
 

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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用語一覧 
 
 
その他のサービス（Additional Services）とは、新しい

ハードウェアの設置、システムの追加、ハードウェア アッ

プグレード、フィールド エンジニアの派遣、または任意の

エンジニアリング交換を意味します。 
 
アドバンスド リプレイスメント（Advance Replacement）
は、シスコが必要と判断した場合、機能不全の Field 
Replaceable Unit（FRU）を受け取る前に、新品または新

品同等の代替の FRU を出荷するサービスを意味します。 
 
アドバンスド  サービス（Advanced Services ）は、

Advanced Services(AS) のサービス ディスクリプション

（http://www.cisco.com/go/servicedescriptions）や SOW 
に記述されているお客様が選択したサービスを意味しま

す 。 AS は 、 Smartnet や Software Application 
Services といったシスコの中核的な保守サービスは含

まず、いかなる製品の購入や保守にも関係しません。 
 
アドバンスド サービス エンジニア（Advanced Services 
Engineer）とは、アドバンスド サービスを購入したお客

様向けの主たる連絡口として指定されたシスコのエンジ

ニアを意味します。 
 
アプリケーション ソフトウェア（Application Software）
と は 、 Cisco Systems® Network management 
Software、Security Software、IP telephony Software、
Internet Appliance Software 、 Cisco® Intelligent 
Contact Management Software、 IP Contact Center 
Software および Cisco Customer Interaction Suite を
含む（ただしこれらに限定されない）、価格表に記載され

た、または、シスコ クラウド内の non-resident または 
standalone のソフトウェア製品を意味します。 

 
AS サ ー ビ ス  デ ィ ス ク リ プシ ョ ン （ AS Service 
Descriptions）とは、シスコが提供しているアドバンスド 
サ ー ビ ス に 関 す る 説 明 を 意 味 し ま す 。

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions で確認

できます。 
 
認定チャネル（Authorized Channel）とは、シスコが

サービスの販売を認定した、システム インテグレータ、

ディストリビュータ、または、リセラーを意味します。 
 
営業日（Business Days）とは、一般的にサービスを遂

行すべき関連地域内において、一週間のうちで運営が

承認された日を意味します。ただし、現地の休日やシス

コが定めた休日は除きます。 
 

Cisco.com（http://www.cisco.com）は、シスコのオンラ

イン サービスと技術情報を提供するシスコの Web サイ

トです。 

 

秘密情報（Confidential Information）とは、シスコまた

はお客様が当該の契約および相互の関係に関連して受

領する専有情報および秘密情報を意味します。上記の

秘密情報には、以下の情報が含まれますが、これらに限

定されません。営業秘密、ノウハウ、発明、手法、工程、

プログラム、概念図、ソフトウェア ソース ドキュメント、

データ、顧客リスト、財務情報、販売およびマーケティン

グ計画。または開示当事者の秘密情報、専有情報もしく

は営業秘密情報だと受領側当事者が知る、あるいは知

る理由を有する情報。さらにシスコの場合は、

Cisco.com に掲載されている情報。 
 
お客様（Customer）またはエンド ユーザ（End User）と
は、直接または認定チャネルのどちらかを通じて、内部

で使用するために本サービスを購入している事業体を意

味します。 
 
データ収集ツール（Data Collection Tools）とは、本

サービスの一環としてシスコがケースにおけるトラブル

シューティング、データ分析および報告書作成を行うた

めに必要となる、本ハードウェアおよび/または本ソフト

ウェアのツールを意味します。 
 
成果物（Deliverable(s)）とは、各 AS サービス ディスク

リプションおよび/または SOW に関して、該当する AS 
サービス ディスクリプションおよび/または SOW の規定

に従ってシスコから提供されるアイテム（ソフトウェア、レ

ポート、データ収集ツール、および/またはスクリプトを含

むが、これらに限定されない）を意味します。 
 
デポ時間（Depot Time）または現地時間（Local Time）
とは、ヨーロッパ、中東、アフリカで提供されているサービ

スの場合は中央ヨーロッパ時間を、オーストラリアで提供

されている場合はオーストラリアの東部標準時を、日本

で提供されている場合は日本標準時を、他のすべての

場所で提供されるサービスについては、太平洋標準時を

意味します。 
 
デバイス タイプ（Device Type）とは、シスコがサポート

するハードウェア製品（Cisco Catalyst® 6509 スイッチ、

GSR 12000、Cisco 7200 シリーズ ルータなど）を意味

します。 
 
ドキュメント（Documentation）とは、シスコが提供する

製品またはサービスと関係があり、印刷物、電子デー

タ、CD-ROM、動画のいずれの形式で配布されるもので

あるかを問わない、ユーザ マニュアル、研修資料、製品

の説明書および仕様書、技術マニュアル、ライセンス契

約書、補足資料ならびにその他の情報を意味します。 
 
設備リスト（Equipment List）とは、シスコがサービスを

提供するハードウェアおよび/またはソフトウェアのリスト

を意味します。 
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Event とは、計画されたネットワーク ハードウェア、ソフト

ウェアの履行や構成変更をお客様が通知することを意

味します。 
 

Feature Set Upgrade とは、強化された構成または

フィーチャー セットを含む、個別にライセンスされ、値付

けされたソフトウェア リリースを意味します。 
 

Field Replaceable Unit（FRU）または Service Part 
Support とは、ハードウェアのアイテムまたはユニットに

おいて、合理的な理由がある場合、シスコの単独の裁量

により、お客様サイトで新品または新品相当と交換でき

るコンポーネントまたはサブアセンブリを意味します。

FRU もサイズ制限および重量制限の対象となることが

あります。 
 
第一レベル  サポート（First Level Support）または

Level 1 とは、シスコ製品、ソフトウェア、ソリューションに

関する一般的な情報の提供、ハードウェア/ソフトウェア

設定および製品/テクノロジーのインストールまたはアッ

プグレード中に発生した契約対象外の問題の支援、明ら

かなハードウェアの問題の特定および解決、利用可能な

ドキュメントを活用した既知の問題の特定および解決、

基本的なインターネットワークのトラブルシューティング

に関する専門知識の提供、標準ソフトウェアのプロトコル

や機能に関する基本的なサポート、ネットワーク トレース

と診断データの収集、お客様に対する定期的なステータ

ス レポートの提供、簡単な問題の判断および関連技術

情報の収集、請求およびサブスクリプション管理の支

援、クラウド セットアップおよび設定に関する電話サポー

ト、操作に関するお客様の質問への回答、ユーザ レベ

ルのデバイス セットアップに関するユーザおよびお客様

サポートを実施することを意味します。 
 

4 時間以内対応（Four-hour Response）における、

4 時間とは以下を意味します。 
 

• アドバンスド リプレースメント サービスの場合、シス

コが問題を診断し、FRU が必要だと判断した時点

から、FRU がオンサイトに配送されるまでの時間 
 

• オンサイト サービスの場合、シスコが問題を診断

し、オンサイトでの修復サービスが必要であると判

断した時点から、シスコ担当者がオンサイトに到着

するまでの時間 
 
ハードウェア（Hardware）とは、利用可能な有形のシス

コの機器、装置またはコンポーネントを意味します。 
 
知的財産権（Intellectual Property）とは、以下のあらゆ

る有形および無形のものを意味します。（i）著作権、著作

隣接権、人格権、マスク ワークおよびこれらの派生物など

を含む、世界中の著作物に関連する権利、（ii）商標およ

び商号に関する権利、ならびに類似の権利、（iii）営業秘

密に関する権利、（iv）特許権、意匠権、アルゴリズムその

他の産業財産権、（v）法の適用、契約、ライセンスまたは

その他の方法により生じたか否かにかかわらず（いかな

る呼称であれ世界中のあらゆる種類および性質の）その

他すべての知的財産権および産業財産権、および（vi）こ
れらの権利について現在有効であるかまたは今後効力

を生じるすべての登録、原出願、更新、派生、継続、分割

または再発行（前記のものに対する権利を含む）。 
 
レベル 0 サポート（Level 0 Support）とは、お客様の操

作の記録、適切なリソース チームへのアサイン、症状お

よび該当のハードウェア/ソフトウェアの文書化、サービス

契約および重大度レベルの確認、問題の初期分類およ

びビジネスへの影響の判断、あらかじめ用意された定型

文による一般的な質問への回答、お客様へのセルフヘ

ルプ ツールまたはマニュアルの使用依頼、既知の障害

またはサービス レベルへの影響に関するお客様への通

知、お客様へのステータス ページの案内、一般的な使

用レベルの既知の問題に関するお客様サポート、操作

に関するお客様の質問への回答、既知の使用レベルの

問題に関するユーザ サポート、文書化された既知のプ

ロセスで解決可能な問題への対応を実施することを意味

します。 
 
メンテナンス リリース（Maintenance Release）とは、メ

ンテナンス修正を行い、場合によりソフトウェアの追加機

能を提供する、ソフトウェアの差分リリースを意味しま

す。シスコはメンテナンス リリースを、ソフトウェアのバー

ジョン番号 [x.x.（x）または x.x.x.（x）] の 10 の位の右側

または 100 の位の右側の数字を変更することで表して

います。 
 
メジャー リリース（Major Release）とは、ソフトウェアの追

加機能を提供するソフトウェアのリリースを意味します。シ

スコはメジャー リリースを、ソフトウェアのバージョン番号 
[（x）.x.x] の 1 の位を変更することで表しています。 

 
マスター契約（Master Agreement）とは、シスコ サービ

ス ディスクリプションにおいて以下を意味します。 
 

• サービス ディスクリプションに記載された内容の

サービスを社内使用のためにシスコから直接購入し

た場合：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、シスコからサービスを購入する

場合に適用される同等の契約。マスター契約が存

在しない場合、

http://www.cisco.com/web/about/doing_business
/legal/terms_conditions.html に記載されている契

約規定書が適用されます。 
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• シスコ認定リセラーが再販目的でサービス ディスク

リプションに記載された内容のサービスをシスコか

ら直接購入した場合：システム インテグレータ契約

またはサービスの再販に適用される同等の契約（別

名「マスター再販契約」）。貴社のマスター再販契約

に、サービスの購入に適用される条件が含まれてい

ない場合、マスター再販契約に加えて SOW 対象

サ ー ビ ス の 再 販 に 関 す る 契 約 規 定 書

（ http://www.cisco.com/web/about/doing_busines
s/legal/terms_conditions.html ） が適用され、本

サービス ディスクリプションは、かかる契約規定書

に基づく作業指示書と見なされます。 
 
マイナー リリース（Minor Release）とは、メンテナンス

修正およびソフトウェアの追加機能を提供するソフトウェ

アの増分リリースを意味します。シスコはマイナー リリー

スを、ソフトウェアのバージョン番号 [x.（x）.x] の 10 の位

を変更することで表しています。 
 
ネットワーク（Network）または環境（Environment）と
は、お客様が実装し、運用およびサポートしている、相互

接続および相互運用されている一連のシスコ サポート

対象ハードウェアおよびソフトウェアを意味します。 
 
ネ ッ ト ワ ー ク  イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ （ Network 
Infrastructure）とは、コアとなるトランスポートおよびア

グリゲーション ネットワーク テクノロジー（メトロ オプティ

カル、ATM/フレーム リレー、IP コア、および、ファイア

ウォール、IDS、VPN3000 を含み、これらに限定されな

いシスコ セキュリティ デバイスなど）を意味します。 
 
ネットワーク  インフラストラクチャ  サイズ（Network 
Infrastructure Size）とは、お客様が購入してお客様

ネットワークに導入した製品の、グローバル価格表に基

づく製品価格合計を意味します。 
 
「偽造品（Non-Genuine Products）」とは、（i）シスコの

文書による合意を得ずに、シスコ パートナーのロゴ、シ

スコの商標、サービス マーク、または、その他のシスコ 
マークが付いた製品、（ii）シスコ、またはシスコより生産

を許諾された製造業者によって生産されたもの以外の製

品、（iii）純正のシスコ製品を偽造または模倣する意図で

生産された製品、または（iv）あらゆる形態の著作権表

示、トレードマーク、ロゴ、秘密性の表示、シリアル番号

または対象外製品特定情報が削除、変更、または破壊

された製品を指します。 
 
オンサイト（On Site）とは、お客様の施設（以下「サイ

ト」）でサービスが実施されることを意味します。 
 
オープン ソース（Open Source）とは、オープン ソース 
プロバイダーによって市販されているか、「強化されたリ

リース」と見なされるサードパーティ製ソフトウェアであっ

て、シスコまたはシスコが認識しているプロバイダーに

よってテストおよび提供され、シスコのハードウェアおよ

びソフトウェア相互運用性マトリクスで認定されたものを

意味します。 
 
価格表（Price List）とは、本サービスを発注または提供

する国に適用される、サービスの価格表を意味します。 
 
製品（Product）とは、市販されている、シスコのハード

ウェアおよびソフトウェア製品を意味します。 
 
発注書（Purchase Order）または PO とは、当該の契約

に基づいてシスコが提供するサービスについて、書面また

は電子データでシスコに提示する注文書を意味します。 
 
ハードウェア補修メンテナンス（Remedial Hardware 
Maintenance）とは、ハードウェア コンポーネントを診断

し、オンサイトで FRU と交換することを意味します。 
 
リモート サービス（Remote）とは、シスコの施設からお

客様へ提供されるサービスを意味します。 
 
レポート（Reports）とは、当該の契約の規定に基づいて

シスコが提供するレポート、推奨、ネットワーク構成図、

および関連のソフトウェア以外の成果物を意味します。 
 

RMA とは、Return Material Authorization（不良品交換

プロセス）を意味します。 
 
スクリプト（Scripts）とは、当該の契約の規定に基づいて

シスコが提供するソフトウェア スクリプト、マクロおよび

バッチ ファイルを意味します。 
 
第二レベル サポート（Second Level Support）または

レベル 2 サポート（Level 2）とは、複雑な設定の問題へ

の対応やシミュレーション（再現）の実施、ハードウェア/ソ
フトウェアに関する問題の解決、製品の欠陥の特定、トラ

ブルシューティング/解決に関するアクション プランの定

義、ビジネスへの影響に基づく問題の優先順位設定、優

先順位に応じた一時的/恒久的なソリューションに必要な

リソースの特定、シスコおよびサードパーティ製ツールに

対する専門知識の提供、トレース分析、診断、データ分

析手法に対する専門知識の提供、実稼働環境への導入

前のソフトウェアとハードウェアの相互運用性テスト、修

正プログラム導入前のラボでのテスト、回避策または代

替策の特定および実装、第三レベル サポートにエスカ

レーションする際に、担当者に対して問題を完全に再現

する手順の提示を実施することを意味します。 
 
サービス（Services）とは、認定チャネルまたはお客様

（該当する場合）が選択した、1 つまたは複数のシスコ 
サービス オプションを意味します。 
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シグネチャ ファイル（Signature File）とは、ネットワーク 
シグネチャ パッケージで構成されたファイルを意味しま

す。Intrusion Detection System/Intrusion Prevention 
System（IDS/IPS）機能を備えたシスコ製品に含まれる

シグネチャ データベースを更新するためのものです。こ

のシグネチャ データベースは、シグネチャ ファイル ライ

ブラリ内のデータ パターンとネットワーク トラフィックを比

較するために、IDS/IPS 製品で使用されます。IDS/IPS 
は、比較することで悪意のある不審なネットワーク トラ
フィックの振る舞いを検出します。そのためシグネチャ 
ファイルは、IDS/IPS 製品にインストール後は、シグネ

チャ データベースとして不審な振る舞いを検知するため

に利用されます。 
 
シグネチャ ファイル通知（Signature File Notification）
とは、新たなシグネチャ ファイルがダウンロードできるよ

うになったことを、Cisco.com への掲載、電子メール、ま

たは他の Web ベースのツールを利用して、お客様に通

知することを意味します。 
 
ソフトウェア（Software）とは、シスコが提供するソフト

ウェア プログラム（そのあらゆるコピー、更新、アップグ

レード、変更、機能強化、および派生成果物を含む）を意

味します。 
 
ソフトウェア トラック（Software Track）とは、単一のソフ

トウェア リリースで対応できる可能性のあるハードウェア

特性の固有の組み合わせ（デバイス固有の機能、ネット

ワーク層、地域、ハードウェア プラットフォーム、機能、モ

ジュール要件、安定性要件、リスクなど）を意味します。 
 
標準営業時間（Standard Business Hours）とは、以下

の規定を意味します。（i）障害が発生した製品の交換に関

しては、営業日のデポ時間（午前 8 時から午後 5 時）、

（ii）Cisco TAC の問い合わせケース処理に関しては、各 
TAC 地域の営業日の営業時間（午前 8 時から午後 5 
時）、（iii）アドバンスド サービスに関しては、サービスが実

施される各地域の営業日の営業時間（午前 8 時から午後 
5 時。欧州および新興市場では午前 9 時から午後 5 時 
30 分）。日本における標準営業時間の詳細は「Cisco テク

ニカル サービス ご利用ガイド」をご参照下さい。 
 
作業指示書（Statement of Work）または SOW とは、

両当事者が合意した、シスコによって提供されるサービ

スおよび成果物（存在する場合）を定義する文書を意味

します。 
 

TAC とは、Cisco Technical Assistance Center（テクニ

カル アシスタンス センター）を意味します。 
 
テクニカル サポート サービス（Technical Support 
Services）とは、

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions にテクニ

カル サポート サービスとして指定されている、運用およ

びメンテナンスに関して必要な事前事後双方のサポート 
サービスを意味します。 
 
テ ク ノ ロ ジ ー  ア プ リ ケ ー シ ョ ン （ Technology 
Application）とは、ネットワーク インフラ レベルで運用

されないコンテンツ ネットワーキング、ブロードバンドお

よび IP テレフォニーを含む（ただしこれらに限定されな

い）特定のテクノロジーを意味します。 
 
第三レベル サポート（Third Level Support）またはレ

ベル 3 サポート（Level 3）とは、未知の問題の特定およ

び解決、レベル 1 およびレベル 2 サポート以上の特化し

た専門知識を示す必要がある製品および複合ソリュー

ションの回避策の特定および実装、ラボでのさまざまな

シミュレーションによる問題の再現、製品/ソフトウェアの

開発エンジニアリング サポートとのインターフェイスとし

ての役割、サードパーティ製ソフトウェア/ハードウェアに

起因する可能性のある相互運用性の問題の特定を実施

することを意味します。 
 
サードパーティ製品（Third Party Products）とは、以下

のためにシスコが指定する、第三者のハードウェアおよ

び/またはソフトウェア、ならびにそのすべてのアップグ

レード/更新を意味します。 
 
(i) シスコの該当するアプリケーション ソフトウェア ドキュ

メントに準拠したアプリケーション ソフトウェアの運用 
 

(ii) シスコによるアプリケーション ソフトウェアのサポート 
 
ト ラ ン ザ ク シ ョ ナ ル  ア ド バ ン ス ド  サ ー ビ ス

（Transactional Advanced Services）とは、作業指示

書に基づいて販売される、プロジェクト関連サービスまた

はコンサルタント サービスを意味します。 
 

2 時間以内対応（Two-hour Response）における、2 時
間とは以下を意味します。 

 
• アドバンスド リプレイスメントの場合、シスコが問題

を診断し、FRU が必要だと判断した時点から、FRU 
がオンサイトに配送されるまでの時間 

 
• オンサイト サービスの場合は、シスコが問題を診断

し、オンサイトでの修復サービスが必要であると判

断した時点から、シスコ担当者がオンサイトに到着

するまでの時間 
 
更新（Update）とは、お客様が該当するハードウェアま

たはソフトウェアを、当初取得したものと異なる設定/
フィーチャ セットにアップグレードし、アップグレードに対

して適用されるライセンス料が支払われている場合を除

き、当初取得したものと同じ設定/フィーチャ セットを含む

シスコのソフトウェア メンテナンス リリース、マイナー リ
リースおよびメジャー リリースを意味します。更新には

フィーチャ セットのアップグレードは含まれません。 
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