
 

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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シスコの対象除外ポリシー
（社外向け） 

以前のドキュメントからの統合 

ドキュメント： 

英語版ファイル番号 EDCS-12001055 

フランス語版ファイル番号 EDCS-12001056 

バージョン：バージョン 1.6 

 
日付：2021 年 8 月 

 
（英語の原文において）大文字で記載されている用語は 

用語集で定義されています。 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/terms.pdf
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セクション 1 - 対象外サービスおよび保証の対象外となる事由 

一般条件 

お客様は、サービスの利用権限を確立するために必要な製品およびソフトウェア （以下、「インス

トールベース」と呼びます）のインベントリを維持することの責任を単独で負うものとします。シス

コは、My Cisco Entitlements のセルフヘルプツールを提供し、シスコの Asset Management サービス

を購入できるようにすることで、最新のインストールベース インベントリを維持できるようにお客様

を支援します。 

該当するサービスディスクリプション文書または保証書に明示的に記載されていないサービスまたは

保証事由は、以下を含め、ただしこれらに限定されず、当該サービスディスクリプションまたは保証

の対象外になります。 

1. 別段の書面による合意がない限り、サービスおよび保証の対象は、通常販売している製品およ

びソフトウェア リリース/バージョンのみになります。 

2. 有効な保守契約が設定されていない製品向けのサービス。 

3. 保証期間が満了し、有効なサービス契約がない製品向けのサービスまたは保証。 

4. 有効なライセンスが設定されていない製品またはシスコもしくはシスコ認定リセラー以外から

購入した製品向けのサービスまたは保証、あるいはそれらの製品のアップデートとバグ修正を

含むソフトウェアサポート。シスコは、このような製品に関して、該当する検査が実施され、

該当する再ライセンス料金が支払われるまでサポートの提供を停止する権利またはサポート

サービス契約もしくは製品保証を終了させる権利を保有します。 

5. シスコが非純正品と判断する製品向けのサービス。非純正品とされた製品向けのいかなる保証

サポートおよびサービスは無効です。シスコは、関連するあらゆるサポートサービス契約また

は保証を直ちに解除する権利を保有します。その非純正品に関連して提供されたあらゆる交換

部品またはその他の資材は、シスコに返却しなければなりません。 

6. 国外においてシスコ担当者または下請業者が特定の国籍、市民権、言語、または情報アクセス

権限（つまり、機密事項、極秘事項の取扱権限）を要求するサービス。ただし、シスコにより

別段の書面による合意が明示的に示された場合はこの限りではありません。 

7. 屋外に設置されている製品向けのサービスまたは屋内に設置されているがサービスの提供時に

特別な設備を必要とする製品向けのサービス。シスコは、かかる特別なアクセス設備の提供に

対し責任を負わず、適用がある職場の安全規則に準拠したアクセスを提供するまではサービス

を提供しません。 

8. シスコ製品にインストールされたシスコ以外のソフトウェア向けのサービス。 

http://www.cisco.com/go/mce
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9. 住宅で提供されるサービス。 

10. 依頼者以外の者がサービスを受ける権利を有する製品のサービスまたは保証。 

11. 権限を保有する当事者がサービスリクエストを開始していない製品向けのサービス。 

12. サードパーティ製品から生じた、またはシスコの管理の範囲を超えた原因に起因する、もしく

はお客様が本ドキュメントに定める責任を履行しなかったことに起因するソフトウェアまたは

ハードウェアの問題を解決するためのサービスまたはソフトウェア。 

13. 以下の 1 つ以上によって変更、修正、取扱上の誤り、毀損または損傷のあった製品のサポート

または交換。（i）自然現象、（ii）環境に起因する障害、（iii）お客様による必要な措置の不履

行、（iv）お客様の過失または意図的な作為もしくは不作為またはシスコが提供する文書に指

定された以外の方法での使用、（v）意図的かつ永続的な表面上の変更、または（vi）第三者の

作為もしくは不作為。 

14. シスコとの保守契約を購入する以前に動作不能だった製品のサポートや交換。 

15. シャーシ ベースのサービス料金に含まれている製品かどうかにかかわらず、特定のサポート終

了日（LDoS）を過ぎた製品のサポート。 

16. 備品もしくは付属品の提供、または消耗品の交換（バッテリ、ケーブル、送風機、電源コード

およびラック マウント キットなど）。 

17. シスコではさまざまなベンダーのソリッドステートドライブを使用しています。すべてのソ

リッドステートドライブは、物理的な書き込み制限の影響を受け、製造元によって設定された

最大使用制限仕様が異なります。シスコでは、シスコまたは製造元によって設定された最大使

用制限仕様を超えたソリッドステートドライブをシスコ単独の判断では交換しません。 

18. FRU の数量が 3 個を超えるハードウェア交換。エンドユーザが故障した各ハードウェアを 

FRU レベルまで掘り下げてトラブルシューティングしなかった場合に、エンジニアリング変更

通知またはフィールドアラートに記述された広範な問題点が原因で発生した交換を含みます。 

19. 新しいまたはアップデートしたソフトウェアを稼働させるために必要なハードウェアまたは

サードパーティ製品のアップグレード。 

20. ソフトウェアおよびハードウェアのカスタマイズまたはインストール作業（更新のインストー

ルを含みます）。 

21. シスコによる問題のエスカレーション時に必要とされる場合を除き、エンドユーザの所在地を

訪問するために発生する費用。 

22. 製品外部の電気作業または現場での作業。 
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23. シスコが返却、修復または処理した製品（もしくはその部品）上の、お客様またはサードパー

ティのデータの消去またはその他の削除。 

24. 別段合意がある場合を除き、メディア、ドキュメント、バイナリコード、ソースコード、また

は電子的もしくはその他の形態によるアクセスを含む、ソフトウェアの権限は付与されませ

ん。さらに、別段の指定がない限り、本ソフトウェアに対する権利、使用またはライセンスは

付与されず、お客様はそのような権利を取得しないことを確認し、合意するものとします。 

25. シスコによる別段の指定がない限り、アプリケーション ソフトウェアは、シスコが提供する 

SMARTnet、SNTC または Small Business Support Service の一部としてはサポートされず、

Software Application サービス（SAS/U）または Cisco Software Support サービス（SWSS）

サービスディスクリプションにのみ基づいてサポートされます。 

26. オープンソースコミュニティがサポートするプロジェクト ソフトウェア エディションについ

ては、シスコは実稼働対応のオープンソースとはみなしません。したがって、サービス契約に

基づいてシスコがサポートを提供する対象にはなりません。 

27. シスコまたはシスコ認定リセラー以外からサービス契約（SmartNET など）を購入した製品向

けのサービス。 

28. 製品に関連付けられているスマート ライセンシング プラットフォームに預けられたシスコ ソ

フトウェア ライセンスを購入、変更、または使用する際に、適用される条件に違反があった製

品向けのサービス。シスコは、a）正規のシスコ ソフトウェア ライセンスのその時点での定価

を当事者に請求し、b）サポート契約、スマートアカウント、バーチャルアカウント、および

ホールディングアカウント、ならびにシスコ ユーザー プロファイルとアクセス権の終了を含

む、他の実行可能な措置を追求する権利を留保します。 

29. サポート終了日（LDoS）に達した組み込み（OS）ソフトウェアリリース向けのサポート。 

このドキュメントについて 

本ドキュメントの最新版は、英語版とフランス語版があり、ワランティーWeb サイトの一部です。 

シスコ エンド ユーザー ライセンス契約（EULA）は、英語版およびフランス語版があり、シスコリー

ガル情報サイトに掲載されています。 

以前に、https://www.cisco.com/jp/go/warranty に掲載されていた保証およびサービスの対象外に関す

るポリシーに対し本契約が優先し、かかるポリシーは本契約に組み込まれます。 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/eula/eula-french-canada.pdf
https://www.cisco.com/jp/go/warranty
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セクション 2 - シスコの保証およびサービス サポートの対象外となる、
破壊、盗難または廃棄されたシスコ製品 

概要 

お客様のネットワークの完全性は最重要事項です。お客様のネットワークを適切にサポートするシス

コの能力は、そのようなネットワーク内のシスコ製品および関連ソフトウェアが、破壊されたり、盗

まれたり、廃棄材料で構成されたりしていない純正の製品またはソフトウェアから成ることを基本前

提としています。以下のポリシーはこの重要な前提を確立することを目的としています。このポリ

シーは随時、予告なく変更される場合があります。 

A. 目的： 

本ポリシーは、破壊、盗難または廃棄された製品向けの保証およびサービスサポートが無効であるこ

とを定めます。本ポリシーは、シスコの商標および著作物、ソフトウェア ライセンス、非純正品、シ

スコ認定リセラーおよびディストリビュータが正規かつ純正のシスコ製品およびサービスを販売する

ことを認めるプログラムに関する他の関連するシスコのポリシー、その他本ポリシーで言及されてい

るシスコのポリシーをサポートし、それらと一貫性を保つことを目的としています。 

B. 対象： 

本ポリシーはグローバルに適用されます。 

C. 定義： 

1. 「破壊された製品」とは、事故、自然に起因する原因（地震、ハリケーン、火災、洪水、また

はその他の悪条件にさらされることなど）を含みますが、これらに限定されない、あらゆる状

況下において、または何らかの過失、または故意もしくは違法な行為もしくは不作為（テロ行

為または有害な物質、状況もしくは材料への暴露を含みます）を原因として「破壊された」と

判断され、破壊されたと宣言されたシスコ製品を意味します。 

2. また、「破壊された製品」とは、「破壊された」ものであることがお客様、シスコ認定リセ

ラーもしくはディストリビュータまたは シスコに提供される破壊証明書（COD）に記載され

た「破壊された」製品を法的に所有し、またはかかる製品の所有権を有するその他のサード

パーティ（すなわちお客様の保険業者）により確認された製品を意味する場合もあります。 

3. 「盗難品」とは、お客様が盗難について適切な司法当局に届け出て、お客様の指定代理人を介

してシスコに通知したシスコ製品を意味します。シスコは、対象となる製品の状況に関してお

客様または法執行機関に確認情報を求めることがあります。 
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4. 「廃棄品」とは、その耐用年数の終わりに達したか、または品質管理その他の理由により廃棄

すべきであるとシスコが決定し、廃棄処分の対象に指定されるか、またはシスコもしくは指名

されたシスコ認定修理パートナーによって実際に廃棄されるシスコ製品を意味します。 

D. ポリシー： 

1. ワランティー（保証）：シスコは、破壊された製品、盗難品、廃棄品についてはいかなる種類

の保証サポートも提供しません。 

書面によるシスコの保証（https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/warranty-listing.html または

その他に記載）は、破壊された製品、盗難品、廃棄品には一切適用されません。 

2. サービス：シスコは破壊された製品、盗難品、廃棄品の販売は行わず、これらの製品向けの

サービスも一切提供しません。シスコが提供するサービス（シスコ価格表に記載されているも

の）は、破壊された製品、盗難品、廃棄品に一切適用されません。 

3. 破壊された製品、盗難品、廃棄品に関連するあらゆるサービス契約またはハードウェアもしく

はソフトウェアの保証義務は、一切無効です。製品が破壊された製品、盗難品または廃棄品で

あることをシスコが知り、確認した場合、シスコはかかる破壊された製品、盗難品または廃棄

品向けのあらゆる関連サービスまたは保証サポートを直ちに終了するものとし、その他の選択

可能な措置を講じることができます。破壊された製品、盗難品、廃棄品に対するいずれかまた

はすべての関連サービスサポートを終了した場合、返金は行われません。 

4. 再生品：シスコは、破壊された製品、盗難品、廃棄品を再生するサービスを提供せず、かかる

サービスの提供をサードパーティに許可または認可することもありません。シスコの認定再生

品プログラム（https://www.cisco.com/c/en/us/buy/cisco-capital-finance/refresh/overview.html 

参照）および関連するソフトウェア ライセンス（https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw-

sw-relicensing-program.html#~policy#~using 参照）は、破壊された製品、盗難品、廃棄品には

適用されません。したがって、上記セクション D（1）および（2）は、あらゆる種類の再生の

試みが行われた破壊された製品、盗難品、または廃棄品に等しく適用されます。 

5. 検査：シスコは、破壊された製品、盗難品、廃棄品についていかなる種類の中古品検査および

再認定も行わず、かかる検査および再認定の許可または認可も行いません。 

6. 返品許可：シスコは、代替品先行配送サービス向けのシスコの返品許可（RMA）プロセスの一

環として、破壊された製品、盗難品、廃棄品を受け付けません。シスコに直接またはシスコ認

定リセラーを経由して送付された破壊された製品、盗難品、廃棄品は、シスコの RMA 要件を

満たすものとは認められません。 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/warranty-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/buy/cisco-capital-finance/refresh/overview.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw-sw-relicensing-program.html#%7Epolicy
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw-sw-relicensing-program.html#%7Epolicy
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw-sw-relicensing-program.html#%7Epolicy
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E. ポリシーの含意： 

1. 破壊された製品、盗難品、または廃棄品であることが（シリアル番号に基づいて）明らかに

なったシスコ製品は、いかなる種類の保証またはサービスサポートの対象にもならないものと

して、シスコのデータベース内で適切に識別されるものとします。 

2. 破壊、報告を受けた盗難、または廃棄の対象となったシスコ製品について有効な保証サポート

またはサービスは、かかる破壊が行われると直ちに無効となり、解除されます。 

3. シスコは、破壊された製品、盗難品、廃棄品について一切の義務および責任を負わないものと

します。 

4. シスコの代替品先行配送サービスおよび保証サポートに従ってお客様がシスコから代替品を受

け取り、破壊された製品、盗難品または廃棄品を不適切にシスコに（代替品先行配送サービス

の対象になった実際の欠陥のあるシスコ製品ではなく）返却した場合、シスコは、純正のシス

コ代替品のその時点における定価をお客様に請求する権利を留保するとともに、お客様のサ

ポート契約の解除またはその他の選択可能な措置を含む対策を講じることができます。 

5. シスコは、破壊された製品、盗難品、廃棄品をお客様のネットワーク内に留めておくことによ

り生じるリスクを排除または低減するために、破壊された製品、盗難品、または廃棄品をすべ

てお客様のネットワークから削除することをお勧めします。 
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セクション 3 - シスコの保証およびサービスサポートの対象外になる無
認可の製品および違法に輸入された製品 

概要 

本文書では、本ポリシーで説明する「無認可」の製品および「違法に輸入された」製品のカテゴリに

分類される Cisco® 製品のサポートに関する Cisco Systems® のポリシーについて記述します。 

シスコのポリシーは、関連のあるその他のシスコポリシーおよびプログラムをサポートし、それらと

の一貫性を保つことを目的としています。そのようなポリシーおよびプログラムには以下のものが含

まれますが、これらに限定されているわけではありません。 

ハードウェア検査およびソフトウェア再ライセンスプログラム

（https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw_sw_relicensing_program.html）、シスコ認定再生

品（https://www.cisco.com/c/en/us/buy/cisco-capital-finance/refresh/overview.html）、対象外と

なる非正規品、破壊された製品、盗難品、廃棄品 

（https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/warranty-listing.html）、正当かつ純正のシスコ製品お

よびサービスの販売をシスコチャネルパートナーに認可するチャネルパートナープログラム

（https://www.cisco.com/c/en/us/partners/partner-with-cisco/channel-partner-program.html）、本

文書内で言及されているその他すべてのシスコのポリシー。 

A. 対象： 

無許可の製品および違法に輸入された製品のサポートに関する本ポリシーは、グローバルに適用され

ます。 

B. ポリシーの定義： 

1. 「無認可の製品」とは、シスコの認定チャネルネットワーク外で調達もしくは販売またはその

両方が行われた新品または中古のシスコ製品を意味します。 

2. 「違法に輸入された製品」とは、適用法およびシスコの知的財産権に違反して、シスコの同意

なしに特定の国または地域に輸入された新品または中古のシスコ製品を意味します。 

3. 「認定チャネルネットワーク」には、次のものが含まれます。 

1. シスコからエンドユーザカスタマーへの直接販売。 

2. シスコからシスコチャネルパートナーへの販売（エンドユーザカスタマーへの直接販
売または、欧州経済領域（EEA）内における他のシスコチャネルパートナーまたは
ディストリビュータ）。 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw_sw_relicensing_program.html
https://www.cisco.com/c/en/us/buy/cisco-capital-finance/refresh/overview.html
https://www.cisco.com/c/en/us/buy/cisco-capital-finance/refresh/overview.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/warranty-listing.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/partner-with-cisco/channel-partner-program.html
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3. シスコ ディストリビュータ（エンドユーザカスタマーに再販を行うシスコチャネル
パートナーへ販売する販社、または、EEA内における他のシスコチャネルパートナー
またはディストリビューターへも販売する販社）。ただし、製品の購入者が、当該の
シスコチャネルパートナーまたはディストリビュータに適用される契約上で合意され
た地域内に存在する場合に限ります。 

注：EEA内のシスコチャネルパートナーの場合、EEA全域のすべての関係者への販売が含まれます。 
 

4. 「シスコチャネルパートナー」とは、エンドユーザが所在する地域におけるシスコ機器の再販を

シスコが認可したシスコ登録パートナー、認定パートナー（ゴールド、シルバー、プレミア、セ

レクトなど）、および専門パートナーを意味します。シスコチャネルパートナーの情報は、

Cisco Partner Locator（http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/jsp/partner_locator.jsp）で公

開されており、シスコによって随時更新されています。 

5. 「シスコディストリビュータ」とは、エンドユーザが所在する地域でのシスコ機器の再販をシス

コによって認可されたシスコディストリビュータ、ディストリビューション パートナー、または

認定ディストリビュータを意味します。シスコディストリビュータの情報は Cisco Distributor 

Locator（http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/jsp/distributor_locator.jsp）で公開されてお

り、シスコによって随時更新されています。 

6. 「エンドユーザカスタマー」とは、該当する購入注文をシスコに対して行う当事者によって当

該シスコ製品の最初のエンドユーザとして特定された企業を意味します。 

C. ポリシー 

1. サービスと保証：違法に輸入された製品および無認可の製品は、シスコの保証の対象になりま

せん。違法に輸入された製品は、サポートサービスの対象外です。無認可の製品は、物理的検

査に合格し、かかる無認可の製品に対して適用される適切なソフトウェアライセンス料金が、

当該の無認可製品を使用するエンドユーザーまたはその代理人によって支払われたこと（また

は、事前の支払いが行われていない場合は、かかるライセンスに対して支払いが行われたこ

と）を示す適切な証明をシスコに提示した場合にのみ、サポートサービスの対象となることが

あります。サービスの契約復帰手数料など、その他の料金が適用される場合があります。 

2. 再生品：シスコは、サードパーティによる無認可の製品の再生を認可または承認しません。ただ

し、シスコ認定再生品プログラムを通じて再生品を販売する場合があります。当プログラムに関

する情報は、https://www.cisco.com/c/en/us/buy/cisco-capital-finance/refresh/overview.html を参照

してください。シスコのソフトウェア移転/再ライセンスポリシーに関する情報については、

https://www.cisco.com/en/US/prod/cisco_software_transfer_relicensing_policy.html を参照してくだ

さい。 

http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/jsp/partner_locator.jsp
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/jsp/distributor_locator.jsp
https://www.cisco.com/c/en/us/buy/cisco-capital-finance/refresh/overview.html
https://www.cisco.com/en/US/prod/cisco_software_transfer_relicensing_policy.html
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3. 検査料：シスコの検査料および検査プロセスの詳細については、地域の弊社担当営業までお問

い合わせください。 

4. ソフトウェアサポート：お客様は、最新の有効なライセンスを購入している場合にのみ、ソフ

トウェアバージョンと機能セットのダウンロードおよびインストール、ならびにサポートを受

けることができます。そのようなソフトウェアアップデートをインストール、ダウンロード、

アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様はシスコ エンド ユーザー ライセンス契

約の条項に従うことに同意したことになります。通常、ソフトウェアアップデートは、購入済

みのソフトウェアのメンテナンスリリースです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップ

デートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア機能セット、ま

たはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。 

D. ポリシーの含意 

1. 違法に輸入された製品は、シスコの保証、サービス、またはソフトウェアサポートの対象外で

す。無許可の製品は、いかなる種類のシスコ保証の対象にもなりません。あらゆる無認可の製

品は、検査、ライセンス購入（該当する場合）、およびその他適切なプロセスを経て適格とさ

れない限り、いかなるサービスまたはソフトウェアサポートの対象にもなりません。シスコ

は、違法に輸入された製品および無認可の製品に対するサービス契約を終了する権利、または

サービス契約範囲を拒否する権利を留保します。シスコは、違法に輸入された製品および無認

可の製品に対するサービス契約の終了に関連していかなる返金も行わない権利を留保します。 

2. 製品の検査が実施され適切なソフトウェアライセンスが購入された後で作成されるサービス契

約で詳述するように、シスコは無認可の製品に対していかなる義務または責任も負いません。 

3. 以下の場合、シスコは（a）シスコ純正の代替製品の当該時点での最新表示価格をお客様に請

求し、（b）お客様のサポート契約の終了という最大レベルの処置を含め、実施可能なその他

の処置を行うことができるものとします。 

(i) お客様がシスコから代替製品を受け取った場合 

(ii) 先行代替製品が提供された、実際に不具合のあったシスコ製品ではなく、対象外の無
認可製品（検査および適切なライセンス購入が行われていないもの）がシスコに返却
された場合 

4. シスコは、違法に輸入された製品および無認可の製品を購入してお客様のネットワーク内で使

用するリスクを抑制するために、購入製品の供給元と品質を確認することをお客様に推奨して

います（供給元が不明であれば品質も不明であり、予期しないリスクが発生する可能性があり

ます）。さらにシスコでは、無認可の製品のシスコ サポートに対する適格性や、それらの製品

に適用されるソフトウェア ライセンスの有効性を確認するようお客様に推奨しています。 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/end_user_license_agreement.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/end_user_license_agreement.html
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セクション 4 - シスコの保証およびサービス サポートの対象外になる非
純正のシスコ製品 

概要 

お客様のネットワークの完全性は最重要事項です。お客様のネットワークを適切にサポートするシス

コの能力は、そのようなネットワーク内のシスコ製品および関連ソフトウェアが、破壊されたり、盗

まれたり、廃棄材料で構成されたりしていない純正の製品またはソフトウェアから成ることを基本前

提としています。以下のポリシーはこの重要な前提を確立することを目的としています。このポリ

シーは随時、予告なく変更される場合があります。 

A. 目的： 

本ポリシーは、非純正品については保証およびサービスサポートが無効であることを定めます。本ポ

リシーは、シスコの商標および著作物、ソフトウェアライセンス、破壊された製品、盗難品、廃棄

品、ならびにシスコのチャネルパートナーが正規かつ純正のシスコ製品およびサービスを販売するこ

とを認めるチャネルパートナー直接・間接プログラムに関するポリシーなど、他の関連するシスコの

ポリシーおよび本ポリシーで言及されている他のシスコのポリシーを補完し、それらと一貫性を保つ

ことを目的としています。 

B. 対象： 

本ポリシーはグローバルに適用されます。 

C. 定義： 

1. 「非純正品」とは、以下のシスコ製品を意味します。 

(a) シスコの同意なしに、またはシスコのポリシーに違反してマーク付けされた製品 

(b) シスコに由来しない製品、またはシスコの承諾なく製造された製品 

(c) 純正のシスコ製品を偽造または模倣することを意図し、純正のシスコ製品の偽造品ま
たは模造品として製造、マーク付けまたはラベル付けが行われた製品 

(d) 認定されたシスコ製品ではないにもかかわらず、認定されたシスコ製品として頒布ま

たは販売された製品 

2. 「マーク」とは、シスコのマークならびにシスコおよびその関係会社のその他の商標、ロゴお

よびサービス マークを意味し、https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/legal/trademarks.html に記

載されています。また、「マーク」とは、シスコ登録パートナーのロゴ、およびシスコ認定

パートナーが使用資格を有する各シスコ認定パートナーのマークを意味します。詳細について

は、https://www.cisco.com/go/partner/logo に記載されています。 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/legal/trademarks.html
https://www.cisco.com/go/partner/logo
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D. ポリシー： 

1. ワランティー（保証）：シスコは、非純正品についてはいかなる種類の保証サポートも提供し

ません。書面によるシスコの保証（https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-

listing.html [英語] またはその他に記載）は、非純正品には一切適用されません。 

2. サービス：シスコは、非純正品の販売は行わず、非純正品についてのいかなる種類のサービス

も提供しません。シスコが提供するサービス（シスコの価格表に記載されているもの）は、い

かなる非純正品にも適用されません。 

3. 非純正品に関連するあらゆるサービス契約またはハードウェアもしくはソフトウェアに対する

保証義務は、一切無効です。製品が非純正品であることをシスコが知った場合、シスコはかか

る非純正品のあらゆる関連サービスまたは保証サポートを直ちに終了するものとし、その他の

選択可能な法的措置を講じるものとします。非純正品に対するいずれかまたはすべての関連

サービスサポートを終了した場合、返金は行われません。 

4. 再生品：シスコは、非純正品を再生するサービスを提供せず、かかるサービスをサードパー

ティに許可または認可することもありません。シスコの認定再生品プログラム

（https://www.cisco.com/c/en/us/buy/cisco-capital-finance/refresh/overview.html 参照）および関

連するソフトウェア ライセンス（https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw-sw-relicensing-

program.html#~policy#~using 参照）は、非純正品には適用されません。したがって、上記セク

ション D（1）および（2）は、あらゆる種類の再生の試みが行われた非純正品に等しく適用さ

れます。 

5. 検査：シスコは、非純正品についていかなる種類の中古品検査および再認定も行わず、かかる

検査および再認定の許可または認可も行いません。 

6. 返品許可：シスコは、代替品先行配送サービス向けのシスコの返品許可（RMA）プロセスの一環

として、非純正品を受け付けません。シスコに直接またはシスコ認定リセラーを経由して送付さ

れた非純正品は、シスコの RMA 要件を満たすものとは認められず、破棄される場合がありま

す。 

E. ポリシーの含意： 

1. 非純正品であることが明らかになったハードウェアまたはソフトウェアは、いかなる種類の保

証またはサービスサポートの対象にもならないものとしてシスコのデータベース内で適切に識

別されるものとします。 

2. 非純正品とされた製品向けのいかなる保証サポートおよびサービスは無効です。 

3. シスコは、非純正品について一切の義務および責任を負わないものとします。 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/buy/cisco-capital-finance/refresh/overview.html
https://www.cisco.com/c/en/us/buy/cisco-capital-finance/refresh/overview.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw-sw-relicensing-program.html#%7Epolicy
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw-sw-relicensing-program.html#%7Epolicy
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw-sw-relicensing-program.html#%7Epolicy
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4. シスコの代替品先行配送サービスおよび保証サポートに従ってお客様がシスコから代替品を受

け取り、非純正品を不適切にシスコに返却した場合、シスコは、純正のシスコ代替品のその時

点における定価をお客様に請求する権利を留保するとともに、お客様のサポート契約の解除ま

たはその他の選択可能な措置を含む対策を講じることができます。 

5. シスコは、非純正品をお客様のネットワーク内に留めておくことにより生じるリスクを排除ま

たは低減するために、非純正品をすべてお客様のネットワークから削除することをお勧めしま

す。 

 

セクション 5 - サードパーティによる修理：シスコの保証およびサービ
ス サポートへの影響 

概要 

Cisco Systems® は ISO 9000 および ISO 14000 の認証を受けており、最高水準の製品品質および顧客

満足度の確保に努めています。ISO の認証を維持し、高い顧客満足度を実現するために、Cisco® は世

界中の適格な修理サービス企業と契約を締結しています。これらの企業は（シスコの下請業者とし

て）、シスコの保証およびサービス契約上の義務に関連するサポートを提供します。 

シスコでは、Field Replaceable Unit（FRU）を含む部品または製品を評価、修理、または交換するた

めに認定修理会社を採用しています。FRU は、現場で交換できる、シスコが製造した物品のコンポー

ネントもしくは部分組立品またはシスコが製造した製品のユニットを指します。例としては、シャー

シ、プラグで接続可能なモジュール、電源、および製品固有のプリント回路基盤の部品（ラインカー

ドなど）です。 

シスコ認定の修理サービスパートナーは、十分な製品の評価、再生、およびテストサポートを提供す

るために、継続的な専門トレーニングを受けます。シスコは、このようなパートナーに対し、認定交

換部品および以下のものに対するアクセスを認めています。 

最新の更新に関する設計変更指示（ECO）  

シスコのエンジニアが策定したテスト計画および手順  

ダイナミックバーンインチャンバおよびプロファイル 

必要なすべての商用試験システムを含めて、テスト計画をサポートする、完全に統合され自動

化された運用テストステーション 

テストプロセスおよびデータ収集を制御する自動テストスクリプト 
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構造の完全生、機能性、光パラメトリックおよびライブトラフィックのテストを含む、シスコ

が定義した製品ファミリ固有のものなどのテスト方法論 

お客様のニーズを損なうことなく、製品の機能および信頼性を確認するための品質保証プログ

ラム 

サードパーティによる修理 

シスコ認定の修理サービスパートナー（前述のとおり）は、シスコ製品向けの自社ブランドの修理ま

たはその他のサービスを提供するサードパーティ修理企業とは区別する必要があります。ここで言及

しているサードパーティ修理企業は、シスコ チャネル パートナー プログラムにおけるシスコ認定

チャネルパートナーおよびリセラーとも区別する必要があります。 

シスコはいかなるサードパーティ修理サービス企業も「認可」「認定」「承認」「推奨」して

おらず、そのような企業の資格、能力、適格性を検証し、その他これらについて意見を述べる

ことはできません。 

シスコでは、そのようなサードパーティ修理サービス企業に対し、いかなる交換用および予備

の部品も販売および提供していません。 

シスコでは、そのようなサードパーティ修理サービス企業が修理した製品向けのいかなる保証

も提示および提供していません。そのようなサードパーティ修理企業を利用することを選択し

たお客様は、自己の責任でこれを行います。 

すべてのシスコのソフトウェア ライセンスは購入者であるエンドユーザに対して付与され、譲

渡不可能です。シスコのソフトウェア エンド ユーザー ライセンス契約の条項（EULA）は、

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html を参照してください。

当該条項には、ライセンスをその他の者に移転、譲渡、またはサブライセンスすること、およ

び非認可または中古のシスコ機器上でソフトウェアを利用することを禁止する「一般的な制

限」条項が含まれています。 

お客様が、製品の障害または不具合を報告し、その障害または不具合がサードパーティ修理企業に起

因するとシスコが判断したときに、シスコは、保証または SMARTnet® などのシスコサポートプログ

ラムにおけるサポートの対象外にする権利を留保します。 

さらに、シスコは、当該サービスを提供した後に、製品の不具合の根本原因がサードパーティベン

ダーまたはサードパーティベンダーが供給する製品にあるとシスコが判断したときに、シスコは、お

客様に提供されるサービスの代金をお客様に請求する権利を留保します。障害または不具合がサード

パーティ修理企業の利用に起因しないとシスコが結論づけた場合、シスコは、保証またはシスコサ

ポートプログラムの対象であるとして、影響を受けた製品に対して引き続きサポートを提供します。 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html
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メモリ、ケーブル、プラグで接続可能なモジュールを含みますがこれらに限られない、サードパー

ティのコンポーネントを取り付けまたは利用することを選択したお客様は、自己の責任でこれを行い

ます。シスコのサードパーティ コンポーネントに関するポリシーの詳細については、

https://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_item09186a00800b5594.html を参照してくだ

さい。 

シスコの限定保証の詳細については、https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/warranty-listing.html を参

照してください。 

 

セクション 6 - サードパーティ コンポーネント 

シスコのガイドライン： 

サードパーティ コンポーネントに対するサポート 

サードパーティのメモリ、ケーブル、ギガビット インターフェイス コントローラ（GBIC）、フィル

タ、またはその他のシスコ製ではないコンポーネントの利用に対するサポートおよび保証について、

シスコのガイドラインは次のとおりです。 

お客様が製品の障害または不具合を報告し、かかる障害または不具合がお客様またはリセラー

によるサードパーティのメモリ製品、ケーブル、GBIC、フィルタ、その他のシスコ製ではない

コンポーネントの利用に起因するとシスコが考えるときに、シスコは自己の裁量により、保証

または SMART Net Total care™ サービスなどのシスコサポートプログラムにおけるサポートの

対象外にすることができます。 

ネットワーク内で製品の障害または不具合が生じ、かかる障害または不具合がお客様またはリ

セラーが取り付けたサードパーティのメモリ、ケーブル、GBIC、フィルタ、その他のシスコ製

ではないコンポーネントの利用に起因しないとシスコが結論づけたときに、シスコは、保証ま

たはシスコサポートプログラムの対象であるとして、影響を受けた製品に対して引き続きサ

ポートを提供します。 

不具合またはエラーの内容は、シスコのサポート義務を決定するための鍵です。 

また、シスコは、当該サービスを提供した後に、製品の不具合の根本原因がサードパーティベンダー

が供給する製品にあるとシスコが判断したときに、シスコは、お客様に提供されるサービスの代金を

お客様に請求する権利を留保します。 

 
 
 

このポリシー文書は、EDCS# 12001054 に詳細が記載されたシスコの社内ポリシーに従います。 

（使用のための予約番号） 

https://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_item09186a00800b5594.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/warranty-listing.html
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