サービスリクエスト申請用テンプレートをコピーしてご利用ください。 
 
テクノロジーカテゴリテクノロジーカテゴリテクノロジーカテゴリテクノロジーカテゴリ（必須） 
テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー の選択肢の中から、お問い合わせ内容に最も近いキーワードを選択します。

ここで選択したテクノロジーに従って、関連する サブテクノロジーサブテクノロジーサブテクノロジーサブテクノロジー の選択肢が更新され

ますので、この中からお問い合わせのキーワードをさらに詳しく定義します。その後、ププププ

ロブレムタイプロブレムタイプロブレムタイプロブレムタイプ の選択肢の中から、お問い合わせの種類を定義します。 
 
おおおお客様客様客様客様のののの作業状況作業状況作業状況作業状況（必須） 
設計、設定、導入、運用、更新 の５つの選択肢の中から、お問い合わせ内容に最も近い作

業状況を選択します。 
 
 



3. 製品製品製品製品のののの選択選択選択選択 
 
製品製品製品製品のののの選択選択選択選択    をします。 

 
 
製品製品製品製品のののの選択選択選択選択 
サービスを受ける製品名と該当の契約番号を検索します。製品名と契約情報を検索には、シ

リアル番号で検索、または、製品名、契約番号、サービスレベル、製品の設置場所などの複

数項目から検索します。 
 
 
注意注意注意注意１１１１：：：：ソフトウェアなどのシリアル番号がない、または、シリアル番号が管理されてな

いサービスの場合は、契約番号を入力して検索してください。  
 
シリアルシリアルシリアルシリアル番号番号番号番号： サービスリクエストの申請を最短で完了するためには、製品のシリアルシリアルシリアルシリアル

番号番号番号番号を入力します。 シリアル番号の入力により契約情報の確認がされ、申請完了の画面に

移動します。入力した内容を確認後、変更が必要な場合は編集が可能です。 
 
製品名製品名製品名製品名またはまたはまたはまたは説明説明説明説明、、、、契約番号契約番号契約番号契約番号：：：：    製品名、契約番号、サービスレベル、製品の設置場所な

どの複数の項目からの検索も可能です。検索項目を増やすことにより、検索結果を絞ること

ができます。 
 



注意注意注意注意２２２２：：：：検索結果は、Cisco.comユーザIDに登録されている契約番号内の情報に限られます。 
検索結果を増やすためには、Cisco.comユーザIDに、契約番号を追加してください。 
 
契約番号がご不明な場合、または、現在有効なサービス契約をお持ちでない場合は、貴社の

シスコ サービス契約情報の管理担当者にお問い合わせください。あるいは、シスコ認定パ

ートナーまたはリセラー、シスコ アカウント担当者にお問い合わせください。 
 
検索結果より該当のボタンをクリックして、次へすすんでください。 
 
シリアル番号の提示が必要なサービスプログラムの場合、シリアル番号の提示が求められま

す。 
 
シスコサービスリレーションにシスコサービスリレーションにシスコサービスリレーションにシスコサービスリレーションに確認確認確認確認するするするする 
TAC サービスリクエストは、サービス契約が現在有効な製品に対して申請いただけます。 
入力した情報が正しいにも関わらず、エラーメッセージが表示される場合には、シスコサシスコサシスコサシスコサ

ービスリレーションにービスリレーションにービスリレーションにービスリレーションに確認確認確認確認するするするする    をクリックし、完了画面で内容を確認の上、送信をして

ください。サービスリクエスト番号が発行され、担当者にて契約情報の確認が行われます。

契約情報についての追加の確認が必要な場合には、担当者より連絡をさせていただきます。 
 



4. 完了完了完了完了 
 
サービスリクエストサービスリクエストサービスリクエストサービスリクエストのののの申請申請申請申請をををを完了完了完了完了します。 

 
サービスリクエスト申請に提供した情報を確認します。 変更する場合は、詳細詳細詳細詳細をををを編編編編集集集集をク

リックして下 さい。 
画面に表示された情報が正確であることを確認したら、送信送信送信送信 をクリックします。 
 
注意注意注意注意１１１１：：：：戻っての編集はできません。内容を十分ご確認の上、送信して下さい。 
 
 



送信後、お客様のサービスリクエストサービスリクエストサービスリクエストサービスリクエスト番号番号番号番号が表示されます。サービスリクエスト番号をお

控ください。 

 
 
 
オプションのオプションのオプションのオプションの次次次次のステップのステップのステップのステップ 
 
ファイルのアップロードファイルのアップロードファイルのアップロードファイルのアップロード 
ファイルアップロード機能では、ファイルを追加情報として添付することができます。 ア
ップロードされた情報はサービスリクエストに添付され、シスコ TAC エンジニアによる問

題の解決に役立ちます。添付可能なファイルサイズは 10GB までです。 

 
１．アップロードするファイルを選択するには、Browseをクリックして、お客様のローカ

ルディレクトリのファイルを選択します。 
 
２．アップロードされるファイルのタイプを表すファイルタイプを選択します。 確実にフ

ァイルを添付するには、正しいファイルタイプが必要です。 
 



３．Comments for TACに任意の追加情報を入力します。 
Upload Files をクリックして、ファイルを送信します。 
 
複数のファイルをアップロードする場合は、ステップ 1 ～ 3 を繰り返します。 
 
注意注意注意注意１１１１：：：：ファイルは暗号化され、安全にアップロードされます。 
 
注意注意注意注意２２２２：：：：現在、日本語でのファイル名、コメントはサポートしておりません。半角英数ご

入力してください。日本語は入力すると文字化けします。 
 
注意注意注意注意３３３３：：：：ファイルアップロードには、下記の条件が必要です。 
ブラウザ：Microsoft Internet Explorer 6.0 以上、Mozilla Firefox 3.0以上 
Java: Java Runtime Environment (JRE) 1.6_17 以上 
詳細は System Requirements and Limitations をご参照ください。 
 
注意注意注意注意４４４４：：：：ファイルアップロードがツールにてできない場合は、E メールによるファイルアッ

プロードが可能です。 E メール件名にサービスリクエスト番号９桁を記載し、２０MB ま

でのファイルを添付して attach@cisco.com へ送信してください。 
 
 
サービスリクエストのサービスリクエストのサービスリクエストのサービスリクエストの更新更新更新更新とととと確認確認確認確認 
TAC サービスリクエストの検索ツールでは、各サービスリクエストの履歴と ステータスの

照会ができ、申請されたサービスリクエストのアップデートも可能です。また、全ての申請

されたサービスリクエスト、及び、過去 18ヶ月以内にクローズされたサービスリクエスト

の情報が表示されます。 
 
サービスリクエストのサービスリクエストのサービスリクエストのサービスリクエストの更新更新更新更新とととと確認確認確認確認    をクリック、または、このツールの右側にある TAC 
Service Request Tool -- My Requests からアクセスします。 



 
サービスリクエストサービスリクエストサービスリクエストサービスリクエスト番号番号番号番号、またはヘルプデスクヘルプデスクヘルプデスクヘルプデスク トラッキングトラッキングトラッキングトラッキング番号番号番号番号を入力して、Search を

クリックします。 お客様のサービスリクエストの履歴と詳細が表示されます。 
 
Advanced Searchでは、お客様の契約番号契約番号契約番号契約番号を入力します。 検索範囲を絞り込むには、ステ

ータス（オープン/クローズ）、特定の日付範囲、連絡先名などを入力します。 Searchをク

リックすると、お客様のサービスリクエストの履歴と詳細が表示されます。 
 
注意注意注意注意３３３３：：：：このツールは日本語サポートをしておりません。半角英数で入力してください。 
 
 
別別別別のサービスリクエストののサービスリクエストののサービスリクエストののサービスリクエストの作成作成作成作成 
サービスリクエストの申請を続けて行う場合は、リクエストの設定のページに戻ります。 
 
 
 
 
TSRT についてのご質問、ご不明な点がございましたら、japan-tac@cisco.com までご連絡

ください。 


