
 

 

 

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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Service Description:  Advanced Services – Fixed Price 

Unified Computing – Virtualization Assessment Service (ASF-ULT2-UCS-VA)

本文書では、固定料金アドバンスド  サービスの  Unified 

Computing – Virtualization Assessment 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 基 本 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「基本契約」）に組み入れら

れます。また当該基本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「再販基本契約」）に組み入れられます。再販基

本契約内にシスコ 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 基 本 契 約 の 規 定 、 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、基本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。シスコ認定リセラー

（Cisco Authorized Reseller）からサービスを購入されたお客

様の場合、本文書は説明のみを目的とするものであり、お客

様とシスコの間の契約ではありません。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他

のシスコ 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。 

 

Unified Computing – Virtualization Assessment Service 

 

本サービスの概要 

本サービスは、別途記載されていない限り、標準営業時間

（Standard Business Hours）内に提供されます。 

 

Unified Computing – Virtualization Assessment 

シスコはデータ収集（Data Collection）サービス（リモー

ト サービス）を提供します。このサービスでは、最

初にお客様へ連絡して、本サービスの提供に必要な

データ収集ツール（Data Collection Tool）のインス

トールおよび設定に関する調整を行います。その後

シスコは、お客様が用意したサーバにデータ収集

ツールをリモート インストールします。インストー

ルされたデータ収集ツールは、32 暦日間にわたって

データを収集するよう設定され、お客様のサイトで

稼動します。最後に、シスコは、後述のようなアセ

スメント サービス（リモート サービスおよび/また

はオンサイト サービス）を提供します。 

本サービスの実施場所 

 

本サービスは、本サービスの見積もり（Quote）に明記さ

れているお客様指定の施設に対する隔地からのリモート

（Remote）サービスおよび/または当該施設でのオンサイト

（On Site）サービスとして提供されます。 

 

Virtualization Assessment Service には、4 営業日を上限とす

るオンサイト サービス（1 回のみ）が含まれます。 

 

 

シスコ側の責任 

プロジェクト管理 

プロジェクト管理サービスは、本文書に記載の本サービ

スおよび成果物（Deliverable）を管理するうえで必要な

場合に限り、当該管理作業とともに提供します。 

• 本サービスを開始する際に、お客様とプロジェ

クト キックオフ ミーティングを行います。 

http://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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• プロジェクト チームのメンバーを確認します。 

• プロジェクトのスポンサーおよび主要関係者と

のコミュニケーションの流れを明確にし、それ

をプロジェクト計画書（以下「プロジェクト計

画書」）に記録します。 

• 単一の連絡窓口となるプロジェクト マネージャ

（Project Manager）を指定します。このマネー

ジャは、本サービスに関するあらゆる事項の連

絡を受け、本サービスに関するあらゆる活動に

従事する権限を持つ者で、標準営業時間中には

必要な対応を行わなければならない他、自らが

対応できない場合に備え代替の連絡窓口を指定

しなければなりません。 

• プロジェクトのスケジュール、目的、主要成功

要因、ならびにシスコおよびお客様の各プロ

ジェクトチーム メンバーの役割および責任をお

客様とともにレビューします。 

• 合意済みのプロジェクト計画書に沿ってプロ

ジェクトを管理します。 

• 本サービス ディスクリプションに記載されてい

る本サービスおよび成果物を確実に完了および

提供します。 

• 必要に応じて、定期的なプロジェクト レビュー 

ミーティングまたは電話会議に出席します。 

• 成果物（プロジェクト計画書）を提供します。 

 

データ収集（リモート サービス） 

• プロジェクト キックオフ ミーティング後に、お客様

とともに、本サービスに必要なデータ収集ツールのイ

ンストールと設定を行います。シスコはデータ収集

ツール（VMware Capacity Planner）を使用して、お客

様のサーバ環境におけるリソース利用状況データを収

集します。データ収集ツールは、お客様が用意する専

用サーバにインストールし、お客様のサイト（Site）

にて 32 暦日間にわたりデータを収集するよう設定す

る必要があります。 

• データ収集ツールのインストールおよび設定のために

お客様が行う準備を円滑化するため、お客様へチェッ

クリストを提供します。お客様は、本サービスの過程

で行われるデータ収集のためだけに使用されるシステ

ム（本サービス専用のデスクトップ パソコン、サー

バ、または仮想マシン）を用意してシスコが利用でき

るようにする必要があります。 

• シスコは、お客様がデータ収集サービス専用のシステ

ムを用意したことを確認した後に、お客様のデータセ

ンター（1 箇所）にて、データ収集ツール ソフトウェ

アのリモート インストール、アプリケーション イン

ベントリの検証、ならびに 200 台を上限とするサーバ

のパフォーマンス データの収集を行います。シスコ

は、アセスメント サービス開始日の約 4 週間前に、

VMware Capacity Planner ソフトウェアをリモート イ

ンストールします。 

• このデータ収集ツールは、最低でも 4 週間にわたって

データを収集するよう設定する必要があります。 

 

仮想化アセスメント（リモート サービスおよび/またはオンサ

イト サービス） 

• データ収集後に、アセスメント サービスの開始に必

要なミーティングを行います。 

• UCS 導入プロジェクトの業務上のおよび技術的な目

標をお客様とともに定め、UCS を導入して環境を仮

想化する利点に関する概要情報を提供します。シスコ

は、お客様のコンピューティング環境から収集した

データを分析した後に、設計に役立つインタラクティ

ブ セッションを行います。このセッションは、お客

様の環境に関する追加情報を収集し、UCS プラット

フォームがもたらす利点と、UCS プラットフォーム

に関する機会について話し合うためのセッションです。 

• お客様の既存のコンピューティング環境で稼動してい

る一部のサーバから得た情報を記載したドラフト レ

ポートを作成します。この情報には次の情報が含まれ

ます。 

- サーバ名。 

- サーバ アプリケーション インベントリ。 

- ハードウェアの種類（存在する場合）。 

- ハードウェアのフォーム ファクタ（存在する場

合）。 

- 利用状況の監査結果。 

• 収集したデータを分析し、どのサーバを仮想化するの

が適切かを決め、お客様のコンピューティング環境へ

新たに統合する機会を模索します。 

• お客様の環境を仮想化することで削減できる可能性の

あるコスト（UCS プラットフォームへの統合がもた

らす直接的な財務上の影響を含みます）を比較するた

めの財務コスト モデルを作成します。 

• お客様のコンピューティング環境から収集したデータ

を、お客様の技術プロジェクト チームのメンバーと

ともに検証します。 

• お客様の主要関係者との設計セッションを 1 回実施し

ます。 

• ハードウェア構成を合理化したいというお客様の要望

を満たすための支援を行います。 

• UCS 導入に必要な、サーバおよびデータ レイアウト

のマッピング設計（論理的統合法および物理的統合法

を含みます）をいくつか提案します。 

• 各設計の根拠を提示し、最適なアーキテクチャおよび

設計を提案します。 

• 大まかな部品表（以下「部品表」）を作成します。 

• 大まかな仮想化ロードマップと、UCS プロジェクト

の次のステップに関する情報を提供します。 

• リソース利用状況レポート（ Resource Utilization 

Report ）、アセスメント  レポート（ Assessment 

Report）、UCS のアーキテクチャとデータ レイアウ

トの提案書を含む、プロジェクトの活動および結果を

要約したレポートであるエグゼクティブ  サマリー

（以下「エグゼクティブ サマリー」）を作成します。 

• 成果物（部品表、エグゼクティブ サマリー）を提供

します。 
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お客様側の責任 

 

プロジェクト管理 

  お客様のプロジェクト スポンサーおよび主要関係者

を明らかにし、これらの者がこの Unified Computing 

System（UCS）プロジェクトへの参加中に果たす役割

を定義します。お客様の関係者には、管理責任者、な

らびに UCS システムのユーザ、エンジニア、および

他の技術者を含めることができます。 

 シスコとともにキックオフ  ミーティングのスケ

ジュールを設定し、お客様が明らかにしたプロジェク

ト チームのメンバーにサービス スケジュールを伝え

ます。 

 プロジェクトのスケジュール、目的、主要成功要因、

成果物、ならびにシスコおよびお客様の各プロジェク

トチーム メンバーの役割および責任をシスコととも

にレビューします。 

 定期的なプロジェクト レビュー ミーティングまたは

電話会議に出席します。 

 本サービスの期間中に、お客様の各プロジェクト 

チーム メンバーを、サービス スケジュールに沿って

開催される定期情報収集セッション（面談、レビュー 

ミーティング、電話会議等）に出席させて、情報を提

供させます。 

 お客様の UCS に関する固有の目標および主要成功要

因をシスコとともに明らかにします。 

 

データの収集 

 シスコから依頼された、データ収集のためだけに使用

されるシステム（本サービス専用のデスクトップ パ

ソコン、サーバ、または仮想マシン）を用意します。

データ収集用システムにアクセスするお客様の担当者

に対し、データ収集期間にシステムをシャットダウン

しないよう指示するか、データ収集以外の目的でシス

テムを使用しないよう指示します。 

 以下の要件および/または仕様に従って、データ収集

ツール（VMware Capacity Planner）専用のコンピュー

タ システムを提供します。 

-  データ収集ツール（VMware Capacity Planner）のホ

スト システムが満たすべき次のようなシステム要

件。 

i.OS：Windows XP Professional または Windows 

Server 2003（英語版）。 

ii.2 GHz 以上の CPU。 

iii.3 GB 以上のメモリ。 

iv.10GB 以上の空きディスク容量。 

v.帯域幅（ネットワーク トラフィック）制限の影

響が最小限であり、2000 バイト/秒を超える制限

がないこと（ほとんどの状況で平均 500 バイト/

秒を確保できること）。 

vi.Windows ファイアウォールが無効になってい

ること（Windows XP SP2）。 

 （必要に応じ）プロキシ  サーバのユーザ  ID、パス

ワード、およびポート番号を提供します。 

 データ収集ツール（VMware Capacity Planner）サービ

スをインストールして実行するためのユーザ アカウ

ントを提供します。これには以下が含まれます。 

i.VMware Capacity Planner のホスト システムの

ローカル管理者権限。 

ii.ドメイン アカウントではなく、ローカル アカ

ウント。 

iii.サービスとしてログオンする権限。 

iv.サービスが自動的に起動するよう設定するこ

と。 

 VMware Capacity Planner のホスト システムと分析対

象システムをつなぐネットワーク接続を提供します。

なおポート 135、137、138、139、および 445 を開け

る必要があります。 

 ターゲット サーバへグローバル接続するためのアカ

ウントを提供します。 

- データ収集に必要な、すべてのターゲット サーバの

ローカルまたはドメイン管理者アカウントの認証情

報を提供します。アカウントの認証情報は、システ

ムに手動で入力する必要があります。シスコでは、

セキュリティ問題を回避するため、お客様の管理者

本人がアカウント情報を入力することを推奨してい

ます。VMware Capacity Planner（データ収集ツー

ル）をインストールするために必要なユーザ アカ

ウントとパスワードは、データベース内に暗号化さ

れて保存されます。 

-  ドメイン管理者アカウント、または分析対象サーバ

へローカル管理者としてログオンできる単一のアカ

ウントを提供します。 

• 本アセスメント サービスの一環として行われる分析

の対象となるサーバのリストを提供します。CSV（カ

ンマ区切り値）形式の電子ファイルで、最大 200 台の

物理 Windows サーバのリストを提供します。このリ

ストには、サーバ ホスト名、サーバ グループ名、お

よび次のような関連情報を含めます。 

i.ドメイン、場所、または組織内でのその他のエ

ンティティに関する情報。 

ii.オペレーティング システム。 

iii.処理量または運用目的。 

iv.専用ハードウェア。 

v.USB ライセンス キー、ドングル、または仮想

化レガシー デバイス（ライン プリンタ/シリアル 

コミュニケーション ポート）など、提供リスト

に記載されている非仮想化デバイスのフラグ設定。 

• VMware Capacity Planner にインポートする場合、この

リストは、ヘッダーがなく、サーバ グループ名と

サーバ ホスト名を含む最低 2 つのカラムを持つ CSV 

形式のファイルである必要があります。 

• お客様は、アカウントの認証情報を入力および検証し、

サーバ接続を検証する責任を負うものとします。 
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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を受けた情報に基づき本サービ

スを提供します。 

 お客様が本文書に記載の責任を果たさなければシスコ

が本サービスを完了できないことについて、お客様は

承知しているものとします。 

 お客様の担当者を指定し、本サービスの提供を受ける

際に各担当者が果たす役割を定めます。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。 

 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。 

 お客様は、シスコと別途合意していない限り、本サー

ビスの提供に必要なその他の文書または情報の提供依

頼をシスコから受けた場合、2 営業日以内にこの依頼

に応じる必要があります。 

 

 

前提 

 

本サービスおよびサービス料金は、以下の各事項を

前提とするものです。 

 本サービスの提供先が EU 加盟諸国の場合、お客様の

サイトは、最低限、EU が定めている従業員の健康安

全に関する基準を満たしていなければなりません。 

 お客様は、本サービス ディスクリプションに明記さ

れている本サービスの続行に必要なあらゆるライセン

ス、許可、承認および認可を取得しなければなりませ

ん。 

 該当する場合、お客様は、シスコによる本サービスの

実施予定時期よりも前に、自身のサイトで必要な準備

を行わなければなりません。 

 お客様は、お客様のサイトにて有効な、職場に関する

方針および条件、ならびに職場の環境情報を提示する

必要があります。 

 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）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。 

 データ収集ツールを使用しなければシスコが本サービ

スを完了できないことについて、お客様は承知してい

るものとします。 

 お客様は、自身のネットワーク（Network）/コンピュ

ーティグ環境を、データ収集ツールをインストールで

きる環境にすること、保護エリアを用意して物理的な

方法で立ち入りを制限すること、自身のファイアウォ

ール内で安全にインストールできるようにすること、

ならびにシスコが本アセスメント サービスの過程で

お客様のコンピューティング環境内のデバイスへアク

セスできるようにすることに同意するものとします。 

 シスコでは、本サービスの期間中におけるお客様の環

境変更を最小限に抑え、可能であれば設定変更を一切

行わないことをお願いしています。お客様は、自身の

コンピューティング環境に加えた変更（サーバの追加

または削除、サーバ関連認証情報の変更など）と、他

のあらゆる変更（Syslog、DNS、プロキシおよびゲー

トウェイ サーバの IP アドレスの変更など）について

シスコに速やかに通知する必要があります。 

 お客様は、（i）本サービスの完了時点、または（ii）

シスコがお客様へ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ほうの時点で、シスコの指示に従

い、速やかにデータ収集ツールを返却しなければなり

ません。 

 

 

請求および完了  

 

請求 

本サービスの料金は、本サービスの完了時に請求します。 

 

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見なされます。 

 

 

 


