
 

 

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：Cisco Business Video Optimization 
Service 

 
本文書では、シスコの Business Video Optimization Service について説明します。 

 

 関連するドキュメント： 本文書は、www.cisco.com/go/servicedescriptions/ に掲載されている次のドキュメント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、（3）Severity and Escalation Guidelines。本文書において大文字
の英字で始まる用語は、いずれも用語一覧に記載された意味を持ちます。 

 

 シスコによる直接販売： シスコから本サービス（Services）を直接購入されたお客様の場合、本文書は、お客様マスター サービス契約
（MSA）またはシスコと締結したこれに相当するサービス契約に組み入れられる。本 Service Description と MSA またはそれに相当する
サービス契約との間に矛盾がある場合は、本 Service Description が優先するものとします。 

 

 シスコ認定リセラーによる販売： シスコ認定リセラー（Cisco-Authorized Reseller）から本サービスを購入したお客様の場合、本文書は説
明のみを目的とし、シスコとのお客様契約ではありません。この場合、本サービスの実施内容は、シスコ認定リセラーとの契約で規定され
るものとします。本文書は、シスコ認定リセラーから提供されるものです。 

 

Essential Operate 適用要件：シスコのすべての TelePresence 機器に関し、有効な Essential Operate 契約が存在しなければなりません。 

 

サービスの概要 

 

 Cisco Business Video Optimization Service では、シスコのビジネス ビデオ製品ファミリのサポートにおけるネットワーク サポート モ
ジュールを提供します。ビデオ製品ファミリには、次のビジネス ビデオ テクノロジーが含まれますが、これらに限定されません：
TelePresence、CTS、VCS、TMS、MSE 8000、Digital Media Suite（DMS）、および Media Experience Engine（MXE）。 

 

 シスコは、適切な費用を受領済みの PO（Purchase Order）で指定された詳細内容に基づき、以下に示す Business Video Optimization 

Service を提供します。シスコは、本サービスの範囲、およびシスコが本サービスを提供する期間を記載した本サービスの見積もり（以下
「見積もり」）を提出するものとします。シスコは、両当事者間で合意した見積もりを記載するとともに、見積もりで定められた条件を確認し、
当該条件に同意する注文書を受領するものとします。 

 

Business Video Optimization Service 

 

シスコの Business Video Optimization Service は、（別途記載がない限り）シスコが標準営業時間内にお客様のネットワークについて提供す

る、少なくとも以下に定める本サービスのうちの Business Video シスコ サービス エンジニアの提供で構成されます。シスコは、Business 

Video Optimization Service に基づきお客様が選択したすべてのサービスについて、次の一般的サポートを提供します。 

 

一般的サポート 

 

 ネットワークに関するお客様との主要な連絡窓口となるエンジニア（「シスコ サービス エンジニア」）を指定します。 

 

 本サービスは別段の合意または事前の合意がない限り、リモートで提供されます。 

 

 サービスの開始、事前提供物および活動のレビュー、ならびに翌四半期のお客様計画作成を目的とした会議をお客様とスケジュールしま
す。オンサイト訪問は、その時点における最新のシスコの交通費および経費の料率に基づいて両当事者間で合意するものとします。 

 

 お客様のビジネス ビデオ システムの状態、計画作成および提供されている本サービスをレビューするために、定期的な電話会議（通常
は週ごと）をスケジュールします。 

 

 シスコ サービス エンジニアおよび拡張お客様チームのメンバーとのミュニケーションを促進するために、お客様固有のシスコ電子メール 

エイリアスを確立します。 

 

 本付録の下でシスコに対して発生する料金がすべて支払われていることを条件として、本サービス契約の期間中は、ビジネス ビデオ シ
ステム データ収集に対して適切であるとシスコが特定したデータ収集ツールが提供されるものとします。データ収集ツールには、ハード
ウェアまたはソフトウェアが含まれる場合と、含まれない場合があります。お客様は、データ収集ツールに対するすべての権利、権限およ
び利益をシスコが保持することを認め、これに同意するものとします。シスコのサービス エンジニアは、ビジネス ビデオ システムからの
データの収集を支援するために、シスコが提供するツールに加えて、お客様が提供するデータ、スクリプトまたは内部ツールを使用する場
合があります。 

 

アーキテクチャ設計のレビュー 

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
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ビジネス ビデオ アーキテクチャ設計レビュー サービス コンポーネントでは、シームレスかつ一貫したビジネス ビデオ導入のためのベースラ

インとして参照アーキテクチャ「構想」をお客様に提示します。シスコは、サービスの見積もりに基づいたビジネス ビデオ アーキテクチャ設計レ

ポートのアップデートを年ごとに提供します。 

 

シスコ側の責任 

 

 お客様と協力して、高レベルのビジネス要件および技術（特性および機能）要件を収集します。 

 

 ビジネス ビデオに関する高レベルの参照アーキテクチャ ベースラインを作成します。 

 

 面談および関連文書のレビューにより、現在のビジネス イニシアチブおよびコラボレーション イニシアチブを理解するための要件を収集し
ます。これには、コール制御に加え、グローバル ダイヤル プランのアーキテクチャ要件を含む特性と機能の要件などを含みます。 

 

 機能要件と、お客様の環境において現存するビデオ会議ソリューションの製品において利用可能な特性/機能とを比較します。 

 

 ビジネス ビデオ アーキテクチャ設計レビュー レポートを作成して、ビジネス要件やお客様の戦略に基づき、お客様のエンタープライズ ビ
デオ アーキテクチャに対する評価と提案を行います。これには次のものが含まれます。 

◦ 拡張性（CallManager） 
◦ 相互運用性（Tandberg、Polycom） 
◦ デスクトップ ビデオ 

 

 ビジネス ビデオ アーキテクチャ設計レビュー レポートをお客様に提供します。 

 

お客様側の責任 

 

一般的責任に加えて、お客様には以下の対応を行っていただきます。 

 

 お客様の環境とビジネス要件に関する知識を有し、かつ必要な情報へのアクセス権限を有するお客様の対象分野専門家を指定していた
だきます。 

 

 主要な詳細設計関係者および意思決定者が、面接プロセスの過程で参加できるようにスケジュールしていただきます。 

 

 現在のネットワーク トポロジ（ビジネス ビデオ、テレフォニーのコンポーネント、およびネットワーク インフラストラクチャ）をシスコに提供し
ていただきます。 

 

 ネットワークに対して影響を及ぼす可能性のあるビジネス ビデオおよびユニファイド コミュニケーションの変更についてシスコに連絡して
いただきます。 

 

 シスコが請求する情報を 5 営業日以内に提供していただきます。 

 

 お客様が選定したベンダーとの窓口となる権限を有するお客様の代表者を提供していただきます。 

 

 ビジネス ビデオ アーキテクチャ レビューはリモートで実行されることをご理解いただきます。 

 

 次の項目は対象外であるか、またはビジネス ビデオ アーキテクチャ レビュー サービスの一部であることを理解し承認していただきます。 

◦ ネットワークおよびユニファイド コミュニケーションのハードウェア、ソフトウェア、およびネットワーク アーキテクチャ。 

◦ ユニファイド コンタクト センターのハードウェア、ソフトウェア、およびネットワーク アーキテクチャ。 

 

安定性監査 

 
 

安定性監査サービス活動では、ネットワークの複数エリアの分析を提供します。これには、ビジネス ビデオおよびユニファイド コミュニケーション 

ネットワークのインフラストラクチャ設計およびデバイス ヘルスが含まれます。シスコの最先端のプラクティスに準拠した上で、すべてのシスコの

ビジネス ビデオの基盤コンポーネント、アプリケーション固有の設定、およびソフトウェア バージョンをレビューします。このプロセスにより、シス

コおよび業界のベスト プラクティスに基づく安定した環境を達成するために解決すべきシステム内の不備を特定します。 

 

シスコ側の責任 

 

当該サービスの一部として、シスコは以下を行うことができます。 

 

 情報収集のために、さまざまな管理および運用スタッフとリモートにて面談を行います。 

 

 収集された情報の分析、および適切なソフトウェア レベルおよび推奨される設定変更を決定します。 
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 必要に応じ、ネットワーク開示、目録作成およびパフォーマンス データ収集のためのシスコ製および/またはサードパーティ製ツールの導
入につき、お客様の承認を得ます。 

 

 次のいずれかの設定を収集します。 

 

◦ コーデック、CTSMAN、CTMS、MSE、CUCM、VCS Control、VCS Expressway、TMS、および存在するその他のビジネス ビデオ 

コンポーネント。 

 

◦ Digital Media Suite が存在する場合、DMM、DMP、MXE、エンコーダ設定、CTRS、TCS などの記録/コンテンツ サーバ、および/

または MXE、CUVC、TP サーバなどの相互運用サーバ/ブレードを収集します。 

 

 現行のネットワーク インフラストラクチャの完全な一覧をまとめます。 

◦ 該当する場合、他のシスコ チームから情報（NOS の一覧など）を取得します。 

◦ -BV PATH およびデータに沿ったネットワーク コンポーネントの調査を通じて情報を収集し、以下の各該当コンポーネントおよびア
プリケーションについて、当該データの分析に基づき不備を特定します。 

◦ BV Path のインフラストラクチャ ネットワーク監査。1 年間に分析されるパス数は、当該サービスの見積もりに記載されています。 

◦ インフラストラクチャ ネットワーク トポロジ 

 

 ネットワーク デバイス（ルータおよびスイッチ）QoS 設定、ネットワーク サービス（DNS、DHCP、NTP クロック） 
 ネットワークの使用率または遅延、ジッターおよびパケット損失についてのレポート 

 ビジネス ビデオ ソリューション コンポーネント監査 

 コーデック設定 

 CUCM サーバ ハードウェアおよびソフトウェア設定 

 CTSMAN、TMS の設定 

 ネットワークにおいて最適化された CTMS のロケーションに関する CTMS 設定、適合統計および SLA の分析 

 コンポーネントの冗長性分析および設定 

 CTMS リソース最適化、VCS Control、VCS Expressway、TMS リソース最適化のレビュー 

 VCS/Gatekeeper/Firewall Traversal/Neighboring 

 ダイヤル プラン 

 Digital Media Suite - DMM、DMP、Suns、MXE 

 

 収集したネットワークデータに基づいて安定性監査レポートを作成および分析します。 

 

 お客様に安定性監査レポートを提示し、推奨事項を提案します。 

 

変更サポート 

 

シスコ サービス エンジニアは、お客様がお客様の希望によりベストプラクティスを含む変更の提案をビジネス ビデオ環境に導入するために、事

前にスケジュールされた管理ウィンドウの準備を行うにあたり、これをリモートで支援します。変更サポートではオンサイトによる支援は一切提供

されません。オンサイトによる支援の要請があった場合、シスコの単独の裁量によって判断し、サイトへの訪問に関連するすべての費用はお客

様の責任とします。 

 

シスコ側の責任 

 

 お客様が準備した Method of Procedure（MOP）文書をレビューします。 

 

 計画された変更の実装、テストおよび/またはバックアウトのベスト プラクティスに基づき、MOP に対して推奨される変更を提供します。 

 

 すべての変更後のレビューまたは事後検討に参加して、お客様の変更管理プロセスの継続的改善を支援します。 

 

お客様側の責任 

 

一般的責任に加えて、お客様には以下の対応を行っていただきます。 

 

 変更の準備、実行、テスト、およびバックアウトに必要な手順を含む MOP 文書をご準備いただきます。 

 

 シスコ エンジニアとのコラボレーションによる MOP のレビューに参加していただきます。 

 

 計画された変更をスケジュールし、リソースを投入し、実施していただきます。 

 

 変更後のレビューを実施していただきます。 

 

 サービスはリモートに提供されます。 

 

 変更サポートがリモートに実行されること、およびシスコ サービス エンジニアはケースに対する作業を標準営業時間（Standard 

Business Hours）内に行うことをご理解いただきます。 
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Incident Management Service 

 

Incident Management Support Service は、お客様のビジネス ビデオ ソリューションに関連して、Cisco TAC へのエスカレーションを行うとい

う方法で支援します。シスコのプロジェクト マネージャはシスコ サービス エンジニアを 1 名指定し、TAC 組織と協力して文書化された未解決の

イベントおよびケースをレビューし、解決を追跡するとともにお客様に進捗を報告し、根本原因分析や提案などの調査結果の文書化に当たらせ

ます。お客様は Cisco TAC を通じてトラブル チケットを開いてください。また、シスコ サービス エンジニアにそのトラブル チケットについて通知

し、追跡できるようにしてください。 

 

シスコ側の責任 

 

 お客様が適切な TAC 手順および適切なエスカレーション プロセスに従った後、TAC エスカレーションによる支援を提供します。 

 お客様のビジネス ビデオ環境に関して Cisco TAC と共同して作業を行い、Cisco TAC および業務ユニット（TTG、MXABU、DMSBU）に
よるインシデントの解決を支援します。 

 プロジェクト マネージャは、ビジネス ビデオ コンポーネント関連の問題の解決のみをリモートに追跡および支援するシスコ サービス エン
ジニアを指定します。 

 

  シスコ サービス エンジニアは、お客様による未解決の S1 および S2 ケースへの対処をリモートに支援します。シスコ サービス エンジニ
アは必要に応じて、これらの問題の解決に役立つ監視、支援、およびエスカレーションを行います。ケースについては Cisco TAC が担当
します。 

 

 お客様は、顧客満足度調査によってその TAC エクスペリエンスを評価することができ、また当該ケースが RMA またはソフトウェア アッ
プグレードに関する適切な契約によって開始されたことを評価することができます。 

 

お客様側の責任 

 

一般的責任に加えて、お客様には以下の対応を行っていただきます。 

 

 ユーザからお客様のサポート デスクまたは問題解決センターに対し、ビジネス ビデオ ネットワーク サービスの問題点に関して支援を要
請する連絡をしていただきます。 

 Cisco Technical Assistance Center でチケットを開いていただきます。Cisco TAC は診断を行った後、シスコ サービスにサポートを依頼
します。 

 支援が必要な発行済みチケットについてシスコ サービスに通知し、Cisco TAC ケース番号をお知らせください。 

 お客様は、Cisco TAC が診断を行うまで、ビジネス ビデオの問題に関してエスカレーションを行わないでください。 

 インシデント管理サポートがリモートに実行されること、およびシスコ サービス エンジニアはケースに対する作業を標準営業時間
（Standard Business Hours）内に行うことをご理解いただきます。 

  

 次の項目は対象外であるか、またはインシデント管理サポート サービスの一部であることを理解し承認していただきます。 

◦ シスコ サービス エンジニアは、お客様の実稼働環境に対する変更は行いません。 

◦ S3/S4 TAC ケース。 

◦ TAC ケースのサポートのためのサイトへの訪問。 

◦ インシデント管理サポートが Cisco TAC サポート サービスの業務を代わりに行うことはありません。 

 

事前予防的ソフトウェア推奨およびソフトウェア セキュリティ アラート 

 

シスコ側の責任 

 

事前予防的ソフトウェア推奨 - 現在および将来の要件を満たす能力に関して、現行のユニファイド テレプレゼンス ソフトウェア レベルを評価お

よび特定します。当該作業では、ハードウェアおよびソフトウェアのアップグレードなどのスケジュールされたイベントが現行のコードにどのような

影響を及ぼすのかについて評価するとともに、プロセスおよびコードの予防的アップグレードの頻度を設定します。本サービスには以下が含ま

れます。 

 

 顧客ソフトウェアの目録を取得します。 

 

 お客様が提供したソフトウェアの情報、特性と機能、および能力要件を収集します。 

 

 相互運用性の問題に関してインストール済みのソフトウェア リリースおよび新たなレベルを評価するとともに、現在および将来におけるビ
ジネス要件および技術要件をサポートする能力を評価します。 

 

 お客様のための適切なソフトウェア リリースを特定するソフトウェア戦略の決定および連絡を行います。 

 

 お客様の運用要件に基づき、ビジネス ビデオ ソリューションに関するアップグレード戦略を決定します。 

 

 ソフトウェア推奨リリースワークショップを実施して、アセスメントの結果をレビューし、推奨事項を提出します。 
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 ソフトウェア推奨リリース レポートをお客様に提示します。 

 

事前予防的分析 -（PSIRT）シスコ製品が作動しているネットワークに対して影響を及ぼす可能性のあるセキュリティ問題が検出された際にシス
コが発するセキュリティ アドバイザリの事前予防的分析です。PSIRTS には、これらの問題についてネットワークの修復および/または保護を行

うために必要な措置が含まれています。シスコがセキュリティ アドバイザリを公表した後、ソフトウェア セキュリティ アラート（「SSA」）を通じて評

価がお客様に提供されます。シスコは、脆弱性およびその解決策につき、お客様のビジネス ビデオ ソリューションに及ぶ可能性のある影響の

観点で、分析を提供します。 

 

 お客様のビジネス ビデオ ソリューションに影響を与える可能性のある PSIRT 通知を分析します。 

 

 PSIRT ソリューション案に応じて、シスコ サービス エンジニアは以下を行うことができます。 

◦ お客様が導入したソリューションに関して適切な提案とテストを提供します。 

◦ お客様のラボ環境においてテストを実施します。 

◦ 類似の環境をレビューし、機能およびコードの関連づけを行います。 

 

お客様側の責任 

 
 

一般的責任に加えて、お客様には以下の対応を行っていただきます。 

 

 ビジネス ビデオ ソリューション コンポーネント（たとえば、MSE、VCS、TMS、CTSMAN、CTMS、CUCM、DMS – DMM、DMP、MXE お
よびエンコーダ）の現在のソフトウェア リリースのバージョンおよびハードウェアのバージョンの詳細を提供していただきます（該当する場
合）。 

 

 コンポーネントの所在場所（たとえば地理的ロケーションまたはネットワーク内のロケーション）を示した高レベル アーキテクチャ図を提供
していただきます。 

 

 主要なコンポーネントごとに設定の詳細を提供していただきます。 

 

 お客様のネットワークに関する詳細な要件および目標を提供します。これには、拡張性、セキュリティおよび管理性が含まれますが、これ
らに限定されません。 

 

リモート アップグレード サポート 

 

リモート アップグレード サポート サービス コンポーネントでは、お客様が希望したコミュニケーション チャネル（電話/電子メール/IM）を用いたリ

モート アップグレード支援によって拡大された計画書を通じて、アップグレード サポートがお客様に提供されます。当該サービスでは、ビジネス 

ビデオ ソリューションにおける以下のコンポーネント（単数または複数）のアップグレードのサポートが提供されます。 

 

 MSE、VCS、TMS 

 CTS Codec 

 CTSMAN 

 CTMS 

 CUCM 

 DMS – DMM、DMP、MXE、およびエンコーダ 

 

シスコ側の責任 

 

当該サービスの一部として、シスコは以下を行うことができます。 

 

 すべてのビジネス ビデオ ソリューション コンポーネントについての顧客ソフトウェアの目録に加え、ビジネス ビデオ システムと統合される
サードパーティ製コンポーネント（SBC、ファイアウォール、サードパーティ プロバイダ、Microsoft Exchange、Microsoft Lync、Lotus 

Notes、Active Directory など）についての依存条件を取得します。 

 

 アップグレード管理計画レポートを提供します。これには、以下の項目が含まれます。 

◦ ハードウェアとソフトウェアのアップデート、アップグレードおよび修正について、手順書を提供します。 

 

◦ アップグレードの実行に要する時間の概算を提供します。 

 

◦ お客様と協力して、スケジュールまたは処理を必要とする変更管理メンテナンス ウィンドウについて、関連データ点を提供します。 

 

◦ 依存製品すべての実行中の全バージョンを文書化します。 

 

◦ すべてのオペレーションおよび実行中アプリケーションが想定通りに作動するよう、これらの目録を作成します。 

 

◦ アップデート、アップグレードおよび修正の種類に基づき、お客様のレビューのために、受け入れテスト計画を作成します。 
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◦ ソフトウェアのお客様の要件ごとに新しいパラメータの特定および提案を行います。 

 

◦ 障害対策計画を提供します。 

 

◦ バグに関連する問題が生じないように、すべてのリリースのクロスリファランスを行います。 

 

◦ シスコは、シスコの製品エンジニアリング チームにより既に特定されているエスカレーション パスを保有します。これは、予防的 

TAC case に上乗せされるものです。 

 

◦ リアルタイムの支援およびサポートのためのメンテナンス ウィンドウの間、シスコのサービス エンジニアを対応可能な状態にします。
お客様は、21 日前までに日程をスケジュールする必要があります。 

 

◦ お客様と協力し、アップグレード後における機能性評価の支援、および問題のトラブルシューティングにおける TAC/RMS の支援を
行います。 

 

◦ アップグレード管理計画レポートおよび受入テスト計画を提示します。 

 

お客様側の責任 

 

一般的責任に加えて、お客様には以下の対応を行っていただきます。 

 

 アップグレード プロジェクト プランニング全般を通じて、一次的および二次的担当者を提供していただきます。 

 

 IT 導入担当者およびリソース確保の約束を提供していただきます。 

 

 LAN/WAN または他のエンジニアリング チームの担当者が、トラブルシューティングまたはアップグレードの支援のために、デバイスにア
クセスする必要がある場合、お客様は、当該担当者が特定されること、および当該担当者が対応可能であることを保証していただきます。 

 

 最近のバックアップの検証をシスコに提供するとともに、シスコがバックアップの設定/イメージにアクセスできるようにしていただきます。 

 

 必要に応じてネットワーク デバイスへのオンサイトとリモートでのアクセス権を付与していただきます。 

 

 メンテナンス ウィンドウが承認され、かつシスコのサービス エンジニアの提案した予想時間に従っていることを確認していただきます。最
新のネットワーク設計をシスコに提供していただきます。 

 

 アップグレード後の評価とテストを支援していただきます。 

 

知識の移転と教育訓練 

 
 

知識の移転と教育訓練サービス コンポーネントにより、シスコ サービス エンジニアは、お客様と直接かつインタラクティブなコミュニケーションを

行うことが可能となります。お客様のビジネス要件および導入済みアーキテクチャについての深い知識に基づき、シスコ サービス エンジニアは、

お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた非公式のトレーニング資料または関心の高いトピックを作成することができます。この知識の移

転は、シスコ公認のクラスの置き換えを意味するものではありません。 

 

シスコ側の責任 

 

 契約に定めるセッション数に応じて、テクニカル アップデート会議および/またはお客様のスタッフに対する教育訓練サービスを年ごとに提
供します。 

 

 シスコおよびお客様は協議の上、適切な形式および提供方法を決定します。これには、インターネット経由の共有メディア、電話会議およ
び/またはオンサイトによるものを含むことがありますが、これらに限定されません。1 回の受講者数は、最大で 10 名とします。 

 

お客様側の責任 

 

一般的責任に加えて、お客様には以下の対応を行っていただきます。 

 

 トレーニングまたは教育訓練が座学形式で行われる場合は、シスコの施設またはお客様の施設を拠点とするか否かに関わらず、3 週間
前までにトレーニングまたは教育訓練要件に関する通知書をシスコに提出していただきます。 

 

 トレーニングまたは教育訓練セッションに参加するお客様のスタッフが、シスコからお客様に通知された資格要件を満たしていることを確
認していただきます。 

 

 より集中的でカスタマイズされたトレーニングまたは教育訓練セッションをシスコが提供するためにはお客様の要件に関する詳細情報が
必要であるとシスコが判断した場合、トレーニング前または教育訓練前の電話会議に参加していただきます。 
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 トレーニングまたは教育訓練セッションを実施できる適切な施設およびそれらのセッションのサポートに必要なリソースを提供していただき
ます。 

 

 トレーニングまたは教育訓練セッションのキャンセルまたは予定日の変更は、少なくとも 10 日前までにシスコ プロジェクト マネージャにお
知らせください。事前の通知がない場合、または事前の通知が 10 日前を切った場合、お客様はセッションの権利を失います。 

 

プロジェクト管理 

 

Business Video Optimization Service について、お客様との窓口として行為するシスコ プロジェクト マネージャ（以下「シスコ プロジェクト マ

ネージャ」）を指定します。シスコ プロジェクト マネージャは、ビジネス ビデオ エンジニア（以下「シスコ サービス エンジニア」）を指定して、継続

的サポートの提供、シスコのビジネス ビデオ テクノロジーおよびアーキテクチャの問題に関するサポート、助言および指針の提供に当たらせま

す。以下のプロジェクト管理作業は、本サービス ディスクリプションの下で選択されるいずれのサービス要素においてもその一部として提供され

ます。 

 

シスコ側の責任 

 

 ビジネス ビデオ サービス関連の作業を管理するプロジェクトの単一の連絡窓口を設置します。 

 

 最適化プロジェクトのキックオフ ミーティングをスケジュール/調整します（ミーティングはリモートに実施）。 

 

 プロジェクトのガバナンスおよびプロジェクトのキックオフ プレゼンテーションを行います。 

 

 お客様と協力して、90 日間の行動計画を作成しレビューします。 

 

 プログラム ガイドライン、成果物、期待をレビューします。またプロジェクト スケジュールおよびベースライン計画を作成した場合は、それ
らを提示します。 

 

 Business Video Optimization Service に関連するサービスのシスコによる成果物を管理します。 

 

 シスコ サービス エンジニアとのコミュニケーションを促進するために、お客様固有のシスコ電子メール エイリアスを確立します。 

 

 お客様とシスコの間で合意した期間ごとに、定期的にビジネス ビデオの作業の進捗を報告します。 

 

 プロジェクトの状態、成果物、および進行中のプロジェクト計画の作成を（リモートで）レビューするために、お客様との毎週/隔週の電話に
よる最新情報の報告および四半期ごとの電話会議によるミーティングをスケジュール/調整します。 

 

お客様側の責任 

 

 シスコ プロジェクト マネージャおよびテクニカル エンジニアとの作業を調整するプロジェクト マネージャを指定していただきます。 

 

 リソースがミーティングに参加し、お客様のサポートが必要なタスクでシスコを支援するようにスケジュールしていただきます。 

 

 情報を電子メール配信する先の担当者のリストを提供していただきます。 

 

 90 日間を 1 周期とする活動計画を策定していただきます。 

 

 シスコ プロジェクト マネージャが提出するすべての成果物をレビューしていただきます。 

 

ビジネス ビデオ計画サービス 

 

ビジネス ビデオ計画サービス（変更管理）は、人員、プロセス、テクノロジーを検討することで、お客様によるビデオ実装を成功に導く、構成要素

の適切なバランスの判断を支援します。この計画サービスは、組織とテクノロジーの効率性に重点を置き、お客様のビデオ管理運用環境に関

する有益で詳細なベースライン分析をグラフ表示によって提供します。 

 

シスコ側の責任 

 

 シスコがお客様のビジネス ビデオの構想、戦略、およびアーキテクチャの進化を理解できるように、お客様が提供する文書を収集します。 

 

 お客様の見積もりに従い、お客様と調整の上で、指定されたお客様側のビジネス部門との面談をスケジュールします。 

 

 お客様が指定したテクノロジー上およびビジネス上の利害関係者と面談を行って、お客様のビジネス ビデオの構想、戦略およびアーキテ
クチャの進化に関してお客様から提供された情報に対するシスコの理解が正しいかを確認します。 

 

 お客様のビジネス管理活動（プロセス、測定指標、報告、およびテクノロジー アプリケーションなど）を分析評価して、成熟度レベルのベー
スラインを確立します。ビデオ能力の成熟度モデルは、次の 5 レベルに分かれています。 
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レベル 1 – アドホック（ビデオ導入プロセスなし） 
レベル 2 – 反復可能（ビデオ戦略/ロードマップなし）。 

レベル 3 – 定義済み（ビデオ戦略ロードマップが定義済み） 
レベル 4 – 管理対象（ビデオ戦略ロードマップに従い、導入済み） 
レベル 5 – 最適化済み（ビデオ戦略ロードマップが継続的に改善、最適化） 

 

 変更管理ワークショップおよびお客様との面談を実施して、必要な利害関係者の参加を含む、変更およびコミュニケーション管理プランの
作成について話し合います。 

 

 ワークショップと面談の結果および成果を文書化するとともに、ビジネス ビデオ計画エグゼクティブ リードアウト レポートを作成します。こ
のレポートには、次の項目が含まれます。 

◦ プロセス導入レビュー計画。これには、短期/長期のロードマップ、お客様の測定指標とベンチマーク、および予測される投資回収
（ROI）機会を含みます。 

◦ 収集された変更管理情報を記載した文書。これには、お客様のビデオ プロジェクトに関するプロセス変更、テクノロジー、人員変更、
測定指標およびベンチマークの見直し、ポリシー調整を含むことができます。 

◦ ユーザベースの使用方法、対象を絞った導入、サンプルのトレーニング資料、およびコミュニケーション プランで文書化されたトレー
ニング プログラム計画。 

◦ 文書化されたトレーニング プラン。お客様の全エンドユーザの位置付け、優先順位、および対象を含みます。 

◦ 計画されたコミュニケーションおよびトレーニングのリリース スケジュール案。 

◦ コミュニケーションのサンプル、ビデオ推奨期間に使用するイベント用資料、およびコミュニケーションに役立つセッション。 

◦ 今後の計画作成のための次のステップを文書化します。たとえば、試験、アーキテクチャ、Medianet 対応、および計画、設計、導入
（PDI）サービスなどです。さらに、サービス全体で特定された利点を実現するための次のステップおよび高レベルのアクション プ
ランについての推奨事項がある場合は、それも含めます。 

◦ お客様が機会を活かすための次のステップに関する推奨事項を作成します。 

 

 ビジネス ビデオ計画エグゼクティブ リードアウト レポートをお客様に提供します。 

 

お客様側の責任 

 

一般的責任に加えて、お客様には以下の対応を行っていただきます。 

 

 ビジネス ビデオ計画サービスについて責任を負うお客様側の利害関係者を特定していただきます。 

 

 お客様は、主要な従業員の代表者とのミーティングを特定してスケジュールする責任を負います。これには、エグゼクティブ スポンサー、
管理者、スーパーバイザ、人事担当者、IT およびプロジェクトに関係するその他の電気通信管理担当者を含める必要があります。 

 

 シスコが対象のコミュニケーション方法を評価するために役立つ、情報および関連の前提事項を提供していただきます。 

 

 コミュニケーション プランに関する情報および文書を提供するためのミーティングおよび面談に参加していただきます。 

 

 ビジネス ビデオ計画エグゼクティブ リードアウト レポートをシスコとレビューしていただきます。 

 

ビジネス ビデオ戦略コンサルティング 

 

ビジネス ビデオ戦略コンサルティング サービスは、お客様の現在および計画中のビジネス ビデオ サービスに関連する情報を収集します。シス

コはワークショップおよび面談を通じてお客様と協力し、ビジネス ビデオ戦略エグゼクティブ リードアウト レポートを作成します。このレポートに

は、ROI ユース ケース、ユース ケース優先順位マトリクス、およびビジネス ビデオ ロードマップの各項目が含まれています。 

 

シスコ側の責任 

 

 ディスカバリ ワークショップおよび面談ミーティングでお客様から情報を収集する基礎となる戦略質問書の草稿を作成します。 

 

 お客様の見積もりの記載に従い、お客様と調整の上で、指定されたお客様側のビジネス部門との面談をスケジュールします。お客様の現
在および将来のビデオ機能を特定して文書化します。 

 

 お客様が指定するテクノロジー上およびビジネス上の利害関係者と面談を行って、短期および長期のテクノロジー戦略、将来のビジネス
目標、および 5 年モデルを持つ最大 5 つの ROI ユース ケースの定義に必要なその他の関連情報（純現在価値（NPV）、内部収益率
（IRR）、およびお客様に固有のビジネス上重要な優先事項や課題に対応する高レベルのビジネス プロセスを考慮した損益分岐点分析な
ど）を収集します。 

 

 お客様のビジネス要件および技術要件を分析し、現在および計画されているビデオ インフラストラクチャおよびビデオ システム コンポー
ネントのベースラインを定めます。これには、お客様が計画しているビデオ システム コンポーネントの文書化を含みます。 

 

 ワークショップおよび面談の結果と成果に基づき、次の項目を含むビジネス ビデオ戦略エグゼクティブ リードアウト レポートを作成します。 

◦ お客様のビジネス要件および技術要件の分析、ならびにお客様が計画しているビデオ システム コンポーネントの文書化を含む、現
在および計画上の基本的なビデオ インフラストラクチャおよびビデオ システム コンポーネントの策定。 
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◦ 収集したデータに基づいて作成および文書化された ROI モデル。 

◦ 文書化されたユース ケースを文書化およびユース ケース優先順位マトリックスにおける実装の優先順位の評価。ユース ケースの
優先順位は、取得と影響の容易さに基づいて判定します。 

◦ ユース ケースに示された必須のビジネス ビデオ機能のマッピング。 

◦ 現在の機能および合意したユース ケースの優先順位に基づくビジネス ビデオ機能ロードマップ。ユース ケースの要件、ギャップ分
析、およびアーキテクチャ上の前提事項に基づいて、お客様の現在および将来のビデオ機能を特定します。 

 

 ビジネス ビデオ戦略エグゼクティブ リードアウト レポートをお客様に提供します。 

 

お客様側の責任 

 

一般的責任に加えて、お客様には以下の対応を行っていただきます。 

 

 シスコの要請に応じて、プロジェクトに関連する目標、目的、成長、および測定指標のガイドラインを記載したお客様の事業計画書を提供
していただきます。 

 

 重要なビジネス ユース ケースの検証、拡大、および作成のための面談に参加していただきます。 

 

 お客様の現在のビデオ機能（クライアントのアーキテクチャ上およびネットワーク上の制限など）の特定、検証、および文書化のための話
し合いに参加していただきます。 

 

 ビジネス上重要な優先項目および課題に関する情報を提供していただきます。 

 

 ユース ケース導入の優先順位に関する評価基準を決定するためのテクノロジー上およびビジネス上の利害関係者を指定していただきま
す。 

 

 事業および財務計画書の準備を担当するお客様利害関係者を指定していただきます。 

 

 選択した ROI ユース ケースの検証および拡張のための面談に参加する社員を特定し、スケジュールしていただきます。これには、エグ
ゼクティブ スポンサーおよび主要な利害関係者、ビデオ管理、情報テクノロジー（IT）、電気通信の代表者、およびこのプロジェクトに関連
するその他の利害関係者などの主要な社員を含みます。 

 

 シスコの要請に応じて、ビデオ プロジェクトに関連する目標、目的、成長、および測定指標のガイドラインを記載した事業計画書を提供し
ていただきます。 

 

 エグゼクティブ サマリ リードアウト/レポートについてシスコとレビューを行い、正式版として完成されリリースされる前にコメントおよび承認
していただきます。 

 

 ビジネス ビデオ戦略エグゼクティブ リードアウト レポートをシスコとレビューしていただきます。 

 

Telepresence 分析およびレポート サービス コンサルティング（TARS） 

 

Cisco Telepresence 分析およびレポート サービス（TARS）は、Cisco TARS ポータルに関する機能的および技術的サポートを提供する助言

とコンサルティングのサービスです。本サービスでは、お客様による Cisco TARS ポータルおよびデータ収集クライアント ソフトウェア（以下

「TARS ソフトウェア」）の導入と使用を支援します。 

 

シスコ側の責任 

 

 TARS の質問書をレビューします。 

 

 サービスの再設定、クライアントの再設定、サービス コンポーネントの再インストールとデバッグなどの設定作業に参加します。 

 

 既存の Cisco TARS レポート出力および特定のお客様のテンプレートをお客様とレビューして理解します。 

 

 お客様の要請に応じて、特別なレポート テンプレートを作成します。 

 

 Cisco TARS のベスト プラクティスおよび使用方法の確立に参加します。 

 

お客様側の責任 

 

 シスコへの主要な連絡窓口となる 2 ～ 3 人の技術担当者を指定していただきます。 

 

 シスコの要請に応じて、ビジネス ビデオに関連する目標、目的、成長、および測定指標のガイドラインを記載したお客様の事業計画書を
提供していただきます。 
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 お客様の現在のビデオ機能（クライアントのアーキテクチャ上およびネットワーク上の制限など）の特定、検証、および文書化のための話
し合いに参加していただきます。 

 

 選択したユース ケースの検証および拡張のためのミーティングに参加する社員を特定し、スケジュールしていただきます。これには、エグ
ゼクティブ スポンサーおよび主要な利害関係者、ビデオ管理、情報テクノロジー（IT）、電気通信の代表者、およびこのプロジェクトに関連
するその他の利害関係者などの主要な社員を含みます。 

 

 シスコがサポートを提供できるように、お客様のネットワークへのリモート アクセスを提供していただきます。 

 

 四半期に一度、サービスの再設定、クライアントの再設定、サービス コンポーネントの再インストールとデバッグなどの設定作業に参加し
ていただきます。 

 

 既存の Cisco TARS レポート出力および特定のお客様のテンプレートをシスコとレビューして理解していただきます。 

 

 要請に応じて、特別なレポート テンプレートを作成していただきます。 

 

 Cisco TARS のベスト プラクティスおよび使用方法の確立に参加していただきます。 

 

 お客様は、自らの要件に関する決定、業務プロセスへの影響、ならびにプロセス変更の実施について責任を負うものとします。 

 

 Cisco VPN や WebEx などのセキュアな方法により、問題がリモートに診断および解決できる TARS ソフトウェアへの合理的なアクセ
スをシスコに無償で提供していただきます。また、そのようなリモート診断およびサポートの提供に必要な現在のシステム パスワードをシ
スコに提供することにも同意していただきます。 

 

 お客様は、障害分離に必要なすべてのハードウェアについて責任を負います。 

 

 お客様は、TARS のサービス購入時に、該当するソフトウェア ライセンス料金およびサポート料金を支払い済みの TARS ソフトウェアに
ついてのみサービスを受ける資格があることを理解しているものとします。シスコは、合理的な事前の通知によって、そのような資格を確
認するためにお客様の TARS ソフトウェアおよび記録の監査を行う権利を留保します。また提供されているサポートを受ける権利がお客
様にないとシスコが判断した場合、サポート料金に加え、法が許容する最高利率の利息および適用可能な料金（弁護士費用および監査
費用を含むがこれに限定されない）を請求する権利を留保します。 

 

前提条件 

 

 すべてのサービスはシスコからお客様の拠点にリモートで提供されます。ただしシスコの書面による別段の同意がある場合はこの限りで
はありません。 

 すべてのサービスは英語によって提供されます。ただしお客様とシスコによる別段の同意がある場合はこの限りではありません。 

 

対象外サービス 

 

以下は、Telepresence 分析およびレポート サービスではサポートされません。 

 

 TARS ソフトウェアのカスタマイズ、アップグレード、移植。このようなサービスは、別途契約を締結することによって受けられるようになりま
す。 

 TARS ソフトウェアの問題を解決することが、TARS ソフトウェアの開発対象のシステム設定に対するお客様の機能拡張リクエストまたは
変更に当たるとシスコが診断する作業。シスコは、このような問題の解決は両当事者間の別段の業務明細書を必要とする機能拡張であ
ると考えます。本サービス ディスクリプションの目的において、「機能拡張」とは、システム設計の変更による新機能の追加、または性能/

機能の向上を目的とした、バグ フィックス以外の TARS ソフトウェアに対する変更、追加または新リリースを指します。 

 本サービス ディスクリプションに関連してお客様による手配が必要なハードウェアまたはサードパーティ製品。 

 変更、改造、誤用、破壊または天災によって損傷を受けたか、もしくはシスコの提供した関連文書に明記されている方法以外の方法での
お客様の過失、意図的な不法行為、または不作為によって損傷を受けた TARS ソフトウェアのサポートまたは交換。 

 サードパーティ製品、または シスコの管理の範囲を超えた原因、またはお客様が本サービス ディスクリプションに定める責任を履行しな
かったことに起因する製品または TARS ソフトウェアの問題を解決するためのサービス。 

 本サービス ディスクリプションに定める以外の製品または TARS ソフトウェアのサポート、アップグレード、またはメンテナンス。 

 シスコ製以外の開発ツールまたは本製品にインストールされたシスコ製以外のソフトウェアに対するサービス。 

 新たなまたは更新された TARS ソフトウェアを稼働させるために必要なハードウェアの更新。 

 お客様は、本契約の対象外のシスコ製品に対するサポートを受けることができない旨理解しているものとします。シスコ製品に対するサ
ポートは、別途のサービス メンテナンス契約の対象となります。 

 本サービス ディスクリプションにおいて、シスコはいかなるオンサイト サポートを実行する義務も負いません。別段の相互の合意がある場
合を除き、シスコにオンサイト診断および補修メンテナンスの実行を要求した場合、お客様は、その時点において最新の時間および物品
の料率で、シスコに対しすべての労賃および旅費を補償するものとします。 

 

その他全般的な事項についてお客様が負うべき責任 

 

 シスコ サービス エンジニアへの主要な連絡窓口とするために、2 ～ 6 名の技術担当者を指定していただきます。これらの技術担当者は、
集中管理型のネットワーク サポート センター（お客様のテクニカル アシスタンス センター）におけるお客様の従業員である必要がありま
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す。お客様は、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、窓口として指定するものとします。経営または技術
スタッフの上級メンバーである個人 1 名を、本サービス ディスクリプションに基づくサービスの実施の管理（週ごとの電話会議の司会、プ
ロジェクトおよび活動の優先順位付けでのサポートなど）を行うためのお客様の主要な窓口として指定していただきます。 

 

 お客様のテクニカル サポート センターは、本サービス ディスクリプションでサポートされるネットワークのために、レベル 1 および レベル 

2 サポートを提供できる集中管理型のネットワーク管理を維持していただきます。 

 

 シスコ サービス エンジニアがサポートを提供できるように、お客様のネットワークへの合理的な電子的アクセスを提供していただきます。 

 

 シスコがお客様のサイトにおいてデータ収集ツールまたはスクリプトを提供した場合、お客様は、かかるデータ収集ツールまたはスクリプ
トが、ファイアウォール内でかつセキュアな LAN 上の保護されたネットワーク環境内のセキュアな場所に配置されていることを保証するも
のとします。また、このデータ収集ツールまたはスクリプトが、上記の環境で厳重に保護され、またアクセスできる者を、データ収集ツール
にアクセスする必要および/またはデータ収集ツールの出力内容を知る必要のあるお客様の従業員または請負業者に限定することにつ
いても保証するものとします。シスコが提供するデータ収集ツールがソフトウェアである場合、お客様が必要に応じて適切なコンピュータを
用意し、ソフトウェアをダウンロードすることに同意していただきます。データ収集ツールがお客様の管理下にある間に損傷し、紛失し、ま
たは盗まれた場合、お客様はこれに対し引き続き責任を負うものとします。お客様は、（i）本 Service Description の満了もしくは終了の
時点、または（ii）シスコがお客様に対してデータ収集ツールの返却を要求した時点のいずれか早い時点で、シスコの指示に従って、速や
かにデータ収集ツールを返却するものとします。 

 

 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。 

 

 シスコ サービス エンジニアに対し、一切の主要なネットワークの変更（トポロジ、構成、新たな IOS リリースなど）を通知していただきます。 

 

 本サービス ディスクリプションで選択されたサービスが有効になった後に、ネットワークの構成要素が変更された場合、変更後 10 日以内
に書面にてシスコに通知してください。ネットワークの構成要素が増加して、サービスに関する当初の価格見積もりを超えた場合、シスコ
は料金の修正を要求できるものとします。 

 

 アドバンスド サービス エンジニアとのコミュニケーションを目的とした社内電子メール エイリアスを作成して管理していただきます。 

 

 業務プロセスに及ぶ影響および業務プロセス変更の実施について、全般的責任を負っていただきます。 


