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 Unified Communications Scoped Planning & Design Service  

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: Unified Communications Scoped Planning and Design 

Services  

 

本文書では、Unified Communications Scoped Planning and 

Design 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）、アドバンスド サービス契約

（ASA）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。 

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、本文書は説

明のみを目的とし、シスコとの契約にはならない。この場合、本サー

ビスの実施内容は、シスコ認定リセラーとの契約で規定されるものと

する。本文書は、シスコ認定リセラーから提供されるものである。もし

くは www.cisco.com/go/servicedescriptions/ から本文書や他のシ

スコの Service Description を取得することもできる。 

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 Unified Communications Scoped Planning and 

Design 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。 

サービスの概要  

Unified Communications Scoped Planning and Design Services 

では、顧客のユニファイド コミュニケーション ネットワークの計画およ

び設計を支援するための導入プロジェクト管理、システム要件検証、

アーキテクチャ検証、ネットワーク準備状況の評価、運用の対応状況

の評価、サイトの対応状況仕様、詳細設計作成、実装計画作成、低

レベル設計、ソリューション サイト受け入れテスト計画、セキュリティ

監査およびスタッフ計画作成サービス モジュールを提供する。 

 

Unified Communications Scoped Planning and Design 

Service 

 

本サービスにおいてシスコは、別途記載がない限り、標準営業時間

において、顧客が選択した  Unified Communications Scoped 

Planning and Design Services を提供する。 

 

導入プロジェクト管理 

 

 本  Service Description に基づき顧客が選択した  Unified 

Communications Scoped Planning and Design Services に

関連するすべての問題についての単一の窓口（「シスコ プロジェ

クト マネージャ」）ならびに指定済みの予備の窓口を提供する。

シスコ プロジェクト マネージャの責任には特に、以下が含まれる。 

 

o キックオフ ミーティングの開催、プロジェクト範囲および作業

構造明細の定義、ならびにリスクおよび軽減計画の特定に

より、プロジェクトを開始する。 

 

o 顧客の受け入れ計画のレビューおよび修正を行う。 

 

o プロジェクト スケジュールを作成し、ベースラインのプロジェ

クト計画の最終決定を行う。 

 

o プロジェクト ガバナンス モデルを構築する。 

 

o 顧客との定期的な会議に参加し、プロジェクトの現状を協議

する。 

 

o 変更管理プロセスを決定および実行する。これには、顧客

へのリスク報告、ならびにスケジュール変更および合意され

た変更内容に基づく予算変更についての協議が含まれる。 

 

o プロジェクト計画、リスク マネジメントおよび変更管理プロセ

スを維持する。 

 

o プロジェクト コストとリソース予算を管理する。 

 

o プロジェクト実行のパフォーマンスおよび進捗を管理する。 

 

o 本サービスの実行全般を通じての定期的なプロジェクト進

捗レポートを提供する。 

 

o 実装スケジュールを策定および提供する。 

 

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
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o 本書におけるシスコの義務と調和し、かつ本サービスの開

始前に書面でシスコへ提示された顧客の合理的な職場方

針、条件および安全規則に、シスコの従業員および外注先

が従っていることを確認する。ただし、シスコのスタッフまた

は外注先のいずれも、顧客との個別の契約書への署名ま

たは個人的権利の放棄を要求されることはないものとする。 

 

o 顧客に対し顧客満足調査を実施する。 

 

ソリューションおよびエンド ユーザ要件の検証 

 

 シスコは、ユニファイド コミュニケーション ソリューションにおける

コンポーネントを評価するとともに、顧客が特定した特性および

機能要件に対応する。シスコは、ソリューションおよびエンド 

ユーザ要件の検証を実施する。一般的にこれらには、特に以下

が含まれる。 

 

要件収集用質問書の提供によって顧客のユニファイド コミュニ

ケーション ソリューション要件を収集するとともに、要件収集プロ

セス中における質問への回答について顧客を支援する。 

 

o 記入済みの質問書のレビュー、および収集された情報の評

価のための顧客のプロジェクト チームとの協議により、ソ

リューションおよびエンド ユーザ音声要件分析を実施する。 

 

o ソリューションおよびエンド ユーザ要件をレビューするととも

に、これらをシスコのユニファイド  コミュニケーション  ソ

リューションにおいて提供可能な特性および機能にマッピン

グする。 

 

o ソリューション要件と、予備の高レベル設計における各製品

の利用可能な機能を比較する。シスコは、要件からの逸脱

の確認および承認のために特徴および /または機能の

ギャップを特定して顧客に提示するとともに、リスク アセスメ

ントの文書化のためにギャップを文書化するものとする。シ

スコと顧客は、既存の特徴と類似する機能を指摘すること

によりギャップを取り除くことができるかどうかを決定する。

代替の特徴および機能について、顧客とともに協議および

文書化する。 

 

 顧客が承認したソリューションおよびエンド ユーザ要件検証レ

ポートを提供する。 

 

アーキテクチャ検証 

 シスコは、顧客の提供した高レベル設計が顧客のネットワーク成

長要件に合わせ、かつシスコのユニファイド コミュニケーション

のベスト プラクティスに準拠して拡張するかを判断するために、

当該設計を分析する。シスコは、アーキテクチャ検証を実施する。

一般的にこれらには、特に以下が含まれる。 

o 各ソリューション レベル要件と、標準ユニファイド コ

ミュニケーション ソリューションおよびアーキテクチャ

とを比較する。 

 

o 提供された文書についてギャップ分析を実施すると

ともに、必要に応じ、ギャップを埋めるための高レベ

ル設計の推奨事項を提供する。 

 

o 必要に応じ、部品表（「BOM」）へ加える変更点を特

定する。 

 

o 設計の総合的なリスクを判定するとともに、必要に

応じ、リスクの低減に資する設計の推奨事項および

高レベル設計の変更案を提供する。 

 

o 変更された高レベル設計および BOM の推奨事項

について、顧客とレビューする。 

 

o アーキテクチャ検証プロセスの一環として、高レベル

設計において特定された一切のリスクについてのリ

スク低減計画をアップデートする。 

 

 顧客が承認した最終高レベル設計に基づき、ソリューション要件

文書を提供する。 

 

ネットワーク準備状況の評価 

 

 シスコは、そのユニファイド コミュニケーション製品をサポートす

る顧客ネットワークの能力について、詳細な評価を実施する。シ

スコは、ネットワーク準備状況の評価を実施する。一般的にこれ

には、特に以下が含まれる。 

 

o 顧客が提案したユニファイド コミュニケーションの高レベル

設計およびソリューション要件のレビュー 

o 顧客のネットワーク文書の収集およびレビュー 

o 提案されたユニファイド コミュニケーション設計をサポートす

るための、現在のネットワーク インフラストラクチャとネット

ワークの準備状況の分析 

o 提案されたユニファイド コミュニケーション設計をサポートす

るための、現在の音声インフラストラクチャと設定の分析 

o ギャップ分析の実施および文書化 

 

 ネットワーク準備状況の評価レポートの提供 

 
 

運用サポート計画ワークショップ 

 

 シスコは、顧客の現在の運用環境を熟知するとともに、独自の

運用要件を特定し、一般的な動作障害に対処し、かつ固有の運

用手順を詳述する。 

 組織改革、要員要件、アウトソーシング、新たなプロセス要件、

ツールおよび運用インフラストラクチャの変更に関する戦略の策

定において顧客を支援する。 

 顧客のユニファイド コミュニケーション環境に関する運用サポー

ト計画の作成を支援する（ただし、特定の推奨の実施は除く）。 
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 顧客の運用計画およびスタッフについて、顧客が提案したユニ

ファイド コミュニケーション設計をサポートするための運用の対

応状況を判断することを目的として、詳細な評価を実施する。 

o ユニファイド コミュニケーション サービスに関し、顧客の現

在のサポート モデル、プロセス、手順およびツールの使用

方法についての情報を収集およびレビューする。 

 運用サポート計画の概要のプレゼンテーション、現地での人材

配置および専門ワークショップ、インシデント管理プロセス リモー

ト ワークショップ、インシデント管理ツール リモート ワークショッ

プ、問題管理プロセスおよびツール リモート ワークショップ、リ

リース、設定および変更管理リモート ワークショップならびに要

約のプレゼンテーションを提供する。 

 

サイトの対応状況仕様およびカスタマイズされたサイト調査テンプ

レートの作成 

 

 シスコは、各顧客構内におけるユニファイド コミュニケーション ソ

リューションの実施および運用のため、また導入前のサイト固有

の準備活動おける顧客の支援を目的としてカスタマイズされた

サイト調査テンプレートの作成のために必要なハードウェア要件、

ソフトウェア要件、物理的要件および環境要件を特定する。シス

コは以下の作業を行う。 

 

o 各ロケーションにおけるソリューションに関するコンポーネン

ト要件を特定するため、顧客が承認した詳細なソリューショ

ン要件および修正された高レベル設計文書をレビューする。 

 

o 1 つのモデルにつき 1 つのサイトに関するサイト要件仕様

を提供する。 

o 高レベル設計に示された各サイト モデルに関する顧客のソ

リューション要件に基づき、カスタマイズされたシスコのサイ

ト調査テンプレートを提供する。 

詳細設計作成 

 

 シスコは、そのまま実装作業に利用できる、顧客のユニファイド 

コミュニケーション ソリューションの低レベル設計を作成する。シ

スコは、詳細設計の作成を実施する。一般的にこれには、特に

以下が含まれる。 

 

o 詳細なソリューション要件、高レベル設計、ネットワーク修復

計画および運用修復計画をレビューする。 

 

o ユニファイド コミュニケーション インフラストラクチャを設計

する。これには次のものが含まれる。 

 音声ネットワーク デバイスの IP アドレッシングの定義 

 

 シスコの Call Manager サーバ、シスコの IP 電話およ

び音声ゲートウェイなどのユニファイド コミュニケーショ

ン デバイス対応の LAN/WAN 設定の開発 

 

 LAN/WAN の QoS 設定の開発 

 

 ユニファイド  コミュニケーション  システムに関する 

DHCP/DNS/TFTP/NAT などのネットワーク サービス

の決定 

 

 電力および環境の決定 

 

o ユニファイド コミュニケーション システムを設計する。これに

は次のものが含まれる場合がある。 

 

 Call Manager クラスタのサイズおよび設計のオ

プション 

 

 コール アドミッション制御（CAC）を提供する設計

オプション 

 

 Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）

ディレクトリの統合またはディレクトリへのアクセス

に関する設計ガイダンス  

 

 ダイヤル プラン アーキテクチャおよび緊急コール 

ルーティング 

 

 アナログ、ファックスおよびモデムのソリューション

の設計 

 

 アナログ電話要件の決定 

 

 会議、トランスコーディング、保留音（MoH）の機

能の設計 

 

 ユニファイド コミュニケーション コンポーネントま

わりのセキュリティ機能の設計  

 

 レガシー PBX/ボイスメール システムとユニファイ

ド コミュニケーション システムの統合のための設

計オプション 

 

 音声ゲートウェイおよびゲートキーパーの設計お

よびサイジング  

 

 ソフトウェアおよびハードウェアのコード リビジョン

の提供 

 

ネットワーク実装計画作成 

 

 シスコは、プロセスを特定し、ハードウェアおよびソフトウェアを

特定し、かつサイト調査によってシスコのユニファイド コミュニ

ケーション ソリューションの実施および運用に必要な物理的要

件および環境要件を特定した計画を作成する。シスコは、ネット

ワーク導入計画を策定する。一般的にこれには、特に以下が含

まれる。 

o 必要な文書を作成する。これには、以下のものが含まれる。 

 

 サイト要件仕様 

 

 詳細設計 
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 サプライヤ/顧客の役割および責任 

 

 サイト固有の実装人材要件 

 

 サイトの連絡先、所在地および考慮すべき事項 

 

 高レベル サイト固有の設置要件 

 

 BOM からのサイト固有の情報、ならびにステージング

および/または設置に必要な装置の引き渡しに関する

情報 

 

 サードパーティ サポート契約（当該実装に必要なカット

オーバーまたは移行戦略において、かかるサポートが

必要とされる場合） 
 

o 顧客のネットワーク内の実装手順に重点を置いて詳細設計

をレビューする。 

 

o 各ネットワーク サイトにおけるステージングおよび導入のス

ケジュール設定を行う。 

 

o サイト固有の BOM 調達ロジスティクス（発注および納入ス

ケジュールを含む）を確立する。 

 

o ネットワーク実装スケジュールに組み込まれたすべての時

間依存機能が、スケジュールされた納入および実装と整合

していることを検証する。 

 

o サイトの依存条件を特定し、これを実施スケジュールに追

加する。 

 

o 各サイトの実装準備を評価するために使用することとなる

顧客同意済みの導入パラメータを決定する。 

 

o 実装後のテストのスケジュールを決定する。 

 

o アクション リストの作成および追跡を行う。 

 

o 問題に関するログを維持する。 

 

o 障害対策計画を作成する。 

 

o ネットワーク実装スケジュールを提供する。 

 
 

低レベル設計作成  

 

低レベル設計作成コンポーネントは、顧客の集中管理型の単一サイ

ト モデル、マルチサイト モデルまたは分散型マルチサイト モデルの

設計に関する作業に重点を置くものである。シスコは一般的に以下

のサポートを提供する。 

 

o Voice over IP インフラストラクチャの設計： 
 

 ネットワーク改善計画のレビュー 

 音声ネットワーク デバイスの IP アドレス指定の定義 

 Call Manager サーバ、IP 電話および音声ゲートウェ

イなどの  IP コミュニケーション  デバイス対応の 

LAN/WAN 設定の開発 

 LAN/WAN の QoS 設定の開発 

 ネットワーク サービスの決定 

 電力および環境の要件の決定 

 

o コール制御システムの設計： 
 

 Call Manager クラスタのサイズおよび設計のオプショ

ンの決定 

 コール アドミッション制御（CAC）を提供する設計オプ

ションの分析および特定 

 LDAP ディレクトリの統合またはディレクトリへのアクセ

スに関する設計ガイダンスの提供  

 ダイヤル  プラン  アーキテクチャおよび緊急コール 

ルーティングの設計 

 アナログ、ファックスおよびモデムのソリューションの設

計 

 アナログ電話要件の決定 

 会議、トランスコーディング、保留音（MoH）の機能の

設計 

 IP コミュニケーション システム コンポーネントまわりの

セキュリティ機能の設計  

 レガシー PBX/ボイスメール システムと IPC システム

の統合のための設計オプションの分析 

 音声ゲートウェイおよびゲートキーパーの設計および

サイズ決定  

 ソフトウェアおよびハードウェアのコード リビジョンの提

供  

 

o ユニファイド メッセージング システムの設計： 
 

 Unity 実装モデルの決定 

 メッセージ ストア オプションや規模の決定 

 Unity ポートやセッション規模の決定 

 Unity サーバ ハードウェアの特定  

 データ保護戦略の決定 

 メッセージ ストア ソフトウェア ライセンスの決定 

 Unity ソフトウェア ライセンス オプションについての提

案 

 Call Manager または PBX システムと Unity の統合に

ついての決定 

 Unity ネットワークの決定 – Unity と他のボイスメール 

システムとの相互接続 

 Unity のカスタマイズについての決定 

 Unity サーバ保証の方法の決定 

o 会議システムの設計： 
 

 下記情報を収集して分析する。 

o セキュリティおよびスケジューリングのパラメータ 

o 既存のサブアプリケーション  

o バックアップおよびディザスタ リカバリの要件 
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o ビデオ、データまたはグループウェア統合要件 

 ネットワークにおける MeetingPlace の導入のための

詳細設計を作成する。 

 

o ネットワークの管理および運用インフラストラクチャの設計： 
 

 ネットワーク管理の設計目標（アドレス指定方式、QoS、

スケーラビリティ、復元力および障害管理など）を特定

する。 

 ビジネスにとって不可欠なアプリケーション（たとえば 

IP コンタクト センターや CRM など）のネットワーク管

理設計の運用分析を実施する。 

 システム/ネットワーク アーキテクチャ（たとえばデータ 

センター、キャンパスおよび支社など）のネットワーク管

理設計の運用分析を実施する。 

 ネットワークのパフォーマンス、キャパシティ、可用性、

信頼性、復元力およびセキュリティを最適化するため

のネットワーク管理システム サービスおよび/または機

能を設計する。 

 

o 顧客に低レベル設計を提示する。 

 

ソリューションとサイトの受け入れテスト計画 

 

 シスコは、ユニファイド コミュニケーション システムの検証に必

要なテスト プロセスが顧客の指定したソリューションおよびサイ

ト要件と整合していること、ならびに各サイトおよびソリューション

全体について実稼働環境の準備が整っていることを確認する。

シスコは、ソリューションおよびサイトの受け入れテスト計画を策

定する。一般的にこれらには、特に以下が含まれる。 

o 以下を作成およびレビューする。 

 

 顧客要件文書 

 

 ソリューションおよびエンド ユーザ要件文書 

 

 詳細設計書 

 

 運用サポート ロードマップ計画書 

 

 ネットワーク準備改善計画 

 

 運用サポート準備計画 

 

o テストに必要な施設およびインフラ要件を特定する。 

 

o テスト ケースを実行するために必要なツールを特定する。 

 

o テスト計画を策定する。これには、テスト スケジュール、テス

ト ケースの優先度、テスト ラボ トポロジ、役割および責任、テ

スト プロセス、ならびに重大度も含まれることがある。 

 

o 顧客が承認したシステム検証レポート内のテスト可能な各

ソリューション要件または要件のカテゴリについて、テスト 

ケースを設計する。 

 

o テスト ケースの目的、（詳細）手順、期待される結果、およ

び合否判定基準を含むテスト ケースを作成する。 

 

o 顧客と協力し、各サイトにおける実稼働の準備状態を検証

するソリューション テスト計画の一部を開発する。 

 

o 顧客が承認したソリューションおよびサイト受け入れテスト

計画を提供する。 

 

セキュリティ監査 

 

 シスコは、4 つの不可欠なソリューション エレメント（下記の UC 

ネットワーク インフラストラクチャ、呼処理システム、エンドポイン

トおよびアプリケーション）について、ユニファイド コミュニケー

ション（UC）セキュリティ監査、推奨およびリスク分析を提供する。 

 

o UC ネットワーク インフラストラクチャ セキュリティには、統

合データ（IP データ、音声およびビデオ トラフィック）を伝送

する UC ネットワークの基盤を成す LAN/WAN リンクに接

続しているスイッチ、ルータおよび他のデバイスの分析が含

まれる。 

 

o UC 呼処理セキュリティ機能により、主として  Unified 

CallManager、ならびにコールの管理および制御のための

ルータ ベースの Unified CallManager Express 呼処理シ

ステムに重点を置いた分析を行う。 

 

o UC エンドポイント セキュリティには、IP ネットワークに接続

している IP 電話、IP ソフトフォン、Cisco Unified Personal 

Communicator、ビデオ ターミナルおよびデバイスが含ま

れる。 

 

o UC アプリケーション  セキュリティには、Unity Unified 

Messaging、Unity Voice Messaging、Unity Express、

Unified Contact Center Express、リッチ メディア コラボ

レーション  MeetingPlace 会議および  MeetingPlace 

Express などのユーザのアプリケーションが含まれる。 

 

 ユニファイド コミュニケーション セキュリティ監査には、主に音声

コミュニケーション アプリケーションに関連するセキュリティが含

まれ、また以下のシスコのユニファイド コミュニケーション ポート

フォリオ製品が含まれる。以下に記載されていない他の UC コン

ポーネントは、セキュリティ監査の範囲外とする。 

 
Cisco Unified Communications Manager 4.x/5.x/6.x/7.x 
Cisco Unified CallManager Express 

Cisco Unity Unified Messaging および Voice Messaging 

4.x/5.x/7.x 
Cisco Unity Express 

Cisco Unified IP Phones および Cisco Unified Personal 

Communicator 
Cisco Unified Contact Center Express 
Cisco Digital Voice Gateways 
Cisco IOS Voice Gateways 
MeetingPlace 5.x/6.x/7.x 
MeetingPlace Express 
Cisco Emergency Responder 
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リモート アクセス セキュリティ 

PIX/ASA ファイアウォール保護 

 
 

 上記の要素を対象とするこのユニファイド コミュニケーション セ

キュリティ監査において、シスコは以下の対応を行う。 

 

o プロジェクト管理：シスコは、統合ネットワークのために構造

化された手法に準拠するため、監査中における問題、リス

クおよびプロジェクト全般のコミュニケーションを予防的に管

理するとともに、セキュリティ監査の範囲、スケジュール、予

算および品質を管理するためのプロジェクト管理を監査中

に行う。 

 

o UC セキュリティ監査の検出とデータ収集：シスコは、UC セ

キュリティ監査の実施のために必要な UC インフラストラク

チャおよび UC コンポーネントについて検出を実施する。 

 

o UC セキュリティ監査およびデータ分析：シスコは、収集され

たデータを用いて UC セキュリティ監査を実施する。 

 

o UC セキュリティ監査の報告および推奨：シスコは、UC セ

キュリティ監査結果のレポートを提供するとともに、UC 環境

において発見されたリスクを低減するためのベスト プラク

ティスに関する推奨事項を提供する。 

 

o 注：UC セキュリティ監査には、実装、是正計画またはスタッ

フのトレーニングのいずれも含まれていない。 

 
 

サービスに関する顧客の責任  

 

顧客は、以下の義務を果たすものとする。 

 

 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。 

 

 顧客の主要なネットワーキング、音声および運用スタッフが

必要に応じて面談セッションに参加できることを確認する。 

 

 当事者間で別途の合意がない限り、顧客は、本サービスに

必要な文書または情報をシスコが要求した場合には 2 営

業日以内に応じるものとする。 

 

 顧客は、詳述した作業に関して顧客に支援を提供すること

のみがシスコの義務であることを認め、かかる支援の結果、

当該作業の一部または全部が完了しない場合があることを

認識する。 

 

 既存かつ計画中のユニファイド コミュニケーション ネット

ワーキング、音声および運用システムコンポーネント（ハー

ドウェア、ソフトウェアおよびソリューションの設定を含むが、

これらに限定されない）のすべてのリスト。 

 

 ハードウェアおよびソフトウェアの種類、アプリケーション ソ

リューション設定、ならびにそれらの物理的な所在場所（た

とえば地理的ロケーションまたはネットワーク内のロケー

ション）を示した高レベルのアーキテクチャ図。 

 

 アプリケーションおよび特性の種類についての詳細定義、

ならびに顧客の実装戦略およびスケジュールの詳細定義。 

 

 顧客は、電話通信サービス プロバイダー、活動および/また

は提供物など、外部のサードパーティの調整について責任

を負う。 

 

 システム導入計画および製品設定テンプレートのコピー。 

 

 


