
   

 

 

以下の翻訳は、情報提供のみを目的としています。本翻訳と英語版の間で、（特に翻訳が遅れたため

に）食い違い、不一致、または矛盾が生じている場合、英語版が優先適用されるものとします。 

 AWS ELEMENTAL サポートサービス 

最終更新日：2022 年 7 月 5 日 

 

AWS ELEMENTALサポートサービス - サービスプラン 
 
第一部 サービス概要 
 
I.  Elemental グローバルサービス組織   
Elementalグローバルサービス組織は、世界中のお客様に優れたサービスとサポートを提供すること

を目的としています。AWS Elementalは、すべてのお客様が唯一無二の存在で、自社内の多様な技

術的資源と能力を備え、異なるシステム可用性および応答時間の要件を有していることを理解してい

ます。Elemental グローバルサービス組織は、個々のお客様のニーズに対応するために、幅広いサー

ビスとサポートの選択肢を提供しています。提供する製品およびサービスは、AWS Elementalビデオ

処理および配信ソリューションが、すべてのアプリケーションにおいて高い信頼性および最良の性能で

動作することを保証するように設計されています。 
 
卓越した基盤 AWS Elementalは、顧客基盤に世界トップクラスのサポートインフラストラクチャを提供

することに全力を傾けています。Elementalグローバルサービス組織は、強固な基盤の上にお客様と

密接な関係を築き、最良のサービスとサポートを提供していると評判を得てきました。 
 
経験豊富なプロフェッショナル AWS Elementalサービスチームは、ビデオエンコード／デコード、統合

ソリューション、ならびにコンテンツ配信技術およびアプリケーションを含む、ビデオ処理において経験

が豊かで訓練された、高度な技術を持つエキスパートで構成されています。本エキスパートは、広範な

業界知識と経験をもって、お客様の様々なビデオ処理機能の分析、トラブルシューティング、および実

行を支援いたします。 
 
世界規模での対応能力  AWS Elementalは、50カ国以上で展開しており、世界中のお客様に

ご満足いただいています。AWS Elementalは、サポート能力を伸ばし続け、お客様のニーズを上回る

ために地域および世界の在庫とサポートリソースを拡大し続けています。AWS Elementalは、在庫管

理、部品交換、および物流管理のため、重要な地理的地域にサポートリソースおよび拠点を維持し、世

界中のお客様に向けて、確実にオンタイムで部品を配送しています。 
 
迅速な対応のサポートプロセス AWS Elementalサポートプロセスは、AWS Elemental製品およびサ

ービスに対する迅速な対応を提供し、効果的に問題管理をするように設計されています。ほとんどの

問題は、AWS Elemental製品および関連技術を用いた定期訓練を受けている、テクニカルサポートエ

ンジニアが対応します。サポートサービスチームを超えてエスカレートされた問題は、AWS Elemental
製品で検出された問題の綿密な調査および解決に取り組むAWS Elementalのエンジニアリングチー

ムが直接対応します。問題の迅速な解決と収束を確実にするために、最重要ケースを日々確認および

管理しています。 
 
II. サービスプランのコンポーネント 



   

 

 

AWS Elementalサービスプランには、テクニカルサポートセンターへのアクセス、先導的ヘルスチェッ

ク、サポートサービス業務の進捗確認など、数多くの異なるコンポーネントが含まれています。本サー

ビスのより詳細な説明は、本章に記載されています。 
 
テクニカルサポートセンター（TSC）  AWS Elementalの地域（リージョン）のテクニカルサポートセンタ

ー（TSC）には、AWS Elementalテクニカルサポートエンジニアが24時間週5日体制で待機し、すべて

の重大度レベルの問題に対して、テクニカルサポート、ケース管理、および問題解決を行っています。

TSCは、サポート連絡およびケースエスカレーションの中心として、お客様の問題への迅速な対応と、

その解決に努めています。サービスレベルの選択において、AWS Elementalでは、世界共通フリーダ

イヤルの24×7優先ホットラインの電話番号を提供しています。AWS Elementalの各地域のTSCには、

以下が含まれます。 
 

地域のTSC 場所 営業時間 協定世界時（UTC時

間） 
アジア太平洋 シドニー 午前8:00～午後5:00  

（東部標準時間） 
午後10:00～午前7:00 

欧州、中東、アフリカ 英国ロンドン 午前8:00～午後5:00 
（グリニッチ標準時間） 

午前8:00～午後5:00 

アメリカ 米国オレゴン州ポート

ランド 
午前8:00～午後5:00 
（太平洋標準時間） 

午後3:00～午前12:00  

 
 



   

 

 

AWS Elementalアプライアンスおよびソフトウェアサービス  AWS Elementalアプライアンスおよび

ソフトウェアサービスは、一元化されたウェブアプリケーションで、AWS Elemental製品に関して、注

文、資産管理、ソフトウェアライセンスとダウンロード、およびテクニカルサポートリソースに対応しま

す。AWSアカウントをお持ちのお客様は誰でもこのサービスにアクセスできます。 
 
AWS Elementalサポートセンター  AWS Elementalアプライアンスおよびソフトウェアサービスに含

まれるAWS Elementalサポートセンターは、お客様がAWS Elementalアプライアンスおよびソフトウェ

アを使用および維持するのに役立つリソースへ24時間いつでもアクセスできるようにします。AWS 
Elementalサポートセンターは、広範囲な製品知識ベース、サポートケース管理システム、サポート連

絡先情報、ならびにAWS Elemental製品ドキュメント、知識ベースの記事、その他の役立つリソースが

分類・記録された統合検索ツールを提供します。AWS Elementalサポートセンターは、すべてのAWS 
Elementalサービスプランで、追加手数料なしにアクセス可能です。 
 
アクティベーション  アクティベーションは、AWS Elementalアプライアンスおよびソフトウェアサービス

に配置されているソフトウェア管理エンタイトルメントシステムです。お客様は、アカウントに関連したす

べてのライセンス許諾製品に関する詳細を見つけることができます。これには、ハードウェアアプライア

ンスおよび仮想マシン（VM）ソフトウェアノードのような、ソフトウェアライセンスのアクティベーションを

必要とするすべてのAWS Elemental製品が含まれています。そこでは、ソフトウェアおよびキックスタ

ートファイルをダウンロードし、ソフトウェアライセンスを生成し、ライセンスファイルのコピーを入手し、お

使いのシステムに対応した各バージョンのソフトウェアのリリースノートと重要な製品の発表を表示する

こともできます。アクティブなAWS Elementalサービスプランでは、お客様に最新のソフトウェアアップ

デートを提供します。 
 
サポートサービス業務進捗確認  AWS Elementalのプレミアサービスプランの一環として、AWS 
Elementalは定期的に管理チームおよび／または技術チームと話し合いをします。当該サポートサー

ビス業務進捗確認により、サポート活動全般について話し合い、対応中のサポートケースを確認し、

AWS Elementalサポートサービスチームの特別な注意を要する可能性のある特定のサポート問題に

対処します。 
 
III. AWS Elementalサポートの重大度レベル 
AWS Elementalは、お客様のために作成された各サポートケースに重大度レベルを割り当てます。ケ

ースの重大度は、特定の問題または事態がお客様の業務に及ぼす影響によって決定されます。 
 
重大度レベル1: 緊急対応を要する問題- 生産停止問題 
AWS Elementalアプライアンス、サービスもしくはその一部が、動作不能な状態、またはパフォーマン

スが劣化して正常な運営がほぼ不可能な状態を指します。上記の一般性を制限することなく例示すれ

ば、「生産停止問題」の例には、単数または複数のAWS Elementalソリューションまたはサービスの業

務が停止し、冗長（予備）リソースへの切り替えによっては解決できない状態が挙げられます。 
 
重大度レベル2: 重大な問題 
機器またはサービスのパフォーマンスが、文書で規定された性能基準をはるかに下回っているため、

正常な運営が中断されている、または生産停止問題を引き起こす恐れがある状態を指します。上記の

一般性を制限することなく例示すれば、「重要な問題」の例には、システム性能またはビデオ出力品質

の著しい劣化が含まれます。 
 



   

 

 

重大度レベル3: 大きな問題 
機器、サービスまたはその一部が、通常の生産業務には影響がなく、一方でその他のビジネス運営に

重大な影響を及ぼす可能性のあるエラーまたは問題を抱えている状態を指します。上記の一般性を制

限することなく例示すれば、「大きな問題」の一例として、非冗長の生産機器における冗長電源に障害

が発生したものの、第2の電源が依然として機器を稼動させており、生産業務が脅かされていない状態

が挙げられます。 
 
重大度レベル4: 通常の問題 
機器、サービスまたはその一部の問題が、通常業務には影響を及ぼさない、またはお客様が容易に

回避することができる問題を指します。「通常の問題」には、書類エラー、製品機能の説明のリクエス

ト、既存製品の新機能として定義される新しい機能のリクエスト、一般的なシステム保守問題、または

AWS Elementalソリューションで利用可能な設定変更により解決可能な問題が含まれます。 
 
IV. AWS Elementalサービスプラン 
AWS Elementalは、世界中のお客様へ、信頼関係に基づくサービスおよび抜群のサポートを提供する

ことで、サービスの優秀性を評価されています。AWS Elemental製品およびサービスを購入するお客

様は、二つのサービスプランのオプション（エンハンストおよびプレミア）から選択することができます。

各サービスプランは、Elemental製品に関して、お客様への個別のサポート、ならびに応答時間および

問題解決の要件を満たすサービスおよびサポートを提供します。各サービスプランは、購入したサービ

スプランの対象となる製品およびサービスに応じて、AWS Elementalアプライアンスハードウェア、ま

たはコアAWS Elementalソフトウェアを支援します。 
 
エンハンストサービス  AWS Elementalエンハンストサービスは、初期インストールおよび設定を超

える製品サポートを求めるお客様を対象に設計されています。本サービスプランは、最長1年間のハー

ドウェアおよびソフトウェアのサポートを提供するとともに、AWS Elementalのサポートサービスおよび

オンラインツールへの完全なアクセスを提供します。それには、AWS Elemental製品に関するサポート

ケース管理および広範囲な知識ベースを提供するAWS Elementalサポートセンターと、AWS 
Elementalアプライアンスおよびソフトウェアサービスに配置され、ソフトウェアダウンロードへのアクセ

スを提供するソフトウェア管理エンタイトルメントシステムであるアクティベーションが含まれます。さら

に、「エンハンストサービス」には、24時間週7日のサポートが含まれます。 
 
プレミアサービス  AWS Elementalプレミアサービスは、AWS Elementalが提供する最高レベルの

サポートサービスを必要とするお客様のために設計されています。プレミアサービスには、エンハンスト

サービスが提供するサービスに加えて、より高い応答時間と解決目標、より迅速な部品交換、交換部

品の先行発送、定期的な業務進捗確認、および緊急の生産問題へ対応するオンサイトサポートサービ

スのタイムラインの改善が含まれています。 



   

 

 

 
製品タイプ別サービスプラン概要  以下一覧は、AWS Elementalサービスプランの適用対象となる

AWS Elemental製品およびサービスの概要です。 
 
サービスプランの種

類 
対象製品 

エンハンストサービス

およびプレミアサービ

ス 

• AWS Elemental サーバーアプライアンスエディションおよびソフトウェア

エディション 
• AWS Elementalライブアプライアンスエディションおよびソフトウェアエデ

ィション 
• AWS Elementalコンダクタアプライアンスエディションおよびソフトウェア

エディション 
• AWS Elementalデルタアプライアンスエディションおよびソフトウェアエデ

ィション（アクティブなサービスプランの更新のみ） 
•  

 
  



   

 

 

 
サポート一覧  AWS Elementalサービスプランは、お客様の最適な稼働時間およびシステムパフォ

ーマンスを確保するために必要なレベルのサポートおよびサービスを提供しています。以下の表は、

各プランで提供される様々なサービスレベルの概要を示しています。 
 
 保証 エンハンストサービ

ス 
プレミアサービス 

一般サポート    
AWS Elementalアプライアン

スおよびソフトウェアサービスへ

のアクセス 

あり あり あり 

AWS Elementalサポートセン

ターへのアクセス 
なし あり あり 

サポート期間中のEメールサポ

ート1 
なし あり あり 

サポート期間中の地域TSCに

よる電話サポート1 
あり あり あり 

サポート期間中の電話サポー

ト、24x7優先ホットライン2 
なし あり あり 

ソフトウェアサポート    
ソフトウェアサポートおよび保証

期間3 
30日 12ヶ月5 12ヶ月5 

サポート期間中の一般利用可

能なソフトウェアリリースへのア

クセス 

あり あり あり 

    
ハードウェアサポート4    
ハードウェア保証 12ヶ月 

（最大12ヶ月間保

証） 

12ヶ月5 12ヶ月5 

部品／ユニット全部の交換デリ

バリー6 
20営業日 5営業日 3営業日 

交換部品の先行発送 なし なし あり 
追加サービス    
オンサイト緊急サポート7 
（重大度レベル 1／重大度レベ

ル 2） 

なし 
（都度払い） 

あり（T&E8は除外し
ます）

 

（5 日／10 日） 

あり（T&E9が含まれ
ます） 

（2 日／5 日） 

    

テクニカルアカウントマネージャ

ー 
なし なし オプション10 

（プラス付加パッケ

ージ) 
業務進捗確認 なし なし 2回／年 

    



   

 

 

1 Eメールサポートは、AWS Elementalサポートセンターの使用または電話によりサポートケースが作

成された後にのみ利用可能です。通常の電話サポートでは、TSCの営業時間内に、地域のAWS 
Elemental TSCのテクニカルサポートスタッフと直接電話で話をすることができます。 

 
2 TSCの営業時間外（休日を除く24時間週5日）は、24×7優先ホットラインにより、テクニカルサポートス

タッフが業務に影響を及ぼす障害の対処について電話でサポートを行います。重大度レベル3および

重大度レベル4の問題については、AWS Elementalテクニカルサポートは、通常営業時間中の規定

の目標処理時間内に対応するためにあらゆる努力を払います。 
 
3 AWS Elementalのソフトウェア保証は、一定期間のソフトウェアサポートおよび不具合の解決を保証

します。（注: AWS Elementalは、最新の一般利用可能なソフトウェアリリースについて不具合の解決

を提供します。ただし、当該特定のバージョンで技術的に実行可能な場合に限ります。）不具合の解

決のためには、お客様によるAWS Elementalソフトウェアの新しいバージョンへのアップグレードが必

要な場合があります。 
 
4 ハードウェア保証およびサポートサービスは、AWS Elemental でのみ利用可能です。お客様は、本

契約、本ハードウェア限定保証および本サービスプランが、当社のハードウェアコンポーネントサプラ

イヤーの保証、サポートサービスまたは返品方針に基づくいかなる権利または救済措置も付与しない

ことを理解し、同意するものとします。 
 
5 本契約の第8.4条に基づき当社が行うあらゆる「生産終了」、「販売終了」、「サポート終了」または同様

のお知らせに従い、AWS Elementalは、サービスプランの適用を購入日から5年以上可能とします。

最長期間については、特定のサービスレベルの有効なサービスプランが継続的に適用されていること

が必要です。サービスプランが継続的に適用されているハードウェアは、保証期間後の交換サービス

の対象になります。交換ハードウェアは、AWS Elementalの裁量により、旧ハードウェアと同等または

それ以上の性能を有するものが提供されます。 
 

6 米国（アラスカとハワイを含む）内の目的地への出荷配送の予定日数を指しています。既製部品は、

RMAリクエストから1営業日以内に出荷します。ユニットの全交換は、リードタイムに2営業日必要で

す。配送期間は、交換部品が先行発送されていない場合、返品された製品を受領した日時に基づき

ます。交換部品が先行発送される場合、不具合が報告された翌営業日に発送手続きを開始します。

米国（アラスカとハワイを含む）外に在するお客様は、輸入地までの明確な配送時間を受領するものと

します。部品交換デリバリーサービスの一環として出荷されるアプライアンス（またはコンポーネント）

は、最新の一般提供（GA）版ソフトウェアを搭載して出荷されます。AWS Elementalは、お客様から

書面による要請があれば、GA向けにリリースされた最新のソフトウェアではなく、旧バージョンのGA
向けソフトウェアを搭載した交換アプライアンスを出荷します（現行のGA版以前の2回のメジャーリリ

ースより前ではないこと）。 
 
7 オンサイト緊急サポートは、重大度レベル 1 および重大度レベル 2 の不具合に対してのみ提供され

ます。特定の時間枠内に AWS Elemental TSC のスタッフが問題を解決できない場合、オンサイトサ

ポートをリクエストすることができます。このサポートオプションは、ハードドライブのような、外部からア

クセス可能で、お客様が交換可能なハードウェアコンポーネントの交換を除外します。また、AWS 
Elemental ソリューションと相互作用する第三者ソリューションの変更に起因する問題に対するオンサ

イト緊急サポートは、AWS Elemental の裁量で提供され、料金がかかることがあります。 
 



   

 

 

8 特定の重大度レベルについて、特定の時間帯内で利用可能です。ただし、AWS Elemental プロフェ

ッショナルサービス手数料がかかります。 
9 緊急事態を具体的に解決するために必要なオンサイトテクニカルサポート活動に関連する、旅費およ

び経費を含むすべての費用を適用対象とします。 
 
10利用可能かどうかに応じて異なります。 
 
応答時間と解決目標  AWS Elemental は、すべてのサービスオプションおよび重大度レベルに対し

て応答時間および解決目標を設定しています。本目標は、問題のエスカレーションの基準として使用

されます。本目標は実現を保証するものではありませんが、AWS Elemental は本目標を達成するた

めにあらゆる合理的な努力を行います。また、内部プロセスおよびサポートシステムは、基準値を超

えた場合には常に問題をエスカレートするように設計されています。 
 
応答時間目標1 

重大度 保証 

（ソフトウェア保証期間のみ） 
エンハンストサービス プレミアサービス 

レベル12 

（緊急対応を要する問

題） 
完全生産停止 

翌営業日 2時間 1時間 

レベル2 
（重要な問題） 

生産に重要な影響を及

ぼす問題 

翌営業日 4時間 2時間 

レベル3 
（大きな問題） 

ビジネス運営上大きな

影響があるが、生産上

の影響は殆どまたは全

くない問題 

2営業日 8時間3 4時間3 

レベル4 
（通常の問題） 

ビジネス運営上の影響

は中程度から小程度

で、ワークフローに影響

しない問題 

5営業日 1営業日 1営業日 

1 応答時間の計算は、問題がAWS Elementalテクニカルサポートに最初に報告された時点で開始され

ます。エンハンストサービスおよびプレミアサービスのお客様は、地域TSCの通常の営業時間（24時
間週5日）外に発生した重大度レベル1、およびレベル2の問題を、世界共通フリーダイヤルの24×7優
先ホットラインに報告しなければなりません。そうでない場合、応答時間の計算は、問題の報告日の

翌営業日を基準に開始するものとします。 
 
2 AWS Elementalは、重大度レベル1の問題を可能な限り迅速に解決するために、あらゆる商業上の

合理的な努力をします。その他の重大度レベルに分類された問題については、定義された解決目標

に基づいて、お客様から報告されたすべての問題の中において解決の優先順位が付けられます。 



   

 

 

 
3 24x7優先ホットラインは、オンコールのテクニカル担当者によるサポートで、生産に影響を及ぼす障

害に対処するために利用していただくものです。重大度レベル3および重大度レベル4の問題につい

ては、AWS Elementalテクニカルサポートは、指定の目標応答時間内に対応するために、AWS 
Elemental TSCの標準営業時間（休日を除く24時間週5日）内に、あらゆる努力を払います。 

 
解決1目標 

重大度 保証2 

（ソフトウェア保証期間のみ) 
エンハンストサービス プレミアサービス 

レベル13 

（緊急対応を要する問

題） 
完全生産停止 

5営業日以内 72時間以内 24時間以内 

レベル2 
（重要な問題） 

生産に重要な影響を及

ぼす問題 

30営業日以内 10営業日以内 3営業日以内 

レベル3 
（大きな問題） 

ビジネス運営上大きな

影響があるが、生産上

の影響は殆どまたは全

くない問題 

期日は未設定 30営業日以内 15営業日以内 

レベル4 
（通常の問題） 

ビジネス運営上の影響

は中程度から小程度

で、ワークフローに影響

しない問題 

期日は未設定 期日は未設定 120営業日以内 

1 「解決」とは、より重大度の低いレベルへダウングレードできるだけの回避策または問題の恒久的な

解決策が得られた状態と定義されます。AWS Elementalは、過去に重大度1または重大度2の問題と

して特定された不具合に対する恒久的なソフトウェアアップデートの提供のために、あらゆる商業上の

合理的な努力をしますが、具体的な目標を保証するものではありません。 
 
2ソフトウェアの欠陥は、定められたソフトウェアの保証期間内（すなわち、保証対象となる最初の30日
間）、または使用者の受け入れ基準が満たされた時点のいずれか早い方で、AWS Elementalに報告

されなければなりません。生産（業務）ワークフローにおいてAWS Elementalソフトウェアが使用され

たら、受け入れ基準が満たされたということになります。ソフトウェア保証期間経過後に報告されたソフ

トウェアの問題は、保証条件が適用されません。 
 
3 AWS Elementalは、重大度レベル1の問題を可能な限り迅速に解決するために、あらゆる商業上の

合理的な努力をします。その他の重大度レベルに分類された問題については、定義された解決目標

に基づいて、お客様から報告されたすべての問題の中において解決の優先順位が付けられます。 
 



   

 

 

V. AWS Elemental「プラス」アドオンパッケージ（プレミアサービス用） 
AWS Elementalは、AWS Elementalサービスプランに加えて、プレミアサービスについては、「プラス」

アドオンパッケージを提供します。プレミアプラスのオプションには、AWS Elementalテクニカルアカウ

ントマネージャーによる対応が含まれます。 
 
テクニカルアカウントマネージャー（TAM）は、お客様との定期的な確認（通常、隔週または月毎）およ

びプロフェッショナルサービス業務の監督を含む、AWS Elementalサービスチームと連携したテクニカ

ル業務全般の連絡先としての役割を担います。TAMは、テクニカルサービス活動の積極的な管理を確

実に行うため、通常4～6アカウント以上担当することはありません。 
 
「プラス」アドオンパッケージに興味がありましたら、詳細を当社販売チームまでお問い合わせください。 
 
VI. サポート対象 
AWS Elementalの目標は、AWS Elemental製品を最大限に活用するために必要なテクニカルサポー

トと知識をお客様に提供することです。包括的な記載ではありませんが、AWS Elementalサポートサ

ービスの対象となる問題、および対象とならない問題を特定するガイドとして、以下の一覧をご参照くだ

さい。 
 
サポート対象の事項 

• 特定の機能を理解するための基本的なヘルプ 
• AWS Elementalソフトウェア構成に関する質問または問題 
• 単純なネットワーク構成を含むお客様環境への基本的なシステム統合 
• お客様の環境でハードウェアをインストールする場合に生じる問題 
• ソフトウェアで検出された問題または不具合 
• ソフトウェアアップグレードのインストール時にお客様をサポートする専門家ガイダンス 

 
サポート対象外の事項 

• 機能要求または製品強化のスコーピング 
• カスタムソフトウェアの開発またはワークフローの実装 
• 製品トレーニングの提供 
• AWS Elementalソリューションとサードパーティソリューションの複雑な統合、または複雑なネ

ットワーク構成を含むお客様の環境への複雑な統合の支援。詳細については、以下のサード

パーティハードウェアおよびソフトウェアサポート方針を参照してください。 
• お客様によるソフトウェアアップグレードの代行 

 
サポートサービスに含まれないサポートは、AWS Elementalプロフェショナルサービスでの利用が可

能です。詳細は、AWS Elemental営業担当者にお問い合わせください。 
 
サードパーティハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントに関連するサポート方針  AWS 
Elemental は、電力供給、ハードドライブ、シャーシ、PCI e-コンポーネント（ネットワークインターフェイ

スカード、ファイバチャネルカード、HD-SDI カードなど）、およびその他ハードウェアコンポーネントを含

む、サードパーティまたは不適格部品の使用に関する以下の方針を定めています。 
 

• お客様が AWS Elemental ソフトウェアを実行しているデバイスでサードパーティまたは不適

格部品を使用したことに起因して、故障またはパフォーマンスの問題が検出された場合、



   

 

 

AWS Elemental の裁量により、サポートおよび保証サービスを保留することができます。

AWS Elemental は、適切なハードウェアプラットフォームのリストを保持しています。 
• 製品の不具合またはパフォーマンスの問題がサードパーティまたは不適格部品の使用に関

連しないと判断される場合、AWS Elemental は、標準サポート方針に基づき、引き続きお客

様をサポートします。 
• いかなる場合にも、ハードウェア RMA サポートは、サードパーティコンポーネントに対して提

供されません。ハードウェアが交換され、故障またはパフォーマンスの問題がサードパーティ

コンポーネントのインストールに起因すると判断される場合、AWS Elemental は、提供する

サービスの妥当な時間および実費を請求する権利を有します。 
 
また、AWS Elemental は、AWS Elemental ソフトウェアを実行するシステムにインストールしたソフト

ウェアコンポーネントに関して以下の方針を定めています。 
 

• AWS Elemental 製品は、ビデオ処理ソフトウェアの高性能かつリアルタイム処理要件のた

め、既知のオペレーティングシステムおよびソフトウェアパッケージ構成に基づいて、一定の

パフォーマンス能力を満たす要件を完全に備えています。AWS Elemental ソフトウェアを実

行するデバイスに、AWS Elemental 担当者による事前の認定および承認なしに、オペレー

ティングシステム構成にカスタム変更が行われたり、サードパーティソフトウェアパッケージが

インストールされ、不具合やパフォーマンスの問題がかかる構成の使用やサードパーティソフ

トウェアパッケージに起因するものであることが判明した場合、AWS Elemental の裁量によ

り、サポートおよび保証サービスを保留することができます。 
• 製品の不具合またはパフォーマンスの問題が、当該構成変更またはサードパーティソフトウ

ェアパッケージの使用に関連しないと判断される場合、AWS Elemental は、標準サポート方

針に基づき、引き続きお客様をサポートします。 
 
お客様の成功はAWS Elementalの目標 
AWS Elementalのサービスとサポートは、お客様の成功へコミット（献身）することにより、優れた評価

を獲得しています。AWS Elementalの目標は、お客様との信頼に基づくパートナーシップ、確実なサー

ビスおよびサポートインフラ、ならびにお客様のニーズに応えるための献身的な取り組みを通じて、こ

の強みをさらに構築し続けることです。AWS Elementalサポートサービスプランおよび製品について

は、当社ウェブサイト、https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-
ContactUs.html をご参照いただくか、または地域の営業担当者にお問い合わせください。 
 
第二部 サービス約款 
 
AWS Elementalまたはその関連会社（「AWS Elemental」または「当社」）は、お客様がAWS 
Elemental製品およびサービスに関して別途書面による契約を締結しない限り、(a)以下に定められる

約款、および(b)ウェブサイト https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliance-software-
agreement（または更新が行われた場合の承継先）に掲載する「AWS Elementalアプライアンスおよ

びソフトウェアサービス利用規約」（総称して、「本契約」）に従って、本サービスプランに記載される

AWS Elementalサポートサービスを提供します。本約款で使用する用語は、本契約または本サービス

プランに別途定義する用語と同一の意味を有します。 
 
1. AWS Elemental サポートサービス 

https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliance-software-agreement
https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliance-software-agreement


   

 

 

1.1. 「AWS Elemental サポート」とは、AWS Elemental またはその関連会社が提供する本サービ

スプランに記載されるサポートサービスを意味します。「AWS Elemental サービスエリア」と

は、アメリカ合衆国および AWS Elemental が書面で承認するその他管轄区域を意味します。

「設置場所」とは、AWS Elemental 製品のお客様の出荷先住所、または AWS Elemental が
書面で承認するその他住所を指し、お客様が AWS Elemental 製品をインストールおよび操

作する場所を意味します。「サポートオプション」とは、特定の AWS Elemental サポートタイプ

（本サービスプランに記載されるエンハンストサービスまたはプレミアサービスなど）、および関

連規約に規定される AWS Elemental サポート期間を意味します。 
1.2. AWS Elemental サポートを提供するにあたり、AWS Elemental は、以下の商業上の合理的

な努力をします。 (i)許可された個人から適切に提出されたすべてのケースについて、本サー

ビスプランに定める応答時間および解決目標内に対応し、提出された問題の特定および解決

に努めます。(ii)故障報告および解決の追跡手段を含む英語ヘルプラインサービスを、電話ま

たはその他の電子媒体を通じて提供します。(iii)AWS Elemental アプライアンス関連の修理

および交換サービスを提供します。(iv)お客様が権利を有する AWS Elemental ソフトウェア

のダウンロード、アップデートおよびアップグレードを提供します。お客様がケースを提出する

場合、お客様は問題の重大度レベルを指定することができます。ただし、AWS Elemental
は、合理的な見解において重大度レベルを再分類する権利を有します。すべての応答時間

は、許可されたユーザから適切にケースが提出された時点で計算が開始されます。お客様

は、AWS Elemental サポートセンターを使用するか電話により、ケースを提出することができ

ます。当社は、(i)当社が常にケースを完全解決することができること、(ii)問題が発生しなくな

ること、(iii)特定された問題に関連して、バグ修正、パッチまたはその他回避策を提供するこ

と、または(iv) 何らかのサポートまたはアドバイスの結果、パフォーマンス効率または改善をも

たらすことについて、表明および保証をしません。お客様は、受領した提案またはアドバイスに

よる処理および結果について、単独で責任を負うものとします。お客様が、本サービスプラン

に記される AWS Elemental サポートが提供されなかった旨当社に通知した場合、当社は、お

客様への独占的な救済措置として、関連する AWS Elemental サポートサービスを再実施す

るために合理的な努力を払うことについて単独で全責任を負います。 
1.3. 当社は、いつでも AWS Elemental サポートを変更することができます。これには、提供する

特定のサービス、AWS Elemental サポートの契約条件、本約款に定められる応答時間およ

び解決目標が含まれますが、これらに限定されません。当社は、AWS Elemental サービスプ

ランの改訂版を AWS Elemental サイトに掲示することにより、内容を変更することができま

す。ただし、重大な変更については、本契約の第 12.9 条に従って少なくとも 60 日前に通知を

行います。当社は、プロフェショナルサービスとして適用されるサポートオプションの時間枠外

または適用範囲外で実施された AWS Elemental サポートに対して、料金を請求する権利を

有します。当社は、履行するサービスの全部または一部を履行するために下請業者および関

連会社を使用する権利を有し、当該下請業者および関連会社の作業は、当該サービスが本

サービスプランの要件を満たすことを前提として、本契約に基づく当社の義務を履行するもの

とみなすものとします。 
1.4. AWS サポートは、インストール、コンサルティング、教育、トレーニング、カスタマイズおよびそ

の他サービス、または当社が追加ライセンス料を請求する追加のソフトウェア製品もしくはコン

ポーネントを含みません。AWS Elemental サポートは、本契約またはエンドユーザ・ライセン

ス契約に規定される保証の適用除外または保証の放棄に起因すると当社が判断する問題を

対象としません。当社は、当社の設備またはお客様のシステムへの遠隔アクセスを通じて再

現できない AWS Elemental ソフトウェア問題に対して、AWS Elemental サポートを提供する

義務を負いません。また、AWS Elemental ソフトウェアがインストールされている AWS 



   

 

 

Elemental アプライアンスに、お客様が開発した、または第三者からお客様によりライセンス

許諾されたソフトウェア（「お客様のサードパーティソフトウェア」）をインストールもしくは操作

し、欠陥もしくはパフォーマンスの不具合がかかるお客様のサードパーティソフトウェアに起因

するものであると当社が判断した場合、当社の裁量により、AWS Elemental サポートの提供

を保留または一時停止することができます。AWS Elemental アプライアンス上でお客様のサ

ードパーティソフトウェアを使用することに起因する不具合または損失については、お客様が

単独で責任を負うものとします。ライセンス許諾外でインストールもしくは使用される AWS 
Elemental ソフトウェア、または独自の識別マークが変更もしくは削除された AWS Elemental
アプライアンスに対して、当社は責任を負いません。疑義を避けるために付言すると、当社

は、お客様もしくは第三者が提供するハードウェア、ソフトウェア、アイテムまたはサービスに

関して、AWS Elemental サポートを提供しません。 
1.5. AWS Elemental サポートの利用可能状況については、AWS Elemental サイト上で通知され

る各 AWS Elemental 製品の「販売終了」、「サポート終了」、「ソフトウェア保守終了」、または

同様のお知らせ（「サポート終了通知」）に従うことになります。お客様が、サポート終了通知記

載日を超えて AWS Elemental サポート期間の延長を希望する場合（「延長期間」）、当該延

長期間中、本サービスプラン記載の特定のサービスおよび機能を、当社が独自の裁量で制限

または保留することができることを、お客様は理解し、同意するものとします。AWS Elemental
は、関連する販売見積書において、かかる制限または保留の対象を特定するために商業上

の合理的な努力をしますが、お客様は、本販売見積書において、延長期間中に制限または保

留の可能性を有するサービスまたは機能について AWS Elemental が特定または開示をしな

くても、当該制限または保留することを妨げられないこと、および、当該制限または保留につき

AWS Elemental はお客様に対して一切の責任を負わないことを、お客様は理解し、同意する

ものとします。 
1.6. 関連する販売見積書に異なる日付が記載されていない限り、AWS Elemental 製品と同時に

発注される関連の AWS Elemental サポートは、該当する場合、AWS Elemental アプライア

ンスまたは AWS Elemental ソフトウェアの引渡しをもって開始し、注文書に記載された期間

継続します。当社がお客様に対して AWS Elemental サポートの通常利用を可能にする限り、

お客様は、AWS Elemental サイトで「販売終了」、「サポート終了」、「ソフトウェア保守終了」、

または同様の通知に従い、AWS Elemental サポートの更新を購入することができます。AWS 
Elemental サポートの更新は、該当する注文書の日付に従って開始し、満了するものとしま

す。製品の AWS Elemental サポートが失効した場合、またはお客様が製品の購入後 30 日

以内に本製品を対象とする AWS Elemental サポートを購入しなかった場合でも、お客様は、

その時点で最新の年間 AWS Elemental サポート手数料および料金に加えて、失効期間中

の AWS Elemental サポートに対して支払われるべき手数料および料金の総額に相当する金

額を支払うことにより、該当製品の AWS Elemental サポートを更新することができます。 
1.7. お客様は、問題を最初に報告し AWS Elemental サポートを受ける権限を持つ、妥当な数の

連絡先を、当社との協力において定めることに同意し、指定するものとします。本連絡先の担

当者は、お客様の要求事項を熟知しており、当社の義務の履行に必要な専門知識および能

力を有しているものとします。お客様は、お客様アカウントに登録されたサポート連絡先担当

者の変更を希望する場合、書面（電子メール可）で当社に通知することができます。お客様が

当社に変更の通知を行わず、もはや承認された担当者でない個人に対して当社がサポートサ

ービスを提供した場合、当社はお客様に対して責任を負いません。また、AWS Elemental サ
ポートを受けるにあたり、お客様は、(i)AWS Elemental 製品の不具合が発生した場合直ちに

当社に通知し、かつ当社が不具合を再現できるよう十分な詳細を当社に提供すること、

(ii)AWS Elemental サポートを提供するために、当社が遠隔またはオンサイト（お客様のサポ



   

 

 

ートオプションに含まれ、かつお客様の管轄区域で利用可能な場合）で AWS Elemental 製品

にアクセスすることを許可すること、および(iii)当社が AWS Elemental サポートを提供するた

めに合理的に必要な資源、情報および支援を提供することに同意するものとします。 
1.8. AWS Elemental アプライアンスの納品および返品はすべて、本契約に基づいて行われます。

お客様は、AWS Elemental アプライアンスを返品する場合、AWS Elemental の返品機器確

認手順（以下「RMA」という）に従って、AWS Elemental に速やかに返却するものとします。当

該返品対象の AWS Elemental アプライアンスが AWS Elemental の請求後 15 日以内に返

却されない場合、お客様は、その時点で最新の AWS Elemental 表示価格を支払うことに同

意するものとします。交換された AWS Elemental アプライアンスは、元の AWS Elemental
アプライアンスに適用する保証期間または適用する AWS Elemental サポートの残存期間を

引き継ぎます。お客様は、AWS Elemental へ返却する前の、AWS Elemental アプライアンス

に損害を与えない手段を使用することによる、お客様が AWS Elemental アプライアンスに保

存したすべてのコンテンツ（個人を識別できるすべての情報およびその他保護された情報を含

む、ソフトウェア、マシンイメージ、データ、テキスト、音声、映像または画像を含む、）の削除に

関して、お客様が全責任を負うことに同意するものとします。お客様は、本契約の別段の規定

にかかわらず、お客様のコンテンツのバックアップについて単独で責任を負うものとし、AWS 
Elemental は、返却された AWS Elemental 装置に保存されたお客様のコンテンツに一切の

責任を負いません。お客様は、AWS Elemental サポートを提供するために、当社がお客様の

コンテンツにアクセスすることおよびお客様のコンテンツを使用することに同意するものとしま

す。 
1.9. AWS Elemental サポートの実施に際して、当社は、変更が本製品の互換性またはパフォー

マンスに悪影響を及ぼさない場合、セキュリティまたは信頼性を目的として変更が必要である

と当社が合理的に考える場合、または法律の要件により求められる場合は、当社の費用負担

で、お客様に通知することなく、本製品の変更をすることができます。お客様は、かかる目的

のために本製品へのアクセスを当社に付与することに同意するものとします。 
1.10. （例えば、AWS Elemental ソフトウェアをより安全にする目的で、または法律上もしくは

規制上の理由により）、当社は、お客様に特定の AWS Elemental ソフトウェアアップデート

（「必要なアップデート」）の実施を求めることができます。当社が必要なアップデートの実行を

要求する場合、お客様は、当社が指定する期間内にこれをインストールすることに同意するも

のとします。お客様は、必要なアップデートをインストールまたは実行しなかった場合、(i)お客

様が、当社との契約上の合意に違反したとみなされることがあり、その結果として、当社がお

客様に対して本製品のサポート提供の継続をお断りすることがあること。また、(ii)当該不履行

の結果としてお客様が被るもしくはお客様に対して提起される可能性のある、すべての損失、

クレーム、損害、費用、責任または訴訟に対して、当社が一切の責任を負わないことを理解

し、同意するものとします。 
1.11. 本サービスプランに定める解決目標は、遠隔サポート機能が利用可能であることに基

づいています。お客様は、遠隔サポート機能を有効にしない、または有効にするいずれかの

選択ができます。お客様が当社による遠隔サポートを許可しない選択をする場合、すべての

AWS Elemental 製品は当該選択による影響を受け、当社の予定応答時間および解決目標

は適用されません。 
1.12. AWS Elemental サポートは、米国で設計されています。当社は、お客様が米国外で

AWS Elemental サポートを受けることに関して、お客様の管轄区域における適用法令を遵守

するすべての責任を否認し、お客様はこれを受諾するものとします。当社は、(a)AWS 
Elemental サポートの提供が当社、当社関連会社または第三者に責任を負わせる可能性が

あると当社が判断した場合、または(b)法律の要件または政府機関の要請に従うために、お客



   

 

 

様への通知と同時に、AWS Elemental サポート提供の全部もしくは一部を直ちに停止もしく

は終了することができます。お客様の管轄区域において、および／または AWS Elemental
製品のインストール場所において、オンサイト AWS Elemental サポートを利用することができ

ない場合があります。オンサイト AWS Elemental サポートがお客様の管轄地域で利用可能

かご確認いただくには、ウェブサイト、https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-
Appliances-Software-ContactUs.html にて当社にお問い合わせください。当社は、AWS 
Elemental サービスエリア外でオンサイト AWS Elemental サポートを提供する義務を負わ

ず、また、AWS Elemental サービスエリア外のオンサイト AWS Elemental サポートの提供不

履行または使用不能について、お客様に対して責任を負いません。お客様は、AWS 
Elemental サポートを購入する前に、本サービスプランに基づき、お客様の管轄区域において

オンサイト AWS Elemental サポートが利用可能であるか確かめる義務を有するものとしま

す。さらに当社は、以前にオンサイト AWS Elemental サポートを提供した管轄区域におい

て、当該オンサイト AWS Elemental サポートの提供を、当社の単独かつ絶対的な裁量によ

り、一切の責任を負うことなく停止する権利を有します。 
1.13. AWS Elemental サポートの手数料および料金は、払戻し対象外です。お客様の都合

で AWS Elemental サポートを終了した場合、お客様は、該当する手数料および料金の未使

用部分が失効することに同意するものとします。お客様が、当社による重大な違反（本契約に

定義されているとおり）により AWS Elemental サポートを終了した場合、お客様の唯一かつ

独占的な救済措置として、また当社の唯一かつ排他的な義務および責任として、違反による

終了の効力発生日から、現在または将来の AWS Elemental 製品または AWS Elemental
サポートの購入に対する有効な AWS Elemental サポート期間の終了日までの期間に対応

する、前払いの AWS Elemental サポート手数料の該当部分について、当社がクレジットを発

行します。お客様の、本サービスプラン、本契約またはエンドユーザ・ライセンス契約の違反に

より当社が AWS Elemental サポートを終了する場合、お客様が既に当社に支払った手数料

および料金の返還債務を含め、当社は責任または義務を負いません。 
1.14. AWS Elemental サポートは、法的に禁止される範囲もしくは、適用法が除外、制限ま

たは回避を禁止する場合を除いて、「現状有姿」で提供され、当社、当社の関連会社およびラ

イセンサーは、(a)明示的、黙示的、法定の、またはその他法律上の AMS Elemental サポー

トに関するいかなる種類の表明もしくは保証も行わず、ならびに(b) (i)商品性、品質への満

足、特定の目的への適合性、権利非侵害、もしくは平穏享有権に関する、(ii)交渉または商慣

習から生じるあらゆる取引過程での、(iii)AMS Elemental サポートが、無停止、エラーフリ

ー、もしくは有害なコンポーネントがないことについて、および(iv)全てのコンテンツが安全で

欠損や変更がないことについて、明示的または黙示的な保証を含む一切を保証しません。 
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