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公式プログラム規約 

シスコ グローバル サイバーセキュリティ  
スカラシップ プログラム 

 
応募または参加するために製品を購入する必要はありません。製品の購入が参加への当選確率に影響を与え
ることはありません。禁止事項または制限事項に該当する場合は無効となります。 

 
 

概要 
世界中でサイバーセキュリティに関する職務に必要な人員はおよそ 100 万人と予測されていますが、それ
に対応する人材が不足しています。グローバル シスコ セキュリティ スカラシップ（以下「スカラシップ」）
は、セキュリティ市場に参入するために必要なスキルを身に付けられる機会を提供します。本スカラシップ
はサイバーセキュリティ部門のスタッフの教育、トレーニング、スキルの再教育を支援し、大規模な人材不
足を解消するために必要なセキュリティ IT プロフェッショナルを育成します。 

 
本スカラシップの開始時刻は 2016 年 8 月 1 日午前 8:00（太平洋標準時）、終了時刻は 2017 年 7 月 31 
日午後 12:00（太平洋標準時）です。ただし、終了時刻前であっても、スカラシップ特典がなくなり次第、
終了となります（「スカラシップ期間」）。本スカラシップへの参加には、本公式規約への同意が必要です。
本スカラシップは、170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134 USA 所在の米国シスコシステムズ社
（「スポンサー」または「シスコ」）が提供します。 

 

応募資格 
本スカラシップは、応募時点で 18 歳に達している方（「申請者」）はどなたでもご参加いただけます。申
請者は、次の条件のうち 1 つまたは複数を満たしている必要があります。 

 
• シスコ技術者認定（CCNET、またはそれ以上） 
• 関連する業界認定 [(ISC)2、CompTIA Security、EC-Council、GIAC、ISACA] 
• Cisco Networking Academy の修了証（CCNA 1 と CCNA 2） 
• 承認されている米国軍の職務に 3 年以上従事 

 
申請者に同意いただく必要のある事項： 

• 今後 IT サイバーセキュリティの職務に就くこと 
• 3 ヵ月または 90 時間以内にトレーニングを完了すること 
• 成功事例を提供すること 

 
以下の該当者は本スカラシップに参加できません。（1）シスコの従業員、（2）シスコの従業員の肉親また
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は同一の世帯に属する家族構成員、（3）本スカラシップの開発または管理に関わる業務の従事者、（4）政
府および政府関連企業または組織の従業員あるいは業務委託先ベンダーの従業員、または（5）ガイドライン
または規定により本スカラシップへの参加もしくはスカラシップ特典の受領が認められない従業員。さらに、
バルカン諸国、ベラルーシ、ブルンジ、中央アフリカ共和国、コートジボワール、キューバ、イラン、イラク、
レバノン、リビア、ミャンマー（旧ビルマ）、北朝鮮、ソマリア、スーダン、南スーダン、シリア、ウクライ
ナ、ベネズエラ、イエメン、およびジンバブエに居住する場合は参加することができません。本スカラシップ
は、これらの国、また法律により禁止または制限されている地域では無効になります。 

 

応募方法 
オンライン申請書に記入し、資格基準を満たしていることの証明を提示してください。 

 
手順： 

1. オンラインで申請し、cisco.com/go/securityscholar [英語] にあるサインアップ フォームに記入しま
す。 

2. 応募資格を確認し、申請を送信します。シスコは申請の受領確認と申請後の手順に関するインスト
ラクションを送信します。 

3. 申請が受け付けられると、申請者はトレーニングに必要なセキュリティの基礎知識を確認するため
に、オンライン アセスメントを受けます。 

4. シスコは申請を評価し、適格性に基づいて選考過程を開始し、2016 年 8 月からスカラシップ合格者
のリストを発表します。 

5. シスコは合格者に合格通知のメッセージを送信します。このメッセージ内のリンクから、スカラ
シップ カリキュラム プログラムのポータルにアクセスできます。 

6. クラスは 2016 年 11 月から開始されます。3 ヵ月間で全プログラムが提供され、認定が行われます。 
7. スカラシップ トレーニングでは、スキルを審査した上で、先着 10,000 人まで参加が認められます。
シスコはスカラシップ特典がなくなるまで、四半期ごとに新規受講者を募集します。 

 

エントリーはスカラシップ期間中に受け付けられる必要があります。主催者は、エントリーの遅着、紛失、
遅延、損傷、誤送、不備、無効、破損、文字化け、判読不能、および/または理解不能、もしくはエント
リー提出時に申請者が被る可能性がある問題、バグ、または不具合に関して責任を負いません。不備がなく
有効なエントリーのみが受け付けられます。主催者はエントリーの受領を確認しません。申請者が参加資格
を得るためには、求められた情報をすべて提供する必要があります。主催者は、虚偽のエントリーや虚偽で
あることが疑われるエントリーを無効とする権利を留保します。不備があるか、判読不能もしくは理解不能
なエントリーは、主催者の単独裁量により不適格とされます。提出されたすべてのエントリーは、主催者単
独の財産となり、受領確認や返却はされません。 

 

審査基準 
申請者は、ネットワークの概念、セキュリティの概念、暗号化、ホストベースの分析、セキュリティ モニ

http://cisco.com/go/securityscholar
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タリング、攻撃手法、エンドポイント脅威分析とコンピュータ調査、ネットワーク侵入分析、データ分析と
イベント分析、およびインシデント処理の知識について評価するアセスメントを完了する必要があります。 

 
参加者は、3 ヵ月でトレーニングを完了することを確約した上で、アセスメントによって判定されたスキル 
セットに基づいて選出されます。アセスメントでは、許可されていない支援を受けることは禁止されていま
す。 

 

スカラシップ特典 
本公式規約の条件に従い、主催者が確認後、参加者には以下が与えられます。 

 
• 選出された参加者は、セキュリティ オペレーション センター アナリストとして認定されるための E 
ラーニング トレーニングを受けることができます。これは今までにないトレーニング パッケージで
あり、商品化されていません。インストラクタ主導による E ラーニング トレーニングは 2 つのコー
スと 2 つのアセスメントで構成されています。メンタリングとコーチングも含まれており、学習者
のキャリア形成において有意義な投資であると言えます。シスコ認定ラーニング パートナーが提供
するインストラクタ主導の標準的なコースの価値は、数千米ドルに相当します。教材は英語で作成
されています。トレーニングと関連アクティビティについては、追加の利用規約が適用される場合
があります。 

 
• 申請者 1 人につき、スカラシップ特典は 1 つに限定されます。販売価格は概算であり、スカラシッ
プ特典授与時の市況に応じて変動することがあります。参加者はスカラシップ特典の実際の販売価
格（ARV）と提示された ARV の間で生じる余剰金を得る資格はなく、またスカラシップ特典の提示
された ARV と実際の価格の差額は提供されません。参加者によるスカラシップ特典の交換、譲渡、
権利移転、現金化は認められません。主催者は、発表済みのスカラシップ特典が何らかの理由で入
手できなかった場合には、同等またはより高額な別の特典に変更する権利を留保します。適宜、主
催者の単独裁量により、スカラシップ特典を商品券、クーポンおよび/またはギフトカードの形で授
与することができます。参加者が何らかの理由で参加できなくなった、あるいはスカラシップ特典
もしくはスカラシップ特典の一部を受領できない場合、主催者はかかる参加者に対するいかなる義
務も負わないものとします。主催者およびスカラシップ特典提供者のどちらも、参加者へのスカラ
シップ特典授与後に紛失もしくは盗難にあった特典、カード、証明書は補填しません。いかなる場
合であっても、主催者は提示された個数を超えるスカラシップ特典を授与する責任を負いません。 

 

参加者に対する通知 
参加者には、主催者の判断により電子メールで通知されます。主催者の決定はあらゆる点で最終決定となりま
す。主催者は参加候補者に対し、資格認定/賠償請求/パブリシティ権の放棄に対する申請書（以下「権利放棄
書」）を送付する場合があります。法律により制限されない限り、かかる権利放棄書を受領した参加候補者は、
権利放棄書に記載された期間内に記入の上、返送することが求められます。次の場合は、参加者のスカラシッ
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プ特典が剥奪されることがあります。剥奪された場合は、主催者の裁量により、残りの有資格応募者の中から
代替の参加候補者が（上記の基準に従い）選出されます。（i）参加者と連絡がつかない場合、（ii）参加者が権
利放棄書のすべての所定欄に署名をせず、本公式規約に定められた期間内に書類を返送しない場合、または（iii）
何らかの理由により、参加者がスカラシップ特典を受け取ることができない場合。スカラシップ特典は、通知
後（該当する場合はさらに権利放棄書と関連文書の受領後）すみやかに参加者に送付されます。 

 

コンテンツとライセンス条項 
 

オリジナリティ 

申請者は本スカラシップに参加することで、エントリーについて次のことを保証し表明するものとします。 
 

• エントリーが合法的に作成されたオリジナルであり、それに関するすべての権利を申請者が保有す
ること 

• 第三者の知的財産権、プライバシー、パブリシティ権、あるいはその他の法的権利または人格権を
侵害していないこと 

• それまでに他のスカラシップの応募に使用していないこと、またはその他の特典を受けてないこと 
• それまでに何らかの媒体を通じて公開または配布されていないこと 
• 本規約で規定されている要件にあらゆる点で準拠していること 

 

第三者の権利 

申請者がすべての正当なライセンスを取得していない限り、エントリーのいかなる部分にも、第三者の商標、
著作権、ブランド、またはその他の財産を記載することはできません。エントリーには、第三者の権利（知
的財産権またはそれ以外の権利）を侵害する要素や、次のような商用コンテンツを含むことはできません。
（1）主催者が所有またはブランド化しているものを除く、何らかの製品またはサービスを宣伝するコンテ
ンツ、または（2）主催者、主催者の関連会社、パートナー、顧客、競合他社、またはその他第三者の名誉
を何らかの形で毀損するコンテンツ。申請者の提出物が第三者の権利を侵害するかどうかに関する主催者の
判断は、最終的なものとします。 

 

権限と権利放棄 

申請者は、本スカラシップに関連して、主催者にエントリーを送付するために必要な、あらゆる文書、ポリ
シー、および認定の取得について責任を負うことを了解し、同意するものとします。これには必要に応じて、
パブリシティ権の放棄、各種の許可および施設使用の許可などが含まれます（ただしこれらに限定されな
い）。申請者は以上のことを表明し保証するとともに、そのような許可のコピーを作成し、主催者の要求に
応じて提出するものとします。 

 
該当する場合、申請者は、名前、画像、肖像、および/または音声（「肖像」）をエントリーに含めること
について各個人の許可を得ていること、その個人の肖像を本規約に従って使用するために必要な権利を各個



© 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco 
 

5 / 8 ページ 

 

 
 

人が申請者に付与していること、および申請者がそのような許可のコピーを作成して主催者の要求に応じて
提出できることを、表明し保証するものとします。未成年者の肖像が含まれている場合、権利付与には、未
成年者の親、または該当する未成年者の肖像の使用を許可できる法定後見人の書面による許可が含まれる必
要があります。申請者は、エントリーに含まれる映像または写真の撮影を申請者が所有または管理していな
い私有地で行い、それらの私有地の許可が必要となる場合、書面による許可を得ていることを表明し保証す
るものとします。 

 
制約 

申請者のエントリーのテーマまたは文言には、裸体、性描写、不適切な行為、暴力、および薬物使用を含む
表現、またはそれらに対する言及など、エントリーを見る児童の親に不快感を与える内容を含めることはで
きません。 

 

ライセンスの付与 

本スカラシップに対するエントリーを提出する場合、申請者は主催者およびその関連会社、法定代理人、譲
受人、代理人、およびライセンス取得者に対して、申請者のエントリー、アイディア、エントリーに含まれ
る素材（いかなる録音/録画およびパフォーマンス（ただしこれに限定されない）を含む）を、目的を問わ
ず、時間や回数の制限なく、提出された状態でまたは主催者の裁量によって編集/変更された状態で、再現、
エンコード、保管、複製、送信、公開、投稿、放送、表示、上映、適応、展示、その他の形で使用または再
利用する無条件で取消不能な、永続的かつロイヤリティ フリーの権利および許可を付与するものとします。
これには、申請者の肖像および/または本スカラシップへの参加に関するステートメントを（申請者の名前
の使用に関わらず）、時間や地域の制限なくあらゆる媒体で、申請者またはその他の関係者による追加の対
価または承認を必要とすることなく使用することも含まれます。申請者は、主催者による提出物の使用を妨
げるすべての知的財産権、プライバシー/パブリシティ権またはその他の法的権利または人格権を放棄し、
主催者に対して提出物または申請者の肖像またはステートメントの使用に関する訴訟あるいは請求を行わな
いことに同意するものとします。本公式規約における権利の付与には、「人格権」と総称される、父権、完
全性、開示、取り消し、およびその他すべての権利が含まれます。適用法の下で人格権が付与されていない
場合は、法律によって許可される範囲で、申請者は主催者の裁量によってそのような人格権を放棄し、人格
権に違反する主催者のあらゆる行為を同意なしに承諾するものとします。 

 

一般条件 
スカラシップには、該当する連邦法、州法、現地法、および公式規約が適用されます。 

 
各参加者は、あらゆる地域、州、国、またはその他の適用される税金、およびスカラシップ特典に関するそ
の他の費用、経費、および料金について、全責任を負うものとします。該当する場合、参加者は授与された
スカラシップ特典の推定小売価格について、IRS Form 1099 またはその他の税務書類の送付を受けることが
あります。 
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申請者は、スポンサーおよびその正規代理人に対して、自身の氏名、住所（市区町村、都道府県、国）、写
真、音声、その他の属性を、現存する、または今後登場する全世界のあらゆるメディア、インターネット、
および World Wide Web において、永久に、告知、検討、審査、承認なしに無報酬で広告、販売および販促
目的に使用する権利を認めるものとします。 

 
主催者は、スカラシップ期間終了後は一切のエントリーの記録を保管する義務を負わないものとします。 

 
申請者は、参加することにより、次のことに同意するものとします。（a）本規約、および、最終的であり
拘束力のある主催者の決定に拘束されること、ならびに（b）法が禁止する場合を除き、本スカラシップお
よび本規約に関して多義性を主張する権利を放棄すること。一度提出されたエントリーは、削除またはキャ
ンセルできません。 

 

申請者は、主催者が、スカラシップ特典またはスカラシップに関連して、明示または黙示による、事実上ま
たは法的上の保証、表明、約束を一切行っておらず、いかなる方法によってもこれらに関して責任を負って
いないことを了解し、同意するものとします。すべての保証は破棄され、参加候補者は、スカラシップ特典
を現状どおりに無保証の状態で受け入れるものとします。スカラシップ特典の一部として特に記載されてい
ない、サポート サービスを含むすべての費用および経費については、参加者が全責任を負うものとします。 

 
エントリーの出所に関して紛争が生じた場合は、応募時に使用された電子メール アドレスの公認のアカウ
ント所有者が、そのエントリーを作成した人物と見なされます。「公認のアカウント所有者」とは、提出さ
れたアドレスに関して、ドメインの電子メール アドレスの割り当てに対して責任を負うインターネット ア
クセス プロバイダー、オンライン サービス プロバイダー、または他の組織から、電子メール アドレスの割
り当てを受けた自然人を意味します。 

 
適用される法律に従い、主催者はその単独裁量により次の権利を留保します。（a）本スカラシップおよび
本公式規約をいかなる理由でも、随時いかなる責任も負うことなく中止、終了、変更、一時中断する。（b）
通知をもって、本スカラシップの参加を制限する。 

 
すべての申請者は、商業的なプロモーションに参加する場合またはプロモーションのスカラシップ特典を受
領する場合は、適用される法令、規則、規制、契約上の制限および/または事務局もしくは会社の方針を遵
守する単独の責任を負うものとします。また、本スカラシップへの参加により、申請者は前述のいずれにも
違反しておらず、申請者の雇用主から参加許可を取得していることを確認します。申請者がスカラシップ特
典の受領を許可されていない場合、申請者はそのスカラシップ特典を主催者に返却し、主催者は必要に応じ
て送料を払い戻します。 

 
自動応募デバイスまたはソフトウェアの使用は禁止されます。本スカラシップへの登録または参加のために、
複数のアカウントを作成もしくは使用することは禁止されます。本スカラシップが第三者の Web サイト
（広範なコミュニケーション、コラボレーションおよび/または動画投稿を可能にするソーシャル メディア 
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サイトまたはプラットフォームなど）の機能を使用する、または必要とする場合、参加者は本スカラシップ
がかかる第三者の主催によるものではないことを了解し、適宜かかる Web サイトのポリシーを遵守するこ
とに同意するものとします。主催者は、参加者が応募過程または本スカラシップの運営に不当な干渉をして
いるか、または本公式規約に違反していると判断した場合、あるいは非協力的、非スポーツマン的、破壊的、
暴力的、強迫的にふるまった場合に、当該申請者を無資格と見なす権利を留保し、詐欺が疑われる場合、ま
たは主催者の力の及ばない事由が生じた場合に、本スカラシップを中止する権利を留保します。本公式規約
および/または本スカラシップに関する紛争に対しては、カリフォルニア州内法が適用されます。注意：ス
カラシップの正当な運営を故意に妨害しようとするいかなる試みも、刑法と民法に違反する可能性があり、
その場合は、スカラシップの参加資格を失うことになります。上記の試みがなされた場合、主催者は、法の
許す範囲において、刑事訴追も含め、損害賠償（弁護士費用を含む）を請求する権利を有するものとします。 

 
主催者は、次の事項に関する責任を負わないものとします。（a）システム エラーまたはシステム障害、送
信障害、その他の遠隔通信の不具合、応募の内容などに起因する応募書類の紛失、期間超過、宛先違い、配
信不能状態、不備、解読不能状態。（b）あらゆる種類の技術的な障害。（c）スカラシップに関連するかス
カラシップで使用する設備またはプログラミングの欠陥。（d）応募提出過程またはスカラシップ管理に対
する無許可の人的介入または機械的介入。（e）スカラシップの運営または応募処理の過程で生じ得る技術
的ミスまたは人的ミス。（f）主催者の合理的制御が及ばないその他の要因。主催者は、本スカラシップへ
の参加または本サイトからの資料のダウンロードあるいは資料の使用に関連した、またはそれにより被った、
人身の損傷または申請者または他の人物のコンピュータの損害について責任を負わないものとします。 

 
コンピュータのウィルス感染、バグ、改ざん、無許可介入、不正、技術的不具合、またはその他の主催者単
独の判断による理由、不正または運営者のセキュリティ、公正性、誠実性、本スカラシップの適切な実施に
影響する理由を含む何らかの理由で本スカラシップを予定通り実施できない場合、主催者はその単独裁量に
より本スカラシップを中止、終了、変更、一時中断する権利を留保します。本スカラシップが、上記の理由
により、本書に定めるスカラシップ期間の終了日より前に中止される場合、本スカラシップの Web サイト
に通知が掲示され、主催者の裁量により、変更や中止までに受領した残りの有効なエントリーの中から（上
記の審査基準によって）選ばれた参加候補者に、スカラシップ特典の一部または全部が授与されます。 

 
また主催者は、申請者またはその他の人物に対して、主催者の合理的制御が及ぶ範囲を超える理由、あるい
は不可抗力による事故、技術障害、設備故障、テロ行為、労働争議、合法か非合法かを問わずあらゆる種類
の行為/不行為、交通途絶、暴動、または主催者の制御が及ばないその他の類似のまたは異なる事由によっ
てスカラシップ特典が入手不可能または提供不能になった場合に、スカラシップ特典の全部または一部を提
供できないことの責任を負わないものとします。 

 

免責と権利放棄 
申請者は、主催者とその関連会社、部門、子会社、リセラー、ディーラー、ディストリビュータ、広告/プ
ロモーション代理店、およびそれらを代表するすべての理事、従業員、請負業者、代表者、代理人、およ
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び権利放棄対象者が、身体障碍または死亡を含む（ただしそれに限定されない）人体への直接的、間接的、
偶発的、派生的、懲罰的損害など、あらゆる種類の人的または物的損害について、その種類または性質を
問わず、申請者による請求、法的責任、訴因を免責される（責任を免除される）ことに合意するものとし
ます。上記に限らず、本サイト上および本スカラシップに関連するすべてのコンテンツは現状有姿で提供
され、商品性、特定目的への適合性および非侵害についての暗黙の保証を含め（ただしこれに限定されな
い）、明示的か暗示的かを問わず、いかなる保証もいたしません。一部法域では、偶発的または派生的な
損害に関する責任の制限または免除、あるいは暗黙的保証の免除が認められない場合があります。そのよ
うな地域では、該当する法域の法律で認められる範囲でのみ、制限または免除が適用されるものとします。 

 

パブリシティ 
申請者は、主催者が何らかのメディアにおけるパブリシティ、広告、その他マーケティング目的で本スカ
ラシップ（提出物を含む）を利用する場合があること、および参加者に追加の報奨を提供することなく、
パブリシティの一環として参加者の氏名、画像、居住地および/またはスカラシップ特典情報を使用する場
合があることを了解し同意します。 

 

プライバシー 
主催者が収集する個人情報はすべて、本スカラシップの運営のために、主催者のプライバシー ポリシーに
従って使用されます。プライバシーに関するご質問は、以下のアドレス宛にお問い合わせください。主催
者による個人情報の収集、使用および開示に関する重要事項は、主催者のプライバシー  ポリシー 
cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html [英語] を参照してください。 

 

公式規約および参加者リスト 
本公式規約または参加者名のコピーが必要な場合は、cisco.com/go/securityscholar-list [英語・後日公開予
定] を参照してください。参加者リストはスカラシップ期間終了から約 10 営業日後に送付可能となります。 
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お問い合せ先 
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