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本訳文は『 Public Non-Entitlement Policy』の和訳であり、原文(英語)をご確認いただくための参
考資料として作成されたものです。 

本訳文と原文(英語)の内容に差異がある場合は、原文(英語)が優先するものとします。 
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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 

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又は保証

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。 

● 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。 

● 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。 

● 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。 

● 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。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。 

● 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。（a）自然現象、（b）環境に起因する障害、（c）お客様による必要な措置の不履行、（d）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、（e）意図的かつ永続的な表面上の変更、または（f）第三者の作為もしくは不作為。 

● シスコが偽造品と判断する製品向けのサービス。シスコは、関連するあらゆるサポート サービス契

約又は保証を直ちに解除する権利を保有します。その偽造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。 

● 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。 

● 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）。 

● シスコによる問題のエスカレーション時に必要な場合を除く、エンド ユーザの拠点への訪問時に生

じる費用。 

● 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。 

● 製品外部の電気作業または現場での作業。 

● 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。 

● 住宅で提供されるサービス。 
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● 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。 

● 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）。 

● サービス要求権を保有する当事者以外の者が受けることができる製品向けのサービスまたは保証。 

● 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。 

● 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。 

● 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。 

● 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。 

● 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。 

● 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。 

● 別途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、別途

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、本件顧客は

かかる権利を取得しないことを確認し、合意します。 

● 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 Services（SAS/U）または Cisco Software Support Service（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。 

● 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。 

実費精算 

追加サービスはその時点で最新の実費精算料率で提供します。 

発行 

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、保証 Web サイトの一部です。 

シスコ エンド ユーザ ライセンス契約書（EULA）は、英語版およびフランス語版があり、シスコ法務サイト

で入手できます。 

以前に、https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html 

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/c/ja_jp/about/legal.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html
http://www.cisco.com/go/warranty
http://www.cisco.com/go/warranty
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 [英語] 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方針に対し本契約が優先し、かかる方

針は本契約に組み込まれます。 

http://www.cisco.com/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  

はじめに  

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、かかる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、偽造品、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、これらと合致するように意図されています。 

B. 範囲：  

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

を合法的に所有し、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、盗まれた旨をお客様が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。 

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。 
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D. ポリシー：  

1. 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/en/us/products/warranty-

listing.html [英語] 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ます）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。 

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 [英語] 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 [英語] 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. Return Material Authorization。シスコは、アドバンスド リプレースメント サービス向けのシスコ

の Return Material Authorization（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。 

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. シスコのアドバンスド リプレースメント 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（アドバンスド リプレー
スメント サービスの対象になった実際のシスコの不良製品の代わりに）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、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。 

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#~policy
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw-sw-relicensing-program.html#~policy
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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セカン

ダリ マーケット製品 

はじめに 

本文書では、本文書で説明する「セカンダリ マーケット」製品のカテゴリに分類される Cisco® 製品のサ

ポートに関しての 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

性を保つよう意図されています。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

（http://www.cisco.com/c/en/us/products/hw_sw_relicensing_program.html [英語] ）、シス

コ認定再生品（https://www.cisco.com/c/en/us/buy/cisco-capital-

finance/refresh/overview.html [英語]）、偽造品、破壊された製品、盗難品、廃棄品における免責

（http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_listing.html [英語]）、正当かつ純

正のシスコ製品およびサービスの販売の認可をシスコ チャネル パートナーに付与するチャネル パー

トナー プログラム（https://www.cisco.com/c/ja_jp/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. 範囲：  

セカンダリ マーケット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. 定義：  

1.  「セカンダリ マーケット製品」とは、シスコの認定チャネル ネットワークの外部で調達または販売

されるシスコの新製品または中古製品を意味します。 

2.  「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（シスコ チャネル パートナーからエンド ユー

ザ カスタマーに直接販売される。または欧州経済領域（EEA）内では、シスコ チャネル パー

トナーは他のシスコ チャネル パートナーまたはディストリビュータにも販売する）。 

3. シスコ ディストリビュータ（シスコ ディストリビュータからシスコ チャネル パートナーに販売さ

れ、チャネル パートナーからエンド ユーザ カスタマーに再販される。または EEA 内では、シ

スコ ディストリビュータは他のシスコ チャネル パートナーまたはディストリビュータにも販売

する）。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る。 

注: EEA 域内のシスコ チャネル パートナーの場合は、EEA 全域のお客様への販売が含まれます。 

http://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
http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_listing.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/partner-with-cisco/channel-partner-program.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/partner-with-cisco/channel-partner-program.html
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3. 「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）、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://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do）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。 

4.  「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://ploc.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openDistributorSearch.do#/

home [英語]）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.  「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. サービスまたは保証。セカンダリ マーケット製品をシスコの保証またはサポート サービスの対象

とする場合、セカンダリ マーケット製品の検査を（シスコの検査プログラムによって）実施すること、

機器が当該検査に合格すること、および、当該セカンダリ マーケット製品を使用するエンド ユー

ザまたはその代理人によって当該セカンダリ マーケット製品に対する適切なソフトウェア ライセン

ス料金が支払われた旨（または、それまでに支払われていない場合は、ライセンス料金が支払わ

れる旨）を示す適切な証明がシスコに提示されることを、シスコは要求します。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セカンダリ マーケット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 [英語] を参照してください。シスコのソフトウェア譲渡および再

ライセンス ポリシーに関する情報については、

http://www.cisco.com/en/US/prod/cisco_software_transfer_relicensing_policy.html 

[英語] を参照してください。 

3. 検査料：シスコの検査料および検査プロセスについては、地域の弊社担当営業までお問い合わ

せください。 

http://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/jsp/distributor_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/c/en/us/buy/cisco-capital-finance/refresh/overview.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/cisco_software_transfer_relicensing_policy.html
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D. ポリシーの含意：  

1. あらゆるセカンダリ マーケット製品は、検査、ライセンス購入、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、いかなるシスコの保証またはサービス サポートの対象にもなりません。 

さらにシスコは、該当する製品がシスコの認定チャネル外で購入されたものと判断された場合に

サービス カバレッジを終了または拒否する権利を保有します。 

2. 後で作成されるサービス契約で詳述するように、製品の検査が実施され適切なソフトウェア ライ

センスが購入されている場合を除き、シスコはセカンダリ マーケット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、対象外のセカンダ
リ マーケット製品（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、お客様のネットワーク内でのセカンダリ マーケット製品の使用に伴うリスクを抑制する

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、セカ

ンダリ マーケット製品のシスコ 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。 
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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  

はじめに  

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、かかる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、偽造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、それらに一致するよう意図されています。 

B. 範囲：  

本ポリシーはグローバルに適用されます。 

C. 定義：  

1. 「偽造品」とは、以下のシスコ製品を意味します。 

(iii) （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  

(iv) （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  

(v) （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  

(vi) （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、Cisco 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。 

D. ポリシー： 

1. 保証。シスコは、偽造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、偽造品には一切適用されません。 

2. サービス。シスコは、偽造品の販売は行わず、偽造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）は、いかなる偽造品にも適用されません。 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/legal/trademarks.html#l
https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html
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3. 偽造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。製品が偽造品であることをシスコが知った場合、シスコはかかる偽造品の

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。 

4. 再生品。シスコは、偽造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  

[英語] 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 [英語] 参照）は、偽造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偽造品に等しく適用され

ます。 

5. 検査。シスコは、偽造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. Return Material Authorization。シスコは、アドバンスド リプレースメント サービス向けのシスコ

の Return Material Authorization（RMA）プロセスの一環として、偽造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偽造品は、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. 偽造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 Cisco のデータベース内で適切に識別される

ものとします。 

2. 偽造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、偽造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. シスコのアドバンスド リプレースメント 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、偽造品を不適切にシスコに（アドバンスド リプレースメント サービスの対象に

なった実際のシスコの不良製品の代わりに）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、偽造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、偽造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。 

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#~policy
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw-sw-relicensing-program.html#~policy
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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  

はじめに  

Cisco Systems® は ISO 9000 および ISO14000 の認証を受けており、最高水準の製品品質および顧

客満足度を確保することを目指しています。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、現場交換ユニット（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 バーンイン用の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 

● 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 
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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、かかる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、かかる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。かかる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 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 [英語] 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」条項が含まれます。 

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その時点で最新の実費請求レート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。 

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、

http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_item09186a00800b5594.html [英語] 

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/en/us/products/warranty-

listing.html [英語] を参照してください。 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html
http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_item09186a00800b5594.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html
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お問い合せ先 

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その時点で最

新の実費請求レートをお客様に請求する権利を留保します。 
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