
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 



Page: 1 of 12 
 

Controlled Doc. #348209 Ver: 1.0  Last Modified:3/8/2010 2:14:09 PM CISCO CONFIDENTIAL 
HealthPresence Remote Management Service.doc 

 

 
 

サービス ディスクリプション：Cisco HealthPresence Remote Management 
Services 
 
本サービスディスクリプション（Service Description）では、以下の 
Cisco HealthPresence Remote Management Services（以下

「RMS」という）について説明します。 
 

•  Select Operate for HealthPresence 
 

•  Remote Assistance Service 
 
本文書の目的は、本サービス（Services）を構成する業務および

成果物について基本的理解を与え、それらの期待値を設定する

ことにあります。本文書にはご購入いただいた本サービスに関す

る重要な情報が記載されています。丁寧にお読みください。 
 
シスコによる直接販売。シスコ（Cisco）から本サービスを直接購

入した場合、本文書は MSA（Master Services Agreement）、
ASA（Advanced Services Agreement）、またはシスコと締結した

これらに相当するサービス契約に組み入れられます。本文書と 
MSA もしくは同等のサービス契約との間に食い違いがある場合

は、本文書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場合、本文書は

情報提供のみを目的とするものであり、お客様とシスコ間の契約

ではありません。本サービスの実施内容を規定し得るのは、お客

様とシスコ認定リセラー間の契約です。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ます。 
本文書 や他 のシス コ  サ ービス  ディス クリ プシ ョ ンを 
www.cisco.com/go/servicedescriptions/ から取得できます。 

 
Cisco HealthPresence Remote Management Services は、シ

スコ製品に対する現行サポート契約を補完しようとするものであり、

お客様のネットワーク内のすべての管理対象コンポーネント

（Managed Component）が、シスコ  SMARTnet と  Software 
Application Services、または Cisco TelePresence Essential 
Operate Service など、適用されている最低限のコア サービスに

よってサポートされている場合に限り利用できます。シスコは、適

切な費用を受領済みの注文書（Purchase Order）に指定された

詳細内容に基づき、以下に示す Cisco HealthPresence Remote 
Management Services を提供するものとします。 

 
シスコは、本サービスの範囲及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（Quote）（以下、「見積もり」

という）を提供します。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。特に記載の無い限

り、シスコは管理対象コンポーネントに対してのみサポートを提供

します。管理対象コンポーネントとして特に指定のないデバイス、

コンポーネントまたはソリューション要素に関しては、シスコは一

切責任を負わないものとします。 
 

管理接続手段 
 
管理接続手段（Management Connectivity）とは、管理データ
（Management Data）を管理対象コンポーネントとシスコ アドバ
ンスト テクノロジー ネットワーク オペレーション センター（AT 
NOC）間で安全に一貫性を持って送信するために、お客様の構
内（Customer Premises）と AT NOC 間の双方向通信を確立す
るものです。 
 

•  管理接続手段は特定のポートおよびプロトコルへのア
クセスを必要とします。当該の要件については移行管
理（Transition Management）過程においてお客様と
検討を行います。 

•  米国に本拠を置くカスタマー データ センターのプライ
マリ管理接続手段（Primary Management 
Connectivity）はシスコが提供します。米国以外の
データ センターの接続手段は個別に価格を設定す
ることができます。 

•  シスコのアクセス ポイント（POP）とお客様指定ハンド
オフ間の専用回線が必要となります。ハンドオフはお
客様のデータセンターまたは他のサポートされている
ネットワーク終端点とします。 

•  シスコ POP とお客様のハンドオフ間の接続の規模
は、本サービスのタイプと管理対象コンポーネントの
数によって異なります。 

•  冗長回線および/または追加回線は利用可能なオプ
ションですが、追加回線にかかる料金はお客様の負
担となります。 

•  本サービスには、お客様の構内に配置するシスコ提
供の終端デバイス（Termination Device）が含まれま
す。 

•  本サービスは管理回線の VPN 接続手段をサポー
トしません。 

 
 
終端デバイス 
 
シスコはお客様のデータ センターに設置する終端デバイスを出

荷 し ま す 。 終 端 デ バ イ ス は 管 理 接 続 （ Management 
Connection）を終端します。終端デバイスはシスコが供給する管

理対象コンポーネントであり、お客様の構内に置かれます。終端

デバイスは管理対象コンポーネントにネットワーク アクセスでき

なければなりません。 
 
別段の合意がないかぎり、すべての終端デバイスの所有権はそ

のままシスコにとどまります。お客様は、本サービスの期間満了

または終了後ただちに終端デバイスをシスコに返却する必要が

あります。 
 
シスコまたはその請負業者は、シスコが供給する終端デバイスの

検査または緊急保守のためシスコが妥当と判断する範囲でお客

様の構内（お客様またはお客様のエンドユーザの占有地点）に立

ち入ることができるものとします。タイムリーな立入ができない場

合、シスコの SLA および SLO の無効化およびサービス復旧の

遅延が生じることがあります。

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
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移行管理 
 
移行管理とは、シスコが管理サービス（Management Services）
用のお客様のインフラを準備するための段階的なプロセス アプ

ローチです。お客様はシスコに注文を出すとともにシスコのサービ

ス ディスクリプションを添付し、移行管理プロセスを開始しなけれ

ばなりません。移行管理プロセスは、本サービスで提供される監

視（Monitoring）のお客様受入（Customer Acceptance）日に完

了します。このお客様受入日は協議によって決定します。 
 
キックオフ会議 

 
シスコは、移行管理フェーズで単一の連絡窓口として活動するプ

ロジェクト コーディネータ（Project Coordinator）1 名を選任します。

有効な注文書（Purchase Order）を受け取ってから 30 日以内に

プロジェクト コーディネータはお客様に連絡し、キックオフ会議の

スケジュールを決めます。キックオフ会議は通常、履行契約詳細

に基づき電話会議を通じて行われ、シスコのパートナーも参加す

ることができます。キックオフ会議はキックオフ フェーズの開始を

意味します。キックオフ フェーズおよび移行管理の残りのフェーズ

は、通常、プロジェクト コーディネータが、お客様のアカウントに割

り当てられたシスコ エンジニアと協力して支援を行います。 
 
この移行管理フェーズには次の作業が含まれます。 

 
•  キックオフ会議の連絡調整、スケジューリングおよび実

行 
•  シスコ要員、お客様の窓口およびパートナー（Partner）

の窓口（該当の場合）の役割と責任の再検討 
•  お客様へサービス デスク（Service Desk）のエスカレー

ションに関するドキュメントの提供 
•  サポート モデルのレビュー 
•  注文書の指示どおりに本サービスが購入されたかのレ

ビュー 
•  シスコとお客様間の移行管理フェーズにおけるすべて

の主要業務、リスクおよびマイルストーンの整合 
•  サービス アクティベーション キット（SAK）の検討および

完成 (SAK) 
 

 
サービス アクティベーション キット 

 
SAK のコンポーネントおよび主要情報のレビューは、移行管理の

成功にとって極めて重要です。すべての必要なネットワーク詳細

および本サービスの有効化に不可欠の管理対象コンポーネント

の詳細を含めて、SAK の関連するすべてのデータ フィールドを

記入することはお客様の責任です。 
 
プロジェクト コーディネータは、プロジェクトの窓口への配布に関
する後続の手順を定めたプロジェクト計画を作成します。 

 

遠隔地でのトレーニング セッション 
 
プロジェクト コーディネータが、遠隔地でのトレーニング セッショ
ンのスケジュールを作成します。セッションは、必要に応じて音声
会議ブリッジ、コラボレーション ソフトウェア、および/または教育
ビデオを使用して実施されます。 
 
トレーニング セッションの目的は、次のとおりです。 
 

•  サービス ドキュメントの提供 
•  レビュー 

o  提供されるサポート サービス 

o  サービスを受けるためのプロセス 

o  サービス エスカレーション プロセス 
o  コントロール ポリシーの変更 
o  変更要求（Change Request）の提出 
o  標準レポート 

•  お客様受入のタイミングのレビュー 
 
お客様受入 
 
シスコはお客様と協力し、移行管理フェーズの完了を確認します。 
 
合意されたお客様受入日をシスコが受領し、これを認めると、本

サービスは移行管理からサービス提供（Service Delivery）フェー

ズに移行します。サービス提供フェーズにおける例外はすべて、

移行管理資料に文書化しておく必要があります。 
 
インシデント管理 
 
インシデント管理（Incident Management）のプロセスでは、ビジ

ネス活動にマイナスの影響をもたらす可能性のある特定イベント

の認識を高めるため、管理アプリケーション プラットフォーム

（Management Application Platform）を用いて特定のコンポー

ネントを 1 日 24 時間年中無休で監視し管理を行います。 
 
サービスは以下のとおりです。 
 

•  管理対象コンポーネントのプロファイルのモニタリング
に基づくアラームの検出およびインシデント チケットの
発行 

•  インシデント（Incident）および相関データの捕捉、関係

デバイス情報（該当の場合）によるデータの補強、およ

びインシデント チケットの作成 
•  以下に対する SAK 記載の自動化された電子通知（E-

notification）の送信 
o  お客様窓口 
o  パートナー窓口（希望の場合） 

 
Cisco HealthPresence Remote Management Services 
 

•  Remote Management Services とともに、シスコは、デ

バイスによる恒久的なモニタリングおよびポーリング、

ならびにすべてのインシデントを解消するためサービス 
レベル目標に応じて ITIL 方法を用いたインシデント管

理および解決手段を提供します。 
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RMS Select Operate Services でカバーされる管理対象コン

ポーネント： 
 

•  HealthPresence をサポートするプライマリ ネットワー

ク パスのモニタリング、および IPSLA 応答側に対する

お客様のデータ  センターにある終端ルータと各 
HealthPresence ルーム（HealthPresence Room）内

（またはポッド内）の IP SLA 応答側間の管理 
 

•  HealthPresence ソ リ ューシ ョン （ HealthPresence 
Solution）をサポートするお客様のネットワーク上のシ
スコのユニファイド コミュニケーション システム内にあ
る管理対象コンポーネント 

 
•  Cisco Unified Communications Manager

（CUCM/CallManager）（付属） 
 

•  Cisco TelePresence Multipoint Switch（CTMS）
（オプション） 

 
•  Cisco Unified Videoconferencing Manager

（CUVC-M）（オプション） 
 

注：CUVC 向けのサービスの範囲には、CUVC デバイ

スのステータスおよび Cisco TelePresence Multipoint 
Switch（CTMS）へのデバイス接続のモニタリングが含

ま れ ま す 。 こ の サ ー ビ ス に は 、 シス コ 以 外 の 
HealthPresence デバイスの CUVC への接続のモニタ

リングまたは管理は含まれません。 
 

•  HealthPresence ソリューション内の次の管理対象コン

ポーネント 
 

•  Cisco HealthPresence スケジューリング サーバ
（事後対応型サポート） 

 
•  Cisco HealthPresence アプリケーション サーバ

（事後対応型サポート） 
 

•  Cisco HealthPresence ポータル サーバ（事後対
応型サポート） 

 
•  ビデオ コーデック 

 
•  高フレーム レート Auto Collaboration コーデック 

（30 fps プレゼンテーション コーデック）（オプション） 
 

•  プラズマ ディスプレイ 
 

•  ビデオ カメラ 
 

•  不可欠な周辺機器（Critical Peripherals） 
 

•  Cisco IP Phone 
 
 
 
HealthPresence ルーム固有のサービス 

 
Cisco HealthPresence Remote Management Services には 
HealthPresence 環境のモニタリングおよび管理が含まれます。

お客様が HealthPresence コールを行うことのできるようにサ

ポートし、お客様のインフラの全域で HealthPresence 会議を設

定することができます。本サービスには、管理対象コンポーネント 
リストに記載する HealthPresence コンポーネントの管理が含ま

れます。シスコ アドバンスト テクノロジー ネットワーク オペレー

ション センター（AT NOC）が、HealthPresence コールだけでなく、

HealthPresence コールの設定および HealthPresence サービス

の品質に影響を与えるその他の問題について解決に当たります。

インシデントが HealthPresence 管理対象コンポーネントのインシ

デントとして切り分けられる場合、シスコはそのインシデントの解

決に当たり、そのステータスについて適切なお客様窓口に通知し

ます。このモニタリングには、室温、電源、配線、照明、冷暖房空

調設備などの環境要因は含まれません。 
 
Select Operate Service for HealthPresence 

 
AT NOC は、リアルタイムで HealthPresence の主要コン

ポーネントのモニタリングを行ない、以下に関してイベントを

予防的に発表します。 
 

•  コーデック接続手段のステータス（プライマリ、セカンダリ

およびプレゼンテーション） 
 

•  カメラ ステータス（プライマリおよびセカンダリ） 
 

•  プラズマ ステータス（プライマリおよびセカンダリ） 
 

•  IP Phone ステータス 
 

•  不可欠な周辺機器 
 

•  システム可用性 CUCM 
 

•  システム可用性オプション管理対象コンポーネント 
 
 
 
Remote Assistance Service 

 
RMS HealthPresence Remote Assistance Service（RAS）は、

RMS Select Operate Services 向けの補完的サービスです。

RMS Remote Assistance Service を提供するには、関連するリ

モート  スケジューリング  アシスタンス作業を行う  Remote 
Operations Service Desk エージェントに、Cisco TelePresence 
Manager（CTS-MAN）への完全なアクセス権を提供する必要が

あります。この補完的サービスには、次の情報が関連します。 
 

•  HealthPresence Service Center への 365 日 24 時間

体制のアクセス 
 

•  サポートされる各 HealthPresence ルーム

からかけられる、800 で始まる通話料無料

のサポートの電話番号へお電話していただ

ければ、1 日 24 時間年中無休で担当者が

対応します。 
 

•  エンジニアリング サポートを必要とする
問題の迅速なエスカレーション。 

 
•  スケジューリングの検証 

 
•  ライブ アテンダントによる手順ごとのガイダンス 

 
 

•  担当者は段階的なスケジュール指示でお客様

をサポートし、リモートで解決できないスケ

ジューリングの問題を、お客様が指定したオン

サイト ルームの窓口にエスカレーションします。 
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•  「困ったとき」のヘルプ デスク 
 

•  担当者が、お客様の HealthPresence 
ルーム利用に関する質問に対応します。

HealthPresence 利用に関する正式トレー

ニングまたは総合トレーニングは Cisco 
Remote Assistance Service の対象となり

ません。 
 

•  インシデント レポート（インバウンド/アウトバウンド） 
 

•  スケジュールされたコール（Cisco 
TelePresence Manager が必要）または 
HealthPresence ユーザが体験する品質に

影響を与える可能性のあるインシデントが

検出または報告されたとき、シスコは、お客

様が指定した HealthPresence ルームの

コーディネータ（ルーム コーディネータ）に

通知します。 
 

•  インバウンドおよびアウトバウンドのインシデント レポート 
 

•  スケジュールされたコールまたはその

品質に影響する可能性のあるインシデ

ントの通知。 
 
 
インシデント通知 

 
インシデント通知プロセスはお客様に、インシデントが記録され

たことを通知します。自動か手動かを問わず、チケット（サービス

要求）が作成されると、インシデント通知が生じます。シスコは以

下の通信メディアを用いてお客様に通知します。 
 

• 電子メール（デフォルト） 
• Web ポータル 

 
インシデント通知に関するシスコの基本手段は電子メールとなり

ます。 
 
インシデントのエスカレーション 

 
インシデントは既定のプロセスに従ってエスカレートされます。イ

ンシデント管理プロセスのどの時点でも、お客様はインシデントの

処理手続きに関する懸念に対処するため、シスコの当直マネー

ジャを介してエスカレーションを求めることができます。サービス

の復旧にサードパーティの業務を要する場合、シスコがそのプロ

セスの開始および管理を行います。 
 
詳細については、次のリンク先にある「Severity and Escalation 
Guideline（重大度およびエスカレーション ガイドライン）」を参
照：http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/  

 
お客様にはインシデントが解消したことが通知され、サービスが

十分に復旧したことを検証する機会が提供されます。インシデン

トの解消（Incident Resolution）とお客様への通知（Customer 
Notification）後、インシデントはシスコまたはお客様が終結させ

るものとします。インシデント管理に関するレポートは管理ポータ

ルで入手することができます。 
 
 

サードパーティ製品のエスカレーション 
 
対応時に、サードパーティ製品（Third Party Product）に問題が

あるとシスコが判断した場合、シスコ AT NOC はチケットを作成

します。その後、シスコはお客様の要請に応じて、お客様とサー

ドパーティ サプライヤ（Third Party Supplier）間で締結している

サポート契約に従い、お客様がサードパーティ サプライヤに

ケースを開くことをサポートします。シスコは、お客様のケースへ

の対応に際し、可能な範囲においてサードパーティ サプライヤ

をサポートします。インシデント管理プロセスのどの時点でも、お

客様はインシデントの処理手続きに関する懸念に対処するため、

シスコの当直マネージャを介してエスカレーションを求めること

ができます。 
 
管理ポータル 
 
シスコは、お客様またはパートナーがチケット（Ticket）、チケット 
メトリクス、および管理対象コンポーネントのレポートをレビューで

きるオンライン上のポータル（Portal）を提供します。ポータル アク

セスおよびレポートは 1 日 24 時間年中無休で利用できます。 
 
サービス アクティベーション時にお客様は、権限を与えられた従
業員がポータルにアクセスできるポータル アカウントを受け取り
ます。ポータルを利用するための方法は、ポータルからアクセス
可能なユーザ ヘルプ ガイドに記載されています。 
 
管理ポータルから入手できる情報は次のとおりです。 
 

• チケット情報（提供可能なものに限る） 
 

o  チケット ID 番号 
 

o  チケット オープン日および時間 
 

o  チケット内容 

o  インシデントの原因 

o  チケット ステータス 

o  影響されるサイト 

 
 
 
レポート 
 
本 サ ー ビ ス は 、 ポ ー タ ル か ら ダ ウ ン ロ ー ド 可 能 な 
HealthPresence 詳細レポートを提供するものとします。定期的

に自動生成されるこれらのレポートにより、ルーム利用、コール詳

細およびデバイス一覧表の詳細情報が提供されます。その他の

メトリクス レポートは、ポータルを経由してアクセスできるレポート

機能とツールを用いてリアルタイムで生成することができます。 
 
 

•  チケット メトリクスは、以下のものが利用可能です。 
 

•  通知までの平均時間：お客様にオープ

ン チケットを通知するまでの平均時間 
 

•  分析開始までの平均時間：チケットが

オープンされた時からインシデントが最

初に分析される時間までの平均時間 
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•  切り分けまでの平均時間：インシデント

を分析し根本原因を突き止めるまでに

かかる平均時間 
 

•  解決までの平均時間：インシデント解決
までの平均時間 

 

 
 
翻訳サポート 

 
本サービスは英語で供給されます。英語以外の言語のサポート

を要するお客様について、シスコは電話による翻訳サポートを提

供することができます。お客様がシスコに電話をすると、話される

言語をシスコのエンジニアが判断し、通訳者をコールに参加させ

ます。 
 
サービス レベル目標（SLO） 

 
 
重大度 1 および重大度 2 のインシデントの平均通知時間

（MTTN）の目標は 15 分です。平均通知時間（MTTN）の目標

は、重大度にかかわらず、30 分です。解決までの平均時間

（MTTR）、つまり、インシデントへの対応の終了にかかる時間は、

重大度によって異なります。 
 

重大度 1 – MTTR：4 時間 

重大度 2 – MTTR：24 時間 

重大度 3 – MTTR：72 時間 

重大度 4 – MTTR：120 時間 

重大度 1 – MTTR：4 時間 
HealthPresence システムの重要コンポーネント（音声および/ま
たはビデオ）が複数の HealthPresence エンドポイントにまた

がって利用できない（エンドポイントのマルチポイント コール入力

を妨げる CTMS の故障など）。お客様は問題解決に必要な要員

を、1 日 24 時間年中無休体制で確保します。 
 
重大度 2 – MTTR：24 時間 
HealthPresence システムの重要コンポーネント（音声および/ま
たはビデオ）が利用できない、または複数の HealthPresence エ
ンドポイントにわたってもしくは単一の HealthPresence エンドポ
イントにひどい品質低下が経験される（プラズマのちらつきや
オーディオの質の悪さなど）。お客様は問題解決のため、通常営
業時間中フルタイムの要員を確保します。 

 
重大度 3 – MTTR：72 時間 
HealthPresence システムの非重要コンポーネント（周辺機器）が
利用できない、または複数の HealthPresence エンドポイントに
わたってもしくは単一の HealthPresence エンドポイントにひどい
品質低下が経験される（プロジェクタが機能しないなど）。 
お客様はサービスが満足できるレベルに回復するまで、通常営
業時間中要員を確保します。 

 
重大度 4 – MTTR：120 時間 
非生産/業務パフォーマンスへの影響および/またはデバイス警
報が監察されます。お客様は必要に応じて情報またはサポート
を提供するため、通常営業時間中要員を確保します。 

 

ハードウェアおよびネットワークのソリューションについて本サー

ビスは、エッセンシャルおよびエッセンシャル  オンサイト

（Essential and Essential Onsite）などの外部契約 SLO に依

存します。詳細については次の Essential Operate Services 
のリーガル サービス ディスクリプションを参照してください。
http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/ 
 
 
派遣 
 
AT NOC は、Cisco HealthPresence Select Operate および 
Remote Assistance Operations のサポート マニュアルで指定

されたとおりに、ガイドラインの範囲内で必要に応じて適切にベ

ンダーを派遣します。ベンダーが派遣されると、派遣に関係する

情報がチケットにアップデートされます。これらのアップデートは

管理ポータルで閲覧することができます。 
 
派遣（ハードウェアまたはキャリア（Carrier）の RMA）を必要と

するインシデントについて、シスコはできる限り迅速にサービス

を回復できるようあらゆる合理的努力を行います。シスコ要員

は、問題解決にいたるように、派遣技術者またはエンジニアと

協力します。派遣当事者との基本契約に大きく依存するため、

重大度にかかわらず、シスコは特に解決までの平均時間

（MTTR）の目標を用意しません。サービス プロバイダーのイン

フラまたはサービスの不具合について、シスコは特に MTTR 
サービス目標を用意しません。シスコが提供するメンテナンス

（HealthPresence 基本運用および/または SmartNet）に関して

は、オンサイト サポートに HealthPresence Essential Operate 
Service Description で定めるパラメータが含まれます。 
 
注：管理対象コンポーネントのインシデントに関するサービスの

復旧は、MTTR 測定目的で定められるとおり、必須機能を実行

させるための恒久的処置または回避策のいずれかによって管

理対象コンポーネントが機能するようになったときに達成となり

ます。 
 
問題管理 
 
問題管理（Problem Management）は、主としてインシデント管理

をサポートする問題管理プロセスを記述します。これらのプロセス

は、インシデントが再現可能であり、既知のエラー（Known 
Error）に一致しないときに開始されます。問題（Problem）は、根

本原因の特定およびインシデントの根本的エラーの解消につな

がる活動を追跡する目的で公表されます。プロセスは、既知のエ

ラーが根本原因および解消を含めて特定され、既知のエラーの

データベースに記録された時点で終了します。その結果、既知の

エラーを利用して、以後にオープンされたすべての関連インシデ

ントを解消し、終了することができます。 
 
変更管理 
 
変更管理（Change Management）の目的は、効果的かつ責任あ

る方法で必要な変更を行うことです。変更管理の目的は、管理対

象コンポーネントへの変更を確実に評価および調整して、影響を

受けるすべての当事者に通知することで管理サービスへの変更

によるマイナスの影響を最小限に抑えることです。変更管理とは、

すべての変更の許可、文書化、および実施に際して、標準的な手

法と手順を適用することをいいます。 
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インシデントの解消に必要な変更 
 

AT NOC は、インシデントの解消のために、管理対象コンポー

ネントへの変更を必要とすることがあります。これらの変更は通

常、トラブルシューティングおよび回避策実行のための、管理対

象コンポーネント構成への論理変更です。インシデントの解消に

必要な変更は、お客様の変更管理ポリシーに従って、AT NOC 
が必要に応じて実装します。 

 
重大な脆弱性に対応する変更 

 
シスコは、特定の重大な脆弱性がお客様のシステムの品質低

下および重度のサービス制限をもたらす可能性があることを認

識しています。新たな脆弱性が表に出てくると、AT NOC はお

客様の HealthPresence ソリューションに対する重大性と潜在

的影響を評価します。その脆弱性がお客様のセーフガードに照

らして重大であり、お客様がその脆弱性の影響を受けると AT 
NOC が判断した場合、AT NOC はその問題を修正するための

変更を推奨します。お客様が要求した場合、優先順位と本サー

ビス ディスクリプション（お客様が要求する変更）の条件に従っ

て変更を実施します。重大な脆弱性に対処するための変更は、

お客様と協力して、可能な限り迅速に実施します。 
 

パッチの適用 
 
管理対象コンポーネントへのパッチ（Patch）適用はシスコの裁量

によります。パッチを評価して、現在の環境の安定性が確実に維

持されるようにします。 
 
インシデントまたは問題の修正パッチは標準的な変更（Standard 
Change）として取り扱います。追加機能を取得するためにお客様

が要求するパッチは任意と見なされ、リリース管理（Release 
Management）プロセスによって実施されなければなりません。 

 
シスコは、パッチ プロセスの一環として、以下のことを行います。 

 
•  Cisco Field Notice を検討して、お客様のシステムおよ

び既存のソフトウェア レベルに対する影響と緊急度を判
断します。 

•  管理対象コンポーネントのオペレーティング システム、
システム ソフトウェアおよびアプリケーションにサービス 
パック更新をリモートから適用します。 

•  管理対象コンポーネントのオペレーティング システム、
システム ソフトウェアおよびアプリケーションにパッチを、
リモートから適用します。 

 
調整と計画 

 
シスコは、シスコ提出用の標準的な変更要求（Standard Change 
Request）のアプリケーションを管理ポータルに用意します。認可

された変更は管理ポータルを介して調整、計画、監視されます。

これによって作業調整ができ、作業の計画方法を決めてマイナス

の影響を最小限に抑えることができます。 
 

標準的な変更が公表され、構成データが更新されると、目標達成

レベルの成功を納めたかを判定するために、その変更は評価さ

れます。この評価は以後の変更管理の改善に利用されます。エ

ンジニアは、お客様を含めたすべての利害関係者に変更の完了

が通知されたことを確認します。評価および通知が完了すると、

変更が終了します。 
 
リリース管理 
 
リリース管理は、お客様の HealthPresence 環境に対するソフト

ウェアのアップグレードおよびアップデートの実行に焦点を置きま

す。Remote Management Services（RMS）リリースは、Cisco 
Remote Operations Services（ROS）によってのみ開発および提

供され、本サービスに含まれます。非 RMS リリースはマネージド 
サービ固有ではなく、本サービスにも含まれませんが、別の 
Release Management Service によるサポートが可能です。 
 
RMS リリースと非 RMS リリースとの違いに留意してください。 
 

RMS リリース 
 
HealthPresence 向けの Cisco Remote Management Service
（RMS）の機能として切り分けられた変更です。この変更は、

Cisco Remote Management Services によるお客様のエクスペ

リエンスの改善にかかわる新たなモニタリング、管理またはその

他の性能を提供するために実施されます。（例：新たな故障タイプ

に対する追加的なモニタリングの実施） 
 
ロールアウト計画は、生産環境への変更実施に含まれる詳細の

定義が含まれます。ここでは、必要に応じたお客様の変更ウィン

ドウの確保、通知を要するすべての利害関係者の特定と当該利

害関係者への通知、ならびにお客様の変更手続きとの調整を含

めた詳細タイムテーブルの設定が行われます。 
 
実施とは、生産環境に変更を導入する行為です。変更が実施さ

れると、影響を受けるすべての構成品目に対する変更を記録する

ためにコンフィギュレーション管理（Configuration Management）
が開始されます。 
 
非 RMS リリース 

 
RMS リリースとして分類されないすべての変更です。（例：CTS 
Codec 、 Cisco TelePresence Multipoint Switch 、 CTS 
Manager、CallManager、またはその他の管理対象デバイスの

アップグレード。アップグレードの理由は問いません。） 
 
ロールアウト計画は、生産環境への変更実施に含まれる詳細の

定義が含まれます。ここでは、必要に応じたお客様の変更ウィン

ドウの確保、通知を要するすべての利害関係者の特定と当該利

害関係者への通知、ならびにお客様の変更手続きとの調整を含

めた詳細タイムテーブルの設定が行われます。 
 
実施とは、生産環境に変更を導入する行為です。変更が実施さ

れると、影響を受けるすべての構成品目に対する変更を記録する

ためにコンフィギュレーション管理が開始されます。 
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変更までの時間 
 

シスコは変更要求を評価し、複雑さのレベルと変更完了までに

要する時間を評価します。すべての変更要求はスケジュールさ

れたイベントです。変更を実施するためのシスコ サービス レベ

ル目標（SLO）は次のとおりです。 
 
 

 
変更要求実施までの 
シスコ予想時間 
 

変更要求受領から完了まで
の時間 
 4 時間以内 5 営業日 

4 時間以上 スケジュールされたサービス 

 
 
 
 
 

コンフィギュレーション管理 
 

シスコは管理対象コンポーネントの在庫リストを保持するものと

します。この在庫リストには、各管理対象コンポーネントに適用

される所定の構成データとサービス レベルを記載します。 
 

キャリア管理 
 

キャリア管理は、本サービスの中で実行される重要だが非常に
予測困難な作業です。キャリア管理には、お客様の回線プロバ
イダーとのサービス停止調整、キャリア ステータスのお客様へ
の通知、および正確な記録管理のためのチケット更新などの作
業があります。シスコは回線を業務に復帰させるため効率的か
つ迅速な対策を講じる一方で、プロセス全体を通じてお客様に
情報を伝えます。 
 
サービス レベル レビュー 

 
シスコはチケット データを収集および追跡し、オペレーショナル 
レポートを生成してパフォーマンスを追跡します。オペレーショナ

ル レポートはチケット情報と対応時間を提供します。これは四半

期ごとに生成されて、指定されたお客様窓口に電子メールまた

は管理ポータルで配布されます。 
 
対象外サービス 

 
本文書は、http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/ に

掲載されているドキュメント「List of Service Not Covered（対
象外サービスのリスト）」と合わせてお読みください。なお、このド

キュメントは、本参照により、本 サービス ディスクリプションに組

み込まれ、その一部となります。 
 
 
お客様側の責任 
 
管理接続手段 

 
 

終端デバイス 
 
お客様には終端デバイスを良好な作動状態で準備し維持できる

ように合理的努力を尽くしていただきます。お客様が、終端デバ

イスの再配置、接続解除、取り外し、修理の試み、不正な変更を

行うこと、または他の者にこれらを許可することは禁止されてい

ます。先に書面でシスコの同意を得ることなくこれが行われた場

合、お客様にはそれによってお客様の構内機器に生じた被害修

復の費用をシスコに補償する責任を負っていただきます。どのよ

うな状況においてもシスコは本サービスの中断、失われた SLO 
に関し、または終端デバイスの間違った使用やメンテナンスに起

因するその他の損失、費用もしくは損害に関し、お客様または他

の当事者に対して責任を負いません。 
 
別段の合意がない限り、すべての終端デバイスの所有権はその

まま Cisco Systems, Inc. にとどまります。シスコは、取り外し時

に終端デバイスが通常の損耗を見込んだ上で設置時と同じ状態

であることを求めます。お客様にはシスコに対し、通常の損耗を

超えると考えられる終端デバイスの償却費用を補償していただき

ます。 
 
シスコまたはその請負業者は、シスコが供給する終端デバイスの

検査または緊急保守のためシスコが妥当と判断する範囲でお客

様の構内（お客様またはお客様のエンド ユーザの占有地点）に立

ち入ることができるものとします。
1 

 
終端デバイスの設置 
 
お客様は終端デバイスの設置について以下を提供していただき
ます。 
 

•  コンピュータ オペレーションに適した環境条件を備えた、

終端デバイスにふさわしいしっかりしたラック設置場所。 
•  シスコが提供するガイドラインに沿った終端デバイスと

ネットワーク接続手段の設置。 
•  インターネットとネットワーク構成を含む通信設備およ

びサービスの用意。通信設備とサービスは本サービス
の期間中維持される必要があります。 

•  終端デバイスの設置をサポートする要員の用意。これ
らの作業には、以下が含まれます。 

 
•  デバイスのラックへの設置 
•  ネットワークへの接続 
•  無停電電源装置（UPS）またはその他連続無中断

出力のできる設備への電源接続 
•  電源投入 

 
適切な商用電源および終端デバイス専用の 1kVA 以上供給可
能な UPS または仕様に合った電源バックアップ設備の用意。 
 
移行管理業務の完了に関する日付について双方の合意の用意。 

                                                
1 タイムリーな立入ができない場合、SLO の無効化および管理対象サー

ビス復旧の遅延が生じることがあります。 

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
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トレーニング 
 
お客様は、受講者の特定および受講者の連絡先を含めてトレー
ニング調整のサポートを提供していただきます。 

 
 

移行管理 
 
シスコが管理対象コンポーネントに本サービスを提供することが
できるようにするため、シスコはお客様に以下を求めます。 

 
•  移行管理フェーズにおいてお客様を代表するプロジェ

クト マネージャの選任。 
•  リモート管理に必要なネットワーク アクセスの確立でシ

スコをサポートする技術責任者の選任。 
•  プロジェクト マネージャと技術責任者の、お客様のプロ

ジェクトのキックオフ会議および講習会への出席。 
 

サービス アクティベーション キット 
 
以下を含めて、移行管理の成功に欠くことのできない重要な情報
を提供する SAK を記入します。 

 
•  お客様の代表連絡先 
•  管理対象となるサイトの物理的所在地 
•  物理的デバイス場所および命名規則 
•  管理 IP アドレスおよびシステム詳細、SNMP コミュニ

ティ ストリング 
•  Telnet およびパスワード アクセス 
•  管理システムのユーザ名および連絡先詳細 
•  次を含むお客様固有のサポート ポリシーの定義 

o  連絡窓口およびプロファイル データ 

o  通知ポリシー 

o  エスカレーション ポリシー 

o  派遣ポリシー 

•  管理対象コンポーネントのサポート契約情報（Cisco 
SMARTnet など） 

 
管理対象システムへの管理アクセスを可能にするため、SAK に
定めるタスクを完了します。これには、SNMP、トラップ、およびシ
ステム ログの設定が含まれる場合があります。 

 
詳細設計、ネットワーク実装計画、サイト調査、物品明細などの
現況文書を提出します。データおよび文書は、移行管理を進める
ため必要に応じてシスコ パートナーから入手します。 

 

サービス接続手段とネットワーク アクセス 
 
Cisco Remote Management Services はプロトコルとポートの

収集を使用して提供されます。お客様には管理対象コンポーネ

ントのデータ収集を許可していただきます。 
 
SAK の定義に従って管理対象コンポーネントへの読み取りおよ

び書き込み管理アクセスを提供します。監視のみのコンポーネン

トについては読み取り管理アクセスを提供します。アクセスは 
SAK に従ってタイムリーな方法で実行されなければなりません。

これには、SNMP、SYSLOG および本サービスをサポートする

ための必要に応じて定義されたその他のプロトコルが含まれま

す。 
 

インシデントの解消 
 
お客様には、サポート契約書、委任状およびその他すべての最
終お客様文書、ならびにインシデントの解消を進めるために必要
な許可を提供していただきます。 
 
お客様は、契約期間中、発注書に記載のすべてのシステム コン

ポーネントに適用可能なハードウェア メンテナンスおよび/または

ソフトウェア メンテナンスの維持を求められます。 
 

オンサイト サポート要件 
 

次のリストに、HealthPresence Remote Operations 
Services を首尾よく行うためにシスコが求める高レベルの

オンサイトでの支援を挙げます。 
 
HealthPresence ルーム コーディネータ 
 

責任は次のとおりです。 
•  ルーム トラブルシューティング作業と共に 

Cisco 「Hands & Eyes」支援を提供します。
シスコ サポート チームの指示により、作業に
は以下を含みます。 

  品質を検証するためのテスト コール
実施 

  サイト/ルーム電源の検証 
  配線の検証 
  コラボレーション ディスプレイのトラブ

ルシューティングを支援 
  ドキュメント カメラのトラブルシュー

ティングを支援（場合により LCD が
必要） 

•  シスコ サポート チーム担当窓口として活動
し、<お客様名> のエンド ユーザからシスコに
報告されるルーム プレゼンテーションおよび/
または環境の問題に対処します。 

•  ルーム プレゼンテーション監査を（毎週）実施
します。作業には以下を含みます。 

  ルームがきれいに整理整頓され、ご
み箱にはごみがない 

  カーペット、椅子、テーブルおよび機
器に汚れがない 

  照明がすべて点灯し、ちらつきがな
く、天井タイルに剥がれがない 

  エアコンまたは暖房が作動している 
  情報シート（サポート詳細を含む）が

所定の場所にある 
•  シスコのサポート要員用にサイトへのアクセス

を提供します。 
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注：ハードウェア交換の場合、シスコは、入場を助けて

シスコ要員に付き添うことのできるルーム窓口担当を

必要とします。 
 
データ センターまたはワイヤリング クローゼットの「Hands & 
Eyes」窓口 

 
責任は次のとおりです。 

•  データ センターまたはワイヤリング クロー
ゼット内常駐の HealthPresence 機器に
「Hands & Eyes」サポートを提供します。 

•  ハードウェア交換作業をサポートし、シスコ
要員用にデータ センターまたはワイヤリン
グ クローゼットへのアクセスを提供します。 

 
 

管理対象コンポーネント 
 
お客様には、以下のことを行っていただきます。 

 
•  移行管理の完了に先立ち、すべての管理対象コンポー

ネントが良好な作動状態であることを確認してください。

これは、シスコ リモート管理および/またはモニタリング 
サービスの開始前に管理対象コンポーネントが完全に

構成され、配備され、正しく機能していることを意味しま

す。良好な作動状態は管理準備評価（Management 
Readiness Assessment）プロセス時、ならびに移行管

理時の可用性レポートおよびパフォーマンス レポート

の使用時にシスコによって検証されます。必要な是正

手順はシスコがお客様に提供します。お客様は、システ

ム アドミニストレーション、構成変更、スクリプト記述お

よび MAC（移動、追加および変更）などを含む、管理対

象コンポーネントを良好な作動状態にするために必要

な作業のすべてに責任を負います。必要なサービスは、

シスコからリリース管理サービスとして取得できます。 
• シスコの変更作業に先立ち、すべての標準およびリ

リース管理要求を承認していただきます。 
• 管理対象コンポーネントの物理的安全対策を提供して

ください。 
•  シスコに連絡し、確立されたポリシーに従い、電話また

はその他の手段を介してインシデントを報告してくださ

い。 
•  識別可能でない傾向分析の集計値統計および測定指

標をシスコが保有し公表することを認めていただきます。 
•  アプリケーションおよびオペレーティング システムの

バックアップを行ってください。お客様はバックアップの

正常な実行を保証する責任を負います。 
•  Cisco Catalyst OS または Cisco IOS の作動していな

いデバイスでバックアップを行ってください。お客様は

バックアップの正常な実行を保証する責任を負います。 
 

管理非対象コンポーネント 
 
お 客 様 は 管 理 非 対 象 コ ン ポ ー ネ ン ト （ Non-Managed 
Components）およびアプリケーションの監視および管理に責任

を負います。 
 
通信および変更管理 

 
シスコは、管理対象サービスに共同管理方法を採用しており、お

客様およびお客様が認めるその他のベンダーが管理対象コン

ポーネントの全面的な読み取りおよび書き込みアクセス権を保

有することを認めています。複数当事者が環境への変更を行うこ

とができるため、シスコは、お客様の環境へのアクセス権を持つ

者はすべて一貫した文書化された変更管理プロセスに従うことを

求めています。移行管理フェーズの完了に先立ち、このプロセス

を検討して合意します。 
 
お客様には、以下のことを行っていただきます。 
 

•  ポータルを介し、必要に応じて、お客様および管理対象
コンポーネントに関して変更されたデータをシスコに提
供してください。 

•  管理対象コンポーネントの通知手続きの構成に必要な

情報をタイムリーに配信してください。 
•  ポータル、電話または電子メールを使用して、メンテナ

ンス ウィンドウおよびその他のスケジュールされたメン

テナンス作業を提出してください。シスコは 72 時間の

事前通知を求めます。シスコは、スケジュールされたメ

ンテナンス期間中、インシデント チケットを発行しませ

ん。 
•  お客様の従業員の状態変更をシスコに通知することに

ついて常に単独で責任を負い、シスコが確実に最新の

お客様の窓口リストを維持できるようにしてください。 
•  変更を要求する権限を与えられたお客様の従業員のリ

ストを提供するとともに保管してください。 
•  お客様の従業員ベース内のエスカレーション パスを提

供し保管してください。 
•  エンドユーザにシスコ製品トレーニングを提供してくださ

い。 
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付録 A 
 

用語一覧 
 
用語一覧は、本サービス ディスクリプションと合わせて目を通してください。本文書で定義されていない大文字で始まる用語は、用語一覧で与

えられた意味を有するものとします。 
 

高度なイベント相関（デバイスレベル、コンポーネントレ

ベル、時間レベル）とは、根本原因を得るため異なるデータ ソー

スを組み合わせる行為を意味します。 
 

AT NOC とは、シスコ アドバンスト テクノロジー ネット

ワーク オペレーション センターを意味します。 
 

バックアップ管理とは、Cisco IOS ルータおよびスイッチ

のバックアップと復元に必要なプロセスおよび措置を意味します。

標準バックアップ レポートだけでなく保存ポリシーの概要を示す

バックアップ ポリシー、特別の構成バックアップと復元を含むこと

があります。 
 

キャリアとは、データ移送サービスのプロバイダーを意

味します。 
 

変更管理とは、管理対象コンポーネントへの変更を受

信、許可、実施および通信するためにシスコが用いるプロセスを

意味します。 
 

変更要求とは、お客様またはお客様が自らに代わって

行動することを認めたパートナーが、サービスを求めて電子

フォーマット（ポータル経由での提出）で行う要求を意味します。 
 

シスコとは、170 West Tasman Drive, San Jose, 
California 95134 に主たる営業所を置くカリフォルニア州法人で

ある Cisco Systems, Inc. を意味します。 
 

Cisco Field Notice とは、プロダクト関連問題に関する

電子通知を意味します。 
 

Cisco Remote Operations Services（ROS）とは、

Cisco Remote Management Services を提供するシスコのサー

ビス チームを意味します。 
 

コンフィギュレーション管理とは、管理対象コンポーネン

トのインベントリを作成および保存するプロセスを意味します。 
 

不可欠な周辺機器とは、コール時に情報を共有するた

め、HealthPresence 環境で使用することのある任意の数の周辺

機器を意味します。これらの周辺機器にはプロジェクタ、ドキュメ

ント カメラおよび補助のプラズマ ディスプレイが含まれますが、こ

れらに限りません。 
 

お客様とは、内部で使用するため本サービスを直接ま

たは認定チャネルを通じて購入する事業体を意味します。 
 

お客様受入とは、移行管理フェーズの完了を確認する

シスコとの双方の合意を意味します。 
 

お客様への通知とは、インシデントが記録されたことを

お客様に知らせるための通信を意味します。 
 

お客様の構内とは、管理対象コンポーネントが置かれ

る物理的なお客様の住所を意味します。 
 

電子通知とは、インシデントの通知およびチケットの状

態を電子的に送信する行為を意味します。 
 

エッセンシャルおよびエッセンシャル オンサイトとは、

Cisco Operate Services を介して提供されるシスコのサービスお

よびサポートを意味します。お客様は、1 日 8 時間/週 5 日/翌営

業日対応、1 日 8 時間/週 5 日/翌営業日対応オンサイト、1 日 8 
時間/週 5 日/4 時間以内対応オンサイト サポート、または 1 日 
24 時間/週 7 日/4 時間以内対応オンサイト サポートの中から選

択できます。1 日 8 時間/週 5 日/4 時間以内対応オンサイトおよ

び1 日 24 時間/週 7 日/4 時間以内対応サポートについては、各

地域のサービス アカウント マネージャに利用可能かどうか確認

し て く だ さ い 。 Cisco TelePresence Endpoints 、 Cisco 
TelePresence Manager 、 Cisco TelePresence Multipoint 
Switch、Cisco TelePresence Recording Server、および Cisco 
Unified Communications Manager にはサービスおよびサポー

トが必要であり、また TelePresence の Remote Management 
Services についてはサービスおよびサポートが前提条件となり

ます。 
 

HealthPresence ルームとは、お客様の拠点において、

お客様とその従業員、代理人、およびその他の被許可者によって 
HealthPresence ビデオ会議が使用されている 1 つの会議室を

意味します。お客様によっては、建物内に  1 つ以上の 
HealthPresence ルームがある場合もあります。 
 

HealthPresence ソリューション とは、お客様の事業所

に導入されている Cisco TelePresence 製品、ソフトウェア、およ

びサービスを含むシスコのビデオ会議システムを意味します。 
 

インシデントとは、サービスの標準運用の一部ではなく、

サービス品質の障害もしくは劣化の原因となる、またはその可能

性のあるイベントを意味します。 
 

インシデント管理とは、インシデントの検出、インシデン

トに関するお客様への通知、およびインシデントの解消を行うプロ

セスを意味します。 
 

インシデントの解消とは、管理対象コンポーネントの

サービスを復旧するプロセスを意味します。 
 

既知のエラーとは、根本原因および解決方法が確定し

ているインシデントを意味します。 
 

委任状とは、サービスの発注、推進、追跡、ならびに/ま
たはサービスに対するキャリア、メンテナンス契約プロバイダーお

よびその他の一般的なサービス プロバイダーの提供のために、

お客様の代理人として行動する権限をシスコに与える書簡を意

味します。 
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管理対象コンポーネントとは、シスコがリモートの IT イ
ンフラ管理サービスを提供する要素を意味します。 

 
管理アプリケーション プラットフォームとは、シスコが 

ITIL ベースのサービス管理を行うために用いる一連の管理アプリ

ケーションおよびツールを意味します。 
 
管理接続とは、シスコとお客様の構内間の物理的通信

リンクを意味します。 
 

管理接続手段とは、管理データを管理対象コンポーネ

ントとシスコ間で安全に一貫性を持って送信するための、お客様

の構内とシスコ間の双方向通信を意味します。 
 

管理データとは、サービス管理アプリケーションが収集

するイベント、アラート、パフォーマンス情報、トラップおよび/また

はログ メッセージを意味します。 
 

管理準備評価とは、移行管理の完了に先だってすべて

の管理対象コンポーネントが良好な作動状態であるかどうかを判

断する評価を意味します。インシデントおよび問題管理サービス

の開始に先立ち、管理対象コンポーネントが完全に構成、配置さ

れて正しく機能している必要があります。 
 

管理サービスとは、監視、インシデントの解消、事後問

題管理、サービス レベル管理、およびすべてのインシデントの解

消のための標準的な変更を提供するサービスを意味します。 
 

監視とは、管理対象コンポーネントのイベントを検出す

ることを意味します。 
 

ネットワークとは、相互接続され相互に作用する、シスコ

がサポートする一連のハードウェアおよびソフトウェアで、お客様

が単一のネットワーク オペレーション センター（NOC）から実装、

運用およびサポートを行うものを意味します。 
 

ネットワーク コンポーネントとは、ネットワークの一部を

成すデバイスまたはリンクを意味します。 
 

管理非対象コンポーネントとは、シスコが管理サービス

を提供しない要素を意味します。 
 

通常のサービス オペレーションとは、4 項「サービス 
レベル管理」に定めるシスコ サービス レベルの範囲内のサービ

ス オペレーションを意味します。 
 

パートナーとは、本サービスおよび/または製品に関す

るテクニカル窓口として対応するようお客様が契約したサード 
パーティを意味します。 

 
パッチとは、ソフトウェア コードの一部を用いた、問題に

対する小さな修正を意味します。 
 

アクセス ポイントとは、キャリアが提供するインターネッ

トおよび広域ネットワーク サービスにアクセスするためのキャリア

集約ポイントを意味します。 
 

ポータルとは、お客様およびパートナーのために用意さ

れる、NOC からの情報受け取りと NOC への情報提出のための

オンライン Web ユーザ インターフェイスを意味します。 
 
 

プライマリ管理接続手段とは、シスコが提供する管理接

続を意味します。 
 

問題とは、1 つまたは複数のインシデントの根本原因を

意味します。 
 

問題分析とは、根本原因を確定するために問題を調査

する活動を意味します。 
 

問題管理とは、問題の根本原因を見つけて解決すると

ともにインシデントの発生を防ぐためのプロセスを意味します。 
 

問題解決とは、未知のインシデントの根本原因に基づ

いて是正を提供するプロセスを意味します。 
 

プロジェクト コーディネータとは、移行管理フェーズを通

じて単一の窓口となるシスコのプロジェクト マネージャを意味しま

す。 
 

見積もりとは、サービスの見積もりを意味します。 
 

RAS とは、Remote Assistance Service の略称であり、

HealthPresence Select Operate Services を補完します。本

サービスは、HealthPresence サービス センターのエキスパート 
エージェントにお客様のアクセスを提供します。これらの担当者は、

HealthPresence エクスペリエンスに関するお客様の質問に 1 日 
24 時間年中無休体制で答えることができます。 
 

リリース管理とは、認められた変更の実践に焦点を合

わせたプロセスを意味します。 
 

RMS とは、Remote Management Services の略称で

あり、Cisco Remote Operations Services（ROS）が提供する

サ ー ビ ス を 意 味 し ま す 。 RMS に は 、 HealthPresence 、

TelePresence、Foundation、Security、Data Center、Digital 
Media Systems、および Unified Communications 向けのもの

があります。 
 

サービス ディスクリプションとは、シスコが本サービスを

提供し、www.cisco.com/go/servicedescriptions/（またはシスコ

が随時お客様に通知するその他の場所）にある標準版のシスコ

のサービス ディスクリプションに記載されたシスコ側の責任を遂

行することを意味します。 
 

サービス アクティベーション キット（SAK）とは、移行管

理フェーズ時にお客様が記入する文書を意味します。 
 

サービス提供とは、シスコが本サービスの提供を開始

する移行管理後の段階を意味します。 
 

サービス デスクとは、本サービスのお客様用の単一窓

口を意味します。 
 

本サービスとは、お客様のネットワーク、音声およびア

プリケーション サービスを監視、管理し、変更を行うためにシスコ

が用いる作業およびプロセスから成る  Cisco Remote 
Management Services を意味します。 
 

標準的な変更とは、インシデント管理および問題管理の

プロセスまたは Cisco Field Notice の結果を受けたものである

場合が多い、シスコ ROS が推奨する変更を意味します。 

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/


Page: 12 of 12 
 

 

Cisco Remote Management Services 

 
標準的な変更要求とは、インシデントまたは問題を解決

するための変更要求を意味します。 
 

開始日とは、本サービスを開始する日を意味します。 
 

SLA とは、サービス レベル契約を意味します。 
 

SLO とは、サービス レベル目標を意味します。 
 
終端デバイスとは、管理接続を終端させるお客様の構

内の機器を意味します。 
 

サードパーティ製品とは、HealthPresence ソリューショ

ン内で使用される、お客様がサードパーティ サプライヤから直接

入手したシスコ製以外の医療機器を意味します。 
 

サードパーティ サプライヤとは、お客様にサードパー

ティ製品を提供する業者を意味します。 
 

チケットとは、NOC 内のインシデントおよびサービス要

求のためのトラッキング メカニズムを意味します。NOC の作業内

容は、インシデントまたはサービス要求に対する完全な記録履歴

を格納するチケットに詳述されます。 
 
チケット傾向分析とは、ネットワーク内の将来的なインシ

デント発生の可能性を低減または除去するために予防的な措置

を取ることができるよう、チケットおよびチケットの傾向を分析する

ことを意味します。 
 

移行管理とは、シスコが管理サービス用のお客様のイ

ンフラストラクチャを準備するための段階的なプロセス アプローチ

を意味します。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-以上- 
 


