
 

 
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 



SKU 対象システム 

ASF-CEI-G-BV-IT1U T1 

ASF-CEI-G-BV-IT1I T1 

ASF-CEI-G-BV-IT3U T3 / T3 Custom Edition 

ASF-CEI-G-BV-IT3I T3 / T3 Custom Edition 

ASF-CEI-G-BV-I30U CTS 3010 

ASF-CEI-G-BV-I30E CTS 3010 

ASF-CEI-G-BV-I30A CTS 3010 

ASF-CEI-G-BV-I30L CTS 3010 

ASF-CEI-G-BV-I32U CTS 3210 

ASF-CEI-G-BV-I32E CTS 3210 

ASF-CEI-G-BV-I32A CTS 3210 

ASF-CEI-G-BV-I32L CTS 3210 
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Service Description: Advanced Services – Fixed Price 
 

 

Coordinated Endpoint Implementation Services: Immersive Endpoints 

 
 
本文書では、以下の SKU 単位で注文される、固定料金アドバ

ンスド サービスの Coordinated Endpoint Implementation につい

て説明します。 

ならびに http://www.cisco.com/legal/advancedservices.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規定書
上、本文書は、Statement of Work（SOW；業務明細書）と見な
されます。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。お客様がシスコ認
定リセラーと契約を結んでいる場合、本サービスは当該契約
に沿って提供されます。本文書は、原則としてお客様担当の
シ ス コ 認 定 リ セ ラ ー が お 客 様 へ 提 供 し ま す が 、
www.cisco.com/go/servicedescriptions/ から本文書のコピーやシ
スコの他の Service Description を取得することもできます。 

 

Coordinated Endpoint Implementation Services 

 

本サービスの概要 

 

 
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、マスター サービス契約（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/legal/advancedservices.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、これらの契約を「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、 

シスコは、下記のサービスから成る Coordinated Endpoint 

Implementation サービス（以下「本サービス」）を提供します。 

· Coordinated Implementation（導入作業調整）サービス 

· Room Readiness Assessment（導入先ルームの準備状況評
価）サービス 

· Network Path Assessment（ネットワーク経路評価）サービス 
 

本サービスの実施場所 
 

本サービスは、オンサイト サービス形式でお客様へ提供します。 
 

Coordinated Implementation 
 

Cisco TelePresence エンドポイントを含むビデオ機器の物理的な
設置と論理構成サービス。 
 

シスコ側の責任 

 
· 本文書に記載の方法で該当する本サービスを提供するとい

う内容のプロジェクトを調整します。 

· お客様が予定している導入作業より前に、シスコのビデオ
機器がお客様のサイトへ到着するようにします。 

· 届いたすべてのビデオ コンポーネントを開梱および検収
して、部品表（BOM）に記載のすべてのコンポーネント
が届いており、良好な状態かどうかを確かめます。 

· エンドポイントの各コンポーネントの設置作業を行いま
す。これには次の作業が含まれる場合があります。 
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· ディスプレイ取付台の設置および接続。 

· ディスプレイの開梱および取り付け（必要な
場合）。 

· 備品の設置（必要な場合）。 
· カメラ、マイク、および関連周辺機器の設置

および取り付け。 

· 各種ケーブルの取り付けおよび配線を行って
設置を完了させる作業。 

· 機能確認と、すべてのコンポーネントが作動す
るかどうかの確認を目的とする電子コンポーネ
ントおよび論理コンポーネントのテスト。 

· Cisco.com に掲載の Cisco TelePresence 標準設置ガイド、ま
たは両当事者間で合意済みの、お客様提供の導入関連文書
に従い、エンドポイントの接続および設定を行います。 

· 受入テスト計画書を提供します。この計画書は、シスコの
標準テスト シナリオ、または両当事者間で合意済みの、
お客様提供のテスト計画のいずれかに基づくテストの計画
書です。 

· お客様のシステムをレビューして、実稼動環境での使用準
備が整っているかどうかを確かめます。 

· 受入テスト計画を正式版として完成させリリースする前
に、この計画をお客様とともにレビューして、コメント
および承認を得ます。 

· テスト実施の 24 時間前にお客様へ通知します。 

· 両当事者間で合意した受入テスト計画書に従い 

テストを行います。 

· シスコのビデオ機器の問題について、解決に必要なシスコ
製品チーム、BU、または TAC へのエスカレーションを行
うという方法でお客様をサポートします。 

· 本サービスの対象となる製品の導入および設定に関する基
本的な情報を、60 分を上限に提供します。 
この情報には、次の情報が含まれます。 
- 物理的なセットアップと操作の方法 

- コール開始方法 

· すべての設定メニューとタッチスクリーン機能をレビュー
します。 

 
 

お客様側の責任 

 
· シスコがお客様のサイトへ到着するまで、ビデオ  コン

ポーネントを確実に保管します。 

· ビデオ コンポーネントの輸送に必要な器材、ならびに場
所、船渠、および倉庫を提供するとともに、当該コンポー
ネントを保管および設置しておくのに適切で安全な場所を
確保します。 

· シスコがお客様の施設へ立ち入り、ビデオ コンポーネン
トを設置できるようにします。 

· 導入先ルームがある建物および/またはエンドポイントの
物理的な導入内容が、シスコ提供の Cisco TelePresence 標
準設置ガイドに記載された要件に合致するかどうかを確か
めます。 

· エンドポイント コンポーネントの稼動に必要な、提供さ
れた仕様に準ずる適切な電源を用意します。 

· Cisco TelePresence 標準設置ガイドに記載の詳しい設計仕様
に準ずる適切な照明および音響機器を用意します。 

· ビデオ エンドポイント用の適切なネットワーク接続回線
を用意します。 

· あらゆる関連周辺機器の取付用装置を用意し、実際に取り
付けます。 

· あらゆる種類のモニタに対応する壁面用ブラケットを取り
付けます。 

· ネットワーク システムを実稼動環境で使用できる状態に
して、シスコが機器の設定とテストを行えるようにします。 

· 受入テスト計画が正式版として完成されリリースされる前
に、この計画をシスコとともにレビューして、コメントお
よび承認を与えます。 

· シスコからテストに関する通知を受けた際に、このテスト
に立ち会う専任スタッフを確保します。 

· シスコのビデオ機器の問題について、解決に必要なシスコ
製品チーム、BU、または TAC へのエスカレーションを行
うという方法で、シスコ TAC とともに管理およびフォ
ローアップし、お客様を支援します。 

· すべての関係者を、シスコが予定している情報提供セッ
ションに参加させます。 

 
 

成果物 

 
受入テスト計画 

 
 
TelePresence Room Readiness Assessment 

 

シスコ側の責任 

 
· ビデオ エンドポイントの設計仕様書をお客様に提供しま

す。この設計仕様書は、Cisco TelePresence ソリューション

の導入先として最適なお客様の施設を選ぶ際にお客様が利

用します。 

· 指定されたお客様のサイトを訪問し、お客様が導入先に選
んだ施設が、TelePresence のシステム要件を満たす施設か
どうかを確認します。なおこの要件には、次の事項に関す
る要件が含まれる場合があります。 

· 導入先ルームの実寸 

· ドアの位置 

· 天井高と寸法 

· 照明 

· 窓およびカーテン 

· AC 電源 

· 音響特性 

· ネットワーク インフラストラクチャの接続性 

· 指定ルームにて既存の照明機器および音響機器の性能、な
らびに反響を測定します。 

· 指定施設での実測値をシスコの認定要件と比較し、差異を
文書化して、改善案を提案します。 

· 指定ルームの準備状況とすべての必要な改善を、導入先
ルームの準備状況評価サービス レポートに記載します。 

· 導入先ルームの準備状況評価サービス レポートを正式版
として完成させリリースする前に、このレポートをお客様
とともにレビューして、コメントおよび承認を得ます。 

 
 

お客様側の責任 
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· Room Readiness Assessment サービス期間中に、シスコ

が、必要に応じてお客様指定の TelePresence 導入先施

設へ実際に立ち入れるようにします。 

· 提供された設計書に基づき、TelePresence 会議ソリュー
ションの導入先として最適な既存の場所（ルーム）を決定
します。 

· Room Readiness Assessment サービスの実施中にシスコ 
チームと協力するお客様の施設のマネージャを任命します。 

· TelePresence 導入先ルームに関する要件に反する状態の是
正を目的とする、シスコから提案された改善策を実施しま
す。お客様は、自身の施設のあらゆる改善について責任を
負うことを理解しているものとします。 

· 導入先ルームの準備状況評価サービス レポートが正式版
として完成されリリースされる前に、このレポートをシス
コとともにレビューして、コメントおよび承認を与えます。 

 
 

成果物 

 
導入先ルームの準備状況評価サービス レポート 

 

 
 

Network Path Assessment：ネットワーク トポロジのレビュー 

 
お客様のネットワーク トポロジと、シスコの最先端のプラク
ティスの適合性を評価します。 

 

シスコ側の責任 

 
· TelePresence エンドポイントと WAN ルータをつなぐお客

様の既存のネットワークについて、そのトポロジをレ
ビューします。 

· TelePresence 製品が使う主要なネットワーク トラフィック
経路を特定します。 

· TelePresence 製品が使うネットワーク トラフィック経路上
にある他社製ネットワーク機器を評価するためにお客様が
使用すべき基準に関する、ガイドライン文書を提供します。 

· お客様の既存のネットワーク トポロジの変更に関する提
案を含む、ネットワーク トポロジ レポートを提供します。 

· ネットワーク トポロジ レポートを正式版として完成しリ
リースする前に、このレポートをお客様とともにレビュー
して、コメントおよび承認を得ます。 

 
 

お客様側の責任 

 
· アーキテクチャ、トポロジ図、最新のネットワーク使用要

件、およびセキュリティ ポリシーを含むネットワーク関

連文書をシスコに提出します。 

· ネットワーク トポロジ レポートに記載されているシスコ 
チーム指定の基準に基づき、ネットワーク経路上にある他
社製ネットワーク デバイスの互換性分析を実施します。 

この作業には、サード パーティ ベンダーと協力して行う
ハードウェアまたはソフトウェアの仕様情報の収集が含ま
れる場合があります。 

· ネットワーク トポロジ レポートが正式版として完成され
リリースされる前に、このレポートをシスコとともにレ
ビューして、コメントおよび承認を与えます。 

 

成果物 

 
ネットワーク トポロジ レポート 

 
Network Path Assessment：ハードウェアおよびソフトウェア
の適合性評価（コーデック - WAN CE ルータ間） 

 
ハードウェアおよびソフトウェアと、シスコの最先端のプラク
ティスの適合性を評価します。 

 

シスコ側の責任 

 
· TelePresence 製品が使う主要なネットワーク経路上にある、

ネットワーク  コンポーネントである各ハードウェア
（ルータ、スイッチ、ラインカード）、および関連ファー
ムウェア（イマーシブ エンドポイントと多目的エンド ポ
イントのみ）について、TelePresence 用エンドポイント仕
様に適合するものかどうかをレビューします。 

· 現状と、ベスト プラクティスに準ずる望ましい状態の差
異を特定します。 

· 必要に応じ、この差異を埋めることができるような変更を
お客様に提案します。 

· ディストリビューション層のインフラストラクチャ（デス
クトップ エンドポイント用）をレビューし、ポリシー レ
ベルに関するガイドラインおよび提案を提供します。 

· TelePresence エンドポイント ハードウェアおよびソフト
ウェア適合性レポートを提供します。 

· TelePresence エンドポイント ハードウェアおよびソフト
ウェア適合性レポートを正式版として完成しリリースする
前に、このレポートをお客様とともにレビューして、コメ
ントおよび承認を得ます。 

 

お客様側の責任 

 
· 既存のネットワーク デバイスに、指定ネットワーク経路

によってシスコがアクセスできるようにします。 

· データ インベントリの収集およびリンクの性能情報また
は負荷情報の収集を目的に、シスコ製またはサード パー
ティ製のソフトウェアをお客様のネットワークに導入する
ために必要なセキュリティ免除をシスコに提供します。 

· TelePresence エンドポイント ハードウェアおよびソフト
ウェア適合性レポートが正式版として完成されリリースさ
れる前に、このレポートをシスコとともにレビューして、
コメントおよび承認を与えます。 

 

成果物 

 
TelePresence エンドポイント ハードウェアおよびソフトウェア
適合性レポート 

 
Network Path Assessment：サービス品質（QoS）のレビュー 

 
QoS ポリシーと、シスコの最先端のプラクティスの適合性を評価
します。 

 

シスコ側の責任 

 
Controlled Doc. #350019 Ver: 1.4   Last Modified:11/09/28 10:55:32 CISCO CONFIDENTIAL 

ASF_Coordinated_Endpoint_Implementation_Svcs 



4/5 ページ 
 

 
· お客様の既存の QoS ポリシーが、TelePresence の最先端の

プラクティスと適合するもので、当該プラクティスに一貫

して適用できるものかどうかをレビューします。 

· TelePresence 製品が使うネットワーク トラフィック経路の
マーキングに関する固有のガイドラインを提供します。 

· TelePresence エンドポイント QoS 適合性レポートを提供し
ます。 

· TelePresence エンドポイント QoS 適合性レポートを正式版
として完成しリリースする前に、このレポートをお客様と
ともにレビューして、コメントおよび承認を得ます。 

 
 

お客様側の責任 

 
· 既存のネットワーク デバイスに、指定ネットワーク経路

によってシスコがアクセスできるようにします。 
· データ インベントリの収集およびリンクの性能情報また

は負荷情報の収集を目的に、シスコ製またはサード パー
ティ製のソフトウェアをお客様のネットワークに導入する
ために必要なセキュリティ免除をシスコに提供します。 

· TelePresence エンドポイント ハードウェアおよびソフト
ウェア適合性レポートが正式版として完成されリリースさ
れる前に、このレポートをシスコとともにレビューして、
コメントおよび承認を与えます。 

 
 

成果物 

 
TelePresence エンドポイント QoS 適合性レポート 

 
Network Path Assessment：セキュリティ レビュー 

 
セキュリティ ポリシーと、シスコの最先端のプラクティスと

の適合性を評価します。 

 

シスコ側の責任 

 
· お客様の既存のセキュリティ ポリシーと、TelePresence の

ベスト プラクティスとの適合性をレビューします。 

· セキュリティ ポリシーの改善に関する固有の提案を行い
ます。 

· TelePresence セキュリティ ポリシー レポートを提供します。 
· TelePresence セキュリティ ポリシー レポートを正式版とし

て完成しリリースする前に、このレポートをお客様ととも
にレビューして、コメントおよび承認を得ます。 

 
 

お客様側の責任 

 
· アーキテクチャ、トポロジ図、最新のネットワーク使用要

件、およびセキュリティ ポリシーを含むネットワーク関
連文書をシスコに提出してレビューを受けます。 

· TelePresence セキュリティ ポリシー レポートが正式版とし
て完成されリリースされる前に、このレポートをシスコと
ともにレビューして、コメントおよび承認を与えます。 

 
 

成果物 

 
TelePresence セキュリティ ポリシー レポート 

Network Path Assessment：WAN の QoS 
 
WAN CE ルータの QoS 設定を評価します。 

 

シスコ側の責任 

 
· TelePresence 製品が使うネットワーク トラフィックの出力

および入力の QoS マーキングについて、WAN CE ルータ
をレビューします。 

· TelePresence の最先端のプラクティスに適合させるための
特定の変更がある場合は、それを提案します。 

· 必要な場合には、レビューを行うとともに「ポリシングお
よびトラフィック シェーピング」を含み得る提案を行い
ます。 

· TelePresence WAN QoS 適合性レポートを提供します。 

· TelePresence WAN QoS 適合性レポートを正式版として完
成しリリースする前に、このレポートをお客様とともにレ
ビューして、コメントおよび承認を得ます。 

 

お客様側の責任 

 
· ビデオ リンクが使うネットワーク経路の候補の決定を支

援するネットワーク インフラストラクチャ管理スタッフ

と代表者を任命し、当該スタッフと代表者をシスコの依頼

に応じて随時派遣します。 

· 既存のネットワーク デバイスに、指定ネットワーク経路
によってシスコがアクセスできるようにします。 

· 指定ネットワーク経路を使うビデオ ソリューションに適
切な QoS 詳細設定を定義し、これを実施します。 

· TelePresence WAN QoS 適合性レポートが正式版として完
成されリリースされる前に、このレポートをシスコととも
にレビューして、コメントおよび承認を与えます。 

 

成果物 

 
TelePresence WAN QOS 適合性レポート 

 
Network Path Assessment：ネットワーク トラブルシューティ

ングサポート 

 
TelePresence ビデオ エンドポイントの導入に影響を与えるネット
ワーク接続の問題に関してお客様を支援するための、全般的な
ネットワーク トラブルシューティング サポートを提供します。 
 

シスコ側の責任 

 
· Coordinated Endpoint Implementation Service の一部を成す受

入 テ ス ト 計 画 に 不 備 が あ っ た 場 合 、 シ ス コ は 、

TelePresence 用ネットワーク トラフィック経路上における

あらゆる問題のトラブルシューティングを行うお客様を支

援します。 

· サービス リクエストを行うお客様を支援します。トラブ

ルシューティング サポート サービスは、シスコ TAC への

ネットワーク問題のエスカレーションをもって完了します。 

 
 

お客様側の責任 
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· 既存のネットワーク デバイスに、指定ネットワーク経路

によってシスコがアクセスできるようにします。 

· データ インベントリの収集およびリンクの性能情報また
は負荷情報の収集を目的に、シスコ製またはサード パー
ティ製のソフトウェアをお客様のネットワークに導入する
ために必要なセキュリティ免除をシスコに提供します。 

· お客様は、ネットワーク トラブルシューティング サポー
ト サービスはシスコ TAC へのサービス リクエストの実施
をもって完了することを承知しているものとします。お客
様の責任は、シスコ TAC と協力して解決策を見つけ、 

本文書に記載の本サービスの完了を明示的に承認し、これ
に同意することです。 

 
 
お客様側の一般的な責任 

· 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。 

· お客様のサイトおよび施設（該当するコンピュータ機器、
通信機器、設備、作業スペースを含みます）へ立ち入る/

アクセスするために必要な権利を提供します。お客様は、
サイトへ立ち入る者に対し、実施すべきセキュリティ 

チェックを実施するおよび/または同伴させるべき警備員
を同伴させることとし、必要な場合には標準営業時間外に
おいてもこれを実施することとします。 

· お客様は、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、完了することについて明示的に理解しており、
これに同意するものとします。 

 
 

請求および完了 

 

 
· 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

客様から提供を受け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ます。この関係者には、
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、お客様の担当者を、定期情報収集
セッション、面談、ミーティング、および電話会議などに
出席させて、情報を提供させます。 

請求 

 
サービス料金は、本サービス完了時に請求されます。 

 
本サービスの完了 

 
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。

お客様は、この通知の受領後 5 営業日以内に、シスコによる本

サービスの完了の承認書を提出するものとします。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みなされます。 
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