
1/4 
 

Controlled Doc. #325547 Ver: 1.1 最終改訂日：3/10/2011 10:37:06 PM CISCO CONFIDENTIAL 

 Test_and_Validation_Services.doc  

本文書の使用にあたって（お願い） 
 
 
 

本文書はサービスディスクリプション（Service Description）の和訳であり、英文の原文をご検討頂く際のご参考資料

として作成されたものです。 

 

訳文作成にあたっては、極力原文の内容を正確にお伝えできるよう努めましたが、原文と訳文の内容に差異があった場

合には、原文の内容のみが効力を有するものといたします。 

 

本サービスご購入の際には、原文の内容にご同意いただいたものとさせて頂きますことを、あらかじめご了承いただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
 

以 上 
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Service Description: Test and Validation Services 

 
本文書では、シスコの Test and Validation Services について説

明する。 

関連するドキュメント：本文書は、

www.cisco.com/go/servicedescriptions/ に掲載された次のドキュ

メントと合わせて読むこと：（1）用語一覧（Glossary of Terms）、（2）

対象外サービスのリスト、（3）Severity and Escalation Guidelines。

本文書において大文字の英字で始まる用語は、いずれも用語一覧

に記載された意味を持つ。 

シスコによる直接販売  シスコから本サービスを直接購入した場合、

本文書はマスター サービス契約（MSA）またはシスコと締結したこ

れに相当するサービス契約に組み入れられる。本  Service 

Description と MSA またはそれに相当するサービス契約との間に

矛盾がある場合は、本 Service Description が優先するものとする。 

Test and Validation Service は、シスコ製品に対する現行サポー

ト契約を補完するものであり、顧客ネットワーク内のすべての製品

が、シスコの基盤テクノロジー最適化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る。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  Test and 

Validation Services を提供する。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（以下「見積もり」）を提出するものとする。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す

る。 

 
Test and Validation Service 

 

サービスの概要  

Test and Validation Service では、顧客のネットワーク サポート要

員に対し、テスト アセスメントおよび計画、セットアップおよびテスト

実施、テスト結果レポートおよび最終コンサルテーション提供の形

で、特定のサポートを提供する。 

 

本 Service Description に基づき実施されるサービスは、シスコの

基盤テクノロジー最適化サービスおよび NOS に基づき実施される

サービスと同等のもの（ソフトウェア戦略など）であって、基盤テクノ

ロジーに関して提供されるオリジナルのサービスに依拠するととも

に、本 Service Description に記載された特定のテクノロジーに特

化するものである。 

 

シスコ側の責任 

 

シスコは、（別途記載がない限り）標準営業時間内に  Test and 

Validation Service を提供するものとする。シスコは、Test and 

Validation Service に基づき顧客が選択したすべてのサービスに

ついて、次の一般的サポートを提供する。 

 
 

一般的サポート 

 

o 顧客のために任命されたシスコのプロジェクト  マ

ネージャとの主要な連絡窓口となるエンジニア

（「Test and Validation ネットワーク コンサルティン

グ エンジニア」）を指定する。 

 

o 事前提供物および活動のレビューならびに翌四半期

の計画作成を目的として、プロジェクト マネージャの

要求に応じ、電話または直接訪問により、顧客への

定期訪問に参加する。直接訪問は合計 8 時間を超

えない。追加訪問は、シスコの最新の旅費および労

働費の料率により両当事者間で合意される。 

 

o シスコのプロジェクト管理および主要な  Test and 

Validation ネットワーク コンサルティング エンジニア

と連携するエンジニアを指定する。 

 

o 顧客のネットワークの状態、計画作成および提供さ

れている本サービスをレビューするために、定期的

な電話会議（通常は週ごと）に出席する。 

 

o 主要な Test and Validation エンジニアおよびシスコ

の Test and Validation チームのエンジニアとのコ

ミュニケーションを促進するために、顧客固有のシス

コ電子メール エイリアスを監視する。 

 

 テクノロジー ワークショップ 

 

o 導入予定のサービスおよびトポロジについて

の十分な理解を得ることを目的として、一連の

会議において顧客のネットワーキング スタッフ

と協議する。 

 

o ネットワークおよびテスト範囲に関するユース 

ケースの優先順位を決定する。 

 

o 適切なユース ケースを共同で決定し、顧客お

よびシスコ内部の関係者の承認を得る。 

 

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
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 テスト アセスメントおよび計画  

 

o 顧客のネットワーク設計要件についての十分

な理解を得ることを目的として、一連の会議に

おいて顧客のネットワーキング スタッフと協議

する。 

 

o 次のような事項を考慮した詳細なテスト計画

（推奨事項付き）を提供する。 

 

 顧客の設計要件、優先事項および目標 

 

 既存のネットワークに対する新しい要件の影響

の分析 

 

 プロトコルの選択と設定 

 

 機能の選択と設定 

 

 セキュリティに関する考慮事項 

 

 セットアップおよびテストの実施 

 

o 合意された計画書のラボ テストの実施。これに

は、次のような情報が含まれる。 

 

 顧客の設計要件、優先事項および目標のレ

ビュー 

 

 既存のネットワークに対する新しい要件の影響

の分析 

 

 Test and Validation 導入のためのラボのインフ

ラストラクチャ、設定、統合および集約ポイント

のセットアップ。これには、プロトコル、セキュリ

ティおよび NMS に関する考慮事項が含まれる。 

 上記のテスト計画に基づくテストの実施。 

 

 テスト結果レポート 

 

o テスト結果レポートを提供する。これには、次のもの

が含まれる。 

 当該固有の運用エリアのための新しいソフト

ウェア機能のリリースのレビュー 

 テストおよびフィーチャ セット アップグレード導

入を開始するか、または将来のメンテナンス リ

リースを待つための、全般的なソフトウェア/ハー

ドウェア/設定の推奨事項 

 顧客のネットワーキング環境における移行変更

の障害対策計画 

 

 最終コンサルテーション提供  

 

o 実施されたテストの結果について、電話会議を通じ

てコンサルテーションを提供する。一般的にこれには、

以下のような情報が含まれる。 

 

 重要なパフォーマンス データの収集  

 

 例外レポートの特定 

 

 停止事故および回避策の提示 

 

 テストにおける問題管理サポート 

 

o 顧客テスト フェーズ中に発見された問題について、

サポートを提供する。 

 

o 問題の優先順位に基づき、問題解決に向けた作業

においてシスコ内部のチームと連携する。 

 

 オンサイトのテスト サポート 

 

o 合意された計画書の顧客サイト ラボ テストの

実施。これには、次のような情報が含まれる。 

 

 Test and Validation 導入のための顧客ラボの

インフラストラクチャ、設定、統合および集約ポ

イントのセットアップ。これには、プロトコル、セ

キュリティおよび NMS に関する考慮事項が含

まれる。 

 上記のテスト計画に基づくテストの実施 

o 顧客テスト フェーズ中に発見された問題に対し、顧

客サイト サポートを提供する。 

 

顧客側の責任 

 

 一般的責任 

 

o Test and Validation エンジニアへの主要な連絡窓

口とするために、Test and Validation が適用される

各地域につき 2 ～ 6 名の技術担当者を指定する。

当該技術担当者は、集中管理型のネットワーク サ

ポート センター（顧客のテクニカル アシスタンス セン

ター）における顧客の従業員である必要がある。顧

客は、ネットワーク構成について必要な変更を行う権

限を持つ上級技術者を、窓口として指定する。経営

または技術スタッフの上級メンバーである個人 1 名

を、本  Service Description に基づき選択された

サービスの実施の管理（週ごとの電話会議の司会、

プロジェクトおよび活動の優先順位付けでのサポー

トなど）を行うための顧客の主要な窓口として指定す

る。 

 

o 顧客のテクニカル サポート センターは、本 Service 

Description でサポートされるネットワークのために、

レベル 1 および レベル 2 サポートを提供できる集中

管理型のネットワーク管理を維持する。 
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o Test and Validation エンジニアがサポートを提供で

きるように、顧客のネットワークへの合理的な電子的

アクセスを提供する。 

 

o シスコが顧客サイトにおいてデータ収集ツールまた

はスクリプトを提供した場合、顧客は、かかるデータ

収集ツールまたはスクリプトが、ファイアウォール内

でかつセキュアな LAN 上の保護されたネットワーク

環境内のセキュアな場所に配置されていることを保

証する。また、このデータ収集ツールまたはスクリプ

トが、上記の環境で厳重に保護され、またアクセスで

きる者を、データ収集ツールにアクセスする必要およ

び/またはデータ収集ツールの出力内容を知る必要

のある顧客の従業員または請負業者に限定すること

についても保証する。シスコが提供したデータ収集

ツールがソフトウェアである場合、顧客は適切なコン

ピュータを使用できるようにし、必要に応じてソフト

ウェアをダウンロードすることに同意する。データ収

集ツールが顧客の管理下にある間に損傷し、紛失し、

または盗まれた場合、顧客はこれに対し引き続き責

任を負うものとする。 

 

o 必要に応じて、ネットワークのトポロジ マップ、構成

情報、および実装された新機能に関する情報を提供

する。 

 

o Test and Validation エンジニアに対し、一切の主要

なネットワークの変更（トポロジ、構成、新たな IOS 

のリリースなど）を通知する。 

 

o 本 Service Description に基づき選択されたサービ

スが有効になった後に、ネットワークの構成要素が

変更された場合、顧客は変更後 10 日以内に書面に

てシスコに通知する。ネットワークの構成要素が増加

して、サービスに関する当初の価格見積もりを超え

た場合、シスコは料金の修正を要求できる。 

 

o Test and Validation エンジニアとのコミュニケーショ

ンのために、社内電子メール エイリアスを作成およ

び管理する。 

 

o 業務プロセスに及ぶ影響および業務プロセス変更の

実施について、全般的責任を負う。 

 

テスト サポート  

 

 一般的責任に加えて、顧客は以下の対応/提供を行う。 

 

o 特定の技術要件および設計目標に合致させるため

に顧客のネットワークをどのように構築および設計す

る必要があるかについて記載した低レベル設計文書

を提供する。詳細さの水準は、実装計画へのイン

プットとしての利用に十分なものであることが必要で

ある。 

 

o 主要な詳細設計関係者および意思決定者が、サー

ビスの過程での各作業に参加できることを保証する。 

 

o 設計作業において必要な追加情報（最新かつ計画

上のトラフィックの特徴など）を提供または抜粋する。 

 

o 新たにリリースされるソフトウェアについての顧客の

ビジネス上および技術上の要件に関する情報。 

 

o Test and Validation エンジニアとの、変更予定の詳

細のレビュー。 

 

o 顧客の認定プロセスおよびラボ テスト プロセスに関

する情報。 

 

o 顧客の変更管理プロセスに関する情報。 

 

o サービス レベル契約またはネットワーク パフォーマ

ンス要件に関する情報。 

 

o ネットワークによりサポートされている重要なアプリ

ケーションに関する情報。 

 

o どのアプリケーションが不可欠であるかに関する情

報、またそれらの優先順位方式に関する情報。 

 

o ビジネス継続性、統合および仮想化にかかる顧客の

計画に関する情報。 

 

o 予想されるネットワーク成長およびアプリケーション 

ミックスの変動に関する情報。 

 

o 将来のアドバンスト テクノロジーの実装に関する情

報。 

 

o オンサイト テスト サポートにおいて、標準営業時間

中、顧客のラボ施設への立ち入り権限をシスコ要員

に付与する。 

 

 


