
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 



1/3 

 

Controlled Doc. #EDM-105524029 Ver: 3.0 Last Modified:9/19/2012 9:17:17 PM  CISCO CONFIDENTIAL 

ASF Cisco_Upgrade_and Refresh_Services_Remote_Support_Services.doc  

 

 
 

サービス ディスクリプション：Advanced Services – Fixed Price  
 
AS-Fixed Cisco Upgrade and Refresh with Remote Support Services
（ASF-SP1-G-NGN-UPG2） 
 
本文書では、固定料金アドバンスド サービス：AS-Fixed Cisco 

Upgrade and Refresh Services with Remote Support Services 

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/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「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、

および 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内の各規

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。 

 

AS-Fixed Cisco Upgrade and Refresh with Remote 
Support Services  

サービスの概要  

AS-Fixed Cisco Upgrade and Refresh Services は、ISR G2、

7200、7600、Nexus、GSR、CRS、ASR のソフトウェアおよびプ

ラットフォーム製品のみが搭載された 1 台のシャーシに対するアッ

プグレードまたは更新（以下「本サービス」）に限定されています。 

サービス  

 ハードウェアおよびソフトウェア分析  

 設定変換/Method of Procedures（MoP）の提供  

 Cisco Migration Assistant サポート  

 メンテナンス ウィンドウ中におけるリモート サポート  

 

成果物  

シスコは、Easy Migrate ポータルを通じて以下の本件成果物

（Deliverables）を提供します。 

 ハードウェアおよびソフトウェア分析レポート  

 設定変換/Method of Procedure（MoP）文書  

 Cisco Migration Assistant（移行前および移行後の

チェック スクリプトおよび出力文書作成の実行のため

に使用）  
 

本サービスの実施場所  

本サービスはリモートでお客様（Customer）に提供されます。 

ハードウェアおよびソフトウェア分析  

ハードウェアおよびソフトウェア分析では、アップグレードの可能性

を判断するための評価を実施するとともに、その結果と推奨事項

について報告書を作成します。 

シスコ側の責任 

 お客様が収集したデータに基づき、シスコは、シャーシ

における like-to-like ネットワーク サービスに関し、設

計および設定の分析を実施します。 

 ハードウェアおよびソフトウェア分析レポートを作成しま

す。これには、以下の事項が含まれます。a） ハードウェ

ア準備状況。ここでは、お客様の新たなテクノロジー/プ

ラットフォームとの互換性に関し、シャーシのチェックを

行います。b） ソフトウェア バージョンのシャーシに関す

るソフトウェア準備状況のチェック。ここでは、お客様が

www.cisco.com/go/servicedescriptions/
http://www.cisco.com/legal/advancedservices.html
http://www.cisco.com/legal/advancedservices.html
http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
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予定している機能性およびエンドユーザ サービスがお

客様の新たなテクノロジー/プラットフォームにおいて機

能することを検証します。c） お客様の新たなテクノロ

ジー/プラットフォームとの互換性のために必要となるソ

フトウェア バージョンおよびネットワーク デバイス構成

に関するシスコの推奨事項。d） お客様の目標とするテ

クノロジー/プラットフォームに伴う潜在的リスク、および

かかるリスクの軽減のための措置案に関するリスト。e）

お客様の新たなテクノロジー/プラットフォームの概要

（利点を記載したもの）。これにより、アップグレードの効

果を高めるための決定をお客様が行うことができるよう

になります。 

 ハードウェアおよびソフトウェア分析レポートを提供しま

す。 

 

お客様側の責任  

 お客様の新たなテクノロジー/プラットフォームについて、

すべてのデバイス プラットフォーム、ソフトウェアの機能

およびソフトウェア リリース トレーニング要件に関する

お客様の情報を提供していただきます。 

 

設定変換/Method of Procedures（MoP）の提供  

シャーシのアップグレードに関する Method of Procedures により、

アップグレードに必要な対象デバイスの設定および詳細な指示を

提供していただきます。 

シスコ側の責任  

 シャーシに関する手順が記載された設定変換/Method 

of Procedure（MoP）を提供します。これには、お客様

が既存のサービスから新たなハードウェアまたはソフト

ウェアに移行する際に必要となる詳細な指示が含まれ

ます。当該文書は、お客様のエンジニアリングおよび運

用を担当するスタッフが従うべき手順を記載したガイド

です。これには、各段階において講じられるべき注意事

項、各段階の成功基準、および非常時の代替プランも

含まれます。 

 設定変換/Method of Procedure（MoP）文書を提供し

ます。 

 

お客様側の責任  

お客様のネットワーク アーキテクチャ、目標および要件が詳述さ

れたお客様の設計および運用に関する文書および情報を提供し

ていただきます。 

Cisco Migration Assistant サポート 

移行前および移行後のチェックは、移行の前後のステータスを検

証するためにコマンド出力の収集および比較を行うカスタマイズ済

みのスクリプトを用いて、お客様に実施していただきます 

シスコ側の責任  

 特定のシャーシについて移行前および移行後のチェッ

クを実施するためにお客様が使用できるよう、Cisco 

Migration Assistant をカスタマイズします。 

お客様側の責任  

 合意済みのメンテナンス ウィンドウ内においてアップグ

レード、更新および/または移行サービスを実施するとと

もに、移行の完了をシスコに連絡していただきます。 

 移行の前後のステータスを検証するために、特定

シャーシのコマンド出力の収集および比較を目的として、

Migration Assistant スクリプトを実行していただきます。

また、チェック スクリプトおよび出力文書を提供していた

だきます。 

 

メンテナンス ウィンドウ中におけるリモート サポートの提供  

リモート サポートでは、MoP に記載されたシャーシについて、予定

されたメンテナンス ウィンドウの間、お客様を支援します。 

シスコ側の責任  

 リ モ ー ト で の デ ー タ収 集のた め 、 Internetwork 

Operating System（IOS） のコマンドライン インターフェ

イス（CLI）コマンドをお客様に提供します。お客様は、

シャーシについてのハードウェアおよびソフトウェアの

設定を検証するために、このコマンドを使用する必要が

あります。 

 メンテナンス ウィンドウの間に最長 8 時間連続でリモー

ト サポートを提供します。リモート サポートは、コマンド

出力のデータ収集と移行サポートに関してお客様を支

援するためのアドバイスとガイダンスから構成されるも

のとします。 

 お客様の満足度調査に関する文書を提供します。 

 

お客様側の責任  

 メンテナンス ウィンドウについてシスコと合意していただ

きます。 

 シスコのリモート サポート中に移行を実施するための

適切なエンジニアリング リソースを確保していただきま

す。 

 必要な情報を提出するため、シスコから要求された 

IOS CLI コマンドを実行し、出力データを収集していた

だきます。 

 

お客様側の一般的な責任  

 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、

および電話会議などに出席できることを保証していただ
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きます。 

 シスコが提供する本サービスは技術的なアドバイス、サ

ポートおよびガイダンスに限られます。 

 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。 

 アプリケーションの設定、サポートまたはテストを実施し

ていただきます。 

 移行プロセスの間、必要なサポートを提供するため、

シャーシ構成に関連するデータを提供していただきます。 

 お客様には、本サービスの開始前に、ネットワーク アー

キテクチャ、ネットワークの目標、および要件を詳細に

記述した文書および情報を提供していただきます。 

 お客様には、シスコによるリモート サポート サービスの

提供を可能にするため、本文書における本サービスの

開始から 90 暦日以内にメンテナンス ウィンドウが開始

す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。 

 


