
 

 

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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サービス ディスクリプション：Advanced Services – Fixed Price  
 
AS-Fixed Release Verification Service （ASF-SP1-G-NGN-RV） 
 
本文書では、固定料金アドバンスド サービス：AS-Fixed Release 

Verification Service について説明します。 

関連文書：本文書は、www.cisco.com/go/servicedescriptions/ 

に掲載されている次の文書と合わせてお読みください。（1）用語一

覧（Glossary of Terms）、（2）対象外サービスのリスト（List of 

Services Not Covered）。本文書において大文字の英字で始まる

用語は、いずれもその意味が用語一覧に記載されています。 

シスコによる直接販売： お客様が、内部での利用を目的にシスコ

から本サービス（Service）を直接購入された場合、本文書の内容

は、サービス主契約（Master Services Agreement）、アドバンスド 

サービス契約（Advanced Services Agreement）、またはアドバン

スド サービスに含まれる各種サービスの購入に適用されるシスコ

との他のサービス契約（以下、これらの契約を「主契約」）に組み入

れられます。また当該主契約が存在しない場合、本文書には、
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/terms_

conditions.html に掲載されている各契約規定書（Terms & 

Conditions Agreement）に記載の各規定が適用されます。お客様

が再販目的でシスコから本サービスを直接購入された場合、本文

書の内容は、システム インテグレータ契約（System Integrator 

Agreement）、またはアドバンスド サービスの再販に適用される他

のサービス契約（以下「再販主契約」）に組み入れられます。再販

主契約内にシスコ アドバンスド サービスの購入および再販に関す

る規定、または同等の規定のいずれも含まれていない場合、本文

書には、再販主契約の規定、ならびに 

http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/terms_

conditions.html に掲載されている SOW 対象サービスの再販に

関する契約規定書（SOW Resale Terms & Conditions 

Agreement）に記載の各規定が適用されます。SOW 対象サービ

スの再販に関する契約の目的上、本文書は業務明細書

（Statement of Work）（以下「SOW」）と見なされるものとします。

本文書の内容と、主契約またはサービスに関する同等の添付書

類もしくは契約書の内容が相反する場合、本文書の内容が優先し

ます。 

シスコ認定リセラーによる販売： お客様がシスコ認定リセラー

（Cisco Authorized Reseller）から本サービスを購入された場合、

本文書はサービス説明書に相当するもののみとなり、お客様とシ

スコの契約書にはなりません。本サービスの実施内容を規定し得

るのは、シスコ認定リセラーとの契約です。本文書は、お客様担当

のシスコ認定リセラーから提供されるものです。または、

www.cisco.com/go/servicedescriptions/ から本文書や他のシス

コのサービス ディスクリプションを取得することもできます。 

 

 

 

Release Verification Service  

サービスの概要  

AS-Fixed Release Verification（RV）サービスは、カスタマイズさ

れたテスト サービスです。リリースの機能、スケーラビリティ、また

は相互運用性について双方が合意したテスト計画を、シスコが用

意した、お客様固有のトポロジ（以下「本サービス」）を含むラボで

検証します。本サービスが、本サービスの開始日から 4 週間とい

う固定期間を超えて提供されることはありません。 

サービス  

 テストの評価およびテスト計画の作成  

 セットアップおよびテストの実施  

 テスト結果レポートの作成  

 最終コンサルテーション提供  

 

成果物  

 テスト計画  

 テスト結果レポート  

 

本サービスの実施場所  

本サービスはシスコの施設からリモートで提供されます。 

 

テストの評価およびテスト計画の作成 

シスコ側の責任  

 お客様（Customer）のネットワーキング スタッフと連絡を取り、

お客様のネットワーク設計要件について理解を深めます。 

 ネットワーク設計要件、トポロジ マップ、構成、およびネット

ワークに実装する新機能または変更予定など、お客様から

提供された情報をレビューします。 

 お客様と連携して、お客様の具体的な要件を満たす詳細なテ

スト計画を作成し、それについて合意を形成します。 

 入口および出口の基準のテストを含めて、テスト計画につい

てのレビューをお客様と行い、合意を形成します。この作業

は、4 週間という本サービスの固定期間内に実施および完了

するものとします。 

 入口および出口の基準を含めて、合意に至ったテスト要件を

テスト計画に記載します。 

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/terms_conditions.html
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/terms_conditions.html
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/terms_conditions.html
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/terms_conditions.html
http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
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お客様側の責任  

 必要に応じて、ネットワークのトポロジ マップ、構成情報、お

よび実装された新機能に関する情報を提供していただきます。 

 具体的な一連の技術要件および設計目標を満たすために、

ネットワーク アーキテクチャの詳細が記載された設計文書を

提供していただきます。詳細さの水準は、実装計画へのイン

プットとしての利用に十分なものであることが必要です。 

 設計作業（トラフィック ミックスや拡張など）に必要な、次に示

す追加情報を提供していただきます。 

 新たにリリースされるソフトウェアについてのビジネス上
および技術上の要件  

 認定プロセスおよびラボ テスト プロセス  
 変更管理プロセス  
 サービス レベル契約またはネットワーク パフォーマン

ス要件  
 ネットワークによりサポートされている重要なアプリケー

ション  
 関連する優先順位方式など、ミッションクリティカルなア

プリケーションの識別  
 ビジネス継続性、統合および仮想化に関する計画  
 予想されるネットワーク成長およびアプリケーション ミッ

クスの変動  
 先端テクノロジーの将来の実装  

 会議を含む、シスコが開催するコミュニケーションの場に参加

して、シスコにお客様のネットワーク設計要件に関する情報を

提供していただきます。 

 お客様ネットワークに対する変更予定の詳細についてシスコ

とレビューしていただきます。 

 入口および出口の基準のテストを含めて、テスト計画につい

てのレビューをシスコと行い、合意を形成していただきます。

この作業は、4 週間という本サービスの固定期間内に実施お

よび完了するものとします。 

 

セットアップおよびテストの実施 

シスコ側の責任  

 文書化されたテスト計画に基づいて、以下を含む、ラボのセッ

トアップおよびテストを実施します。 

 お客様の設計要件、優先事項および目標のレビュー。 

 既存のネットワークに対する新しい要件の影響の分析。 

 リリース検証のためのラボ インフラストラクチャ、構成、

統合および集約ポイントのセットアップ。 

 文書化されたテスト計画に基づいてテストを実施します。 

 見つかった問題について調査し、問題解決のためのガイダン

スを行い、推奨事項を作成します。 

 

お客様側の責任  

 ネットワークの変更（ トポロジ、構成、新しい  Cisco 

Internetworking Operating System（ IOS）ソフトウェア  リ

リースなど）があれば、シスコに通知していただきます。 

 テスト計画について相互に合意して文書化したあとに、本

サービスの検出フェーズまたはテスト計画フェーズで提供さ

れた基準またはその他の情報をお客様側が変更した場合、

お客様は変更から 5 日以内に書面でシスコに通知する責任

があります。テスト計画の変更によって本サービスの範囲が

拡大される可能性がある場合、シスコは単独の裁量で、これ

らの変更を求めるお客様の要求を拒否することができます。 

テスト結果レポートの作成 

シスコ側の責任  

 次の情報を含むテスト結果レポートを作成します。 

 お客様固有の運用エリアのための新しいソフトウェア機
能のリリースのレビュー  

 ソフトウェア、ハードウェア、構成全般に関する推奨事
項。今後提供されるメンテナンス リリースを待機するこ
と、またはテストを進めて、フィーチャ セットのアップグ
レードを実装することが推奨される可能性があります。 

 お客様にテスト計画レポートを提供し、お客様とレビューしま

す。 

 

お客様側の責任  

 テスト結果レポートをシスコとレビューしていただきます。 

 

最終コンサルテーション提供 

シスコ側の責任  

 お客様との電話会議を 1 回スケジュールし、実施されたテス

トの結果を伝えます。内容は次のとおりです。 

 テスト実施中に収集された重要なパフォーマンス デー
タの提供  

 例外レポートの特定  
 発生する可能性のある問題および回避策  

 

お客様側の責任  

 シスコ主催の電話会議に参加していただきます。 

 

お客様側の一般的な責任  

 本サービスの開始日から 4 週間という固定期間を超えて本

サービスが提供されないことについて、明示的に了解し、これ

に同意していただきます。 

 お客様は本サービスの期間中、RV サービスの対象となって

いるテスト領域のテクノロジー分野ごとに少なくとも 1 名の技

術担当者を指定していただきます。この担当者はお客様の統

合ネットワーク サポート センター（またはお客様の技術支援

センター）の代表者として、シスコ RV エンジニアと主に技術

面で連携していただきます。お客様には、ネットワーク構成に

ついて必要な変更を行う権限を持つ上級技術者を、窓口とし

て指定していただきます。管理スタッフまたは技術スタッフの

上級メンバーである個人 1 名を、本サービスを管理するお客

様側の主要窓口として指定していただきます。 

 お客様が提供するすべての情報（設計情報、トポロジ情報、

および要件情報を含みますが、これらに限定されません）は、

お客様の既存の環境において最新かつ有効な情報と見なさ

れます。シスコは、本サービス提供時にお客様から提供され

た情報に基づき本サービスを提供します。 

 シスコは、お客様が本文書に記載の責任を果たさなければ

本サービスを完了できないことについて、お客様が承知して

いるものとします。 

 お客様の関係者を明らかにし、本サービスの提供を受ける際

に各関係者が果たす役割を定めていただきます。この担当

者には、アーキテクチャの設計およびプランニング担当エン

ジニア、ならびにネットワーク エンジニアが含まれますが、こ

れらに限定されません。 

 本サービスの期間中に、お客様の担当者が、情報提供なら

びに定期情報収集セッション、面談、ミーティング、および電
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話会議などに出席できることを保証していただきます。 

 シスコが提供するサポート サービスは、技術的な助言、支援、

および指針の提供に限られます。 

 お客様には、本文書に記載の本サービスの注文書

（Purchase Order）をシスコへ発行してから 90 暦日以内に

本サービスが実施され、完了するものであることを明示的に

了解し、これに同意していただきます。 

請求および完了  

請求  

サービス料金は、本サービス完了時に請求されます。 

サービスの完了  

シスコは本サービスの完了について書面でお客様に通知します。 

お客様には、この通知の受領後 5 営業日（Business Days）以内

に、シスコによる本サービスの完了の承認書を提出していただきま

す。 

お客様が 5 営業日以内に本サービスの完了を承認するか、承認

しない理由を提示しなかった場合、お客様は本文書に従って実施

されたサービスの完了を承認したものと見なされます。 


