
 

 

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 Remote Management Services 

 
本文書には Cisco Remote Management Services からご購入

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

ので、丁寧にお読みください。 

 
本書では、以下の Cisco Remote Management Services に

よって提供される作業および成果物について説明します。 

 
 Cisco Unified Communications Remote 

Management Services 
 Cisco Unified Contact Center Remote 

Management Services 
 Cisco Foundation Technologies Remote 

Management Services 
 Cisco Application Delivery Remote Management 

Services 
 Cisco Wireless Remote Management Services  
 Cisco Unified Computing Remote Management 

Services 
 Cisco Remote Monitoring Services for Security 
 Cisco Remote Management Services for Security 
 Cisco Server Networking and Virtualization 

Remote Management Services 
 用語一覧 

 

シスコによる直接販売。シスコ（Cisco）から本サービス（Service）

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 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が、 Cisco 

SMARTnet と Cisco Software Application Services、または

Cisco Unified Communications 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

みの注文書に指定された詳細内容に基づき、以下に示す Cisco 

Remote Management Services を提供するものとします。本

サービスは、最大 3 つのサービス コンポーネントによって構成さ

れます。 

 

1. 監視サービス（Monitoring Services）
1
 

2. 管理サービス（Management Services） 

3. 選択的な変更サービス（Elective Change Services） 

 
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（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。シスコは、管理

対象コンポーネントのサポートのみを提供します。 

 
1 管理サービス（Management Services） 
 

シスコは、管理サービス（Management Services）によって監視

（Monitoring）、インシデントの解消（Incident Resolution）、事後

問題管理（Reactive Problem Management）、サービス レベル

管理、およびすべてのインシデント（Incident）解消のための標準

的な変更（Standard Changes）を提供します。 

 
1.1 Cisco Management Application Platform 

（シスコ管理アプリケーション プラットフォーム） 

Management Application Platform （管理アプリケーションプ

ラットフォーム/MPA）は、ソリューションのすべての管理対象コン

ポーネントの監視を提供します。本サービスでは、監視サービス

を提供するため、貴社のネットワークへ Management 

Application Platform（管理アプリケーション プラットフォーム

/MAP）の設置が必要になる場合があります。 

 
MAP とは、冗長構成で展開される可能性がある一連の管理アプ

リケーションであり、サービス提供に必要なあらゆる管理ソフト

ウェアとハードウェアで構成されます。MAP は、管理対象デバイ

スの数、タイプ、および場所に応じて、単一構成インスタンスまた

は複数インスタンス構成で展開されます。MAP または MAP の

一部は、お客様の構内および/またはシスコ構内に置くことができ

ます。MAP の構成は、移行管理（Transition Management）

フェーズ時にシスコが決定します。 

 
モニタリング MAP は、サービス開始に先立ってお客様固有の設

置と監視データによって設定されます。導入された MAP は、

サービス  アクティベーション  キット（Service Activation Kit）

（1.6.2 項を参照）に示されているとおりに管理対象コンポーネン

トを発見して、在庫レポートを作成します。 
 

 監視サービスの実装には、次に示す作業の一部また

はすべてが含まれる場合があります。MAP へのオペ

レーティング システムおよび関連アプリケーションのイ

ンストール。これは、リモートで実施できます。 

                                                
1
 Cisco Remote Monitoring Services for Security が提供するセ

キュリティ イベント トラフィックの監視 

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
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 監視アプリケーションのインストールとテスト。これは、

リモートで実施できます。 

 指定されたお客様の所在地へのサーバ、アプライアン

ス、および/またはデバイスの出荷。 

 サーバ、アプライアンス、および/またはデバイスの設置

に関するお客様への支援。 

 お客様のサイトとシスコの間の接続の確立。 

 シスコから購入したお客様のネットワーク デバイスおよ

びアプリケーションのリモート監視と管理の設定。 

 
管理アプリケーションプラットフォームは、本サービスに不可欠な

要素であり、本サービスの期間中にわたり導入されます。本サー

ビスの期間中、お客様は、管理アプリケーションプラットフォーム上

で供給されるハードウェアおよび常駐ソフトウェアを使用する非独

占的かつ譲渡不可能なライセンスを付与されます。お客様は、本

サービスの期間満了または終了後ただちに管理アプリケーション 

プラットフォームに関連するすべての物品（デバイスとドキュメント）

および接続デバイスをシスコに返却する必要があります。 

 
1.2 デバイス管理アプリケーションプラットフォームのソフト

ウェア アップデート 

本サービスには、管理アプリケーションプラットフォームの定期的

なソフトウェア アップデートが含まれます。お客様は、次期リリース

に含まれる修正を明記した電子メール通知をシスコから受け取り

ます。シスコは、管理アプリケーションプラットフォーム上のカレン

ダーを使用してメンテナンス ウィンドウをスケジュールします。変

更ウィンドウの開始時にリマインダ チケットが自動的にオープンし

ます。アップデートが完了すると、シスコがチケットを更新して終了

させます。 

 
1.3 Cisco Security Management Application Platform

（シスコ セキュリティ管理アプリケーション プラットフォー

ム） 

セキュリティ監視（Security Monitoring）サービス コンポーネントは、

管理対象のすべてのセキュリティ コンポーネントに加え、それらの

コンポーネントから送信されるセキュリティ イベント トラフィックも監

視します。本サービスでは、貴社のネットワークに 1 台以上の

Security Management Application Platform（セキュリティ管理ア

プリケーションプラット フォーム）を設置することが必要になる場合

があります。セキュリティ管理アプリケーション プラットフォームの

必要性の有無は、サポート対象デバイス数と監視対象イベント ト

ラフィックの総量によって決まります。 

 
セキュリティ MAP（Security MAP）は、管理対象デバイスの数、タ

イプ、および場所に応じて、単一構成インスタンスまたは複数イン

スタンス構成で展開されます。MAP または MAP の一部は、お客

様の構内および/またはシスコ構内に置くことができます。MAP の

構成は、移行管理フェーズ時にシスコが決定します。 

 
セキュリティ デバイス監視（Security Device Monitoring）サービス

の実装には、次に示す作業の一部またはすべてが含まれる場合

があります。 

 
 指定されたお客様の所在地へのサーバ、アプライアン

ス、および/またはデバイスの出荷。 

 監視アプリケーションのインストールとテスト。これは、

リモートで実施できます。 

 シスコから購入したお客様のネットワーク デバイスおよ

びアプリケーションのリモート監視と管理の設定。 

 
セキュリティ管理アプリケーション プラットフォームは、本サービス

に不可欠な要素であり、本サービスの期間中にわたり導入されま

す。本サービスの期間中、お客様は、管理アプリケーション プ

ラットフォーム上で供給されるハードウェアおよび常駐ソフトウェア

を使用する非独占的かつ譲渡不可能なライセンスを付与されま

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管

理アプリケーション プラットフォームに関連するすべての物品（デ

バイスとドキュメント）および接続デバイスをシスコに返却する必

要があります。 

 

1.4 セキュリティ管理アプリケーション プラットフォームのソフ

トウェア アップデート 

 

本サービスには、管理アプリケーション プラットフォームの定期的

なソフトウェア アップデートが含まれます。お客様は、次期リリー

スに含まれる修正を明記した電子メール通知をシスコから受け取

ります。シスコは、ソフトウェア アップデートを追跡するため、メン

テナンス ウィンドウのスケジューリングおよびチケットのオープン

を行います。アップデートが完了すると、シスコがチケットを更新し

て終了させます。 

 
1.5 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（Managed 

Components）とシスコ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）とシスコ間の双方向通

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過程においてお客

様と検討を行います。 

 
プライマリ管理接続手段（Primary Management Connectivity）

はシスコが提供します。本サービスのタイプに応じて、シスコの裁

量により 2 つのオプションのいずれか 1 つが選択されます。 

 
 シスコのアクセス ポイント（POP）とお客様指定ハンドオ

フ間の専用回路。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。 

 仮想通信網（VPN）を介したシスコのアクセス ポイント

（POP）とお客様のネットワーク間の仮想接続。 

 
各ポイントに、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）を置くことがあります。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。 

 
オプションとしてバックアップおよび/または追加回線を利用できま

す。追加回線の料金は、お客様の負担とします。 

 
1.5.1  終端デバイス 

シスコはお客様のサイト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
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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。 

 
1.6 移行管理 

 

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

（Service Description）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。 

 
1.6.1  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 

 お客様へのサービス デスク（Service Desk）のエスカ

レーション 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性 

 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 

 
1.6.2 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 のすべての関係データ 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。 
 

1.6.3 管理アプリケーション プラットフォームの構成 

管理アプリケーション プラットフォームが構成および設置されると、

発注書に従ってシスコが管理対象コンポーネントの検出プロセス

を実行します。
2
  プロジェクト コーディネータは、検出されたデバ

イスと発注書に記載されているデバイス間に不一致がある場合

には通知します。発注書に記載されている管理対象コンポーネン

ト以外に追加の要求が発生した場合は、追加のサービス料と追

加の移行管理期間が適用されます。 

 
シスコは、管理対象コンポーネントに関する情報を管理アプリ

ケーション プラットフォームのデータベースに入力し、システム コ

ンソールとダッシュボードをセットアップします（発注書に依拠）。

管理対象コンポーネントはすべて、定義済みのデバイス グルー

プに分類されます。必要に応じて、サービス、サポート、およびエ

スカレーションの各プロセスがサービス管理アプリケーション プ

ラットフォーム（Service Management Application Platform）内

で設定されます。これにより、監視サービスの導入が完了します。 

 
1.6.4 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。 

 
 管理アプリケーション プラットフォームの使用 

 サービス ドキュメントの提供 

 レビュー 

○ 提供するサポート サービス 

○ サービスを受けるためのプロセス 

○ サービス エスカレーションのプロセス 

○ コントロール ポリシーの変更  

○ 変更要求の提出  

○ 標準レポート 

 定期的な運用会議に関する説明 

 お客様受入のタイミングのレビュー 

 
1.7 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。 

 
1.8  インシデント監視 

                                                
2
 セキュリティ トポロジの特性により、セキュリティ サービスでは、

ネットワーク 開示を使用しません。 
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インシデント監視（Incident Monitoring）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 プラットフォームを用いて

管理対象コンポーネントを 1 日 24 時間年中無休で監視します。 

 
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 に記載の自動化された電子通知の

送信 

○ お客様の窓口 

○ パートナー窓口（希望する場合） 

 
1.9 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。シスコは以下の 4 つの通信メディアを使ってお

客様に通知します。 

 
 電子メール（デフォルト） 

 ポケットベルまたは携帯電話 

 電話 

 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。 

 

1.10  管理ポータル 

シスコは、チケット（Tickets）に関するレポートのほか、管理対象

コンポーネントのパフォーマンスに関するレポートを提供します。

レポートは、シスコの管理ポータル（Portal）で提供されます。管

理ポータルには、お客様とパートナーが自社のネットワークとシス

コとの関係に関する情報にアクセスできる Web ベースの手段が

用意されています。 

 

お客様は、ポータルにアクセスするためにエンドユーザ アカウン

トを取得する必要があります。ポータルにアクセスして移動する

手順は、遠隔地でのトレーニング セッションまたはビデオ オン デ

マンド（VoD）形式のトレーニング セッションで説明します。ポータ

ルサイトのユーザ向けガイドにも記載していいます。ポータルサイ

トのユーザ向けガイドは、ポータルから入手できます。 

 
1.11 セキュリティ ポータル 

シスコは、セキュリティ ポータルを提供しています。セキュリティ 

ポータルでは、サービス要求の作成、チケットの表示、デバイス

の在庫リストへのアクセス、およびセキュリティレポートの表示が

可能です。 

 

セキュリティ ポータルでは、マルチファクタ認証を義務付けること

によってネットワーク情報を保護しています。 

 

ポータルにアクセスして移動する手順は、遠隔地でのトレーニン

グ セッションまたはビデオ オン デマンド（VoD）形式のトレーニン

グ セッションで説明します。ポータルサイトのユーザ向けガイドに

も記載していいます。ポータルサイトのユーザ向けガイドは、ポー

タルから入手できます。 

 

ポータルに関する特定の活動に関する詳細は、下記の付録に明

記されています。 

 

1.12 レポート 

本サービスは、デバイス レベルのパフォーマンス、可用性、在庫

レポートを提供します。エンドユーザは、ポータルを介してアクセ

ス可能なレポーティング機能とツールを使用してレポートを作成し

ます。各サービスで利用できるレポートの詳細については、付録 

A ～ H を参照してください。 
 

1.13 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

を必要と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。 

 
2 インシデントの管理と解消 

 
2.1 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（Incident Management）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。 

 

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

トの解消とお客様への通知後、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

はポータルで入手することができます。 

  
2.2 測定指標 

測定指標については、次の URL にあるサービス レベル目標

（Service Level Objectives Remote Management Service）に

関する別のドキュメントに記載されています。 

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

2.3 事後問題管理 

事後問題管理は、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

既知のエラー（Known Error）に一致できない場合に開始されま

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ｈ、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、クローズすることができま

す。事後問題管理には 2 つの主要サブプロセス、つまり問題制

御プロセスとエラー制御プロセスがあります。 

 
2.3.1 問題制御プロセス 

問題制御プロセスの主要アウトプットは問題の根本原因の特定

です。プロセスのステップは、入手可能なデータの分析、問題の

特定および記録、ならびに影響、緊急度およびステータスに従っ

た問題の分類から始まります。 

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
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問題制御にはその他、問題の根本原因および次善策の可能性

を特定するトラブルシューティングと診断があります。 

 

2.3.2 エラー制御プロセス 

エラー制御は、問題の根本原因が特定されると問題制御を引き

継ぎます。はじめに問題の根本原因に基づいて既知のエラーを

特定し、これを記録します。 

 

次に、エラーを評価して可能な解決策を見つけ出します。これに

は恒久的な処置のほかに暫定的な回避策も含められます。恒久

的処置が可能で費用も妥当な場合、変更管理（ Change 

Management）を介して変更を開始することでエラーを修正する

よう、お客様に提言します。 

 

エラー制御の最終ステップおよび主要なアウトプットは、インシデ

ント管理で是正手順を利用できるように、既知のエラーのデータ

ベースに解決策を文書化することです。 

 

2.4 変更管理、リリース管理、およびコンフィギュレーション

管理 

変更管理、リリース管理（Release Management）、およびコン

フィギュレーション管理（Configuration Management）は、プロセ

ス活動が相互に依存関係にあるため、密接に統合された一連の

プロセスとなります。推奨される変更の評価は、正確な構成デー

タに強く依存します。認可された変更は、リリース管理プロセスに

よって実行されます。またリリース管理プロセスも、設計作業とテ

スト作業の正確な構成データに強く依存します。変更をリリースす

るときには、設計データを正確に保つために、常にコンフィギュ

レーション管理活動を呼び出す必要があります。 

 
2.5 変更管理 

変更管理の目的は、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。 

 
変更は、標準的な変更と選択的な変更（Elective Change）の 2 

つのカテゴリに分類されます。選択的な変更の要求は、常にお客

様が変更要求（Change Request）を提出することによって行わ

れます。選択的な変更の詳細については、3.0 項を参照してくだ

さい。 

 
2.5.1 標準的な変更 

標準的な変更は、シスコが推奨する変更で、多くの場合、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 

の結果です。シスコ エンジニアが、標準的な変更要求（Standard 

Change Request）を提出して変更管理プロセスを開始します。

標準的な変更は管理サービスに含まれます。 

 

インシデントについては、シスコがインシデントの解消が必要であ

ると考えたときに、変更管理を開始するチケットが作成されます。 

 

チケットは、問題解決を追跡するために作成します。ただし、問題

の結果として開始されたシスコの変更もまた、既知のエラーとして

文書化され、以後の利用のためナレッジ ベース（Knowledge 

Base）に追加されます。 

 

2.5.2 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として取り

扱います。追加機能を入手する目的でお客様が要求するパッチ

は任意と見なされ、選択的な変更として取り扱われます。 

 

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。 

 シスコの最先端のプラクティスに基づいてリモート ソフ

トウェア レベルの監査を実行して最新リリース/パッチを

判定します。これは四半期ごとの監査です。 

 作業チケットとチケットの所要時間を明記した変更管理

レポートを提供します。 

 
2.6 調整と計画 

シスコは、標準的な変更要求と選択的な変更要求（Elective 

Change Requests）をシスコに提出するためのアプリケーション

をポータル上で提供します。シスコは、変更ウィンドウの間イベン

トを抑制する必要がある場合、ポータルの休止期間機能を使用し

ます。認可された変更は管理アプリケーション プラットフォームを

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。 

 

標準的な変更または選択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の可否を判定するために、そ

の変更が評価されます。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。 

 
2.7 リリース管理（Release Management） 

リリース管理は、認可された変更の実践に焦点を置きます。 

 

ロールアウト計画では、生産環境への変更を実施する際の詳細

の計画立案などを行います。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。 

 

2.8 コンフィギュレーション管理 

（Configuration Management） 
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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。他のデバイ

ス バックアップ戦略については、各付録を参照してください。 

 
3 選択的な変更サービス（Elective Change Services） 
 

選択的な変更（Elective Change）とは、多くの場合お客様のネッ

トワーク、ビジネス プロセス、またはビジネスの変更の結果を受

け、お客様より変更を要求します。選択的な変更は、シスコのイ

ンシデント管理プロセスまたは問題管理プロセスの結果を受けた

ものではありません。お客様が要件を特定し、ポータルで選択的

な変更要求（Elective Change Request）を提出します。 

 
選択的な変更は、サービス提供に先立ってお客様が要求する必

要があるスケジュールされたサービスです。選択的な変更サービ

スの提供対応時間は、サービス  レベル目標（Service Level 

Objective）ドキュメントに明記されています。 

 
利用可能なシスコの選択的な変更サービスは、付録に項目別に

記載されています。シスコは、お客様のサービス要求に対応して、

能力の範囲内で追加サービスを提供できます。 

 
お客様は、選択的な変更の実行に使用するために、時間ブロック

を購入します。購入する合計時間は契約によって異なります。お

客様は、変更要求時にシスコが見積もった時間に基づいて、要

求した変更を完了できるだけの十分な残り時間を確保しておく必

要があります。 

 
選択的な変更の時間は、以下のようにお客様の時間ブロックの

収支から提供時に差し引かれます。 

 
 すべての選択的な変更要求には、最低 0.5 時間分の

料金が課金されます。それ以降は、0.5 時間単位で課

金されます。 

 シスコは、緊急度の高い選択的な変更要求の優先度を

利用可能ベースで取り扱います。シスコは、当該要求

に対し商取引上の合理的な努力を払います。優先度の

高い処理要求が受け付けられた場合には、最低 2 時

間分の料金が課金されます。それ以降は、0.5 時間単

位で課金されます。 

 お客様の選択的な変更要求のサービス提供の要求時

間が通常の営業時間外で、シスコがその時間を受け入

れた場合、標準レートの 1.2 倍のレートが適用されま

す。シスコ社内の休日に提供される選択的な変更要求

には、シスコがその時間を受け入れた場合、標準レート

の 2 倍のレートが適用されます。 

 選択的な変更の時間は、契約期間内にすべて使い切

る必要があります。複数年契約を購入している場合、

配分されている時間は契約満了時にすべてを使い切る

必要があります。契約満了時に使い切れなかった時間

が残っているとき、お客様が追加のサービス期間（年）

を購入した場合に限り、以前の契約で使用しなかった

時間を繰り越すことができます。 

 お客様が選択的な変更の追加の時間ブロックを購入す

る必要がある場合、既存の契約で使い切れなかった時

間が新しい契約に追加されて、新しい予備の時間が構

成されます。新しい予備の時間の使用期限日は、契約

の最終日です。例えば、既存の契約が 2010 年 1 月 

31 日に終了し、新しい契約が 2011 年 3 月 31 日に終

了した場合、新たに構成される予備の時間は 2011 年 

3 月 31 日に満了します。 

 月ごとの配分時間は、契約期間中の合計時間を月数

（12、24、36）で割って計算します。 

 単月では、月の合計が月ごとの配分時間より 50 % 増

を超えない場合に選択的な変更を提出できます。例え

ば、月あたり 10 時間、年合計で 120 時間になる選択

的な変更の時間ブロックを購入した場合、お客様は月

ごとの配分時間である 10 時間に 50 % 分を加算した

合計 15 時間を 1 ヵ月分として最大で使用できます。そ

の後で、お客様の契約の配分時間の合計から 15 時間

すべてを差し引きます。特定の月により多くの時間が必

要になった場合には、追加時間を購入できます。 

 変更プロセスの間、お客様は権限を与えたオンサイト

担当者が必要に応じて支援を提供できる態勢を整える

必要があります。 

 
シスコは、月 1 回の選択的な変更のレポートを提供します。 

 
シスコは、お客様が必要に応じて追加の選択的な変更時間を購

入できるオプションを提供します。時間ブロックの最低購入数が

適用される場合があります。 

 
3.1.1 選択的な変更の提出 

選択的な変更の提出プロセスについては 3.0 項を参照してくださ

い。 

 
3.2 予防的な問題管理 

選択的な変更サービスには、予防的な問題管理を含めることが

でき、次の 2 つの方法により、今後のインシデントへのマイナス

の影響を防止または限定するのに役立てることができます。 

 
お客様のネットワークの定期点検は、インシデント発生前に修正

可能な潜在的エラー条件を特定するために実施します。これらの

条件が特定されると、（既知のエラーに関連する条件の）変更管

理または（追加的な評価が必要な条件の）問題制御プロセスが

開始されます。 

 

インシデント、問題、既知のエラーおよびインシデント管理プロセ

スの定期点検は、インシデントに応じてシスコの効率性と有効性

を改善するために実施されます。これらの作業には、プロセス改

善機会を特定するため、P1 インシデントの処理が検討されてい

る主要問題のレビューを含めることができます。その他の作業に

は、既知のエラーのデータベース更新および是正手順の改善を

目的に行う過去のインシデントおよび問題のレビューがあります。 

 

お客様は、予防的な問題管理業務に関して選択的な変更要求を

提出する必要があります。ただし、シスコはインシデント管理プロ

セスを改善するため、自らの裁量で予防的な問題管理業務を実

施します。 

 

 
3.3 キャリア管理（Carrier Management） 

キャリア（Carrier）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。キャリア管理は、基盤サービス

内容の標準サービスとして提供されます。他のサービスに関して

は、キャリア管理は選択可能なサービスとなります（可能な場合）。

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
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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。 

 
4 サービス レベル管理（Service Level Management） 
 

サービス レベル管理は、お客様との関係を管理するプロセスで

す。アカウントの規模と活動に基づいて、サービス レベル管理プ

ロセスにシスコお客様関係担当マネージャ（CRM）の選任が行わ

れる場合があります。 

 
4.1 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 

レポートには、チケット情報および対応時間が記載されています。

このレポートは、毎月作成され、電子メールかサービス ポータル

を介して指定されたお客様の窓口に配布されます。またオペレー

ショナル レポートは、お客様とのサービス レベル管理のレビュー 

ミーティングにおいて遠隔地から定期的にレビューされます。 

 

シスコは、少なくとも四半期に一度の割合でお客様とのサービス 

レビューの日程を設定します。四半期ごとのレビューは、音声会

議ブリッジまたはコラボレーション ツールを使用して遠隔地から

実施されます。四半期ごとのレビューでは、CRM がチケット情報、

チケットの対応時間、チケットの傾向を提示して、SLO に関する

実績をレビューします。会議では、傾向分析に適したネットワーク 

パフォーマンスに関する一般的なレポートを提供します。 

 

年次ビジネス レビュー ミーティングは、過去 1 年間の傾向をレ

ビューし、次年のサービスのサービス プランについて話し合うイ

ンタラクティブな共同セッションです。 

 
5 対象外サービス 
 

本サービス ディスクリプションは、

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/ の「Downloads」

セクション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。 

 
 
6 お客様側の責任 

 
6.1 管理接続手段 

 
6.1.1 終端デバイス（Termination Device） 

お客様には終端デバイス（Termination Device）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、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本サービスの中断、失われた SLO 

に関し、またはその他の損失、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。
3
 

 

6.1.2 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。 

 

6.2 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。 

 
6.3 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。 

 

                                                
3
 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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6.3.1  開示監査の実施
4

 

お客様は、シスコが供給したプロセスとツールを使用して、Cisco 

Unified Communications および  Unified Contact Center 

Remote Management Services の開示監査を実施していただ

きます。 

 

開示監査は、サービスの発注後 14 暦日以内に完了し、シスコに

提出する必要があります。 

 

お客様が選択した場合、シスコはこの監査を選択的な変更サー

ビスとして実施できます。監査プロセスでは、お客様は、シスコが

供給したマクロを実行して、周辺機器、ルーティング クライアント、

発信番号、発信番号マップ、コール タイプ、サービス、ルート、周

辺機器のターゲット、ラベル、デバイスのターゲット、スキル グ

ループのメンバー、エージェント、人員、およびエージェント人員

マップの特定を行っていただきます。 

 

お客様は、以下のドキュメントを提出していただきます。 

 

 アーキテクチャ ダイアグラム（周辺機器 1 台あたりのト

ランク数およびポート数を含む） 

 ネットワーク ダイアグラム（可視化されているプライ

ベート ネットワークの IP アドレッシングを含む） 

 利用可能な設計文書 

 ネットワーク実装計画 

 現況文書 

 お客様の変更管理プロセス 

 コール タイプ、変数、スクリプトへの DNIS のマッピン

グ 

 すべての変数の分布 

 
6.3.2 サービス アクティベーション キット 

以下を含む、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（Service Activation Kit）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場所 

 管理アプリケーションの場所 

 管理アプリケーション プラットフォームのネットワーク接

続の詳細 

 デバイスの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 

○ 連絡窓口およびプロファイル データ 

○ ケース カテゴリ アクセス 

○ 通知ポリシー 

○ エスカレーション ポリシー 

○ 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。 

                                                
4
 セキュリティ トポロジの特性により、セキュリティ サービスでは、

ネットワーク 開示を使用しません。 

 
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。 

 
6.3.3 管理アプリケーション プラットフォーム 

シスコ サービス管理アプリケーションのシスコ管理アプリケーショ

ン プラットフォームまたはコンポーネントをお客様の構内に設置

する場合、お客様には、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、シスコ管理アプリケーション プラットフォーム（また

はコンポーネント）および終端デバイスにふさわしいしっかりした

ラック設置場所を用意していただきます。 

 

お客様は、以下を用意するよう求められます。 

 

 シスコが提供するガイドラインに沿った管理アプリケー

ション プラットフォーム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。 

 管理アプリケーション プラットフォームの設置をサポー

トする要員の用意。これらの作業には、以下が含まれ

ます。 

 

○ ラックの配置 

○ ネットワークへの接続 

○ 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、およびサーバ管理アプリケーションと

終端デバイス専用の 1kVA 以上供給可能な無停電電

源装置（UPS）または仕様を満たす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。 
 

 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。
5
 

 
6.4 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

（Read）および書き込み（Write）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する必

要があります。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。 

 

                                                
5
 トレーニングの形式は、注文されたサービスに応じて異なります。 
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6.5 インシデント解消 

お客様はサポート契約書、委任状およびその他すべての最終文

書、ならびにインシデント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。 

 
6.6 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/または監視サービ

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ことを意味します。

良好な作動状態は、管理準備評価時、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。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

のすべては、お客様の責任となります。必要なサービ

スはシスコから選択的な変更サービスとして購入でき

ます。 

 変更作業に先立ち、すべての標準的な変更要求と選択

的な変更要求を承認します。 

 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。 

 
6.7 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。 

 
6.8 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。 

 
7 デバイスとインスタンス 

 
7.1 仮想化 

 
デバイス管理は、従来からデバイス単位で課金されてきました。

仮想化をサポートするデバイスの数は、ますます増えています。

通常、仮想環境では、物理デバイスをパーティション化して、固有

の運用環境を持つ複数の固有のデバイスとして機能させます。

仮想化をサポートするデバイスでは、仮想環境ごとに固別の料金

が適用されます。仮想化をサポートするこれらのデバイスでは、

仮想環境ごとに個別の料金が必要になります。また仮想環境は、

デバイスのインスタンスと呼ばれます。このカテゴリに分類される

デバイスの例として、WAAS、ACE、UCS、サーバおよび Nexus 

7000 などがあります（ただし、これらに限定されません）。WAAS 

は、WAN 最適化と Windows サーバの仮想化をサポートします。

ACE と Nexus 7000 は、仮想コンテキストをサポートします。こ

れらのデバイスまたはサーバによってサポートされる個々の仮想

環境は、1 つのインスタンスとしてカウントされます。仮想化デバ

イスは、インスタンス単位で課金されます。サービス レビュー時

に仮想環境の監査を実施して、適切な調整を行う必要がありま

す。 
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付録 A： 

 

Cisco Unified Communication Remote Management Services 

 
 

Cisco Unified Communication Remote Management Services には、標準レベルとプレミア レベルの 2 つのサービスがあります。

本付録では、サービス レベルごとに提供されるサービスの機能、サポート対象デバイス、選択的な変更、およびレポートについて

説明します。 

 
サービスの機能 

 

作業および成果物 
作業および成果物   

AS5200   

AS5300 シリーズ   

AS5400   

AS5800   

ワイヤレス   

Cisco 500 シリーズ   

Cisco 1100   

Cisco 1130   

Cisco 1200   

WLAN コントローラ   

WSLE   

コア インフラストラクチャ   

DNS   

NTP   

コア ソフトウェアのサブコンポーネント   

Exchange   

SQL   

Domino   

OS のコンポーネント   

WIN 2000 OS   

WIN 2003 OS   

Linux OS   

一般的なハードウェア コンポーネント   

Cisco MCS ハードウェア   

シスコ承認の HP、IBM、Sun ハードウェア   

ユニファイド コミュニケーション   

Unified Communications Manager 7.x   

Unified Communications Manager Express（IOS）   

Unified Communications Manager Business   

Unity Express 2.x ～ 3.x   

Unity 4.x ～ 7.x   

Unity Connection 1.x ～ 2.x   

Cisco Gatekeeper   

Cisco SRST   

VG248   

IP Communicator   

Cisco IP Phone   

Cisco TDM ゲートウェイ   

Cisco Unified Presence 6.x   

Unified Mobility Manager 1.x   

Meeting Place 5.x ～ 6.x   

標準 プレミア 

移行管理 ✓

 
✓

 管理接続 ✓ ✓ 

インテリジェントな監視およびイベント相関 ✓ ✓ 

インシデント通知 ✓

 
✓ 

音声 QoS の監視およびチケット作成 ✓ ✓ 

インシデント管理 ✓ ✓ 

自己診断およびビジネス ルール エンジン ✓

 
✓ 

管理ポータル ✓ ✓ 

事後問題管理（根本原因分析） ✓ ✓ 

標準的な変更 ✓

 
✓ 

Cisco Field Notice の検討/評価 ✓ ✓ 

チケット傾向分析および問題分析 ✓ ✓ 

問題解決 ✓

 
✓ 

管理対象デバイスのコンフィギュレーション管理データベース
の作成 

✓ ✓ 

選択的な変更の実行 ✓ ✓ 

デバイスレベルのレポート ✓

 
✓ 

CDR および CUCMR の収集と保管  ✓ 

プレミア レポート  ✓ 

アプリケーションはそのままにして DIY サポート モデルの有効化  ✓ 

エンド ユーザがアクセス可能なナレッジ ベース  ✓ 

サポートされる統合トランザクション  ✓ 
利用可能なお客様のプラットフォームとの CMDB およびチケット
作成レベルの統合 

 ✓ 

モビリティ管理  ✓ 

プレゼンス管理  ✓ 

ユニファイド メッセージング管理  ✓ 
 
 
 

サポート対象デバイス 

 
以下の表に、Cisco Unified Communications Remote Management Service の管理対象デバイスを示します。 

 

サポート対象デバイス 標準 プレミア 

Cisco シリーズ ルータ ✓ ✓ 

Cisco シリーズ スイッチ ✓ ✓ 

ユニバーサル ゲートウェイおよびアクセス サーバ ✓ ✓ 

AS5200 ✓ ✓ 

AS5300 Series ✓ ✓ 
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サポート対象デバイス 標準 プレミア 

AS5400 ✓ ✓ 

AS5800 ✓ ✓ 

Wireless ✓ ✓ 

Cisco 500 Series ✓ ✓ 

Cisco 1100 ✓ ✓ 

Cisco 1130 ✓ ✓ 

Cisco 1200 ✓ ✓ 

WLAN Controller ✓ ✓ 

WSLE ✓ ✓ 

Core Infrastructure   

DNS ✓ ✓ 

NTP ✓ ✓ 

Core Software Subcomponents   

Exchange ✓ ✓ 

SQL ✓ ✓ 

Domino ✓ ✓ 

OS Components   

WIN 2000 OS ✓ ✓ 

WIN 2003 OS ✓ ✓ 

Linux OS ✓ ✓ 

General Hardware Components   

Cisco MCS Hardware ✓ ✓ 

Cisco Approved HP, IBM, Sun Hardware ✓ ✓ 

Unified Communications   

Unified Communications Manager 7.x ✓ ✓ 

Unified Communications Manager Express (IOS) ✓ ✓ 

Unified Communications Manager Business ✓ ✓ 

Unity Express 2.x ～ 3.x ✓ ✓ 

Unity 4.x ～ 7.x ✓ ✓ 

Unity Connection 1.x ～ 2.x ✓ ✓ 

Cisco Gatekeeper ✓ ✓ 

Cisco SRST ✓ ✓ 

VG248 ✓ ✓ 

IP Communicator ✓ ✓ 

Cisco IP Phone ✓ ✓ 

Cisco TDM Gateways ✓ ✓ 

Cisco Unified Presence 6.x  ✓ 

Unified Mobility Manager 1.x  ✓ 

Meeting Place 5.x ～ 6.x  ✓ 

Meeting Place Express  ✓ 

Unified Contact Center Express  ✓ 

Unified Mobile Communicator  ✓ 

Unified Personal Communicator  ✓ 

VoIP トランク ゲートウェイ  ✓ 

VXML ゲートウェイ  ✓ 
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サポート対象デバイス 標準 プレミア 
Unified Contact Center   

Unified Contact Center Express 7.x  ✓ 

ICM 5.x および 6.x  ✓ 

Unified Contact Center Enterprise 7.x  ✓ 

Unified Customer Voice Portal 7.x  ✓ 

CRS 4.X ～ 5.x  ✓ 

管理ワークステーション  ✓ 

ペリフェラル ゲートウェイ  ✓ 

ルータ（ICM）  ✓ 

ロガー  ✓ 

履歴データ サーバ  ✓ 

CTI OS/CAD（PG CTI サーバ）  ✓ 

ICM キャリア NIC  ✓ 

入力ゲートウェイ  ✓ 

出力ゲートウェイ  ✓ 

ゲートキーパー  ✓ 

CVP VXML サーバ  ✓ 

メディア サーバ  ✓ 

CSS ボックス  ✓ 

ASR/TTS サーバ  ✓ 

発信ダイヤラ  ✓ 

サードパーティ製コネクタ  ✓ 

CVP Report Server  ✓ 

Cisco WebView Server  ✓ 

CVP Application Server  ✓ 

CVP Call Director Server  ✓ 
 

* シスコが提供するサービスには、Unified Communications に関連する基盤要素の監視が含まれます。監視サービスの一環として、監視対象の基本要素

に関連するインシデントが、是正の目的でお客様に割り当てられます。エスカレーションが行われる場合または基盤要素が音声サービスに影響するとシスコ

が判定した場合、シスコはお客様のサポート要員を支援します。監視対象ではあるが、シスコによる管理対象ではない要素の是正は、お客様側に責任とな

ります。 
 

 
 
 
 
選択的な変更サービス（Elective Change Services） 

 

選択的な変更サービスは、お客様によって要求される変更であり、スケジュールされた作業です。以下の表に、Cisco Remote 
Management Services で利用可能な変更を示します。 

 

 
 
 

選択的な変更 標準 プレミア 
電話管理（MAC） 

 新しい電話機の追加 

 回線の設定、変更、削除 

 短縮ダイヤルの設定 

 XML サービスの設定（Extension Mobility、CS QRT など） 

 Extension Mobility のためのデバイス プロファイルの設定 

 ユーザ管理および UC クライアントのためのデバイスの関連

付け 

 電話ボタンテンプレートとソフトキー テンプレートの管理 

 UC ユーザとアカウントの管理 

✓ ✓ 
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選択的な変更 標準 プレミア 
 Unified Call Manager での電話ロードのアップグレードの実

行 

ゲートウェイ管理 

 音声ゲートウェイの設定 

 トランクの追加、削除、変更 

 アナログ ポートのトランクへのディレクトリ番号の割り当て 

 ハードウェアのメディア リソース（会議ブリッジ、トランスコーダ

など）の設定 

 IOS のアップグレード 

 H.323 ゲートウェイ/ゲートキーパーのダイヤル プランの更新 

 ゲートウェイ/ゲートキーパー/トランクのキャパシティ プランニ

ング 

✓ ✓ 

ダイヤル プランの管理 

 プランニングと設計 

 ダイヤル プランの調整と変更の実施 

 コール転送のための変換パターンと CTI ルート ポイント 

 トランク設定のためのルート リストとルート グループの管理 

 接続およびファックス サーバのためのルート パターン 

 新しいサイトのダイヤル プランの作成と更新 

 コールのルーティングの時間帯 

 回線とハント グループの設定 

 UC Attendant Console の設定と管理 

 メディア リソース計画の監査および更新 

✓ ✓ 

Cisco Media Convergence Server（MCS）の管理 

 オペレーティング システムのパッチの適用 
✓ ✓ 

シスコのアプリケーション ソフトウェアの管理 

 ソフトウェアのアップデートとパッチの適用 
✓ ✓ 

ライセンス 

 ライセンスの更新と変更の適用 
✓ ✓ 

CDR Analysis and Reporting サービスの管理 ✓ ✓ 

MeetingPlace/MeetingPlace Express 

 ユーザ アカウントとグループの管理 

 ライセンスの更新と変更 

✓ ✓ 

アプリケーションおよびユーザ管理を包含するための管理対象の
シスコのソフトウェアとデバイスに対する構成変更 

✓ ✓ 

機能強化およびセキュリティ関連の目的で行うシスコ ソフトウェア 
アップグレード 

✓ ✓ 

Cisco Unity 

 エンド ユーザの MAC 

 制御クラス/配信リストの管理 

 Microsoft Active Directory および Exchange のコール ハン

ドラの設定の MAC 

 ディレクトリ ハンドラの MAC 

 ポートおよび TDM 統合 

 Microsoft Active Directory、Microsoft Exchange へのパッ

チの適用 

 Exchange 

 フェイルオーバー サポート 

✓ ✓ 

TELCO/キャリアの手配 

 サービス契約の手配 
✓ ✓ 

キャパシティ プランニング 

 ネットワーク パフォーマンスと現在のリソース使用率の評価 

 新しいアプリケーションおよびサービスをサポートするための

影響および必要な修正の判別 

✓ ✓ 
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プレミア レポート 
 

Cisco Unified Communications Remote Management Premier Service では、以下のレポートを利用できます。 
 

レポート名 説明 

システム ハードウェア レポー

ト 
管理対象のハードウェア コンポーネントを特定して、ホスト名、IP アドレス、デバイス モデ

ル、シリアル番号、サイト名、契約終了日などの情報を提供します。 
システム インフラストラクチャ 

レポート 
管理対象デバイスごとの IOS イメージおよびフラッシュ/RAM を特定して、サイト名、ホスト
名、デバイス モデル、モジュール、IOS バージョン、IOS サブセット、IOS イメージ名、フラッ
シュ（サイズ）、RAM などの情報から構成されます。 

システム アプリケーション レ
ポート 

管理対象の MCS および同等のサーバあたりの OS リリースおよび修正を特定します。レ
ポートは、サイト、デバイス名、デバイス モデル、モデル番号、デバイスの製造業者、OS の
種類、OS のバージョン、およびホット フィックスなどの情報から構成されます。 

登録済み電話数のレポート 報告作成時の登録済み電話数を特定します。レポートは、CUCM のホスト名、CUCM の 
IP アドレス、CUCM のクラスタ サイトのロケーション、デバイス タイプ、デバイスの登録済
み ID （MAC アドレス）、デバイスの説明、コール検索スペース、パーティション、デバイス 
IP アドレス、ステータス（登録済みまたは未登録）の情報で構成され、xx の登録済み電話
のサマリー レポートおよび月ごとの履歴トレンド分析レポートが作成されます。 

在庫レポート 管理対象のお客様の「アクティブな」デバイスすべてを、サイト名、デバイス タイプ/モデル、
デバイス名、お客様の「管理対象」の IP アドレス（NAT の場合）、最新の正常なバックアッ
プ（IOS/CAT OS）ごとの一覧で示し、加えて構成アーカイブの例外も一覧表示します。レ
ポートは、サイト名、サイトのロケーション、デバイス タイプ、デバイス名、NAT で使用する 
IP アドレス、IP アドレス（NAT 以外）、SNMP コミュニティ ストリング、アクティベーション日
（オプション）、最後のバックアップ日によって構成されます。 

グローバル チケットレポート インシデントまたは問題の影響を受けたシステム内のデバイスおよび AutoCase 作業の範
囲を特定します。デバイス名は、実稼動環境内の場所を示します。エンド ユーザが、Web 
ポータルを使用してシステムと期間を選択してレポートを作成します。 

サービス エクスペリエンス レ
ポート 

最もチケットが多かった上位 10 のサイトおよび原因を特定します。レポートは、サイト名、サ
イトのロケーション、変更チケットの数、インシデント チケットの数、デバイス タイプ、デバイ
ス名、主な原因から構成されます。 

アプリケーション サーバ レ
ポート 

主要なサーバ統計（サーバ CPU、メモリ、ディスク容量、およびネットワークの使用率）を特
定します。Cisco UC サーバ上の監視対象のすべてのサービスのサービス ステータス。
Web ポータルを使用して、エンド ユーザが、サーバおよび期間を選択してレポートを作成し
ます。 

音声サービス レベル サマリー 
レポート 

Cisco Unified Communications Manager クラスタベースのレポートです。平均オピニオン
評点（MoS）、遅延、ジッター、パケット損失、接続解除の原因の概要、コール タイプ報告、
および着信コール/発信コール レポートが提供されます。 

選択的な変更のレポート お客様の要求による選択的な変更のサポートに費やされた時間に関する月 1 回のサマ
リー レポート 

運用レポート チケット情報および対応時間を示す月 1 回のレポート。 
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サービスの考慮事項 

 

サービスの更新プロセスでの四半期ごとの IP テレフォニー電

話数   
 

お客様に対して  Cisco Unified Communications Remote 

Management Services を開始した後、UC RMS サービスの

検討対象となる IP テレフォニー電話の数を四半期ごとの最後

の月に確認します。 

 
その後で Remote Management Service 下にある課金対象

の IP テレフォニー電話の数を適宜調整して、サービスにおい

て検討します。 

 

 
本サービスにおける IP テレフォニー電話数とは、本レポートの

ピーク値に、CallManager によって呼処理が実行される FXS 

接続の電話または モデムを加えたものです。本サービスでは、

電話は、管理対象の  Call Manager クラス タ全体で 

CallManager ステータスが登録済み、未登録、または未知と

なっている固有の MAC アドレス エントリによって指定されます。 

 
電話数の調整は効果があり、以降の請求期間で反映されます。

実際に管理対象になっている 1 四半期の電話の合計数が、請

求対象の合計数の 150% を超えた場合、シスコは自らの判断

で、さかのぼって請求することができます。 

 

 追加料金には、サービスに対して効力のある、契約に定めた

レートと割引が適用されます。四半期ごとの調整は、最小数で

構成される最初に発注された電話数に基づいて、上方および

下方調整されます。Cisco Unified Communications Remote 

Management Services のサービス最小導入単位が、サービ

ス カウントにおける IP テレフォニー電話数の修正前と修正後

の両方に適用可能な場合、調整は行われません。 
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付録 B： 

 

Cisco Unified Contact Center Remote Management Services 

 
 
本付録では、Cisco Unified Contact Center Remote Management Services で提供されるサービスの機能、サポート対象デバイス、選択
的な変更、およびレポートについて説明します。 

 
サービスの機能 

 

作業および成果物 

移行管理 

管理接続 

インテリジェントな監視およびイベント相関 

インシデント通知 

音声 QoS の監視およびチケット作成 

インシデント管理 

自己診断およびビジネス ルール エンジン 

管理ポータル 

事後問題管理（根本原因分析） 

標準的な変更 

Cisco Field Notice の検討/評価 

チケット傾向分析および問題分析 

問題解決 

管理対象デバイスのコンフィギュレーション管理データベースの作成 

選択的な変更の実行 

デバイスレベルのレポート 

CDR および CUCMR の収集と保管 

プレミア レポート 

アプライアンスはそのままにして DIY サポート モデルの有効化 

エンド ユーザがアクセス可能なナレッジ ベース 
 

 

サポート対象デバイス 

 
以下の表に、Cisco Unified Contact Center Remote Management Services の管理対象デバイスを示します。 

 

サポート対象デバイス 

Unified Contact Center - アプリケーション ネットワーク デバイス 

ICUCM 5.x および 6.x Cisco シリーズ ルータ* 

Unified Contact Center Enterprise 6.x および 7.x Cisco シリーズ スイッチ* 
Unified Customer Voice Portal 3.x ～ 7.x ユニファイド コミュニケーション 

CRS 4.X ～ 5.x Unified Communications Manager 4.x ～ 7.x 

Unified Contact Center - ハードウェア Unity 4.x ～ 7.x 

管理ワークステーション Cisco Unified Presence 6.x 

ペリフェラル ゲートウェイ Unified Mobile Communicator 
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サポート対象デバイス 

ルータ（ICUCM） Unified Personal Communicator 

ロガー IP Communicator 

履歴データ サーバ Cisco IP Phone 

CTI OS/CAD（PG CTI サーバ） Cisco PSTN ゲートウェイ 

ICUCM キャリア NIC コア ソフトウェアのサブコンポーネント 

入力ゲートウェイ Exchange 

出力ゲートウェイ SQL 

ゲートキーパー Domino 

CVP VXML サーバ OS のコンポーネント 

メディア サーバ WIN 2000 OS 

CSS ボックス WIN 2003 OS 

ASR/TTS サーバ Linux OS 

発信ダイヤラ 一般的なハードウェア コンポーネント 

サードパーティ製コネクタ Cisco MCS ハードウェア 

CVP Report Server シスコ承認の HP、IBM、Sun ハードウェア 

Cisco WebView Server コア インフラストラクチャ 

CVP Application Server DNS 

CVP Call Director Server NTP 
 

* シスコが提供するサービスには、Unified Communications に関連する基盤要素の監視が含まれます。監視サービスの一環として、監視対象の基

本要素に関連するインシデントが、是正の目的でお客様に割り当てられます。エスカレーションが行われる場合または基盤要素が音声サービスに影

響するとシスコが判定した場合、シスコはお客様のサポート要員を支援します。監視対象ではあるが、シスコによる管理対象ではない要素の是正は、

お客様側に責任となります。 

 
選択的な変更サービス 

 

選択的な変更サービスは、お客様によって要求される変更であり、スケジュールされた作業です。以下の表に、Cisco Unified Contact 
Center Remote Management Services で選択可能な変更を示します。 

 

選択的な変更 
電話の管理 

 新しい電話機の追加 

 回線の設定、変更、削除 

 短縮ダイヤルの設定 

 XML サービスの設定（Extension Mobility、CS QRT など） 

 Extension Mobility のためのデバイス プロファイルの設定 

 ユーザ管理および UC クライアントのためのデバイスの関連付け 

 電話ボタンテンプレートとソフトキー テンプレートの管理 

 UC ユーザとアカウントの管理 

 Unified Call Manager での電話ロードのアップグレードの実行 

ゲートウェイ管理 

 音声ゲートウェイの設定 

 トランクの追加、削除、変更 

 アナログ ポートのトランクへのディレクトリ番号の割り当て 

 ハードウェアのメディア リソース（会議ブリッジ、トランスコーダなど）の設定 

 IOS のアップグレード 

 H.323 ゲートウェイ/ゲートキーパーのダイヤル プランの更新 

 ゲートウェイ/ゲートキーパー/トランクのキャパシティ プランニング 

ダイヤル プランの管理 

 プランニングと設計 

 ダイヤル プランの調整と変更の実施 

 コール転送のための変換パターンと CTI ルート ポイント 

 トランク設定のためのルート リストとルート グループの管理 

 接続およびファックス サーバのためのルート パターン 

 新しいサイトのダイヤル プランの作成と更新 

 コールのルーティングの時間帯 

 回線とハント グループの設定 
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選択的な変更 
 UC Attendant Console の設定と管理 

 メディア リソース計画の監査および更新 

Cisco Media Convergence Server（MCS）の管理 

 オペレーティング システムのパッチの適用 

シスコのアプリケーション ソフトウェアの管理 

 ソフトウェアのアップデートとパッチの適用 

ライセンス 

 ライセンスの更新と変更の適用 

CDR Analysis and Reporting サービスの管理 
MeetingPlace/MeetingPlace Express 

 ユーザ アカウントとグループの管理 

 ライセンスの更新と変更 

アプリケーションおよびユーザ管理を包含するための管理対象のシスコのソフトウェアとデバイスに対する構成変
更 

Cisco Unified Communications サーバの構成バックアップ 

 バックアップ実行の推奨スケジュール設定の提供 

 バックアップ サービス実行プログラム（.exe）の可用性の監視 

機能強化およびセキュリティ関連の目的で行うシスコ ソフトウェア アップグレード 

Cisco Unity 

 エンド ユーザの MAC 

制御クラス/配信リストの管理 

 Microsoft Active Directory および Exchange のコール ハンドラの設定の MAC 

 ディレクトリ ハンドラの MAC 

 ポートおよび TDM 統合 

 Microsoft Active Directory、Microsoft Exchange へのパッチの適用 

 フェイルオーバー サポート 

TELCO/キャリアの手配 

 サービス契約の手配 

キャパシティ プランニング 

 ネットワーク パフォーマンスと現在のリソース使用率の評価 

 新しいアプリケーションおよびサービスをサポートするための影響および必要な修正の判別 

CTI 

 ポートとルート ポイントの統合の更新 

 スクリプト記述の更新 

ルーティング スクリプトの調整 

 コール ルーティング アプリケーションをサポートして、ルーティング スクリプトに対する変更の実行 

管理スクリプトの調整 

 管理アプリケーションをサポートして、変更の実行 

コンフィギュレーション マネージャの変更 

 コンフィギュレーション マネージャのアップデートの実行 

アプリケーションとインターフェイスのプロビジョニング 

 アプリケーション間の統合要素のプロビジョニング 

カスタマイズのレポートの作成 

 コンサルテーション 

 定義 

 設定 

カスタマイズのダッシュボードの作成 

 コンサルテーション 

 定義 

 設定 

管理レポートの最適化 

 高度なレポートをサポートするためのデータベースの修正に関するレビューと推奨 

 推奨されるデータベース変更の実行 

ポート管理 

 修正 

 アップ/ダウン 

ライセンス管理 

 ライセンスの修正（追加と削除を含む）の管理 

Wave ファイル、TTS、および ASR の管理 

 プロンプト、ボキャブラリ、管理、チューニング、および基本的なコール転送の変更 
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選択的な変更 
 ファイルの追加、修正、および削除 

電子メール管理 

 アプリケーションの管理 

 メール管理システムの設定 

入力ゲートウェイの管理 

 アプリケーションの実装、コール サービスの追加、ダイヤル ピアのサービス変更 

 入力ゲートウェイの変更の管理 

ゲートキーパーの管理 

 ゲートキーパー設定の変更 

対外キャンペーンの修正 

 システム設定の管理 

 対外キャンペーン アプリケーションの管理 

 ダイヤラ リスト、モード、スクリプトの変更 

Audium/Design Studio の CVP セルフサービス アプリケーション 

 アプリケーションの変更および強化 

 ファイルの追加、修正、および削除 

SIP プロキシ サーバ 

 構成とテーブルの変更 

 アップグレード、追加、修正、および削除 

CVP 操作コンソール、レポート サーバ、およびデータベース 

 アプリケーションの変更および強化 

 ファイルの追加、修正、および削除 

 
レポート 

 
ポータルでは、以下のレポートを利用できます。 

 

レポート名 説明 
システム ハードウェア  

レポート 
管理対象のハードウェア コンポーネントを特定して、ホスト名、IP アドレス、デバイス モデル、シリアル
番号、サイト名、契約終了日などの情報を提供します。 

システム インフラストラクチャ 

レポート 
管理対象デバイスごとの IOS イメージおよびフラッシュ/RAM を特定して、サイト名、ホスト名、デバイス 
モデル、モジュール、IOS バージョン、IOS サブセット、IOS イメージ名、フラッシュ（サイズ）、RAM などの
情報から構成されます。 

システム アプリケーション 

レポート 
管理対象の MCS および同等のサーバあたりの OS リリースおよび修正を特定します。レポートは、サ
イト、デバイス名、デバイス モデル、モデル番号、デバイスの製造業者、OS の種類、OS のバージョ
ン、およびホット フィックスなどの情報から構成されます。 

登録済み電話数の 
レポート 

報告作成時の登録済み電話数を特定します。レポートは、CUCM のホスト名、CUCM の IP アドレス、

CUCM のクラスタ サイトのロケーション、デバイス タイプ、デバイスの登録済み ID （MAC アドレス）、

デバイスの説明、コール検索スペース、パーティション、デバイス IP アドレス、ステータス（登録済みま

たは未登録）の情報で構成され、xx の登録済み電話のサマリー レポートおよび月ごとの履歴トレンド

分析レポートが作成されます。 
在庫レポート 管理対象のお客様の「アクティブな」デバイスすべてを、サイト名、デバイス タイプ/モデル、デバイス名、お

客様の「管理対象」の IP アドレス（NAT の場合）、最新の正常なバックアップ（IOS/CAT OS）ごとの一覧で
示し、加えて構成アーカイブの例外も一覧表示します。レポートは、サイト名、サイトのロケーション、デバイ
ス タイプ、デバイス名、NAT で使用する IP アドレス、IP アドレス（NAT 以外）、SNMP コミュニティ ストリン
グ、アクティベーション日（オプション）、最後のバックアップ日によって構成されます。 

グローバル チケットレポート インシデントまたは問題の影響を受けたシステム内のデバイスおよび AutoCase 作業の範囲を特定し
ます。デバイス名は、実稼動環境内の場所を示します。エンド ユーザが、Web ポータルを使用してシ
ステムと期間を選択してレポートを作成します。 

サービス エクスペリエンス  
レポート 

最もチケットが多かった上位 10 のサイトおよび原因を特定します。レポートは、サイト名、サイトのロ
ケーション、変更チケットの数、インシデント チケットの数、デバイス タイプ、デバイス名、主な原因から
構成されます。 

アプリケーション リソース  
レポート 

シスコの音声アプリケーションとコンタクト センター アプリケーションで設定されているリソースとポートの可
用性に関する日次および月次のレポートを提供します。またレポートは、リソース可用性のインシデント チ
ケット情報も提供します。Web ポータルを使用して、エンド ユーザが、サーバおよび期間を選択してレポー
トを作成します。 

アプリケーション サーバ  

レポート 
主要なサーバ統計（サーバ CPU、メモリ、ディスク容量、およびネットワークの使用率）を特定します。各
シスコの音声サーバとコンタクト センター サーバのすべての監視対象サービスのサービス ステータス。
Web ポータルを使用して、エンド ユーザが、サーバおよび期間を選択してレポートを作成します。 
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レポート名 説明 

システム アクティビティ  

レポート 
サイトまたは地域ごとに作成することが可能なユーザ作成のレポートで、以下の情報を提供します。
CVP：アクティブ コール。1 日あたり/1 時間あたりに処理されたコールの合計数 
ICUCM：アクティブ コール。処理されたコールの合計数 
ダイヤラ：アクティブ コール。処理されたコールの合計数 

WIM：アクティブ チャット。処理されたチャットの合計数  
EIM：開封された電子メール。処理された電子メールの合計数 

音声サービス レベル サマリー 

レポート 
Cisco Unified Communications Manager クラスタベースのレポートです。平均オピニオン評点（MoS）、
遅延、ジッター、パケット損失、接続解除の原因の概要、コール タイプ報告、および着信コール/発信コー
ル レポートが提供されます。 

選択的な変更のレポート お客様の要求による選択的な変更のサポートに費やされた時間に関する月 1 回のサマリー レ
ポート 

運用レポート チケット情報および対応時間を示す月 1 回のレポート。 
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付録 C： 

 

Cisco Foundation Technologies Remote Management Services 

 
 
本付録では、Cisco Foundation Technologies Remote Management Services で提供されるサービスの機能、サポート対象デバイス、選
択的な変更、およびレポートについて説明します。 

 
 

作業および成果物 
管理準備評価 

インテリジェントな監視 

インシデント解消 

高度なイベント相関（デバイス、時間、syslog） 

自己診断およびビジネス ルール エンジン 

インシデント通知 

根本原因分析 

標準的な変更 

Cisco Field Notice の検討/評価 

チケット傾向分析および問題分析 

問題解決 

Cisco IOS ルータとスイッチのバックアップ 

管理対象デバイスのコンフィギュレーション管理データベースの作成 

選択的な変更の実行 

デバイスレベルの報告 

Web アクセスが可能なポータル 

通信事業者の手配 

 サービス契約の手配 
 

 

サポート対象デバイス*： 

 
以下の表に、Cisco Foundation Technologies Remote Management Services の管理対象デバイスを示します。 

 

サポート対象デバイス 

ネットワーク ルータ スイッチ 
800 シリーズ 6500 

1000 シリーズ 6500 モジュール：ファイアウォール サービス モジュール（FWSM） 

1400 シリーズ 6500 モジュール：コンテンツ スイッチング モジュール（CSM） 

1600 シリーズ 6500 モジュール：8 ポート E1 PSTN インターフェイス モジュール 

1700 シリーズ 6500 モジュール：8 ポート T1 PSTN インターフェイス モジュール 

1800 シリーズ 6500 モジュール：4 ポート FXS アナログ インターフェイス モジュール 

2000 シリーズ Catalyst Express 500/520 シリーズ 

2500 シリーズ Catalyst 1200 シリーズ 

2600 シリーズ Catalyst 1600 シリーズ 

2800 シリーズ Catalyst 1700 シリーズ 

3000 シリーズ Catalyst 1800 シリーズ 

3600 シリーズ Catalyst 2100 シリーズ 

3700 シリーズ Catalyst 2600 シリーズ 

3800 シリーズ Catalyst 2800 シリーズ 

4000 シリーズ Catalyst 2900 シリーズ 

7000 シリーズ Catalyst 2960 

7100 シリーズ Catalyst 3550 
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サポート対象デバイス 

7200 シリーズ Catalyst 3560 

7300 シリーズ Catalyst 3560E 

7400 シリーズ Catalyst 3750 

7500 シリーズ Catalyst 3750E 

7600 シリーズ Catalyst 3750 Metro シリーズ スイッチ 

XR12000 シリーズ Catalyst 4000 
 Catalyst 4500 
 Catalyst 4500E 

NAM Cisco Catalyst 4800 シリーズ スイッチ 

Cisco NAM ネットワーク モジュール Cisco Catalyst 4900 シリーズ スイッチ 
  

ASR Nexus データセンター スイッチング 

ASR1000 Nexus 5000 シリーズ スイッチ 

ASR9000 Nexus 7000 シリーズ スイッチ 
 Nexus 1000V シリーズ スイッチ 

ゲートウェイ Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ 

AS5300 シリーズ ユニバーサル ゲートウェイ  

AS5400 シリーズ ユニバーサル ゲートウェイ  

  

  

  
 

* 注：サービスは、www.cisco.com/go/eol/ にあるシスコのエンド・オブ・ライフ ポリシーに一致するエンド・オブ・ライフ（EOL）または販売
終了（EOS）としてシスコが発表しているデバイスおよびアプリケーションに限定される場合があります。 

 
レポート 

 
本サービスでは、以下のレポートを利用できます（該当する場合）。 

 

レポート 内容 

  
可用性サマリー インターフェイスの可用性（割合） - 当該のインターフェイスが動作状態にあった時間の割合。 

デバイスの可用性（割合） - 当該のリソースが動作状態にあった時間の割合。 
シスコの CPU とメモリの使用
状況 

CPU 使用率（割合） - 最後の 5 分間で CPU 全体がビジーであった割合。 

メモリ プール使用率（割合） - 管理対象デバイスで現在使用されているメモリ プールの割合を示します。 

  
Cisco センサー ファンの状態 - 状態値は、正常（1）、警告（2）、重大（3）、シャットダウン（4）、notPresent（5）、

notFunctioning（6）です。 

電源の状態 - 状態値は、正常（1）、警告（2）、重大（3）、シャットダウン（4）、notPresent（5）、
notFunctioning（6）です。 

温度レベル - 値は摂氏温度で示されます。 

温度の状態 - 値は摂氏温度で示されます。 

デバイス ICMP ping 応答受信数（1 秒あたり） - ICMP エコー要求（ping）メッセージの受信合計数。 

ping 応答送信数（1 秒あたり） - ICMP エコー応答メッセージの送信合計数。 

ping 送信数（1 秒あたり） - ICMP エコー要求（ping）メッセージの送信合計数。 

ping 応答受信数（1 秒あたり） - ICMP エコー応答メッセージの受信合計数。 
  

フレーム リレー エラー 可用性（割合） - 最後の測定間隔において動作状態（提供中のサービス）であった当該リソースの時間の
割合。リソースがサービス停止になる一部の原因として、ハードウェア/ソフトウェアの障害、手動または自
動的なリセット、ネットワーク メンテナンス手順などがあります。インターフェイスおよび仮想インターフェイ
スの場合、この割合には、デバイス全体がサービス停止になった結果として引き起こされたダウンタイム
が含まれます。 

  

http://www.cisco.com/go/eol/
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レポート 内容 

  

  
インターフェイス エラー破棄 配信パケット（着信） - 最後のポーリング期間中に上位レイヤに配信されたパケット合計数。この測定指標

では、インターフェイスによって受信されたが他に渡されなかったパケットは除外されます。 

着信エラー - エラーに起因して廃棄された着信 PDU の数。 

着信廃棄 - 回線の混雑またはリソースの制約に起因してドロップされた着信 PDU の数。 

送信パケット（発信） - 当該リソースによって送信された PDU（パケット、セル、フレームなど）の数。 

発信エラー - エラーに起因して廃棄された発信 PDU の数。 

発信廃棄 - 回線の混雑またはリソースの制約に起因してドロップされた発信 PDU の数。 
インターフェイス LAN エラー 着信中断 - パケット指向のインターフェイスでのみ有効です。最後のポーリング期間中にドロップされ

た（エラーのない）パケットの数。容量に起因（バッファ領域不足）またはトラフィック シェーピングに起
因して、パケットがドロップされることがあります。 

  

  

  

  

  
** ネットワークリソース（帯域幅、プラットフォームのライセンス、サーバの容量なと）の追加コストが発生するので、これらのレポートは慎重
に使用してください。シスコがネットワーク管理に役立てる必要がある場合のみ使用します。 

 

 
 
 
 
選択的な変更サービス 

 

選択的な変更サービスは、お客様によって要求される変更であり、スケジュールされた作業です。以下の表に、Cisco Foundation 

Technologies Remote Management Services で利用可能な変更を示します。 
 

選択的な変更 

ライセンス 

 ライセンスの更新と変更の適用 

 ソフトウェア ライセンスの使用状況の追跡および報告 

シスコのソフトウェアとデバイスの設定変更 

機能強化およびセキュリティ関連の目的で行うシスコ ソフトウェア アップグレード 

シスコのデバイスとシスコのアプリケーションのパッチ 

接続とパスのメンテナンス 

 パケット キャプチャとトラフィック分析 

 デバイス マッピングとパケット フロー監視 

 SNMP および非 SNMP ベースの管理エージェント 
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付録 D： 

 

Cisco Application Delivery Remote Management Services 

 
 
本付録では、Cisco Application Delivery Remote Management Services で提供されるサービスの機能、サポート対象デバイス、選択的
な変更、およびレポートについて説明します。 

 

作業および成果物 

管理準備評価 

インシデント監視 

インシデント解消 

高度なイベント相関 

インシデント通知 

根本原因分析 

標準的な変更 

Cisco Field Notice の検討/評価 

チケット傾向分析および問題分析 

問題解決 

Cisco IOS ルータとスイッチのバックアップ 

管理対象デバイスのコンフィギュレーション管理データベースの作成 

選択的な変更の実行 

デバイス レベルおよびコンポーネント レベルのレポート 

Web アクセスが可能なポータル 
 

 

サポート対象デバイス*： 

 
以下の表に、Cisco Application Delivery Remote Management Service の管理対象デバイスを示します。 

 

サポート対象デバイス  

WAAS WAE 512 ACE NME ACE20 * 

WAAS WAE 612 ACE4710 アプライアンス 

WAAS WAE 674 ACE AXG 

WAAS WAE 7326 GSS 4492 

WAAS WAE 7341 CSS 1150X 
WAAS WAE 7371 Cisco WAAS モバイル サーバ 

Cisco WAVE-274 コア インフラストラクチャ 

Cisco WAVE-474 6500 
Cisco WAVE-574 7600 
WAAS NME 302 * ISR 1800 

WAAS NME 502 * ISR 2800 

WAAS ACNS ISR 3800 

WAAS Central Manager  
ACE NME ACE10 *  

 

 

* ネットワーク モジュールの管理には、ホスト デバイス（Host Device）の基盤サポートの購入が必要です。 
 

** 注：サービスは、www.cisco.com/go/eol/ にあるシスコのエンド・オブ・ライフ ポリシーに一致するエンド・オブ・ライフ（EOL）

または販売終了（EOS）としてシスコが発表しているデバイスおよびアプリケーションに限定される場合があります。 
 

 

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


25/49 

 

Controlled Doc. #344357 Ver: 1.4  Last Modified:9/30/2010 3:15:38 PM CISCO CONFIDENTIAL  

Cisco_Remote_Management_Services 

レポート 

 
本サービスでは、以下のレポートを利用できます（該当する場合）。 

 

レポート 内容 

  
可用性サマリー インターフェイスの可用性（割合） - 当該のインターフェイスが動作状態にあった時間の割合。 

デバイスの可用性（割合） - 当該のリソースが動作状態にあった時間の割合。 
シスコの CPU とメモリの使用
状況 

CPU 使用率（割合） - 最後の 5 分間で CPU 全体がビジーであった割合。 

メモリ プール使用率（割合） - 管理対象デバイスで現在使用されているメモリ プールの割合を示します。 

  
Cisco センサー ファンの状態 - 状態値は、正常（1）、警告（2）、重大（3）、シャットダウン（4）、notPresent（5）、

notFunctioning（6）です。 

電源の状態 - 状態値は、正常（1）、警告（2）、重大（3）、シャットダウン（4）、notPresent（5）、
notFunctioning（6）です。 

温度レベル - 値は摂氏温度で示されます。 

温度の状態 - 値は摂氏温度で示されます。 

デバイス ICMP ping 応答受信数（1 秒あたり） - ICMP エコー要求（ping）メッセージの受信合計数。 

ping 応答送信数（1 秒あたり） - ICMP エコー応答メッセージの送信合計数。 

ping 送信数（1 秒あたり） - ICMP エコー要求（ping）メッセージの送信合計数。 

ping 応答受信数（1 秒あたり） - ICMP エコー応答メッセージの受信合計数。 

  
フレーム リレー エラー 可用性（割合） - 最後の測定間隔において動作状態（提供中のサービス）であった当該リソースの時間の

割合。リソースがサービス停止になる一部の原因として、ハードウェア/ソフトウェアの障害、手動または
自動的なリセット、ネットワーク メンテナンス手順などがあります。インターフェイスおよび仮想インター
フェイスの場合、この割合には、デバイス全体がサービス停止になった結果として引き起こされたダウン
タイムが含まれます。 

  

  

  
インターフェイス エラー破棄 配信パケット（着信） - 最後のポーリング期間中に上位レイヤに配信されたパケット合計数。この測定指標

では、インターフェイスによって受信されたが他に渡されなかったパケットは除外されます。 

着信エラー - エラーに起因して廃棄された着信 PDU の数。 

着信廃棄 - 回線の混雑またはリソースの制約に起因してドロップされた着信 PDU の数。 

送信パケット（発信） - 当該リソースによって送信された PDU（パケット、セル、フレームなど）の数。 

発信エラー - エラーに起因して廃棄された発信 PDU の数。 

発信廃棄 - 回線の混雑またはリソースの制約に起因してドロップされた発信 PDU の数。 
インターフェイス LAN エラー 着信中断 - パケット指向のインターフェイスでのみ有効です。最後のポーリング期間中にドロップされた

（エラーのない）パケットの数。容量に起因（バッファ領域不足）またはトラフィック シェーピングに起因し
て、パケットがドロップされることがあります。 

  

  

  

  

  
** ネットワークリソース（帯域幅、プラットフォームのライセンス、サーバの容量なと）の追加コストが発生するので、これらのレポートは慎重
に使用してください。シスコがネットワーク管理に役立てる必要がある場合のみ使用します。 
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選択的な変更サービス 
 

選択的な変更サービスは、お客様によって要求される変更であり、スケジュールされた作業です。以下の表に、Cisco Application 
Delivery Remote Management Services で利用可能な変更を示します。 

 

選択的な変更 

ライセンス 

 ライセンスの更新と変更の適用 

 ソフトウェア ライセンスの使用状況の追跡および報告 

機能強化およびセキュリティ関連の目的で行うシスコ ソフトウェア アップグレード 

接続とパスのメンテナンス 

 パケット キャプチャとトラフィック分析 

 デバイス マッピングとパケット フロー監視 

 SNMP および非 SNMP ベースの管理エージェント 

ネットワークの通信事業者 

 サービス契約の手配 

シスコの機器およびシスコのアプリケーションへのパッチ 
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付録 E： 

 

Cisco Wireless Remote Management Services 

 
 

本付録では、Cisco Wireless Remote Management Services で提供されるサービスの機能、サポート対象デバイス、選択的な変更、およ

びレポートについて説明します。 

 

Cisco Wireless Remote Management Services は、以下の自律型の統合ワイヤレス アーキテクチャのワイヤレス デバイスを

サポートします。 

 Cisco Lightweight ワイヤレス アクセス ポイント（LWAP） 

 Cisco Wireless LAN Controller（WLC） 

 Cisco ワイヤレス サービス モジュール（WiSM） 

 Cisco ワイヤレス アクセス ポイント（WAP） 

 

Cisco Wireless Remote Management Service がサポートするワイヤレス アーキテクチャは、次のとおりです。 

 

Unified Wireless Remote Management Service：Cisco Wireless LAN Controller および Lightweight Access Appoint（LWAP）の監

視および管理。 

 

Autonomous Wireless Remote Management Service：Cisco ワイヤレス アクセス ポイント（WAP）の可用性の監視および管理。 

 
統合アーキテクチャの場合、お客様は Wireless LAN Controller （WLC）上のサービスの料金のみの負担となります。Lightweight 
Access Appoint（LWAP）に追加料金はありません。LWAP は、WLC により管理され、Cisco Wireless Remote Management Service 
によりサポートされます。バックアップ構成は、WLC 上でのみ提供されます。LWAP バックアップ構成は、WLC を使用して管理します。 

 
Autonomous ワイヤレス アクセス ポイント（WAP）の場合、すべての WAP のサービスの料金はお客様の負担となります。 

 

作業および成果物 

管理準備評価 

Cisco IOS デバイス（WLC および WAP のみ）のバックアップ 

インシデント監視 

インシデント解消 

高度なイベント相関（デバイス、時間、syslog） 

インシデント通知 

根本原因分析 

標準的な変更 

Cisco Field Notice の検討/評価 

チケット傾向分析および問題分析 

問題解決 

管理対象デバイスのコンフィギュレーション管理データベースの作成 

選択的な変更の実行 

デバイス レベルおよびコンポーネント レベルのレポート 

Web アクセスが可能なポータル 
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サポート対象デバイス**： 

 
以下の表に、Cisco Wireless Remote Management Services の管理対象デバイスを示します。 

 
 

サポート対象デバイス 

 AP1100* シリーズ 

 
AP1130 AG シリーズ 

AP1200* シリーズ 

AP1230 AG シリーズ 

AP1240 AG シリーズ 

AP1250* AG シリーズ 

500 シリーズ Express アクセス ポイント 

Wireless LAN Controller 2000 

Wireless LAN Controller 2100 

Wireless LAN Controller 4400 

ワイヤレス サービス モジュール（WiSM）6500 * 

ワイヤレス サービス モジュール（WiSM）7600 * 

Network Module WLC12 for ISR 2800 * 

Network Module WLC8 for ISR 2800 * 

Network Module WLC6 for ISR 2800 * 

Network Module WLC12 for ISR 3800 * 

Network Module WLC8 for ISR 3800 * 

Network Module WLC6 for ISR 3800 * 

Integrated WLAN Controller S25 for 3750G 

Integrated WLAN Controller S50 for 3750G 

Wireless LAN Controller 5500 
 

 
*ネットワーク モジュールの管理のみ。ホスト デバイスの管理は、Cisco Foundation Technologies Remote Management Services 
に含まれます（付録 C を参照）。 

 
サービス プロバイダーまでの通信業者の接続は、Cisco Foundation Technologies Remote Management Services に含まれます
（付録 C を参照）。 

 
** 注：サービスは、www.cisco.com/go/eol/ にあるシスコのエンド・オブ・ライフ ポリシーに一致するエンド・オブ・ライフ（EOL）または販

売終了（EOS）としてシスコが発表しているデバイスおよびアプリケーションに限定される場合があります。 

 
 
レポート 

 
本サービスでは、以下のレポートを利用できます（該当する場合）。 

 

レポート 内容 

  

  

  

  

可用性サマリー インターフェイスの可用性（割合） - 当該のインターフェイスが動作状態にあった時間の割合。 

デバイスの可用性（割合） - 当該のリソースが動作状態にあった時間の割合。 

  

シスコの CPU メモリ CPU 使用率（割合） - 最後の 5 分間で CPU 全体がビジーであった割合。 

使用状況 メモリ プール使用率（割合） - 管理対象デバイスで現在使用されているメモリ プールの割合を示します。 

Cisco センサー ファンの状態 - 状態値は、正常（1）、警告（2）、重大（3）、シャットダウン（4）、notPresent（5）、
notFunctioning（6）です。 

http://www.cisco.com/go/eol/
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レポート 内容 

電源の状態 - 状態値は、正常（1）、警告（2）、重大（3）、シャットダウン（4）、notPresent（5）、
notFunctioning（6）です。 

温度レベル - 値は摂氏温度で示されます。温

度の状態 - 値は摂氏温度で示されます。 

デバイス ICMP ping 応答受信数（1 秒あたり） - ICMP エコー要求（ping）メッセージの受信合計数。 

ping 応答送信数（1 秒あたり） - ICMP エコー応答メッセージの送信合計数。 

ping 送信数（1 秒あたり） - ICMP エコー要求（ping）メッセージの送信合計数。 

ping 応答受信数（1 秒あたり） - ICMP エコー応答メッセージの受信合計数。 

  

  

  
 
 
 

** ネットワークリソース（帯域幅、プラットフォームのライセンス、サーバの容量なと）の追加コストが発生するので、これらのレポートは慎重
に使用してください。シスコがネットワーク管理に役立てる必要がある場合のみ使用します。 

 
 
 
 
選択的な変更サービス 

 

選択的な変更サービスは、お客様によって要求される変更であり、スケジュールされた作業です。以下の表に、Cisco Wireless 
Remote Management Services で利用可能な変更を示します。 

 

選択的な変更 

 

シスコのソフトウェアとデバイスの設定変更 
ワイヤレス電話とサポートし、ミッション クリティカルなトラフィックを優先する QoS 

不正 AP 検出およびオプションのブロック 

変更の検出およびエスカレーションが可能な中央設定リポジトリ 

認証の問題の調査および解決 

デジタル証明書と暗号キーの管理 

プロトコル カタログの策定を目的とするログ分析とプロトコル サンプリング 

カバレッジ ゾーンを作成するための電力レベルの調整 

機能強化およびセキュリティ関連の目的で行うシスコ ソフトウェア アップグレード 
ライセンス 

 ライセンスの更新と変更の適用 

 ソフトウェア ライセンスの使用状況の追跡および報告 

機能強化およびセキュリティ関連の目的で行うシスコ ソフトウェア アップグレード 

接続とパスのメンテナンス 

 パケット キャプチャとトラフィック分析 

 デバイス マッピングとパケット フロー監視 

 SNMP および非 SNMP ベースの管理エージェント 

シスコのワイヤレス デバイスへのパッチ 
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付録 F： 

 

Cisco Unified Computing Remote Management Services 

 
 
本付録では、Cisco Unified Computing Remote Management Services で提供されるサービスの機能、サポート対象デバイス、選択的な
変更、およびレポートについて説明します。 

 
 

作業および成果物 

管理準備評価 

インシデント監視 

インシデント解消 

高度なイベント相関 

インシデント通知 

根本原因分析 

標準的な変更 

Cisco Field Notice の検討/評価 

チケット傾向分析および問題分析 

問題解決 

UCS 設定データのバックアップ 

管理対象デバイスのコンフィギュレーション管理データベースの作成 

選択的な変更の実行 

デバイス レベルおよびコンポーネント レベルのレポート 

Web アクセスが可能なポータル 
 

 

サポート対象デバイス*： 

 
下記に Cisco Unified Computing Remote Management Services の管理対象デバイスの情報を示します。 

 

サポート対象デバイス 

Cisco UCS 6120XP 20 ポート ファブリック インターコネクト 
Cisco UCS 6140XP 40 ポート ファブリック インターコネクト 

Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシ 

Cisco UCS 2104XP ファブリック エクステンダ 

Cisco UCS B200 M1 2 ソケット ブレード サーバ 

Cisco UCS B250 M1 2 ソケット拡張メモリ ブレード サーバ 

Cisco UCS VIC M81KR 仮想インターフェイス カード 

Cisco UCS CNA M71KR – E Emulex 統合型ネットワーク アダプタ 

Cisco UCS CNA M71KR – Q QLogic 統合型ネットワーク アダプタ 

Cisco UCS 82598KR-CI 統合型ネットワーク アダプタ 
 

 
* 注：サービスは、www.cisco.com/go/eol/ にあるシスコのエンド・オブ・ライフ ポリシーに一致するエンド・オブ・ライフ
（EOL）または販売終了（EOS）としてシスコが発表しているデバイスおよびアプリケーションに限定される場合があります。 

 

 
 
 
 

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


31/49 

 

Controlled Doc. #344357 Ver: 1.4  Last Modified:9/30/2010 3:15:38 PM CISCO CONFIDENTIAL  

Cisco_Remote_Management_Services 

オペレーティング システム 

 
下記に Cisco Unified Computing Remote Management Services の管理対象のオペレーティング システムを示します。 

 
管理対象のオペレーティング システム 

Microsoft Windows Server 2003（全エディション） 
Microsoft Windows Server 2008（全エディション） 

RedHat Linux v5.x 

Vmware ESX v3.x 
 

 

レポート 

 
本サービスでは、以下のレポートを利用できます。 
 

レポート 内容 

サーバ パフォーマンスの 
サマリー レポート 

一連の表に、ネットワークにある管理対象のすべてのサーバの CPU 使用率、ファイ
ル システム（ディスク）使用率、メモリ使用率、スワップ メモリ使用率、トラフィック、到
達可能性の概要が日次、週次、月次で示されます。 

サーバ資産の詳細な 

レポート 
 サーバ名 

 モデル 

 メーカー 

 オペレーティング システム 

 オペレーティング システムの改定 

 ランダム アクセス メモリの合計 

 メモリ使用率 

 使用可能な RAM の合計 

 仮想メモリの合計 

 仮想メモリ使用率 

 使用可能な仮想メモリの合計 

サーバ CPU レポート  CPU 速度 

 CPU 使用率 

 CPU 負荷 

ファイル サービスのパフォー
マンス詳細のレポート 

管理対象の各論理ストレージ ボリュームに関する次の情報を示します。 

 サーバ オペレーティング システム 

 ボリューム名（論理パーティション） 

 ボリューム サイズ 

 ボリューム使用率 

 使用可能なボリュームの合計 

サーバ パフォーマンスの 
レポート 

 リアルタイム、日次、週次、月次のグラフ 

 CPU 使用率、メモリ使用率、着信トラフィックと発信トラフィック、ファイル システム

（ディスク）使用率、ファイル システム（ディスク）使用率 

仮想化インフラストラクチャ
のレポート 

 VMware ESX サーバの情報 

 ESX サーバごとにグループ化された VM の情報、およびゲスト OS、

CPU 割り当てと使用率、メモリ割り当てと使用率、帯域幅の使用率、ファ

イル システムなどの各 VM に関する情報を示します。 

仮想サーバ候補のレポート ユーザ定義のしきい値に応じた仮想サーバ候補の使用率の傾向 

VM 使用率予測のレポート ESX サーバと VM の使用率の傾向と予測に関する情報 

VM の健全性レポート VM の健全性と可用性（CPU、メモリ、およびネットワークの稼動状況） 

VM の上位使用率の 
レポート 

過剰なリソース使用率の VM 

VM の移行に関するレポート 各 VM について、移行前の場所、現在の場所、および移行した時期についての履歴
を示します。 

VM インターフェイス使用率
のレポート 

各 VM と各 ESX サーバによって使用されている帯域幅 

VM の適合性に関する 
レポート 

各 VM を実行しているソフトウェア タイトル（指定したソフトウェア タイトルを
持つすべての VM および物理マシン） 

Cisco センサーの統計情報
のレポート 

Cisco 6120XP と 6140XP スイッチのファンおよび電源に関する統計情報 
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レポート 内容 

デバイスの IP 統計情報に
関するレポート 

受信 IP パケット、転送 IP パケット、IP Out 要求、No Route エラー、フラ
グメンテーション エラー、リアセンブリ障害 

インターフェイスの統計情報
のレポート 

インターフェイス エラーと廃棄の統計情報 

 
 
選択的な変更サービス 

 

選択的な変更サービスは、お客様によって要求される変更であり、スケジュールされた作業です。以下の表に、Cisco Unified 
Computing Remote Management Services で利用可能な変更を示します。 

 

選択的な変更 

UCS サーバ オペレーティング システムおよびスイッチ IOS のインストール、アップグレード、ダウングレード 

Active Directory の変更と強化 

オペレーティング システムの強化 

ロギングと SNMP の追加、削除、変更 

Unified Computing Server Manager（UCSM）のサービス プロファイルの強化 

BIOS のアップグレードとダウングレード 

Virtual Center DRS の変更 

Virtual Center vMotion の変更 

VMWare の導入 
 
 

構成バックアップ 
 

 

シスコは、適用可能な Cisco UCS コンポーネントの設定のバックアップ プロセスを実行します。これには、管理対象のコンポーネント

のサービス復旧の定義と実行が含まれます。これは、管理対象のコンポーネント復旧機能に必要な設定データのみに適用されます。

お客様のデータのバックアップ プロセスの定義と実行は、すべてお客様側の責任となります。 

 
 

UCS の監視と通知 
 

 

UCS サービスの監視と通知バージョンでは、お客様に障害およびインシデントのデータが提供されます。すべてのインシデントの是正

については、お客様側の責任となります。本サービスの特性により、上記で説明したすべての要素に適用できるわけではありません。

サポート対象のデバイスのリストは、標準の UCS サービスと同じです。UCS の標準的なレポートは、UCS の監視と通知のサービス

には適用できません。 

 

作業および成果物 
インシデント監視 

MTTN レポート 

高度なイベント相関 

インシデント通知（電子メール） 
Web アクセスが可能なポータル 

過去のチケットの作成（検索のオープンと終了したチケット） 
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付録 G： 

 

Cisco Remote Management Services for Security 

 
 

Cisco RMS Security Operations Center（SOC）は、シスコのセキュリティ担当者およびシスコのプロセス主導のリモート ネットワーク管理

手法を活用して、お客様のセキュリティ インフラストラクチャにある特定のセキュリティ コンポーネントに対するリモート ネットワーク管理と

監視のサポートを提供することで、セキュリティ管理の委託を可能にします。Cisco Remote Management Services for Security の目的

は、お客様にネットワーク サポートの充実した人材を提供することです。これらのサポート スタッフは、シスコの高度なセキュリティ テクノロ

ジーに関するコアとなる技術を備えています。 

 
本付録では、Cisco Remote Management Services for Security で提供されるサービスの機能、サポート対象デバイス、選択的な変更、

およびレポートについて説明します。Managed Security Service と監視対象サービスの主な違いは、イベント トラフィックの予防的なセ

キュリティ分析と是正が追加されていることです。これは、シスコの Security Operations Center の豊富な知識を持つ担当者によって実施

されます。この追加により、お客様に 1 日 24 時間年中無休のイベント分析、予防的および事後的な構成変更、さらにデバイスの調整が提

供されます。 

 

作業および成果物 説明 
管理準備評価 管理準備評価（Management Readiness Assessment）は、Cisco RMS Security 分析に

よって実施される評価です。これにより、移行管理が完了する前に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判定します。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。 
インシデント管理 インシデント管理は、Cisco RMS SOC がインシデントを識別してサービスを復旧する目

的、または公表されたインシデントをできるだけ早急に是正して一時的な対策方法を導入
する目的で使用する ITIL プロセスです。 

 RMS SOC は、お客様のアクセス管理ネットワーク インフラストラクチャで管理対象コン
ポーネントの主なイベントとしきい値を予防的に監視します。検出されないイベントの場
合、お客様は Cisco RMS サービス デスクに連絡して、優先度の高いインシデント（シス
テムの停止、パフォーマンスの低下など）を電話で伝えることによってインシデントを公表
できます。優先度の低いインシデントは、Cisco RMS Web ポータルを使って Cisco 
RMS サービス デスクに報告します。 

自動検出の後または手動でインシデントを Cisco RMS サービス デスクに提出した後、チ

ケットが作成されます。公表されたインシデントのライフサイクル中に、Cisco RMS サービ

ス デスクは Cisco SOC と連携します。インシデント管理を調整する最終的な責任は、

Cisco RMS サービス デスクが担います。これには、インシデント管理プロセス全体を通じ

てお客様とコミュニケーションを取ることが含まれます。このコミュニケーションには、インシ

デントが解消または是正されたことをお客様に通知することも含まれます。 
インシデント監視 インシデント監視はインシデント管理の一部と見なされ、障害の状態、パフォーマンスのしき

い値の超過の有無、およびセキュリティ インシデントがセキュリティ イベントによって開始さ
れたかどうかの有無がシスコのセキュリティ監視システムによって示されます。 
作業： 
• お客様のネットワーク セキュリティ インフラストラクチャの管理可能な要素の監視（1 日 

24 時間年中無休） 
• お客様のネットワーク セキュリティ インフラストラクチャの適格な管理対象コンポーネント
上での障害およびパフォーマンスのインシデントの継続的な監視の実施（アラートについ
て） 
• お客様のネットワーク セキュリティ インフラストラクチャの適格な管理対象コンポーネント

上でのセキュリティ インシデントの継続的な監視の実施（アラートについて） 
• インシデントの検出 
• インシデントの相関（該当する場合） 
• IntelliShield を使用したインシデントの相関（該当する場合） 

成果物： 
Cisco RMS コンフィギュレーション管理データベース（CMDB）に記録された確認済みのイ
ンシデント 

インシデント レコード インシデント レコードはインシデント管理の一部と見なされ、シスコのチケット作成シス
テムによりアラーム、イベント、相関データが取得され、コンフィギュレーション アイテ
ム（CI）関連情報によって捕強され、インシデント チケットが作成されます。 

作業： 
• Cisco ROS CMDB のコンフィギュレーション アイテム（CI）関連情報によるアラーム情報
の捕強 
• Cisco IntelliShield の IntelliShield 関連情報によるアラーム情報の捕強 
成果物： 
• インシデント チケットの作成 
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• お客様向けにポータルを使ってインシデント チケットをオンラインで掲載して、すべて
のチケットの処理作業とマイルストーンを表示します。 

インシデント通知 インシデント通知はインシデント管理の一部と見なされ、インシデント管理プロセスの間に発
生した新しいインシデントまたは達成されたマイルストーンがシスコから指定されたお客様
の窓口に電子的に通知されます（電子通知）。電子通知（E-notification）は電子メールアド
レスまたは電子メールに対応したモバイル機器に送信され、インシデント チケット番号が記
載されています。お客様（または指定ベンダー）は、Cisco RMS Web ポータルを使って、い
つでもインシデントのステータスと詳細情報を確認できます。 
作業： 
• サービス アクティベーション プロセス時に合意されたお客様の通知要件に基づいて、特
定のお客様の窓口に送信される自動化された電子的な通知（電子通知） 
• お客様の通知プロファイルのインシデント チケット マイルストーンとの照合 
成果物： 
• お客様の通知プロファイルに従ったインシデント チケットの電子通知の実行 
• インシデント チケットへの電子通知の記録 

インシデントの優先度と分類 インシデントの優先度と分類はインシデント管理の一部と見なされ、IT Infrastructure 
Library（ITIL）サービス サポート フレームワークによって定められているサービス レベ
ルに応じてシスコのインシデントを管理します。インシデントの重大度は、定義済みの
インシデント チケット属性などのさまざまな要素に応じて変わります。定義済みのイン
シデント チケット属性には、事業への影響、緊急度、資産価値（サービス アクティベー
ション フェーズ時にシスコのコンフィギュレーション管理データベースに入力され、該当
する場合）などがあります。インシデントの重大度により、インシデントごとに Cisco 
SOC によって設定されるインシデント優先レベルが決まります。 
作業： 
• インシデントの重大度の評価、およびすべてのインシデントの優先順位付け：優先度 1
（P1）、優先度 2（P2）、または優先度 3（P3）のインシデント カテゴリ 
• インシデントの分類：障害、パフォーマンス、またはセキュリティのインシデント カテゴリ  
成果物： 
• インシデント チケット属性に基づくインシデントの適切な優先順位付け 
• サービス レベル 管理ドキュメントに定められた関連するサービス レベルに照らして優先
順位付けされたインシデントのステータスの報告 

インシデントの調査と診断 インシデントの調査と診断はインシデント管理の一部と見なされ、Cisco SOC のエン
ジニアがインシデント是正手順を使用して完全な診断に必要な追加データを収集し
て、Cisco ROS ナレッジ ベース（KB）の既知のエラーとインシデントを照合します。
Cisco SOC のエンジニアは、インシデントの根本原因を迅速に特定するための作業
を行います。根本原因の特定を実施したら、Cisco SOC のエンジニアは根本原因
の特定に関する情報を反映させてインシデント チケットを更新してから、インシデント
解消と復旧フェーズに進みます。 
作業： 
• インシデントの根本原因を適切に診断する上で必要な追加データの収集 
• Cisco ROS ナレッジ ベース（KB）の既知のエラーとインシデントの照合 
成果物： 
• 障害およびパフォーマンスのインシデントの根本原因の特定に関する情報を反映させたイ
ンシデント チケットの更新 
• セキュリティ インシデントの根本原因のセキュリティ イベントに関する情報を反映させたイ
ンシデント チケットの更新 
• 当該のインシデント チケットのイベント マイルストーンについての電子通知の実行（お客
様が求める場合） 
• セキュリティ イベントの根本原因は、成功した攻撃、確度の高い攻撃、偵察攻撃、不正使
用、ワーム、ウィルス、良性ウィルスのいずれかに分類されます。 

インシデント解消と復旧 インシデント解消と復旧はインシデント管理の一部と見なされ、復旧の必要性に応じて 
Cisco SOC のエンジニアが変更要求（RFC）を開始して、合意されたサービス レベルの範
囲内でサービスを復旧するためにインシデント是正手順を使用して作業します。 
インシデントがその根本原因に切り分けられた後、Cisco SOC のエンジニアは、か
かるインシデントの解消に取り組みます。影響を受けたコンポーネントの機能が復旧
した時点でインシデントの解消が完了します。または、セキュリティ インシデントの場
合、お客様に対してインシデント是正の推奨を行った時点で解消が完了します。解
消プロセスには、Cisco SOC が管理対象コンポーネントの機能を復旧する上で、ま
たはお客様のネットワーク インフラでセキュリティ インシデントを是正する上で必要
な作業が含まれます。 
Cisco SOC は、サービス レベル管理ドキュメントに定められている約束した期間内にす
べての機能を復旧できない場合は、一部またはすべての機能を復旧するための対策方
法を利用します。対策方法の利用の際には、かかるインシデントは、インシデントの優先
度に従い、その解決に至るまでそのまま維持された上、Cisco SOC のエンジニアにより
処理されます。 

インシデント解消と復旧には、Cisco SOC のセキュリティ エンジニアがお客様のネット

ワーク IT チームと直接連携して、適格な管理対象コンポーネントの障害およびパフォー
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マンスのインシデントを解消する場合、またはお客様のネットワーク インフラで検出され

たセキュリティ インシデントの是正を支援する場合が含まれます。Cisco SOC のセキュ

リティ エンジニアは、感染したホスト（検出された場合）の是正について推奨を行うことが

あります。ネットワーク上の感染したホストにパッチを適用する最終的な責任は、お客様

が負います。 

問題を解決したり対策方法を実施したりするために Cisco SOC が管理対象コン
ポーネントで設定を変更する必要が生じた場合、Cisco SOC は、お客様の作業につ
いて設定した変更管理プロセスに従うものとします。 

作業： 
•  管理対象コンポーネント上の障害およびパフォーマンスのインシデントの解消。 
•  お客様のネットワーク インフラ上のセキュリティ インシデントの是正。 
•  良性のトラフィックの調整または一時的な対策方法を実施するために、お客様と共にシ
スコが設定した変更管理プロセスに従った推奨の変更要求（RFC）の提出（必要な場
合）。 

•  サードパーティ ベンダーの派遣。Cisco SOC によって定められている解消手順の範囲
内で、影響のある管理対象コンポーネントに関するシスコ SMARTnet またはシスコ 
サービスの IPS サービス規約に従って、該当する場合に必要に応じて行います。ベン
ダーを派遣したら、派遣に関係する情報を使用してインシデント チケットを更新します。 

•  障害およびパフォーマンスのインシデントの詳細説明またはセキュリティ インシデント
の是正の推奨に関する情報を反映させたインシデント チケットの更新。 

•  当該のインシデント チケットのマイルストーンについての電子通知の実行（お客様が求
める場合）  

成果物： 
•  障害およびパフォーマンス関連のインシデントの解消に関する情報を反映させたインシ
デント チケットの更新 

•  悪意あるセキュリティ インシデントの是正方法の詳細に関する情報を反映させたインシ
デント チケットの更新 

•  良性のセキュリティ インシデントを分類する根拠に関する情報を反映させたインシデン
ト チケットの更新 

•  Cisco SOC のエンジニアが判定したとおりに、再発する良性のセキュリティ インシデン
トを調整するシスコ推奨の変更要求（RFC） 

インシデントのエスカレーション インシデントのエスカレーションは、インシデント管理の一部と見なされます。シスコのエスカ
レーションは、必要に応じて適切な技術要員にインシデントを有効にルーティングするように
した上で、サービス レベルに照らした経過時間によって決定されます。お客様は、ポータル
を使用するか、Cisco ROS サービス デスクに電話をかけることにより、インシデント チケッ
トのエスカレーションをいつでも要求できます。インシデントが解消されるか（障害およびパ
フォーマンスのインシデント）、または是正されるまで（セキュリティ インシデント）の間、
Cisco SOC は必要に応じてインシデントをお客様に委ねて、お客様と一緒にお客様のエス
カレーションに関するガイドラインの範囲内でインシデントをエスカレートします。 
作業： 
•  適切な Cisco SOC のエンジニアリング リソースがインシデントを処理してサービス レ
ベルを達成できるようにする確認 

•  Cisco SOC で適宜行うか、設定されているエスカレーション手順に従ってお客様と一緒
に行うインシデントのエスカレーション 

成果物： 
•  エスカレーションの説明に関する情報を反映させたインシデント チケットの更新 
•  サービス レベル目標に応じて解消または是正されたインシデント 
•  当該のインシデント チケットのイベント マイルストーンについての電子通知の実行（お
客様が求める場合） 

インシデントへの対応終了 インシデントへの対応終了は、インシデント管理の一部と見なされます。Cisco SOC が
インシデントの解消または確認を公表すると、インシデントへの対応は終了します。イン
シデントが再発した場合には、インシデントの再発時の特性を正確に示して問題の特定
に役立てるために、新しいインシデント チケットを作成します。頻度に応じて、再発するイ
ンシデントが契機になって事後的な問題管理プロセスを行うことがあります。再発するイ
ンシデントを解消するために、このプロセスにはシスコ推奨の変更要求（RFC）を含める
ことができます。 
権限を与えられたお客様のエージェントが、インシデント チケットの終了をポータルまたは
電話によって事前に要求することもできます。Cisco SOC が要求を検討して、Cisco ROS 
サービス デスクと連携して、インシデント チケットを終了するか必要に応じてお客様に連絡
して詳細を確認します。 
作業： 
•  インシデントが解消されたことの確認 
•  インシデントが再発した場合は、インシデントの頻度および特性に応じて、シスコ推奨の 

RFC をオープンして再発するインシデントを解消します。 
成果物： 
•  終了の説明に関する情報を反映させたインシデント チケットの更新 
•  インシデント チケットの終了 
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•  当該のインシデント チケットのイベント マイルストーンについての電子通知の実行（お
客様が求める場合） 

高度なセキュリティ イベント相関 高度なセキュリティ イベント相関 - ネットワーク全体でさまざまなセキュリティ活動を同時
に試行することにより、全く新しいレベルのセキュリティの可視性を提供する多面的な相
関データに基づいて不審なパターンを特定します。複数の状態がある規則、脆弱性の相
関、統計アルゴリズムに対応する統合型の相関機能。この機能は、攻撃の繰り返しパ
ターン、自動化されたスロー アタック、異常なイベント パターン、高価値の資産に対する
潜在的な脅威を特定して、過去のイベントの確認によって現在および将来のゼロデイ攻
撃のリアルタイム検出をより適切に位置づける機能を備えた条件付きロジックを適用し
て、可能性のある攻撃シナリオを特定する履歴相関を備えます。 

問題管理 問題管理の目標は、インシデントの根本原因を診断する系統的アプローチの提供、および
根本的エラーの解消の推奨による可能な限りの再発防止により、お客様のネットワーク内
のエラーによって生じるインシデントのマイナスの影響を最小限に抑えることです。この目
標を達成するために、Cisco SOC のエンジニアはインシデントの根本原因を診断してか
ら、状況を改善または是正する作業を開始します。 

事後問題管理 事後問題管理は、問題管理の一部と見なされます。事後問題管理は、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、インシデントが既
知のエラーに一致できない場合に開始されます。問題は、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、シスコ ROS の既知のエラーの
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て終了できます。 
作業： 
•  問題管理手順を使用して行う根本原因の分析に必要な追加データの収集 
•  エラー データ、専門知識、および製品と開発のリソースを活用して行うエラーの根本原
因の特定 

•  推奨される是正手順と解消手順の文書化、およびインシデント管理チームのエラー解
消の支援 

•  今後のインシデント管理作業に備えて行うエラーの終了およびインシデント管理チーム
への返還 

成果物： 
•  再発するインシデントのより迅速な解消 
•  正確で更新された既知のエラーのデータベース 

予防的な問題管理 予防的な問題管理（Proactive Problem Management）は、今後のインシデントの再発を防
止し、マイナスの影響を限定的に抑えます。Cisco SOC は、インシデントの傾向を分析し
て、パターンや全体状況を特定します。 
傾向が検出されたイベントでは、その結果が問題管理プロセスに組み込まれます。Cisco 
SOC は、管理対象コンポーネントのより詳細な評価の必要性を示すさまざまなトリガーに
基づいて各種データ セットを分析します。必ずしも前述のトリガーのすべてが、解決が必要
な問題を示唆しているわけではありません。 
作業： 
•  繰り返し発生するインシデントの特定、およびインシデント管理への問い合わせによる
解決 

•  管理対象コンポーネントのインシデントの傾向分析 
•  解消の監視 
•  ナレッジ ベースへの該当するエラー、是正、回復、および解消に関する情報の記録 
•  年に 1 回実施するお客様のアクセス管理インフラストラクチャ上の適格な各管理対象
コンポーネントに関する設定レビュー 

成果物： 
•  お客様のネットワークでのエラー数の減少 
•  すべての管理対象コンポーネントに関する年次の設定レビュー レポート 
•  年次の設定レビュー レポートからの実施できる推奨事項によるネットワーク アクセス管
理ポリシーの改善 

標準的な変更管理 変更管理は、すべての変更の許可、文書化、および実施に、標準化手法と手順を適用する
目的で Cisco SOC が使用するプロセスです。標準的な変更管理の目的は、標準プロセス
を使用して、効果的かつ責任ある方法でシスコ推奨の必要な変更を行うことです。 

シスコ推奨の変更 シスコ推奨の変更は、標準的な変更管理作業の結果を受けたものです。シスコ推奨の変更
は、Cisco SOC が作成します。Cisco SOC は、シスコ推奨の変更を実行する前に変更を
評価して、お客様に、変更を実施する重要性および期間に関する詳細情報を含む推奨を行
います。お客様が変更の実施を許可または事前承認するまで、Cisco SOC は変更を行い
ません。 
シスコ推奨の変更には、以下のようなものがあります。 
•  インシデントの解消またはインシデントの対策方法の実施 
•  重大な脆弱性、脅威、またはセキュリティ インシデントへの対応 
•  契約済みの管理対象コンポーネントへのソフトウェア アップデートの適用 
•  標準的な問題管理プロセスで特定された既知のエラーの解決 
作業： 
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作業および成果物 説明 
•  変更に関連する重要性および期間の伝達 
•  変更を実行する承認の取得 
•  変更チケットのすべての活動の更新など、設定された標準的な変更管理プロセスの遵
守 

•  一時的な対策方法の実施、またはインシデント管理プロセスでのインシデントのトラブ
ルシューティング（ロギング レベルの変更など）での利用を目的とする論理構成の変更 

•  論理構成の変更は、インシデント管理プロセスまたはサービスおよび適格な管理対象
コンポーネントに関連する通常のサービス サポート活動時のソフトウェア アップデート
に適用 

•  変更に関連する重要性および期間の伝達 
Cisco SOC が特定した重大な脆弱性または脅威に対応するための論理構成の変更 
 
成果物： 
•  シスコ ポータル上での変更チケットの作成（お客様に表示） 

変更の実行 変更の実行後、Cisco SOC は変更が実行されたことをお客様に通知します。お客様が変
更を受け入れた場合に、チケットが終了します。ポータル上で変更のステータスを表示で
きます。 
作業： 
•  ポータルを介して表示可能な変更チケットの履歴の維持 
•  変更要求の評価 
•  変更要求の作成およびスケジュール 
•  変更の調整 
•  変更のステータスに関する情報を反映させたポータルのチケットの更新 
•  変更要求のレビューおよび終了 
成果物： 
•  変更の実行 
•  変更の説明に関する情報を反映させたポータルのチケットの更新 

管理対象デバイスのコンフィギュレーション 
管理データベースの作成 

管理対象デバイスのコンフィギュレーション管理データベースの作成 

選択的な変更管理の実行 – 追加の選択的な
変更の適用 

選択的な変更管理は、すべての変更の許可、文書化、および実施に、標準化手法と手
順を適用する目的で Cisco SOC が使用するプロセスです。選択的な変更管理の目的
は、標準プロセスを使用して、効果的かつ責任ある方法でシスコ推奨の必要な変更を行
うことです。 

お客様が求める変更 – 追加の選択的な変更

の適用 
お客様が求める変更は、選択的な変更要求の結果を受けたものであり、以下を含む場
合があります。 
•  既存の管理対象コンポーネント上の物理コンポーネントの追加、削除、または変更 
•  既存の論理機能の変更（アップグレード） 
•  管理対象コンポーネントの物理的な移動 
•  新しい管理対象コンポーネントまたはコンテキストの追加 
•  新しい機能の追加- 管理対象コンポーネントのアクティベーションまたは機能の追加に
いたるお客様が求める論理変更は、個別的に評価して、お客様と話し合います。追加
機能によって Cisco SOC のサービス サポート要件が増大するとシスコが判断した場
合、その追加機能の Cisco SOC のサポートに対して月ごとの追加料金が発生する場
合があります。 

•  既存の管理対象コンポーネントの削除 
作業： 
•  シスコまたはお客様が開始する変更チケット 
•  変更チケットは上記のように分類されます。 
•  お客様はライフサイクル全体を通じて変更の進捗状況を追跡します。 
•  シスコの RMS サービス デスクは、お客様が求める変更の初期評価を行い、Cisco 

SOC の変更マネージャと連携します。 
•  Cisco SOC の変更マネージャは、変更を次のいずれかのカテゴリに分類します。 
移動、追加、変更、削除またはプロジェクト 
•  Cisco SOC の変更マネージャは、必要に応じて Cisco SOC の変更諮問機関（CAB）
と連携して、IT Infrastructure Library（ITIL）の変更管理フレームワークで定められてい
る変更カテゴリ（Standard、Minor、Significant、Major、または Urgent）に応じて、変更
要求に関連する作業レベルとビジネス リスクを決定します。 

•  Cisco SOC の変更マネージャまたは Cisco SOC CAB の指定されたメンバーは、変
更の属性に一致する変更に関連する重要性および期間についてお客様とコミュニケー
ションを取ります。 

•  Cisco SOC の変更マネージャは、変更を実行することについてお客様から承認を得ま
す。 

•  Cisco SOC は、設定されている変更管理プロセスに従い、変更チケットのすべての活
動の更新などを行います。 

•  Cisco SOC の変更マネージャまたは変更担当者は、設定されている変更管理に従っ
てお客様と連携します。 

成果物： 
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作業および成果物 説明 
•   シスコ ポータル上での変更チケットの作成（お客様に表示） 

お客様が求めるプロジェクト お客様が求める変更が、次の属性の 1 つ以上を備える場合、通常はその変更をプロ
ジェクトとして扱います。 
•  お客様のネットワークで現在使用されていないサービスまたは機能の導入 
•  4 時間を超える要求をサポートする必要がある Cisco SOC のエンジニアリング作業 
•  変更要求を実施する前に本格的なプランニングが必要な場合 
•  論理変更において複数の管理対象コンポーネントを同時に変更する必要がある場合 
作業： 
•  Cisco SOC の変更マネージャはプロジェクトの範囲を評価して、Cisco ROS CAB と連
携して、作業記述書（SOW）を作成してお客様にプレゼンテーションを行い、受け入れ
か拒否か判断してもらいます（通常は、プロフェッショナル サービス料がかかるため）。 

•  Cisco SOC の変更マネージャまたは変更担当者は、設定されている変更管理に従っ
てお客様と連携します。 

Web アクセスが可能なポータル シスコは、Cisco Remote Management Services for Security のすべての管理対象コ

ンポーネントに関するチケット、チケットの測定指標、レポートをオンラインで表示できる

ポータルをお客様向けに提供しています。 

成果物： 
•  権限を与えられたお客様の各従業員のポータルへのログイン 
•  ポータルで確認できる以下のような在庫情報（管理対象コンポーネントごとに表示可
能） 

•  システムの説明 
•  メンテナンス ベンダー 
•  メンテナンス保証の種類と契約番号 
•  シリアル番号 
•  IP アドレス 
•  ポータル（利用可能な場合）には、インシデントおよびサービス要求のチケットに関する
以下のような情報があります。 

•  インシデントおよびサービス要求のチケットの ID 番号 – Cisco SOC が各チケットに割
り当てた追跡番号 

•  インシデントおよびサービス要求のチケットのオープン日時 - チケットがオープンされた
日付 

•  インシデントおよびサービス要求のチケットの説明 - チケットに詳述されるインシデント
またはサービス要求についての簡単な説明 

•  インシデントおよびサービス要求のチケットのステータス - チケットに入力された最新の
説明によって判定されるチケットの現在のステータス 

•  影響を受けるサイト – チケット内で、管理対象コンポーネントが影響を受けるサイトのロ
ケーション。 

* 一部の作業と成果物は、提供されるサービスに応じて変わります。 
 
 
 
 
 
 
サポート対象デバイス 

 
下記に Cisco Remote Management Services for Security の管理対象デバイスを示します。 

 
 

サポート対象のシスコのデバイス  
スコの侵入防御システム * Cisco IPS 42xx センサー 

* Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリ
ティ アプライアンス用の Cisco AIP-SSM 
* Cisco Catalyst 6500 シリーズ侵入検知シ
ステム（IDSM-2）サービス モジュール 
* サービス統合型ルータ用 Cisco IOS IPS 

* サービス統合型ルータ用 Cisco IPS 
Advanced Integration Module 

Cisco PIX 500 シリーズ セキュリティ アプライア
ンス 

 

* Cisco PIX 5xx シリーズ アプライアンス 

Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ * Cisco ASA 55xx シリーズ 
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サポート対象のシスコのデバイス  
IOS FW、IOS IPS をサポートするサービス
統合型ルータ 

Cisco ISR シリーズ： 
* 8xx 
* 18xx 
* 28xx 

* 38xx 
* 72xx 
* 73xx 

Cisco VPN * Cisco VPN 3xxx, ASA 55xx, PIX 5xx, 
Cisco ISR シリーズ 

Cisco MARS * Cisco MARS シリーズ 
Cisco Secure Access Control System (ACS) * Cisco Secure ACS 4.0 & 5.0 
Webアプリケーション ファイアウォール * Cisco ACE Web Application Firewall 

Appliance 
Cisco Security Manager * Cisco Security Manager 
Cisco Configuration Engine * Cisco Configuration Engine 

 

 
 
 

* ユーザが求めるこれらのデバイスの管理では、選択的な移動、追加、変更（MAC）の時間を購入する必要があります。 
 

* 2000 イベント/秒を超える総イベント トラフィックには、追加の MAP コンポーネントなどのインフラストラクチャのアップグレードが必要にな

る場合があります。 
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レポート： 

 
Cisco RMS ポータルでは、Cisco Remote Managed Service for Security に関する以下のレポートを入手できます。 

 
レポート レポートの説明 

侵入防御でブロックされた攻撃に関するレポート センサーまたはエンフォースメント ポイントによって特定のパケットおよび/または接続
がブロックされた疑わしい攻撃に関する概要。 

シグニチャによってブロックされたランキング上位
の攻撃 

攻撃のブロックを達成した起動シグニチャの上位ランキング 

センサーによってブロックされたランキング上位の
攻撃 

IPS センサーによってブロックされたランキング上位の攻撃 

ランキング上位のブロックされた送信元 ブロックされた送信元 IP アドレスの上位ランキング 

ランキング上位のブロックされた送信先 ブロックされた送信先 IP アドレスの上位ランキング 

IPS シグニチャのカテゴリ 攻撃のブロックを達成した起動シグニチャのカテゴリ別の上位ランキング 

侵入防御のサマリー レポート  
ランキング上位の起動シグニチャ/シグニチャの 

重大度 
重大度別に示される最も頻繁に起動されたランキング上位のシグニチャおよびそれ

らのシグニチャの重大度 
ランキング上位の送信元（攻撃者） シグニチャがアラームを発するにいたった送信元 IP アドレスの上位ランキング 

ランキング上位の送信先（攻撃対象） シグニチャがアラームを発するにいたった送信先 IP アドレスの上位ランキング 
センサーごとのシグニチャの重大度の概要 重大度別に示されるランキング上位の起動シグニチャの個々のセンサーごとの侵入

防御デバイス A あたりの重大度 H、M、L のランキング 
ランキング上位の起動シグニチャの重大度 侵入防御環境全体にわたる起動 IPS シグニチャの重大度の累計（H、M、L） 

ファイアウォールのサマリー レポート ファイアウォール ポリシーの適用の結果を受けて拒否された接続およびトラフィック
の概要 

拒否されたパケットの合計 拒否された攻撃のファイアウォールごとの合計数のランキング 

ランキング上位の拒否された送信元アドレス ファイアウォール ポリシーによって拒否された攻撃の送信元 IP アドレスの 
上位ランキング 

ランキング上位の拒否された送信先アドレス ファイアウォール ポリシーによって拒否された攻撃の送信先 IP アドレスの 
上位ランキング 

ランキング上位の拒否されたプロトコル ファイアウォール ポリシーによって拒否された攻撃で使用されていたプロトコルの 
上位ランキング 

ランキング上位のアクセス制御ポリシーによる 
拒否 

攻撃が拒否されるにいたった最も使用されたポリシーのアクセス制御リストごとの 
上位ランキング 

認証の失敗のサマリー レポート 失敗した認証の試行の概要 

試行に失敗したランキング上位の送信元アドレス ログインの試行に失敗した送信元 IP アドレスの上位ランキング 

認証の試行に失敗したランキング上位の送信先 
アドレス 

ログインの試行に失敗した送信先 IP アドレスの上位ランキング 

認証に失敗したランキング上位のデバイス 失敗したログイン試行のデバイスごとの上位ランキング 

試行に失敗したランキング上位のユーザ名 失敗したログイン試行のユーザ名ごとの上位ランキング 

帯域幅のサマリー レポート  
ランキング上位のアプリケーション 帯域幅の使用という点において環境全体で上位にランキングされるアプリケーション 

ランキング上位の送信元/送信先 最大の帯域幅を消費している送信元アドレスおよび送信先アドレスの上位ランキング 
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付録 H： 

 

Cisco Remote Monitoring Services for Security 

 
 

Cisco RMS Security Operations Center（SOC）は、シスコのセキュリティの専門知識を活かしたセキュリティ プラットフォームを使用して、

お客様のセキュリティ インフラストラクチャにある特定のセキュリティ コンポーネントに対するリモート監視サービスを提供することで、セ

キュリティ監視の委託を可能にします。Cisco Remote Monitoring for Security は、シスコのセキュリティのコアとなる高度な技術により、

広範囲にわたるネットワーク セキュリティの監視をお客様に提供します。 

 
本付録では、Cisco Remote Monitoring for Security で提供されるサービスの機能、サポート対象デバイス、選択的な変更、およびレ

ポートについて説明します。 

 

作業および成果物 説明 
管理準備評価 管理準備評価は、Cisco RMS Security 分析によって実施される評価です。これにより、

移行管理が完了する前に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判

定します。Cisco Remote Monitoring Services for Security の開始に先立ち、管理対象

コンポーネントは完全に構成、配置されて正しく機能していることが必要です。 
インシデント管理 インシデント管理は、Cisco RMS SOC がセキュリティ インシデントを識別して優先順

位を付けるために使用する ITIL プロセスです。RMS SOC は、お客様のセキュリティ 
ネットワーク インフラストラクチャで管理対象コンポーネントの主なイベントとしきい値を
予防的に監視します。 
セキュリティ インシデントの自動検出および相関の後、インシデント チケットが作成
されて、お客様にセキュリティ インシデントの電子通知が送信されます。このときに
是正手順も伝えられます。是正手順は、要求されたセキュリティ サービスによって
異なります。 

インシデント監視 インシデント監視はインシデント管理の一部と見なされ、障害の状態、パフォーマンスの
しきい値の超過の有無、およびセキュリティ インシデントがセキュリティ イベントによって
開始されたかどうかの有無がシスコのセキュリティ監視システムによって示されます。 
作業： 

• お客様のネットワーク セキュリティ インフラストラクチャの管理可能な要素の監視（1 
日 24 時間年中無休） 

• お客様のネットワーク セキュリティ インフラストラクチャの適格な管理対象コンポーネ
ント上での障害およびパフォーマンスのインシデントの継続的な監視の実施（アラート
について） 

• お客様のネットワーク セキュリティ インフラストラクチャの適格な管理対象コンポーネ
ント上でのセキュリティ インシデントの継続的な監視の実施（アラートについて） 

• インシデントの検出 
• インシデントの相関（該当する場合） 
• IntelliShield を使用したインシデントの相関（該当する場合） 

成果物： 
• Cisco RMS コンフィギュレーション管理データベース（CMDB）に記録された確認済
みのインシデント 

インシデント レコード インシデント レコードはインシデント管理の一部と見なされ、シスコのチケット作成シ
ステムによりアラーム、イベント、相関データが取得され、コンフィギュレーション アイ
テム（CI）関連情報によって捕強され、インシデント チケットが作成されます。 
作業： 

• Cisco ROS CMDB のコンフィギュレーション アイテム（CI）関連情報によるアラーム
情報の捕強 

• Cisco IntelliShield の IntelliShield 関連情報によるアラーム情報の捕強 
成果物： 

• インシデント チケットの作成 
• お客様向けにポータルを使ってインシデント チケットをオンラインで掲載して、すべて
のチケットの処理作業とマイルストーンを表示します。 

  
インシデント通知 インシデント通知はインシデント管理の一部と見なされ、インシデント管理プロセスの間に発

生した新しいインシデントまたは達成されたマイルストーンがシスコから指定されたお客様
の窓口に電子的に通知されます（電子通知）。電子通知は電子メールアドレスまたは電子
メールに対応したモバイル機器に送信され、インシデント チケット番号が記載されていま
す。 

お客様（または指定ベンダー）は、Cisco RMS Web ポータルを使って、いつでもイン

シデントのステータスと詳細情報を確認できます。 

作業： 
• サービス アクティベーション プロセス時に合意されたお客様の通知要件に基づいて、
特定のお客様の窓口に送信される自動化された電子的な通知（電子通知） 
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作業および成果物 説明 
• お客様の通知プロファイルのインシデント チケット マイルストーンとの照合 
• 成果物： 
• お客様の通知プロファイルに従ったインシデント チケットの電子通知の実行 
• インシデント チケットへの電子通知の記録 

インシデントの優先度と分類 インシデントの優先度と分類はインシデント管理の一部と見なされ、IT Infrastructure 
Library（ITIL）サービス サポート フレームワークによって定められているサービス レベル
に応じてシスコのインシデントを管理します。インシデントの重大度は、定義済みのインシ
デント チケット属性などのさまざまな要素に応じて変わります。定義済みのインシデント 
チケット属性には、事業への影響、緊急度、資産価値（サービス アクティベーション 
フェーズ時にシスコのコンフィギュレーション管理データベースに入力され、該当する場
合）などがあります。 
作業： 

• インシデントの自動分類：障害、パフォーマンス、またはセキュリティのインシデント カ
テゴリ 

成果物： 
• インシデント チケット属性に基づくインシデントの適切な優先順位付け 

インシデントへの対応終了 インシデントへの対応終了は、インシデント管理の一部と見なされます。インシデント

は、サービス アクティベーション時に合意されたインシデントへの対応終了の要件に基

づいて終了されます。インシデントが再発した場合には、インシデントの再発時の特性を

正確に示して問題の特定に役立てるために、新しいインシデント チケットを作成します。

頻度に応じて、再発するインシデントが契機になって事後的なシスコ推奨の変更要求

（RFC）を行って再発するインシデントを解消することがあります。このインシデントの解

消は、お客様に任されます。 

作業： 
• 合意されたサービス アクティベーション プロセスに基づいて実行されるインシデント
の自動終了 

成果物： 
• インシデント チケットの自動終了 
• 当該のインシデント チケットのイベント マイルストーンについての電子通知の実行
（お客様が求める場合） 

高度なセキュリティ イベント相関 ネットワーク全体でさまざまなセキュリティ活動を同時に試行することにより、セキュリティ
の可視性を強化する多面的な相関データに基づいて不審なパターンを特定します。複数
の状態がある規則、脆弱性の相関、統計アルゴリズムに対応する統合型の相関機能。こ
の機能は、攻撃の繰り返しパターン、自動化されたスロー アタック、異常なイベント パ
ターン、高価値の資産に対する潜在的な脅威を特定して、過去のイベントの確認によって
現在および将来のゼロデイ攻撃のリアルタイム検出をより適切に位置づける機能を備え
た条件付きロジックを適用して、可能性のある攻撃シナリオを特定する履歴相関を備えま
す。 

Web アクセスが可能なポータル シスコは、Cisco Remote Management Services for Security のすべての管理対象コン
ポーネントに関するチケット、チケットの測定指標、レポートをオンラインで表示できるポー
タルをお客様向けに提供しています。 
成果物： 

• 権限を与えられたお客様の各従業員のポータルへのログイン 
• ポータルで確認できる以下のような在庫情報（管理対象コンポーネントごとに表示可
能） 

• システムの説明 
• メンテナンス ベンダー 
• メンテナンス保証の種類と契約番号 
• シリアル番号 
• IP アドレス 
• ポータル（利用可能な場合）には、インシデントおよびサービス要求のチケットに関す
る以下のような情報があります。 

• インシデントおよびサービス要求のチケットの ID 番号 – Cisco SOC が各チケットに
割り当てた追跡番号 

• インシデントおよびサービス要求のチケットのオープン日時 - チケットがオープンされ
た日付 

• インシデントおよびサービス要求のチケットの説明 - チケットに詳述されるインシデン
トまたはサービス要求についての簡単な説明 

• インシデントおよびサービス要求のチケットのステータス - チケットに入力された最新
の説明によって判定されるチケットの現在のステータス 

• 影響を受けるサイト – チケット内で、管理対象コンポーネントが影響を受けるサイトの
ロケーション。 

* 一部の作業と成果物は、提供されるサービスに応じて変わります。 
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サポート対象デバイス 

 
下記に Cisco Remote Monitoring Services for Security の管理対象デバイスを示します。 

 
サポート対象のシスコのデバイス  

シスコの侵入防御システム *  Cisco IPS 42xx センサー 
*  Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ 
アプライアンス用の Cisco AIP-SSM 

*  Cisco Catalyst 6500 シリーズ侵入検知シス
テム（IDSM-2）サービス モジュール 

*  サービス統合型ルータ用 Cisco IOS IPS 
*  サービス統合型ルータ用 Cisco IPS 

Advanced Integration モジュール 

Cisco PIX 500 シリーズ セキュリティ アプライア
ンス 

* Cisco PIX 5xx シリーズ アプライアンス 

Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ *  Cisco ASA 55xx シリーズ 

IOS FW、IOS IPS をサポートするサービス
統合型ルータ 

Cisco ISR シリーズ： 
* 8xx 
* 18xx 
* 28xx 

* 38xx 
* 72xx 
* 73xx 

Cisco VPN *  Cisco VPN 3xxx、ASA 55xx、PIX 5xx、
Cisco ISR シリーズ 

Cisco MARS *  Cisco MARS シリーズ 

Cisco Secure Access Control System（ACS） *  Cisco Secure ACS 4.0 および 5.0 

Web アプリケーション ファイアウォール *  Cisco ACE Web アプリケーション ファイア
ウォール アプライアンス 

Cisco Security Manager *  Cisco Security Manager 

Cisco Configuration Engine *  Cisco Configuration Engine 

サポート対象のシスコ以外のデバイス  
TippingPoint *  TippingPoint IPS 210E、600E、1200E、

2400E、5000E、SMS 

IBM/ISS *  IBM/ISS GX シリーズ 

Checkpoint *  Checkpoint UTM、VSX、IAS、SM 

Juniper *  Juniper IDP、ISG、SRX、SSG、NSM 

 

 
 
 

* ユーザが求めるこれらのデバイスの管理では、選択的な移動、追加、変更（MAC）の時間を購入する必要があります。 
 

* 2000 イベント/秒を超える総イベント トラフィックには、追加の MAP コンポーネントなどのインフラストラクチャのアップグレードが必要にな

る場合があります。 
 

* Security Operations Center の担当者による予防的な変更には、Cisco Remote Management Services for Security が必要です（下記
の付録 I を参照のこと）。 
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レポート 

 
本サービスでは、以下のレポートを利用できます。* 

 
レポート レポートの説明 

侵入防御でブロックされた攻撃に関するレポート センサーまたはエンフォースメント ポイントによって特定のパケットおよび/または接続
がブロックされた疑わしい攻撃に関する概要。 

シグニチャによってブロックされたランキング 
上位の攻撃 

攻撃のブロックを達成した起動シグニチャの上位ランキング 

センサーによってブロックされたランキング上位
の攻撃 

IPS センサーによってブロックされたランキング上位の攻撃 

ランキング上位のブロックされた送信元 ブロックされた送信元 IP アドレスの上位ランキング 

ランキング上位のブロックされた送信先 ブロックされた送信先 IP アドレスの上位ランキング 

IPS シグニチャのカテゴリ 攻撃のブロックを達成した起動シグニチャのカテゴリ別の上位ランキング 

侵入防御のサマリー レポート  

ランキング上位の起動シグニチャ/シグニチャの
重大度 

重大度別に示される最も頻繁に起動されたランキング上位のシグニチャおよびそれら
のシグニチャの重大度 

ランキング上位の送信元（攻撃者） シグニチャがアラームを発するにいたった送信元 IP アドレスの上位ランキング 

ランキング上位の送信先（攻撃対象） シグニチャがアラームを発するにいたった送信先 IP アドレスの上位ランキング 

センサーごとのシグニチャの重大度の概要 重大度別に示されるランキング上位の起動シグニチャの個々のセンサーごとの 
侵入防御デバイス A あたりの重大度 H、M、L のランキング 

ランキング上位の起動シグニチャの重大度 侵入防御環境全体にわたる起動 IPS シグニチャの重大度の累計（H、M、L） 

ファイアウォールのサマリー レポート ファイアウォール ポリシーの適用の結果を受けて拒否された接続およびトラフィックの
概要 

拒否されたパケットの合計 拒否された企てのファイアウォールごとの合計数のランキング 

ランキング上位の拒否された送信元アドレス ファイアウォール ポリシーによって拒否された企ての送信元 IP アドレスの 
上位ランキング 

ランキング上位の拒否された送信先アドレス ファイアウォール ポリシーによって拒否された企ての送信先 IP アドレスの 
上位ランキング 

ランキング上位の拒否されたプロトコル ファイアウォール ポリシーによって拒否された企てで使用されていたプロトコルの 
上位ランキング 

ランキング上位のアクセス制御ポリシーによる拒
否 

企てが拒否されるにいたった最も使用されたポリシーのアクセス制御リストごとの 
上位ランキング 

認証の失敗のサマリー レポート 失敗した認証の試行の概要 

試行に失敗したランキング上位の送信元アドレ
ス 

ログインの試行に失敗した送信元 IP アドレスの上位ランキング 

認証の試行に失敗したランキング上位の送信先
アドレス 

ログインの試行に失敗した送信先 IP アドレスの上位ランキング 

認証に失敗したランキング上位のデバイス 失敗したログイン試行のデバイスごとの上位ランキング 

試行に失敗したランキング上位のユーザ名 失敗したログイン試行のユーザ名ごとの上位ランキング 

帯域幅のサマリー レポート  

ランキング上位のアプリケーション 帯域幅の使用という点において環境全体で上位にランキングされるアプリケーション 

ランキング上位の送信元/送信先 最大の帯域幅を消費している送信元アドレスおよび送信先アドレスの上位ランキング 

 

* 一部のレポートは、提供されるサービスによって異なります。 
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付録 I： 

 

Cisco Server Networking and Virtualization Remote Management Services 

 
 
本付録では、Cisco Server Networking and Virtualization Remote Management Services で提供されるサービスの機能、サポート対象
デバイス、選択的な変更、およびレポートについて説明します。 

 
 

標準サービス 
移行管理 

インテリジェントな監視 

インシデント解消 

高度なイベント相関 

問題の管理と是正 

インシデント通知 

根本原因分析 

標準的な変更 

チケット傾向分析および問題分析 

管理接続手段 

管理対象デバイスのコンフィギュレーション管理データベースの作成 

デバイスレベルの報告 

Web アクセスが可能なポータル 

サーバの設定データのバックアップ 
 

 

サポート対象デバイス*： 

 
下記に Cisco Server Networking and Virtualization Remote Management Services の管理対象デバイスの情報を示します。 

 
 
 
サーバ ハードウェア 

本サービスでは、現在出荷中の Dell、HP、IBM、Sun の 2 世代前（N-2）までのすべてのラック、タワー、ブレード サーバをサポートし
ます。x86 および RISC ベースの両方のアーキテクチャが含まれます。 

 

サポート対象のハードウェア システム 
Dell 
HP 

IBM 

Sun 
 
 



46/49 

 

Controlled Doc. #344357 Ver: 1.4  Last Modified:9/30/2010 3:15:38 PM CISCO CONFIDENTIAL  

Cisco_Remote_Management_Services 

オペレーティング システム 

下記に Cisco Server Networking and Virtualization サービスのサポート対象のオペレーティング システムを示します。 

 
 

管理対象のオペレーティング システム 
Microsoft Windows 2000 Server（全エディション） 

 Microsoft Windows Server 2003（全エディション） 

 Microsoft Windows Server 2008（全エディション） 

HP-UX 

AIX 

Sun Solaris 

Redhat 

SuSE 
 

 

仮想オペレーティング システム 

下記に Cisco Server Networking and Virtualization サービスのサポート対象の仮想オペレーティング システムを示します。 
 
 

仮想オペレーティング システム 
VMWare 
MS Windows 2008 Hyper-V 

Citrix Zenserver 

 
* 注：サービスは、www.cisco.com/go/eol/ にあるシスコのエンド・オブ・ライフ ポリシーに一致するエンド・オブ・ライフ（EOL）

または販売終了（EOS）としてシスコが発表しているデバイスおよびアプリケーションに限定される場合があります。 
 
 
 
選択的な変更サービス 

 

選択的な変更サービスは、お客様によって要求される変更であり、スケジュールされた作業です。以下の表に、Cisco Server 
Networking and Virtualization Remote Management Services で選択可能な変更を示します。 

 

選択的な変更 
ライセンス 

• ライセンスの更新と変更の適用 
• ソフトウェア ライセンスの使用状況の追跡および報告 

ソフトウェアとデバイスの設定変更 

機能強化およびセキュリティ関連の目的で実施するベンダー ソフトウェアのアップデート 

ベンダー製デバイスとアプリケーションのパッチ 
 

  

http://www.cisco.com/go/eol/
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付録 J： 

 

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。 

 
 

アナログ テレフォニー デバイスとは、FXS またはゲート

ウェイのポートに接続され、管理された  Cisco Unified 

Communications Manager による呼処理を必要とするファックス 

機、モデム、およびアナログ電話などのデバイスを意味します。 
 

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。 
 

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。 
 

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。 

選択的な変更とは、お客様のネットワーク、ビジネス プ

ロセス、またはビジネスの変更の結果を受けたものである場合が

多い、お客様が求める変更を意味します。選択的な変更は、シス

コのインシデント管理プロセスまたは問題管理プロセスの結果を

受けたものではありません。 
 

選択的な変更要求とは、お客様またはパートナーが電

子フォーマット（ポータル経由の提出）で行うサービスの要求を意

味します。 
 

EOL – エンド・オブ・ライフ 
 

EOS – 販売終了 
 

ホスト デバイスとは、シャーシのことを意味します。 
 

IOS とは、シスコ インターネット オペレーティング システ

ムのことを意味します。 
 

ユニファイド コミュニケーション（UC）とは、IP 対応の

ネットワーク経由で従来の音声サービス、および電話コール、統

合コール、ボイスメール サービス（ただし、これらに限定されませ

ん）を提供する機能を意味します。 
 

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。 
 

インテリジェントな監視とは、インシデントへの迅速な対

応を可能にするツールとスクリプトの高度な連携および自動化を

意味します。 
 

IT とは、情報テクノロジーのことを意味します。 
 

ナレッジ ベースとは、知識および既知のエラーを検索

できるデータベースを意味します。 
 

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。 
 

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。 
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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。 
 

OSI とは、開放型システム間相互接続（OSI）参照モデ

ルのことを意味します。 
 

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。 
 

予防的な問題管理とは、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。 
 

PSTN とは、公衆電話交換網のことを意味します。 
 

PVC とは、プライベート仮想回線のことを意味します。 
 

見積もりとは、サービスの見積もりを意味します。 
 

事後問題管理とは、主としてインシデント管理をサポー

トする問題管理のサブプロセスを意味します。これらのプロセス

は、インシデントが既知のエラーに一致できない場合に開始され

ます。 
 

読み取りとは、システム ログ、コンフィギュレーション 

ファイル、およびその他のデバイスとシステム レベルの情報を閲

覧する権限を意味します。 
 

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。 
 

リセラーとは、シスコの管理サービスをお客様に販売す

る会社を意味します。 
 

自己診断およびビジネス ルール エンジンとは、詳細な

診断データを収集し、実施可能な追加の推奨事項を提供する機

能を意味します。 
 

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、移行管理フェーズの後のシスコが

サービス提供を開始するフェーズを意味します。 

 
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。 
 

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

標準営業時間とは、お客様の本社所在地の午前 8 時

から午後 5 時までの時間帯を意味します。 
 

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。 
 

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。 
 

SLM とは、サービス レベル管理を意味します。 

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。 
 

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の完全な履歴を格納す

るチケットに詳述されます。 
 

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。 
 

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。 
 

VPN とは、バーチャル プライベート ネットワークのこと

を意味します。 
 

書き込みとは、デバイスの設定を変更して保存できる

権限を意味します。 

 


