
 

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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Service Description: Advanced Services – Fixed Price 
 

 

Check Point to ASA 5505 Firewall Configuration Migration Service 
(ASF-CORE-ASA05-MIG) 

 
本文書では、固定料金アドバンスド サービス：Check Point to 
ASA Firewall Configuration Migration Service について説明しま
す。 

 
関連ドキュメント：本文書は、 

www.cisco.com/go/servicedescriptions/ に掲載された次のドキュ

メントと合わせてお読みください：（1）用語一覧（Glossary of 

Terms）、（2）対象外サービスのリスト。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

（Glossary of Terms）に記載されています。 

 
シスコによる直接販売。内部使用のためにシスコから本サー

ビスを直接購入したお客様の場合、本文書の内容は、マス

ター サービス契約、アドバンスド サービス契約、またはアド

バンスド サービスに基づくサービスの購入に適用されるシス

コとの他のサービス契約（以下「主契約」）に組み入れられ

ます。かかる主契約がない場合、本文書には、 

http://www.cisco.com/legal/advancedservices.html に掲載された契

約書（Terms & Conditions Agreement）に記載の条件が適用され

ます。再販を目的としてシスコから本サービスを直接購入した

お客様の場合、本文書は、System Integrator 契約、またはアド

バンスド サービスの再販に適用される他のサービス契約（以

下「マスター再販契約」）に組み入れられます。マスター再販

契約内にシスコ アドバンスド サービスの購入および再販に関

する規定、または同等の規定のいずれも含まれていない場合、

本文書には、マスター再販契約の規定、および  

http://www.cisco.com/legal/advancedservices.html に掲載されてい

る SOW 対象サービスの再販に関する契約内の各規定が適用さ

れます。SOW 対象サービスの再販に関する契約の目的上、本

文書は業務明細書（以下「SOW」）と見なされるものとしま

す。本文書と主契約または同等のサービス付属書もしくは契約

との間に食い違いがある場合は、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。シスコ認定リセラーから本

サービスを購入した場合、本文書は説明のみを目的とするもの

で、お客様とシスコとの契約には当たりません。本サービスの

提供に適用される契約がある場合は、お客様とシスコ認定リセ

ラー間の契約になります。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るものです。または、 

www.cisco.com/go/servicedescriptions/ から本文書やその他のシ

スコの Service Description のコピーを取得することもできます。 

 
 

Check Point to ASA Firewall Configuration Migration 

Service 

サービスの概要 

 
Cisco ASA 5505 Firewall Configuration Migration Service の Check 

Point により、リモートでの設定移行サービスを本件顧客に提供
します。シスコは、本件顧客が選択した 1 つの Check Point ファ
イアウォールのファイアウォール  ポリシーを、1 つの Cisco 

ASA 5505 ファイアウォール設定に変換します（以下「本サービ
ス」）。仮想化環境（Check Point または Cisco ASA のいずれ
か）が存在する場合、本サービスには、1 つのコンテキストの
ポリシーの変換が含まれます。これは、20 のルール、200 のオ
ブジェクト、および 2 つのインターフェイスに限定されます。 

 
本サービスには、以下の Check Point プラットフォームの 1 つ
から以下のアプライアンスへのファイアウォール ポリシーの変
換が含まれる場合があります。 

・ Check Point 4.x 

・ Check Point NG 

・ Check Point NGX 

・ Check Point Provider-1 

 
1 つのシスコ適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）5505

（7.x または 8.x ソフトウェア バージョンのもの） 

 

本サービスの実施場所 

 
本サービスはリモートで本件顧客に提供されます。 

 
Check Point ファイアウォールに関する情報収集 

 

シスコ側の責任 

 
・ ファイアウォール設定の移行に向けたインプットとして利

用するため、完全性を目的として、本件顧客から提供され
た以下の情報のレビューを行います。 

- 既存のコード バージョンおよびコンフィギュレーショ
ン ファイル（適切な Check Point ファイアウォールの
ポリシー ルールセットを含むもの） 

- 方式とインターフェイス設定の指定 

- Check Point ファイアウォールによってサポートされる
アプリケーションとプロトコル 

- 命名規則、ポリシー コントロールおよびワークフロー 

 
本件顧客側の責任 

 
・ 以下のものを提供します。 

- 既存のコード バージョンおよびコンフィギュレーショ
ン ファイル（適切な Check Point ファイアウォールの
ポリシー ルールセットを含むもの） 

- 方式とインターフェイス設定の指定 
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- Check Point ファイアウォールによってサポートされ

るアプリケーションとプロトコル 

- 命名規則、ポリシー コントロールおよびワークフ

ロー 

 
 
ファイアウォール ポリシーの変換 

 
シスコ側の責任 

 
・ 本件顧客から提供された Check Point 設定情報と ASA 移

行ツールを用いて、既存の Check Point ファイアウォール
設定およびセキュリティ ポリシー ルールセットを、Cisco 

ASA 5505 コンフィギュレーション ファイルおよびセキュ
リティ ポリシー ルールセットへと変換します。 

・ 精度の検証のため、Cisco ASA 5505 ファイアウォール コ
ンフィギュレーション ファイルと、本件顧客の従来の 

Check Point ファイアウォール設定のセキュリティ ポリ
シー ルールセットとを比較します。 

・ 理解と知識の移転を目的として、本件顧客とともに Cisco 

ASA 5505 コンフィギュレーション ファイルおよびセキュ
リティ ポリシー ルールセットのレビューを行います。 

 
 

本件顧客側の責任 

 
・ 理解と知識の移転を目的として、シスコとともに Cisco 

ASA 5505 コンフィギュレーション ファイルおよびセキュ
リティ ポリシー ルールセットのレビューを行います。 

 
 

全般的な顧客の責任 

 
・ 本件顧客が提供するすべての情報（設計、トポロジ、要

件に関する情報を含みますが、これらに限定されませ

ん）は、本件顧客の現在の環境において最新かつ有効な

ものと見なされます。シスコの本サービスは、本サービ

スの時点で本件顧客がシスコに提供した情報に基づきま

す。 

・ 本件顧客は、本サービスの完了は、本件顧客が本文書に記

載の責任を果たすことを条件とすることを確認します。 

・ 本サービスに参加する本件顧客のスタッフを特定し、そ
の職務を明確にします。当該スタッフは、アーキテク
チャ設計およびプランニング エンジニア、ネットワーク 

エンジニアを含みますが、これらに限定されません。 

・ 本件顧客のスタッフが、本サービスの過程において、情
報提供ならびに定期的な情報収集会議、面談、ミーティ
ングおよび電話会議に参加できることを保証します。 

・ シスコが提供する本サービスは、技術的なアドバイス、
サポートおよびガイダンスに限られます。 

・ 本件顧客は、本文書における本サービスの注文書をシス
コへ発行してから 90 暦日以内に本サービスが実施され、
完了することを明示的に了解し、これに同意します。 

 
 
 

請求および完了 

 
請求 

 
サービス料金は、本サービス完了時に請求されます。 

 
サービスの完了 

 
シスコは、本サービス完了時に、書面にて認定チャネルに通知

します。認定チャネルは、かかる通知の受領後 5 営業日以内に、

シスコの本サービス完了の確認書を提出するものとします。認

定チャネルが 5 営業日以内に本サービス完了の確認、または本

サービスを却下する理由の提示を行わなかった場合、認定チャ

ネルは、本文書に従って本サービス完了を受諾したと見なされ

ます。 
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