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CISCO BUSINESS CRITICAL SERVICES 

GENERAL TERMS 
注： 本文書は、Foundation Theme、Acceleration Theme および Transformation Theme の
文書と合わせてお読みください。 

本文書では、Cisco Business Critical Services について説明します。 

 参照により組み込み：www.cisco.com/go/servicedescriptions/ に掲載されているグロサリー、
対象外サービスのリストならびに、重大度およびエスカレーションのガイドラインは、 
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ます。 

 お客様が、シスコから直接本サービスを購入した場合、お客様の基本契約書（上記に特定
するグロサリーにおいて定義されるとおり）もまた、参照により組み込まれます。本サー
ビスディスクリプションと上記の文書のいずれかとの間に矛盾がある場合は、本サービス
ディスクリプションを優先するものとします。 

 お客様が、シスコ認定リセラーを通じて本サービスを購入した場合、お客様の契約（ある
場合）は、お客様と、お客様担当のシスコ認定リセラー間で締結されます。本サービス
ディスクリプションは、情報提供のみを目的としており、お客様とシスコ間の契約ではあ
りません。本サービスディスクリプションまたは関連書類の写しは、お客様担当のシスコ
認定リセラーがお客様へ提供しますが、www.cisco.com/go/servicedescriptions/ [英語] から取
得することもできます。 

 Cisco Business Critical Services には、本サービスの General Terms について記載する本文書、
本サービスにより提供される成果物について記載する Foundation Theme、Acceleration 
Theme、および Transformation Theme の文書があります。 
 

CISCO BUSINESS CRITICAL SERVICES GENERAL TERMS 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_General_Terms.pdf [英語] 

CISCO BUSINESS CRITICAL SERVICES FOUNDATION THEME 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Foundation_Theme.pdf [英語] 

CISCO BUSINESS CRITICAL SERVICES ACCELERATION THEME 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Acceleration_Theme.pdf [英語] 

CISCO BUSINESS CRITICAL SERVICES TRANSFORMATION THEME  
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Transformation_Theme.pdf [英語]

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Foundation_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Acceleration_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Transformation_Theme.pdf
http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/terms.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Services_Not_Covered.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Severity_and_Escalation_Guidelines.pdf
http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_General_Terms.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Foundation_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Acceleration_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Acceleration_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Transformation_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_General_Terms.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Foundation_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Acceleration_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Transformation_Theme.pdf
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Cisco Business Critical Services は、シスコ製品に対する現行のサポート契約を補完するものであ
り、お客様ネットワーク内のすべての製品が、シスコの Smart Net Total Care / SP BASE、ソフト
ウェア サポート サービス（SWSS）、ソリューション サポート、制限付きライフタイムワラン
ティ、ソフトウェア アプリケーション サービス、またはシスコ サービス パートナー プログラ
ム内で提供される パートナー サポートサービスなどの該当する最小限のコア サービスを通じ
てサポートされている場合にのみ利用できます。 

注： Cisco Business Critical Services High-Touch Expert Care は、すべての製品が、4.1.1 制限事項に基
づき定義される最低限のコア サービスを通じてサポートされている場合に限り利用するこ
とができます。 

シスコは、お客様が購入する Cisco Business Critical Services 内の具体的なサービス、Cisco 

Business Critical Services SKU に表示された対応する SKU ならびに、本サービスの範囲およびシス
コがかかる本サービスを提供する期間を特定した、本サービスの見積書（以下「見積書」とい
います）を提供するものとします。シスコは、当事者間で合意した見積書を参照する発注書を
受領するものとし、さらにお客様は、当該発注書に記載される契約条件を認め、これに同意し
ます。シスコは、適切な料金の支払いを受けた、発注書および見積書上において選択および記
載される、Cisco Business Critical Services を提供するものとします。
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1 — CISCO BUSINESS CRITICAL SERVICES の概要 
Cisco Business Critical Services は、シスコ インフラストラクチャ、アプリケーションとテクノロジー、
およびネットワーク インフラストラクチャについてお客様を支援する、以下に記載のサービスを
提供します。Cisco Business Critical Services に基づき提供する成果物は、テーマ、機能、サポート対
象テクノロジー、ソリューション アーキテクチャにより配置されています。 

注： 以下の図は、例示のみを目的としています。 
  

 

 

CISCO BUSINESS CRITICAL SERVICES 

FOUNDATION ACCELERATION 

THEME 

TRANSFORMATION 

機能 

成果物 

プラットフォームに
関するインサイト 

デザインレビュー 
デジタル ネットワーク アー
キテクチャ アドバイザリ 

基礎 
解析 

状況に関する 
インサイト 

設計エンジニア
リング 

設計と  
検証 

変革エンジニア 
リング 

変革 
信頼できるアドバイザ 

テクノロジー 
• Routing and Switching 
• Data Center Switching 
• Unified Communications 
• Network Security 
• Next Gen Cable Access 
 

ソリューション 
• ネットワーク サービス オーケストレー
ション 
oネットワーク管理とオーケストレーション 
oデータセンターのオーケストレーションお
よび自動化 

 

アーキテクチャ 
• コア ネットワーキング 
• セキュリティ 
 

サポート対象 
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1.1 – Foundation Theme 
Cisco Business Critical Services の Foundation Theme では、可用性、パフォーマンス、セキュリ
ティ コンプライアンスのサポートおよび、シスコ インフラストラクチャとアプリケーションの
環境の管理における機能と成果物について定めています。 

注： Cisco Business Critical Services Foundation Theme、機能および成果物の詳細な説明については、
以下の関連文書を参照してください。www.cisco.com/go/servicedescriptions/Cisco Business 
Critical Services FoundationTheme [英語] 

1.2 – Acceleration Theme 
Cisco Business Critical Services の Acceleration Theme では、シスコ インフラストラクチャとアプ
リケーション環境の設計および検証、アプリケーションのインサイト、脅威分析、自動化、 

セキュリティ プログラムおよび強化をサポートするための機能と成果物を提供します。 

注： Cisco Business Critical Services Acceleration Theme、機能および成果物の詳細な説明については、
以下の関連文書を参照してください。www.cisco.com/go/servicedescriptions/Cisco Business 
Critical Services Acceleration Theme [英語] 

1.3 – Transformation Theme  
Cisco Business Critical Services の Transformation Theme では、シスコ インフラストラクチャおよ
びアプリケーション環境の拡張性についての戦略、アーキテクチャの連携、設計、導入戦略、
および採用戦略をサポートする機能と成果物を提供します。 

注： Cisco Business Critical Services Transformation Theme、機能および成果物の詳細な説明につい
ては、以下の関連文書を参照してください。www.cisco.com/go/servicedescriptions/Cisco 
Business Critical Services TransformationTheme [英語] 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Foundation_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Foundation_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Acceleration_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Acceleration_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Transformation_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Transformation_Theme.pdf
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2 — サポート対象のアーキテクチャ、テクノロジー
およびソリューション 

本文書に記載する本サービスおよび成果物がサポートする以下のアーキテクチャ、テクノロ
ジーおよびソリューションは、見積書に明記されます。Cisco Business Critical Services の SKU  
ならびに、対応するアーキテクチャおよびテクノロジーを参照してください。 

セクション ナビゲーション 

サポート対象のアーキテクチャ、テクノロジーおよびソリューションには、ナビゲーションが
容易となるようブックマークした以下の項目が含まれます。 

 2.1 – シスコ コア ネットワーキング サービス 

- 2.1.1 – ルーティングおよびスイッチング 
- 2.1.2 – オプティカル ネットワーキング 
- 2.1.3 – ワイヤレス ネットワーキング 
- 2.1.4 – ネットワーク管理とオーケストレーション 
- 2.1.5 – 次世代ケーブルへのアクセス 

 2.2 – シスコ データセンターとクラウド サービス 

- 2.2.1 – コンピューティング システム 
- 2.2.2 – データセンター スイッチング 
- 2.2.3 – ストレージ エリア ネットワーキング 
- 2.2.4 – Application Centric Infrastructure 
- 2.2.5 – データセンターのオーケストレーションおよび自動化 
- 2.2.6 – Tetration 

 2.3 – シスコ コラボレーション サービス 

- 2.3.1 – ユニファイド コミュニケーション 
- 2.3.2 – ビデオ コラボレーション 
- 2.3.3 – カスタマー ケア 
- 2.3.4 – クラウド会議およびメッセージング 
- 2.3.5 – ホステッド コラボレーション ソリューション 

 2.4 – シスコ セキュリティ サービス 

- 2.4.1 – ネットワーク セキュリティ 
- 2.4.2 – クラウド セキュリティ 
- 2.4.3 – セキュリティ ポリシーおよびアクセス 
- 2.4.4 – 高度な脅威 
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 2.5 – シスコ サービス プロバイダー モビリティ サービス 

- 2.5.1 – パケット コア テクノロジー 
- 2.5.2 – モビリティ ポリシーおよびアクセス 

 2.6 – シスコ サービス プロバイダー ビデオ サービス 

- 2.6.1 – SP ビデオ インフラストラクチャ 

 2.7 シスコ Internet of Things（IoT）サービス 

- 2.7.1 – IOT エッジおよび フォグ コンピューティング 
- 2.7.2 – 産業ネットワーキングおよびコラボレーション 

 2.8 – シスコ ソリューション サービス 

- 2.8.1 – シスコ ネットワーク サービス オーケストレーション サービス 
- 2.8.2 – SOFTWARE DEFINED WIDE AREA NETWORK（SD-WAN）サービス 
- 2.8.3 – SP ANALYTICS、ASSURANCE サービス 
- 2.8.4 – シスコ仮想パケット コア サービス 
- 2.8.5 – High-Touch Expert Care サービス 

2.1 – シスコ コア ネットワーキング サービス 
シスコ コア ネットワーキング サービスでは、以下のテクノロジーのサポートを提供します。 

2.1.1 – ルーティングおよびスイッチング 

ルーティングとスイッチング テクノロジーの連携サービスでは、ルーティングされた Internet 
Protocol（IP）とスイッチングされたイーサネット トラフィック、ハードウェア、および仮想イ
ンフラストラクチャ アプライアンス、Software Defined のアクセス スイッチおよびコントロー
ラを転送および/または処理するすべてのシスコ製品およびテクノロジーをサポートします。 

2.1.2 – オプティカル ネットワーキング 

オプティカル ネットワーキング テクノロジーの連携サービスは、DWDM、IPoDWDM、オプ
ティカル トランスポート（OTN）、パケット オプティカル、SONET および SDH を含むすべての
シスコ オプティカル製品をサポートします。 

2.1.3 – ワイヤレス ネットワーキング 

ワイヤレス ネットワーク テクノロジーの連携サービスは、ワイヤレス LAN（WLAN）のアクセ
ス ポイント（AP）、ワイヤレス コントローラとワイヤレス ネットワーク管理、コネクテッド
モバイルエクスペリエンス（CMX）およびモビリティ サービス エンジン（MSE）を含む、すべ
てのユニファイド シスコ ワイヤレス製品をサポートします。 
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Cisco Meraki™ 製品には、クラウド マネージ型 AP、スイッチ、セキュリティ/SD-WAN アプライ
アンスおよび管理ダッシュボードが含まれます。 

2.1.4 – ネットワーク管理とオーケストレーション 

ネットワーク管理およびオーケストレーションの連携サービスには、Application Policy 
Infrastructure Controller エンタープライズ モジュール（APIC-EM）、Cisco Digital Network 
Architecture（DNA）センター、Cisco Prime® infrastructure、Cisco PRIME ネットワーク、Cisco 
Prime Optical、Cisco PRIME セントラル、Cisco PRIME パフォーマンス マネージャ、Cisco PRIME  
プロビジョニング、Cisco PRIME Access Registrar、Cisco PRIME Network Registrar、Cisco Evolved 
Programmable Network（EPN）マネージャ、シスコ WAN 自動化エンジン（WAE）、およびその
他のシスコ OSS / ネットワーク管理ソフトウェアが含まれます。 

2.1.5 – 次世代ケーブルへのアクセス 

次世代ケーブルへのアクセス テクノロジーの連携サービスでは、ケーブル モデム終端システム
（CMTS）、シスコ コンバージド ブロードバンド ルータ（cBR-8）プラットフォーム、進化型の
コンバージド ケーブル アクセス プラットフォーム（CCAP）、DOCSIS 3.1 移行、ケーブル用ブ
ロードバンド アクセス制御（BACC）、およびシスコ ネットワーク レジスタ（CNR）をサポー
トします。 

2.2 – シスコ データセンターとクラウド サービス 
シスコ データセンターとクラウド サービスでは、以下のテクノロジーのサポートを提供します。 

2.2.1 – コンピューティング システム 

コンピューティング システム テクノロジーの連携サービスでは、すべてのシスコ データセン
ターのコンピューティング製品、シスコ Hyperflex インフラストラクチャ プラットフォーム、
ソフトウェアならびに、サーバや管理ソフトウェアおよび接続性などのテクノロジーをサポー
トします。 

2.2.2 – データセンター スイッチング 

データセンター スイッチング テクノロジーの連携サービスでは、IP を転送および/または処理
するすべてのシスコ データセンター スイッチング製品およびテクノロジー、スイッチングされ
たイーサネット、ストレージ トラフィックおよび シスコ アプリケーション制御エンジンをサ
ポートします。 
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2.2.3 – ストレージ エリア ネットワーキング 

ストレージ エリア ネットワーク（SAN）の連携サービスでは、IP を転送および/または処理する
すべてのシスコ データセンター SAN 製品およびテクノロジー、スイッチングされたイーサネッ
ト、およびストレージ トラフィックをサポートします。 

2.2.4 – APPLICATION CENTRIC INFRASTRUCTURE 

Application Centric Infrastructure（ACI）テクノロジーの連携サービスでは、ACI 対応 9000 スイッ
チおよびアプリケーション ポリシー インフラストラクチャ コントローラ（APIC）クラスタの
すべてのデータセンター Cisco Nexus® ファミリをサポートします。 

2.2.5 – データセンターのオーケストレーションおよび自動化 

データセンターのオーケストレーションおよび自動化の連携サービスでは、Cisco Unified 
Computing System™（Cisco UCS®）Director（UCS-D）、Cisco PRIME サービス カタログ（PSC）、
Cisco Process Orchestrator（CPO）、Cisco UCS パフォーマンス マネージャ（UCSPM）、Cisco UCS 
Manager（UCSM）、Cisco UCS Central（UCSC）、Cisco CloudCenter（CCC）、Cisco Prime Data 
Center Network Manager（DCNM）、ならびにその他将来のシスコ インフラストラクチャおよび
ハイブリッド クラウドや IT 自動化用ソフトウェア製品などの、Cisco ONE™ エンタープライズ 
クラウド スイートのソリューションをサポートします。 

2.2.6 – TETRATION 

Tetration テクノロジーの連携サービスでは、シスコ Tetration™ クラスタ（39 RU、8 RU、クラウ
ド）、センサー（ソフトウェアおよびハードウェア）およびソフトウェア サブスクリプション 
ライセンスをサポートします。 

2.3 – シスコ コラボレーション サービス 
シスコ コラボレーション サービスでは、以下のテクノロジーのサポートを提供します。 

2.3.1 – ユニファイド コミュニケーション 

ユニファイド コミュニケーション（UC）テクノロジーの連携サービスでは、シスコ コラボ
レーション製品ファミリおよびテクノロジーをサポートします。これには、コール制御、 
ボイスメール、インスタント メッセージおよびプレゼンス、分析およびレポート、緊急応答、
モビリティおよびエンドポイントを含むことがありますがこれらに限定されません。 
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2.3.2 – ビデオ コラボレーション 

ビデオ コラボレーション テクノロジーの連携サービスでは、シスコ コラボレーション製品
ファミリおよびテクノロジーをサポートします。これには、コール制御、ビデオ会議、専用会
議室、分析とレポート、ルーム型およびイマーシブ型のビデオ エンドポイント、デスクトップ 
ビデオ エンド、パーソナル ビデオ エンドポイント、ビデオ インフラストラクチャおよびビデ
オ アプリケーションを含むことがありますがこれらに限定されません。 

2.3.3 – カスタマー ケア 

カスタマー ケア テクノロジーの連携サービスでは、シスコ コラボレーション製品ファミリお
よびテクノロジーをサポートします。これには、コール制御、コール ルーティング、自動音声
応答装置、スクリプト作成、オムニチャネルやセルフ サービス ソリューションならびに、分析
およびレポート作成を含むことがありますがこれらに限定されません。 

2.3.4 – クラウド会議およびメッセージング 

クラウド会議およびメッセージング テクノロジーの連携サービスでは、シスコ コラボレーショ
ン製品ファミリおよびテクノロジーをサポートします。これには、オンプレミスおよびクラウ
ドの会議、専用会議室、分析とレポート作成、クラウド コラボレーション プラットフォームお
よびハイブリッド サービス、ならびにクラウド インスタント メッセージおよびプレゼンスを
含むことがありますがこれらに限定されません。 

2.3.5 – ホステッド コラボレーション ソリューション 

ホステッド コラボレーション ソリューション（HCS）テクノロジーの連携サービスでは、シス
コ コラボレーション製品ファミリおよびテクノロジーをサポートします。これには、ホステッ
ド コラボレーションのプロビジョニングおよび実践、管理、分析およびレポート作成、ならび
にサービス保証を含むことがありますがこれらに限定されません。 

2.4 – シスコ セキュリティ サービス 
シスコ セキュリティ サービスでは、以下のテクノロジーのサポートを提供します。 

2.4.1 – ネットワーク セキュリティ 

ネットワーク セキュリティ サービスには、次世代ファイアウォールおよび次世代の侵入防御シ
ステム（IPS）を含む、シスコのセキュリティ製品およびソリューションが含まれますが、これ
らに限定されません。本サービスでは、シスコ以外のお客様のネットワークおよびネットワー
ク技術を含む、すべての本製品およびソリューションをサポートします。 
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2.4.2 – クラウド セキュリティ 

クラウド セキュリティ サービスには、Cisco Umbrella™ および Cloudlock® を含む、Cisco クラウ
ド セキュリティを含みますがこれに限定されません。本サービスでは、シスコ以外のアプリ
ケーションおよびお客様が開発したアプリケーションもサポートします。 

2.4.3 – セキュリティ ポリシーおよびアクセス 

セキュリティ ポリシーおよびアクセス サービスには、Identity Services Engine（ISE）や 
AnyConnect® VPN などのシスコ ポリシーおよびアクセス製品が含まれますがこれらに限定され
ません。本サービスには、お客様が定義するセキュリティ ポリシーおよびフィジカル セキュリ
ティの防御もサポートします。 

2.4.4 – 高度な脅威 

高度な脅威サービスには、AMP（高度なマルウェア制御）テクノロジー、Stealthwatch® および 
Cognitive Threat Analytics などの高度な脅威の製品やソリューションが含まれますがこれらに限
定されません。本サービスは、高度な脅威から保護するための、シスコ以外のセキュリティ テ
クノロジーもサポートします。 

2.5 – シスコ サービス プロバイダー モビリティ サービス 
シスコ サービス プロバイダー（SP）モビリティ サービスでは、以下のテクノロジーのサポー
トを提供します。 

2.5.1 – パケット コア テクノロジー 

パケット コアまたは仮想パケット コア テクノロジーの連携サービスでは、以下のソリュー
ションについてシスコ 2G、3G および 4G パケット コアをサポートします。 

 Cisco MME モビリティ マネージメント エンティティ 
 Cisco PGW Packet Data Network Gateway 
 Cisco SGW Serving Gateway 
 Cisco ePDG Evolved Packet Data Gateway 
 シスコ SGSN Serving GPRS Support Node リリース 8 

2.5.2 – モビリティ ポリシーおよびアクセス 

モビリティ ポリシーおよびアクセス テクノロジーの連携サービスでは、シスコの自己最適化
ネットワーク（SON）ソリューションおよび Cisco Policy Suite（CPS）をサポートします。 
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Cisco SON は、無線アクセス ネットワーク（RAN）を最適化するエンジニアリング集中型タスク
を自動化します。これにより、パフォーマンス、コールの中断、RAN を構成する複数のテクノ
ロジー（マクロ全体/マイクロ セル）においてお客様を支援します。 

Cisco Policy Suite（CPS）は、アプリケーション中心のポリシー機能をサポートするアーキテク
チャを通じて、お客様が本サービスを作成および導入する上で有用な、ポリシー管理ソリュー
ションです。CPS は、すべてのアクセス ネットワークに亘り導入することができる、ポリシー
制御プラットフォームです。 

2.6 – シスコ サービス プロバイダー ビデオ サービス 
シスコ SP ビデオ サービスでは、以下のテクノロジーのサポートを提供します。 

2.6.1 – SP ビデオ インフラストラクチャ 

SP ビデオ インフラストラクチャ テクノロジーの連携サービスでは、1 つまたは複数のエンド
ツーエンドのビデオ ソリューションをサポートします。 

 ブロードキャスト ビデオ：QAM ベースのブロードキャストおよびスイッチド デジタル ビ
デオ（SDV）など。 

 ビデオ オンデマンド（VOD）：CDN および TSTV のような QAM ベースの VOD 
 IP ビデオ：cDVR、リニア ビデオ（ブロードキャスト ビデオなど）および OTT など 
 IP VOD：マネージドおよび非マネージド デバイスへの、IP ベースの VOD 配信 

2.7 – シスコ Internet of Things（IoT）サービス 
シスコ IoT サービスでは、以下のテクノロジーのサポートを提供します。 

2.7.1 – IOT エッジおよび フォグ コンピューティング 

IoT エッジおよびフォグ コンピューティングには、ゲートウェイ管理モジュール、エッジおよ
びフォグ処理モジュールならびにデータ制御モジュールなどの、シスコ キネティック プラット
フォーム モジュールを含みますがこれらに限定されません。 

2.7.2 – 産業ネットワーキングおよびコラボレーション 

産業ネットワーキングおよびコラボレーション テクノロジーの連携サービスには、製造、石油
やガス、交通などの産業環境に導入される、以下のシスコ産業製品およびテクノロジーが含ま
れることがあります。 

 Cisco Industrial Ethernet シリーズ スイッチ 
 Cisco 800 シリーズ 産業用サービス統合型ルータ 
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 Cisco 900 シリーズ産業用ルータ 
 Cisco 1000/2000 シリーズ Connected Grid ルータ 
 Cisco 500 シリーズ WPAN 産業用ルータ 
 Cisco Aironet 1540/1560/1570 シリーズ 

2.8 – シスコ ソリューション サービス 
シスコ ソリューション サービスは、ソリューション連携サービス、サポート対象の製品および
テクノロジーで構成されます。以下のソリューション連携サービス、サポート対象テクノロ
ジーおよび関係する成果物は、見積書に明記されます。 

2.8.1 – シスコ ネットワーク サービス オーケストレーション サービス 

シスコ ネットワーク サービス オーケストレーション ソリューションの連携サービスおよびサ
ポート対象の成果物は、以下のサポート対象テクノロジーおよび製品に基づきます。 

サポート対象テクノロジー 

 データセンターのオーケストレーションおよび自動化 
 ネットワーク管理とオーケストレーション 

サポート対象製品 

Cisco Network Services Orchestrator（NSO） 

2.8.2 – SOFTWARE DEFINED WIDE AREA NETWORK（SD-WAN）サービス 

シスコ SD-WAN ソリューション連携のサービスおよびサポート対象成果物は、以下のサポート
対象テクノロジーおよび製品に基づきます。 

サポート対象テクノロジー 

 ルーティングとスイッチング 

サポート対象製品 

シスコ vEdge ルータ、vEdge ソフトウェアを伴うシスコ ISR 

サポート対象テクノロジー 

 ネットワーク管理とオーケストレーション 

サポート対象製品 

シスコ vManage、シスコ vSmart コントローラ、シスコ vBond 
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2.8.3 – シスコ SP ANALYTICS、ASSURANCE サービス 

シスコ SP ANALYTICS、ASSURANCE ソリューション連携のサービスおよびサポート対象成果物は、
以下のサポート対象テクノロジーおよび製品に基づきます。 

サポート対象テクノロジー 

 ネットワーク管理とオーケストレーション 

サポート対象製品 

サービス オーケストレーション、運用サポート システム（OSS）/ビジネス サポート システム
（BSS）、サービスの保証、ビッグ データ プラットフォーム（オープン ソース）、自動化、カ
スタマー エクスペリエンス管理、およびビジネス分析とデータの収益化を取り巻く、シスコの
製品ファミリおよびテクノロジー。 

2.8.4 – シスコ仮想パケット コアサービス 

シスコ 仮想パケット コア ソリューション連携のサービスおよびサポート対象成果物は、以下
のサポート対象テクノロジーおよび製品に基づきます。 

サポート対象テクノロジー 

 パケット コア 

サポート対象製品 

以下のソリューションに関する、シスコ 2G、3G および 4G パケットコア。 

 Cisco MME モビリティ マネージメント エンティティ 
 Cisco PGW Packet Data Network Gateway 
 Cisco SGW Serving Gateway 
 Cisco ePDG Evolved Packet Data Gateway 
 シスコ SGSN Serving GPRS Support Node リリース 8 

2.8.5 – シスコ HIGH-TOUCH EXPERT CARE サービス 

シスコ High-Touch Expert Care サービスは、問題解決、プロセス改善、データ インサイトおよび、
お客様による運用効率とビジネス成果の最適化を助ける推奨事項により、お客様の運用を支援
する上でお客様の環境に精通したシスコの専門家チームを提供します。 

シスコ High-Touch Expert Care サービスは、以下のサポート対象アーキテクチャ、テクノロジー
および成果物に基づいています。 

注：シスコ High-Touch Expert Care サービスは、以下のアーキテクチャとテクノロジーをサポー
トする、単一の Cisco Business Critical Services SKU である、CON-AS-NW-OMS を用いて購入します。 
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サポート対象のアーキテクチャおよびテクノロジー 

アーキテクチャ サポート対象テクノロジー 

コア ネットワー 
キング 

 ルーティングとスイッチング 

 オプティカル ネットワーク 

 ワイヤレス ネットワーキング 

 次世代ケーブルアクセス 

 ネットワーク管理とオーケストレー 
ション 

データセンターと 
クラウド 

 コンピューティング システム 

 ストレージ エリア ネットワーキング 

 データセンター スイッチング 

 Application Centric Infrastructure 
 Tetration 

 データセンターのオーケストレーション
および自動化 

コラボレーション 
 ユニファイド コミュニケーション 

 カスタマー ケア 

 ビデオ コラボレーション 

 ホステッド コラボレーション ソリュー
ション 

セキュリティ 
 ネットワーク セキュリティ 

 セキュリティ ポリシーおよびアクセス 

 高度な脅威 

SP モビリティ  パケット コア テクノロジー  モビリティ ポリシーおよびアクセス 

除外事項 

* セキュリティ ポリシーおよびアクセスに適用 

 Cisco Identity Services Engine（ISE）は、サポート対象ではありません。 

* 高度な脅威に適用 

 Cisco Stealthwatch® は、サポート対象ではありません。 

シスコ High-Touch Expert Care の成果物 

 以下の成果物は、High-Touch Expert Care サービスのサポート対象です。成果物の説明は、
Cisco Business Critical Services  Foundation Theme 文書に記載されています。 

 サービスのモニタリングとレポーティング  インシデント管理 

 シスコ プラチナ ラーニング ライブラリ  問題管理 – High-Touch テクニカル サポート 

 シスコ自由参加型トレーニング  問題管理 - High-Touch エンジニアリング 

 シスコ クローズド型の登録制トレーニング  Foundation オンサイト サポート  

 資産管理   

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Foundation_Theme.pdf
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3 — CISCO BUSINESS CRITICAL SERVICES SKU 
 

3.1 – シスコ アーキテクチャおよびテクノロジー サービス SKU 

アーキテクチャ SKU 説明 SKU 

コア ネット
ワーキング 

シスコ コア ネットワーキング アドバイザリ サブスクリプション サービス CON-AS-NW-ADV 

シスコ コア ネットワーキング ラボ検証サブスクリプション サービス CON-AS-NW-VAL 

シスコ ルーティングおよびスイッチング オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-RS-OPT 

シスコ オプティカル ネットワーキング オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-ON-OPT 

シスコ ワイヤレス ネットワーキング オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-WN-OPT 

シスコ ネットワーク管理およびオーケストレーション ソフトウェア統合サブスクリプ
ション サービス CON-AS-MO-SID 

シスコ 次世代ケーブルへのアクセス オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-CA-OPT 

 

データセン
ターと 
クラウド 

シスコ データセンターとクラウド アドバイザリ サブスクリプション サービス CON-AS-DC-ADV 

シスコ データセンターとクラウド ラボ検証サブスクリプション サービス CON-AS-DC-VAL 

シスコ コンピューティング システム オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-CS-OPT 

シスコ データセンター スイッチング オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-DS-OPT 

シスコのストレージ エリア ネットワーキング オプティマイズ サブスクリプション 
サービス CON-AS-SN-OPT 

シスコ ACI オプティマイズ サブスクリプション サービス  CON-AS-AC-OPT 

シスコ データセンターのオーケストレーションおよび自動化ソフトウェア統合サブス
クリプション サービス CON-AS-OA-SID 

シスコ Tetration オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-TT-OPT 

 

コラボレー
ション 

シスコ コラボレーション アドバイザリ サブスクリプション サービス CON-AS-CO-ADV 

シスコ コラボレーション ラボ検証サブスクリプション サービス CON-AS-CO-VAL 

Cisco Unified Communications オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-UC-OPT 

シスコ ビデオ コラボレーション オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-VC-OPT 

シスコ カスタマー ケア オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-CC-OPT 
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Cisco Cloud 会議およびメッセージング オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-MM-OPT 

シスコ ホステッド コラボレーション ソリューション オプティマイズ サブスクリプ
ション サービス CON-AS-HC-OPT 

 

セキュリティ 

シスコ セキュリティ アドバイザリ サブスクリプション サービス CON-AS-SE-ADV 

シスコ セキュリティ ラボ検証サブスクリプション サービス CON-AS-SE-VAL 

シスコ ネットワーク セキュリティ オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-NS-OPT 

Cisco クラウド セキュリティ オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-CW-OPT 

シスコ セキュリティ ポリシー アクセス オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-PA-OPT 

シスコ 高度な脅威 オプティマイズ サブスクリプション サービス  CON-AS-AT-OPT 

 

SP モビリティ 

シスコ SP モビリティ ラボ検証サブスクリプション サービス CON-AS-MB-VAL 

シスコ SP パケット コア オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-PC-OPT 

Cisco Mobility ポリシー アクセス オプティマイズ サブスクリプション サービス CON-AS-MP-OPT 

 

SP ビデオ シスコ SP ビデオ オプティマイズ サブスクリプション サービス  CON-VAS-SV-OPT 

  

Internet of 
Things（IoT） 

シスコ IoT エッジおよびフォグ コンピューティング オプティマイズ サブスクリプ
ション サービス  CON-AS-IE-OPT 

Cisco Industrial Networks およびコラボレーション オプティマイズ サブスクリプショ
ン サービス  CON-AS-IN-OPT 
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3.2 – シスコのソリューション サービス SKU 

ソリューション SKU 説明 SKU 

ネットワーク サービス オーケストレーション 
シスコ ネットワーク管理およびオーケストレーション ソフトウェア統合サブスクリプション 
サービス CON-AS-MO-SID 

シスコ データセンターのオーケストレーションおよび自動化ソフトウェア統合サブスクリプショ
ン サービス CON-AS-OA-SID 

Software Defined Wide Area Network（SD-WAN） 

Cisco Business Critical Services、ルーティングおよびスイッチング CON-AS-RS-OPT 

シスコ ネットワーク管理およびオーケストレーション ソフトウェア統合サブスクリプション 
サービス CON-AS-MO-SID 

SP ANALYTICS、ASSURANCE 

シスコ ネットワーク管理およびオーケストレーション ソフトウェア統合サブスクリプション 
サービス CON-AS-MO-SID 

High-Touch Expert Care  

シスコ High-Touch Expert Care 運用管理サポート サブスクリプション サービス CON-NW-OMS 
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4—両当事者の責任 

セクション ナビゲーション 

シスコ側の一般的責任には、以下の責任が含まれます。下記項目は以降の詳細項目へリンクし
ています。 

 4.1— シスコの一般的責任 

- 4.1.1 – 制限 
- 4.1.2 – 担当者 
- 4.1.3 – 会議、通信、およびコラボレーション 
- 4.1.4 – 文書および情報の要求 
- 4.1.5 – シスコ ツール 
- 4.1.6 – 技術ナレッジ ライブラリ 
- 4.1.7 – 変革管理オフィス 

 4.2—お客様の一般的責任 

- 4.2.1 – 制限 
- 4.2.2 – 担当者 
- 4.2.3 – 会議、通信、およびコラボレーション 
- 4.2.4 – 文書および情報の要求 
- 4.2.5 – シスコ ツール 
- 4.2.6 – 技術ナレッジ ライブラリ 
- 4.2.7 – テクニカル アシスタンス センター 
- 4.2.8 – プロセスおよび手順 
- 4.2.9 – ポリシー、アクセス、および安全性 
- 4.2.10 – 変革管理オフィス 
- 4.2.11 – サービスの終了 
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4.1— シスコの一般的責任 
Cisco Business Critical Services には、本サービスディスクリプションに記載されるサービスの規
定が適用され、可能な場合シスコは（特に明記しない限り）標準営業時間内にお客様のネット
ワークにサービスを提供するものとします。シスコが提供するサービスは、特に明記しない限
りリモートで提供されます。シスコは、お客様が選択したすべてのサービスについて、以下の
一般的なサポート規定を定めるものとします。 

セクション ナビゲーション 
シスコ側の一般的責任には、特定のサービスを提供するために必要な、以下の責任の 1 つまた
は複数が含まれることがあります。下記項目は以降の詳細項目へリンクしています。 

 4.1 — シスコの一般的責任 

- 4.1.1 – 制限 
- 4.1.2 – 担当者 
- 4.1.3 – 会議、通信、およびコラボレーション 
- 4.1.4 – 文書および情報の要求 

o 4.1.4a – 一般情報 
o 4.1.4b – Hardware and Software 
o 4.1.4c – アーキテクチャ戦略、設計、およびツール 
o 4.1.4d – ソフトウェア/設定/規制のコンプライアンスと改善 
o 4.1.4e – 実装/変更 
o 4.1.4f – 検証およびテスト 
o 4.1.4g – メトリクス管理 
o 4.1.4h – 運用管理 
o 4.1.4i – 計測管理 
o 4.1.4j – オプティカル ネットワーキング 
o 4.1.4k – ワイヤレス ネットワーキング 
o 4.1.4l – AIM、NSO、OSS/NMS、SD-WAN、SP ANALYTICS、ASSURANCE  
o 4.1.4m – ユニファイド コミュニケーション、カスタマー ケア、ビデオ コラボレー

ション、クラウド会議とメッセージング 
o 4.1.4n – ネットワークセキュリティ、セキュリティ ポリシーおよびアクセス、クラ

ウド セキュリティ、高度な脅威 
- 4.1.5 – シスコ ツール 

o 4.1.5a – データ収集ツール 
o 4.1.5b – Cisco Cloud がホストする Analytics および Insights のポータル 
o 4.1.5c – シスコのオンプレミス型 Analytics および Insights ツール 
o 4.1.5d – ソフトウェア / 設定 / 規制のコンプライアンスと改善 

- 4.1.6 – 技術ナレッジ ライブラリ 
- 4.1.7 – 変革管理オフィス  
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4.1.1 – 制限 

4.1.1a データセンター スイッチング 

 Cisco Application Control Engine（ACE）について、Acceleration Theme に基づく設計レビュー
の成果物は、唯一のサポート対象の成果物です。 

4.1.1b オプティカル ネットワーキング 

 サポート対象の設計エンジニアリングの成果物について  

- シスコのトランスポート プランナーは、設計計画の記録として使用されます。 
- ネットワーク設計に対する推奨事項を提供することに制限されます。 

 サポート対象の設計策定および設計変更サポートの成果物について、以下は対象外となり
ます。 

- シスコのトランスポート設計の生成とアップデート。 
- スクリプトのレビューおよび推奨事項、独自に開発されたオブジェクトまたはコード 

スクリプトのサポート。 
- GNE ロケーションの設定のデータ通信ネットワーク（DCN）決定、OSPF エリア、IP アド

レス戦略および計画、オプティカル サービス チャネル（OSC）。 
- トラフィックの需要とサービス回路の種類に基づく、一次的および二次的な送信元ロ

ケーションでの TDM 時間調整。 
- オプティカル ソリューションおよびネットワーク管理の両方のシステム統合に関する、

サード パーティ製アプリケーション、統合、要件の決定。 
- 設計要件の決定に関するレポート データの差異調整。 
- オプティカル システムの BOM 作成。 
- OSS/BSS の統合および、SNMP トラップの決定。 
- 回路復元ルーティングの設計。 

4.1.1c ソフトウェア/設定/規制のコンプライアンスと改善 

 下記成果物についてのサポート対象プラットフォームおよび OS タイプを以下に示します。 

o ソフトウェア コンプライアンスと改善 
o 設定のコンプライアンスと改善 
o 規制のコンプライアンスと改善  

サポート対象の、シスコ プラットフォームおよびオペレーティング システム 

シスコのサポート対象プラットフォーム シスコのサポート対象 OS 

 Cisco CRS、XRS  Cisco IOS XR 

 Cisco ASR 1k、9k  Cisco IOS 

 Cisco ISR 1、ISR 2  Cisco NX-OS 

 Cisco Nexus 1k、2k、3k、5k、7k、9K  Cisco IOS-XE 

 Cisco 6xxx、7xxx  Cisco ASA 
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 Cisco Catalyst 29xx、3xxx、49xx、6xxx  

 シスコ ワイヤレス アクセス ポイント 

 シスコ ネットワーク コンバージェンス シ
  シスコ ワイヤレス LAN コントローラ 

2500、3500、5500、8500 
 Cisco ASR 5000 シリーズ 

サポート対象の、シスコ以外のプラットフォームおよび OS 

企業 オペレーティング システム サポート対象プラットフォーム 

 Adtran AOS Adtran – NetVanta 3200 

 Alcatel SROS Alcatel 7750 Services Routers 

 Alteon AlteonOS Alteon Application Switch 2208 

 Arista EOS Arista 7050 Switches 

 Aruba Aruba OS Aruba Wireless Line Controller 

 BoSS BoSS BS470-48T、ERS4550T、BS551048T 

 Checkpoint IPSO GAIA Checkpoint Firewall IPxxx 

 Extreme EXOS Extreme Summit Switches 

 Forti FortiOS Forti – Analyzer 60D, Manager 

 F5 TMOS F5 – VIPRION C2400 Series, BIG IP 

 Huawei VRP Huawei S3328 Switches 

 Infoblox NIOS Infoblox 1552-A 

 Juniper JunOS 

ScreenOS 

Juniper - M Series, SRX240 Services Gateway, EX2200 

Juniper Netscreen SSG5 Firewall 

 NetScaler NetScalerOS Citrix NetScaler、NetScaler SDX 

4.1.1d High-Touch Expert Care  

 Cisco Business Critical Services High-Touch Expert Care が提供する成果物は、お客様のネット
ワークのすべての製品が、Cisco Smart Net Total Care™/ SP BASE、ソフトウェア サポート サー
ビス（SWSS）、または ソリューション サポートなどの最低限のコア サービスを通じてサ
ポートされている場合に限り利用可能です。 

 Cisco Business Critical Services High-Touch Expert Care は、パートナー サポート サービス（PSS）
のサポート対象であるお客様のネットワークの製品に利用することはできません。High-
Touch Expert Care は、Cisco Smart Net Total Care™/ SP BASE、ソフトウェア サポート サービス
（SWSS）、または ソリューション サポートなどの最低限のコア サービスを通じてサポー
トされているお客様のネットワークの製品に利用可能です。 
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 High-Touch Expert Care は、ソリューション テクノロジー パートナーまたはサード パーティ
製品についてサポートもエスカレーションも提供していません。 

 以下の製品は、サポート対象ではありません。 

- * セキュリティ ポリシーおよびアクセスに適用 
o Identity Services Engine（ISE）は、サポート対象ではありません。 

- * 高度な脅威に適用 
o Stealthwatch® は、サポート対象ではありません。 

4.1.2 – 担当者 
購入したサービスに応じ、以下の担当者が配置されることがあります。 

シスコの担当者 職務の説明 

シスコのサービス提供担当マネー
ジャ 

サービスに関連するすべての問題に対して、単一の連絡
窓口 

シスコ ネットワーク コンサル
ティング エンジニア（Cisco 
“NCE”) 

ネットワークに関するお客様の主要な連絡窓口を務め
ます。 

シスコのプロジェクト マネージャ
（Cisco “PM”) 

シスコのリソースおよび責任を調整および管理します。 

お客様が High Touch エキスパート ケア サービスを購入している場合、以下の担当者が追加で
配置されることがあります。 

シスコの担当者 職務の説明 

シスコの High-Touch 運用マネー
ジャ（“HTOM”） 

インシデント管理に関連するすべての問題について、
単一の連絡窓口として務めます。 

シスコ High-Touch テクニカル 
サポート（“HTTS”） 

インシデントおよび問題の解決に関連するすべての問題
について、主要な連絡窓口として務めます。 

シスコ High-Touch エンジニア
（“HTE"） 

インシデントおよび問題の解決に関連するすべての問題
について、テクノロジーに関する豊かな専門知識を提供
します。 

シスコアセットマネージャ お客様の資産について、シスコがインストールベース 
インベントリのトラッキングおよび管理を支援します。 

シスコ ラーニング アドバイザ ナレッジのギャップを解消するための、トレーニングの
推奨事項を作成します。 
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 シスコは、プロジェクト マネージャが不在の場合の代替連絡先を指定します。 
 お客様の指示によってシスコのネットワーク コンサルティング エンジニアが行う作業は、

お客様が発注した本サービスおよび成果物により決定し、またシスコの承認を条件としま
すが、この承認は合理的な理由なしに留保されないものとします。 

 お客様の施設でサービスに従事しているときは常に着用する表示可能な身分証明書を、
シスコ プロジェクト チームのスタッフに提供してください。 

 すべてのサービスは英語によって提供されます。ただしお客様とシスコによる別段の合意
がある場合はこの限りではありません。 

 標準営業時間内にサービスを提供します（別途記載がない限り）。 
 シスコは、いずれのスタッフを特定のプロジェクトに配属するかを決定する、またかかるス

タッフを配置替えまたは再配属する、および/または本文書に基づくサービスのパフォーマン
スの一部または全部を、適格なサードパーティーに再委託するための権利を留保します。お
客様が、いずれかのシスコのスタッフをいずれかの時点で解任または再配属するように要求
する場合、お客様は、シスコのスタッフのかかる解任または再配属に関わる追加費用を負担
するものとします。シスコは、シスコ スタッフのかかる解任または再配属の結果として生じ
たプロジェクトの遅延に関連するいかなる費用に対しても、一切の責任を負いません。 

 シスコの従業員（再委託先を含む）が、本文書におけるシスコの義務と一致し、かつ本
サービスの開始前に書面でシスコへ提示された、お客様の合理的な職場方針、条件および
安全規則に従うよう商業的に合理的な努力をします。ただし、シスコのスタッフまたは再
委託先のいずれも、お客様との個別の契約書への署名または人格権の放棄を要求されない
ことを条件とします。 

4.1.3 – 会議、通信、およびコラボレーション 
 本サービスの遂行結果をレビューした上で翌四半期の計画を策定するために、お客様のサ

イトへの四半期ごとの訪問を年に 4 回まで（合計で 8 日を超えないように）お客様と日程
の調整をします。追加の訪問については、その時点のシスコの交通費および人件費に基づ
いて相互に合意するものとします。 

 お客様のプロジェクトに関する最新の成果物とアクティビティのステータスおよび進捗を
レビューするため、定期的な電話会議（例：週次、月次）の日程を設定します。 

注： 会議やレポートの回数と、本文書に記載される継続的なアクティビティの取り組みは、お
客様の要件および、シスコが提出する本サービスの見積書に特定されるとおり、本サービ
ス購入時にお客様とシスコが合意した内容によって異なります。 

 会議の主催、文書の管理、インスタント メッセージ、デスクトップ共有およびコラボレー
ション スペース用に使用できるコラボレーション ツールを提供します。 

 主要なシスコの サービス エンジニアおよびシスコ サービス プロジェクト提供担当チームと
のコミュニケーションを円滑にするために、お客様専用のシスコ メール エイリアスを確立
および監視します。 
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4.1.4 – 文書および情報の要求 
 単一または複数の手法を用いて本サービスを提供するために、合理的に要求される情報を

収集および分析します。これには、以下を含みます。 

- シスコのデータ収集ツール、サード パーティのツール、面談、質問表、ワークシートま
たは他の情報源。 

- 1 つまたは複数の計画された会議、面談、および/またはワーク ショップ（シスコの判
断により、リモートまたは対面型）。 

注： シスコは、成果物の説明項目に、「収集すべき追加情報」の見出しで、必要な特定の情報
例のリストを含めることがあります。 

 シスコが必要とみなす場合、本サービスを提供するために収集が必要な情報には、以下が
含まれます。 

4.1.4a – 一般情報 

- 企業戦略、ビジネスの目標および目的、ビジネスの必須条件、戦略上の取り組みおよび、
テクノロジーにより可能となるビジネスのドライバ（例：Software Defined ネットワー
キング、クラウド、デジタル、仮想化）。 

- お客様の要件、戦略と目標、優先事項、ビジネスの目標/イニシアチブとの整合性、依
存関係、成功要因ならびに、お客様のプロジェクトおよびシスコの成果物のタイムフ
レーム。 

- 現在の導入の概要、優先事項、タイムライン、および将来の計画（要件に適合するため
の統合、サービスの拡張およびサービスの進化など）。 

4.1.4b – ハードウェアおよびソフトウェア 

- 導入されたデバイス、システム インベントリおよびハードウェアのレベル。 
- シリアル番号およびファームウェアのバージョン。 
- IP アドレス（IPv4、IPv6）。 
- 計画中または最新のアップグレード。 
- ソフトウェア要件、リリース基準および準拠の目標、ならびに選択プロセス。 
- ソフトウェア リリース基準を策定および管理するための作業手順。これには、ソフト

ウェア リリースをお客様固有のトラックへグループ化することを含みます。 
- 導入済ソフトウェアのレベルおよび、ソフトウェア リリース基準への準拠。 
- ソフトウェアのテスト、ステージング、導入、トラブルシューティング、およびメンテ

ナンスのプロセスと手順。 
- ソフトウェアの移行トリガー、実装戦略および方法。 
- ソフトウェアまたは特定のソフトウェアのバージョンによるサポートを必要とする機能

の、レビュー用リスト。 
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4.1.4c – アーキテクチャ戦略、設計、およびツール 

- ビジネス面と技術面での目標、戦略計画と必須条件および、アーキテクチャ戦略との関係。 
- ネットワーク、サービス、アプリケーション。またこれらが、戦略（優先事項、依存関

係および要件を含みます）によってどのように有効化され、影響を受けるかについて。 
- ビジネス事例と財務分析モデル。 
- 将来のビジョン、目標およびアーキテクチャ戦略がサポートする、ビジネス面と技術面

での使用例。 
- 運用面での望ましい成果。 
- 論理および物理アーキテクチャ、概要および詳細の階層のトポロジ図（ネットワーク、

コンピューティング、ストレージ）レベル 4（L4）～レベル 7（L7）のサービス デバイ
ス、アプリケーション プラットフォーム、および WAN 図を含みます。 

- ポリシーに対応するインフラストラクチャの、ビジネス要件と技術要件。 
- 現在の設計と、計画された設計。 
- 提案された設計変更の目標、計画、依存関係、および予想される影響（お客様が導入し

たアーキテクチャ、設計、プロセス、またはアプリケーション ポリシーのリスクと軽減
計画が含まれます）。 

- ソリューション指向の目標、移行計画、スケジュール、依存関係、移行/実装の要件、
計画および手順。 

- 将来のエンドツーエンド アーキテクチャ、戦略、ビジネス ケース、および要件定義。 
- ビジネスおよび運用の目標を満たすための設計強化に関する、現在および将来のインフ

ラストラクチャ、シスコのソフトウェア アプリケーションまたはサービス ソリュー
ションの特徴および機能の要件、優先事項、タイムラインおよび計画的な変更。 

- ソフトウェア/オペレーティング システム（OS）の機能および設定データ、ならびに設
定方針。 

- 事前監査およびアセスメント。 
- 基準、仕様、およびサイジングの算出。 
- 機能とプロトコルの設計、選択、および設定。 
- 第 2 階層 および第 3 階層サービスの戦略および仕様。 
- テクノロジーの使用例および図。 
- アプリケーション トラフィックの需要と要件。 
- パフォーマンスおよびキャパシティの需要、要件、レポート、しきい値、トレンド、

およびサイジングの算出。 
- 運用プロセス管理の機能、アセスメント、制約および課題。 
- 運用および NMS アーキテクチャ。 
- セキュリティの考慮事項。これには、脅威、セキュリティのリスクおよび軽減の考慮

事項が含まれます。 
- 内部と外部の基準、およびポリシーの遵守要件。 
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4.1.4d – ソフトウェア/設定/規制のコンプライアンスと改善 

- ネットワーク デバイスの詳細情報。これには、ログイン認証情報、所在地、現在のソフ
トウェアおよび目標とするソフトウェアの情報、現在の設定および改善後の設定の情報
を含みます。 

- 変更時間枠の計画、成功基準、および変更時間枠ごとに選択されたネットワーク デバイス。 
- 完全かつ正確なお客様の設定変換（MOP）、事前確認と事後確認の文書および、シスコ

の変更実装のレビューと推奨事項レポートに文書化された変更に適用される、シスコ推
奨のベスト プラクティス。 

4.1.4e – 実装/変更 

- 変更案の優先順位と影響、および変更スケジュール。 
- 運用と変更管理のプロセス、オーナー、および変更管理ポリシー / プロセス。 
- メンテナンス時間枠および、その他関連する制限事項。 
- 移行/導入計画 
- 変更の実施方法（MOP）およびロールバック手順（例：ハードウェア、ソフトウェア、

設定およびアプリケーション/ツール）。 
- 変更前後に実施する、プロセスと手順。 
- 変更に関連するテスト戦略、テスト計画およびテストの結果。 
- 変更による影響の分析。 
- 変更管理プロセスおよびスケジュール 
- 以下は、ネットワーク管理とオーケストレーション、データセンターのオーケストレー

ションと自動化、ネットワーク サービスのオーケストレーション、Software Defined 
WAN に適用されます。 
o アップグレードすべき、管理ツールセット製品および製品バージョン。 

4.1.4f – 検証およびテスト 

- お客様のビジネス目標、テスト プロセスに関する優先事項、リスク、目標と期待事項、
および制約または課題。 

- お客様のテスト環境、機能、リソース、制約、および課題。 
- お客様の現在のテスト手順、運用手順、テスト ツール、およびラボ戦略。 
- お客様のソリューション指向テストの目的、テスト機能、現在のテスト自動化プラット

フォームおよび、テスト自動化のニーズと要件。 
- 必要な場合、テストのための実稼働デバイスの設定。 

4.1.4g – メトリクス管理 

- IT インフラストラクチャにより提供される、望ましい IT サービスのビジネス成果。 
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- 本サービスにより影響を受けるまたは改善される可能性がある、重要業績評価指標
（KPI）、重要品質指標（KQI）、パフォーマンスおよび運用メトリクス、重要な成功要
因、およびしきい値。 

- お客様の目標、機能上のリスクの優先順位、運用手順、および KPI のレポート要件、 
プロセス、しきい値およびシステム。 

- 基準、しきい値、およびトレンド レポートを含む、メトリクス レポートの作成。 
- 現在のまたは計画された運用メトリクス レポート ツールおよびレポート用ダッシュ

ボード。 

4.1.4h – 運用管理 

- 運用プロセスに関連する、標準運用手順の文書およびランブック。 
- IT サービス管理（ITSM）のプロセス、オーナー、ツール設計、実装、役割および責任。

これには以下のエリアを含みますがこれらに限定されません。 

o 変更管理 
o リリースおよび導入管理 
o 移行の計画およびサポート 
o サービスと検証テスト 
o ナレッジ管理 
o インシデント管理、問題管理 
o 継続的なサービス改善 
o 資産および構成管理 
o サービス レベル管理 

- 運用および管理アーキテクチャ、目標、および要件。 
- 運用の資料（例：ランブック）およびワークフロー。 
- 社内インシデント エスカレーション プロセスと連絡先情報。 

4.1.4i – 計測管理 

- ネットワーク管理目標およびビジネス要件。 
- ネットワーク アーキテクチャおよび設計。 
- ネットワーク管理用計測のアーキテクチャおよび設計 
- 現在および将来の設計要件、優先順位および目標。 
- ネットワーク管理用計測に関する、望ましい機能と使用中の機能。 
- 計測および意図する目的を果たすために使用するデバイス。 
- 監視と管理のツールとレポート。 
- システムに関連するパフォーマンス、運用状況/運用関連データ、診断情報、および

リソース使用率データ。 
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4.1.4j – オプティカル ネットワーキング 

- 現在の該当する Cisco ONS および ネットワーク コンバージェンス システム、Dense 
Wave Division Multiplexing（DWDM）のネットワーク、およびシスコ トランスポート設
計（CTP）ファイル。 

- サービスの品質を通じた冗長性および優先順位付け。 
- サービス回路の復元（該当する場合）。 
- DWDM、オプティカル トランスポート ネットワーク（OTN）、同期オプティカル ネッ

トワーク（SONET）、データ通信ネットワーク（DCN）およびメトロ イーサネット
（Vlan、サブネット アイソレーションなど）、ネットワークの時間調整要件、SONET お
よびデータ統合の準備状況、および DCN アーキテクチャ オーバーレイ。 

- ノード レベルのソフトウェアおよびハードウェアの設定。 

4.1.4k – ワイヤレス ネットワーキング 

- 無線周波数の要件、カバレッジ、干渉およびパフォーマンス データ。 
- アクセス ポイント（AP）ロケーション、アンテナの種類、周波数計画、文書化された

設計に対する電力レベル。 
- 加入者/エンド カスタマーのサービス要件。 
- 加入者サービス関連の技術的ソリューション。 
- 加入者のモビリティ要件。 
- 垂直市場/現地要件。 
- 分析、ロケーション、セキュリティ、および運用上の要件。 
- 現在のまたは計画されているプロジェクト固有の要件。 
- プロビジョニング プロセス。 
- ワイヤレス セキュリティ ポリシーおよびアーキテクチャ。 
- サイトの物理的配置。これには、フロア マップ、サイト マップ、サイト調査、ケーブ

ル配線、周辺機器および電源を含みます。 
- お客様のサイトの、フィジカル セキュリティおよびセキュリティを組み込んだ配置。 
- クライアントデバイスの種類 

4.1.4l – ネットワーク管理とオーケストレーション、データセンターのオーケスト
レーションと自動化、NSO、SD-WAN、SP ANALYTICS、ASSURANCE  

- 管理ソリューション アーキテクチャがサポートする、ビジネス面、運用面、および技術
面の目標と目的。 

- 管理ソリューション アーキテクチャ モデル、機能上の管理能力および要件（例：プロ
グラム機能、インサイトの種類）。 

- 管理ソリューション アーキテクチャがサポートする、運用の依存関係、統合、および互
換性の要件。 
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- 管理ソフトウェア ソリューションの機能上のリスクの優先度、アプリケーション プロ
ファイル、運用手順、テクノロジーのロードマップ、およびインフラストラクチャ ソ
リューションのテストおよび導入の機能。 

- 管理ソフトウェア ソリューション、優先度、機能、プロセス、およびメンテナンスの目的。 
- クラウド管理自動化/サービス オーケストレーションに適用される項目は、以下のとお

りです。 
o サービス オーケストレーション/管理自動化戦略およびツールセットならびに、関連

するワークフロー。 
o ソリューションで有効となる、ビジネス ドライバ。 
o プロセスおよび役割。 
o 現在および将来のプロセスの目標およびメトリクス。 
o お客様の運用環境からのデータ収集を支援するために、シスコのエンジニアが利

用することができるデータ、スクリプトまたは内部ツール（要請がある場合）。 

4.1.4m – ユニファイド コミュニケーション、カスタマー ケア、ビデオ コラボレー
ション、クラウド会議とメッセージング 

- コラボレーション プロトコルとダイヤル プランの設計。 
- アプリケーション統合。 
- 導入サポートに適用。 

o シスコと連携し、導入について評価およびアセスメントを実施します。 
o シスコと連携し、すべてのプロジェクト活動の関連性および機能性を確保します。 
o シスコのガイダンスに従って、変更管理計画の実施を主導します。 
o 既存の組織のコミュニケーション チャネルを使用可能にします。 
o 関係者、特にエグゼクティブ スポンサーとのコミュニケーションおよび連絡を促進

します。 
- ユニファイド コミュニケーションに適用される項目は、以下のとおりです。 

o お客様の音声およびネットワーク セキュリティ要件（ビジネス面および技術面）。 
o 現在のコラボレーションとネットワークセキュリティ ポリシーおよび実装状況。 
o 音声トラフィック フローおよび音声ネットワーク トポロジ。 

- カスタマー サービスに適用される項目は、以下のとおりです。 
o シスコが確認すべきであると特定されたスクリプトについて、お客様の内部リソー

スとサード パーティ ベンダーの両者が作成した、ユニファイド コンタクト セン
ター スクリプトの文書。 

o コールルーティング スクリプト ライブラリ、コール フロー図、およびスキル グ
ループの設定。 

- ビデオ コラボレーションに適用される項目は、以下のとおりです。 
o ビデオ コラボレーション インフラストラクチャ トポロジ図と、現在のビデオ アー

キテクチャ、ビデオ デバイスの設定、およびセキュリティ ポリシーに関する情報。 
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o 目標、目的、成長およびメトリクスのガイドラインを記載した、ビデオ コラボレー
ション ビジネス計画。これには、お客様のアーキテクチャおよびネットワークの制
約が含まれます。 

4.1.4n – ネットワークセキュリティ、セキュリティ ポリシーおよびアクセス、クラウ
ド セキュリティ、高度な脅威 

- ビジネスおよび情報セキュリティの目標、情報セキュリティの戦略、およびビジネス目
標との関係性。 

- 情報セキュリティに関する憲章、ポリシー、基準およびその他の関連文書。 
- ビジネスに不可欠な資産および既知の脅威 
- セキュリティ アーキテクチャ、トポロジ図、ポリシーおよびデバイス設定、ならびにセ

キュリティ インフラストラクチャへの変更計画。 
- 企業のポリシーおよび手順。 
- セキュリティ ポリシーおよび手順、セキュリティ ガバナンス プロセス。 
- 規制および契約上の遵守要件 
- セキュリティ基準および/または規制要件に基づく、制御の選択と設計の文書化。 
- IT/情報セキュリティ リスク評価および、監査報告書。 
- IT/情報セキュリティ組織構造と規制環境。 
- IT リスク管理プロセス、手順、手法、および自動化の活用。 
- お客様のリスク管理、コンプライアンス、および IT リスク管理に関する法律上の義務。 
- お客様の運用リスク管理フレームワーク、企業リスク管理戦略、および IT が果たす役割。 
- リスク管理および情報/アプリケーション セキュリティのポリシー、標準、および手順。 
- データおよびシステム分類のポリシー、ガイドライン、およびインベントリ。 
- ビジネスと IT プロセスの文書化、障害回復およびインシデント対応計画、システムとイ

ンフラストラクチャの設定、サードパーティーの契約、および管理レポートの作成。 
- セキュリティ評価プログラムの機能、セキュリティ メトリクス、運用プロセス、および

管理用ダッシュボード。 
- セキュリティ アセスメントに適用される項目は、以下のとおりです。 

o ネットワーク/アプリケーションの要件、ビジネス ドライバ、サービスの機能、プロ
セスのフロー、およびデータとセキュリティに関連する特定の懸念分野。 

o ネットワーク/アプリケーション アーキテクチャのビジネス ドライバ、技術的な設
計および導入の手順。 

o ネットワーク/アプリケーション システム、制御、ポリシー、および手順。 
o テストが実施可能な日数および時間帯。 
o ターゲットの識別情報（例：デバイス、IP アドレス、ホスト名、URL）。 
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4.1.5 – シスコ ツール 
注： 本第 4.1.5 項は、別途購入が必要なシスコの価格表に記載されているソフトウェアには適用

されません。 

4.1.5a – データ収集ツールと、シスコが提供するソフトウェア 

 シスコが、本サービス期間中のデータ収集に適切であると特定する、データ収集ツールを
提供します。データ収集ツールには、ハードウェアまたはソフトウェアが含まれる場合と、
含まれない場合があります。シスコは、データ収集ツールに関するすべての権利、権原お
よび権益を保持するものとします。シスコのサービス エンジニアは、お客様のネットワー
クからのデータの収集を支援するために、シスコが提供するツールに加えて、お客様が提
供するデータまたはスクリプト、シスコ パートナーのツールまたは社内ツールを使用する
場合があります。データ収集ツールと共に提供されるソフトウェアは、かかるデータ収集
ツールにのみ使用ことができます。 

 シスコが必要とみなす、パートナー ツール（ソフトウェアまたはアプライアンス）を提供
します。 

 お客様が提供する仮想マシン（VM）上に、プレミス ベースのシスコ データ収集ツールをイ
ンストール、設定、トラブルシューティングおよび維持します。 

 データ収集ツール、セキュリティ、およびルール ベースのマークアップ言語（RBML）パッ
ケージについて、90 日ごとの定期的なメンテナンスのアップデートを実行します。 

 シスコが必要とみなす重要なアップデートは、お客様への通知から 30 日以内に、シスコが
実施する必要があります。 

 シスコが、本サービス提供の一環としてソフトウェアまたはスクリプトをお客様に提供す
る場合、当該ソフトウェアやスクリプトは本サービスに付随して提供されるため、シスコ 
機密情報とみなされます。ソフトウェアおよびスクリプトは、基本契約書（グロサリーで
定義されるとおり）に従いお客様にライセンスされています。基本契約において該当する
ソフトウェア ライセンスの定めがない場合、以下に掲載されるシスコ エンド ユーザ ライセ
ンス契約に従うこととなります。http://www.cisco.com/go/eula [英語] シスコおよびそのライ
センサーは、ソフトウェアおよびスクリプトの単独かつ排他的な所有権を保有します。こ
れには、ソフトウェアおよびスクリプトの変更、改良および二次的著作物の一切の知的財
産権を含みますがこれらに限定されません。 

 シスコが、ソフトウェアのソース コード バージョンをお客様に提供する場合、かかるソー
ス コード（当該ソース コードのコピー、修正、改良および二次的著作物を含みます）はシ
スコ 機密情報であり、安全に保管しなければならず、本サービスの目的を達成するために、
当該ソース コードにアクセスする必要があるお客様の担当者のみがアクセスできるものと
します。シスコによる別段の定めがない限り、シスコがお客様に付与するライセンスには、
シスコが明確に許可するお客様の内部使用目的に限り、提供されたソース コードを改変お

http://www.cisco.com/go/eula
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よび改良するための限定的ライセンスが含まれています。シスコの要請がある場合、お客
様は、お客様所有のシスコが提供したソース コードを削除するか、同等の機能を有するシ
スコ提供のオブジェクト コードにより代用することとし、またかかる削除および代用をシ
スコに許可することとします。「ソース コード」とは、判読可能かつ非コンパイルの形式
のソフトウェア コードをいい、これには、プログラマのメモ、関連する資料および文書が
含まれます。 

  ソフトウェアは、別途のライセンス条件が適用されるオープン ソース ソフトウェアを含む
ことがあります。ご質問がある場合、または、適用されるオープン ソース ライセンスに基
づき受領が可能なオープン ソース コードのコピーの受領を希望する場合には、シスコ
（external-opensource-requests@cisco.com）までお問い合わせください。 

 保証およびサポートの免責事項。相反する定めにかかわらず、シスコとそのライセンサー
は、ソフトウェアおよびスクリプトを「現状有姿」で提供し、商品性、特定目的への適合
性および非侵害の黙示的保証を含みますがこれらに限定されない、明示的、黙示的または
法定上のすべての保証、条件、または他の規定を明確に否認します。シスコは、ソフト
ウェアおよびスクリプトが中断やエラーなく動作すること、またはかかるソフトウェアお
よびスクリプトを使用する機器、システム、ネットワークについても、侵入や攻撃に対す
る脆弱性がないことを保証しません。本サービスディスクリプションにおいて明確に定め
る場合を除き、シスコは、当該ソフトウェアおよびスクリプトのサポートまたはメンテナ
ンス（アップグレード、アップデート、メンテナンス リリース、または修正を含みますが
これらに限定されません）について義務を負いません。 

4.1.5b – Cisco Cloud がホストする Analytics and Insights ポータル 

 データ収集ツールは、ポータルの機能、インサイトおよび推奨事項を提供する必要があり
ます。 

 別段の定めがない限り、Cisco Cloud Analytics and Insights ポータルにおいて主な実用的インサ
イトを確認した上で次のステップを判断するため、お客様の主な担当者と、月間最大 2 時
間までのリモートによる連携セッションを実施します。 

 ポータル用のお客様のアカウント作成を支援します。 
 ポータル管理者として、5 名までのお客様担当者が、コンテンツを利用できるようにします。 
 シスコの標準メンテナンス スケジュールおよび手順に従った予防保守を提供します。 
 ポータルを適切に提供するためにシスコが必要とみなすテクニカル サポートを、お客様に

提供します。 

4.1.5c – シスコのオンプレミス型 Analytics および Insights ツール 

 本サービスの期間中、シスコがネットワーク データ収集および分析のために適切と特定す
る場合、シスコのオンプレミス型 Analytics and Insights ツール（ソフトウェアのみ）を提供
します。 

mailto:xternal-opensource-requests@cisco.com
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注： シスコは、シスコのオンプレミス型 Analytics および Insights ソフトウェアをインストール、
更新および維持するために、シスコが承認し、お客様が提供するハードウェアにアクセス
する必要があります。 

4.1.5d – ソフトウェア / 設定 / 規制のコンプライアンスと改善 

 シスコのデータ収集ツールからの情報を利用するため、シスコのネットワーク マネージャ
をインストール、維持および設定します。 

 ネットワーク設定および変更管理（NCCM）ソフトウェアに、お客様向けにカスタマイズさ
れたダッシュボード表示を作成します。 

4.1.6 – ラーニング ライブラリ 
以下の責任は、下記の技術ナレッジ ライブラリ（TKL）および シスコ プラチナ ラーニング ラ
イブラリ（CPLL）に適用されます。 

 ラーニング ポータル用のお客様のアカウント作成を支援します。 
 コンテンツをホストし、シスコの標準メンテナンス スケジュールおよび手順に従った予防

保守を実施します。 
 ポータルに関連する技術的問題のトラブルシューティングを行います。 

- TKL 送信先：tkl-support@cisco.com 
- CLL 送信先：ask_cpll@cisco.com 

 本サービスを適切に提供するためにシスコが必要だと考えるテクニカル サポートをお客様
に提供します。 

4.1.7 – 変革管理オフィス 
 TMO アクティビティおよび TMO を提供するシスコのリソースの調整および管理のために、

お客様の主要な連絡窓口として務めるシスコの変革管理オフィス（TMO）のポートフォリ
オ マネージャを指名します。 

 プロジェクトの状況を確認するために、TMO ポートフォリオ マネージャの判断に応じてお
客様と対面する定期訪問に参加します。 

 

mailto:tkl-support@cisco.com


章：General Terms | 節：お客様の一般的責任 

Controlled Doc. # EDM-123713487 Ver: 3.1 Last Modified: Tue Oct 09 08:32:24 PDT 2018 
CISCO PUBLIC INFORMATION、Cisco Business Critical Services General Terms.docx 

4.2—お客様の一般的責任 

セクション ナビゲーション 

お客様の一般的責任には、以下の責任が含まれます。下記項目は以降の詳細項目へリンクして
います。 

 4.2—お客様の一般的責任 

- 4.2.1 – 追加の制限 
- 4.2.2 – 担当者 
- 4.2.3 – 会議、通信、およびコラボレーション 
- 4.2.4 – 文書および情報の要求 

o 4.2.4a – 一般情報 
o 4.2.4b – ネットワーク、アプリケーション、およびサービス 
o 4.2.4c – 設計、テスト、および実装 

- 4.2.5 – シスコ ツール 
o 4.2.5a – シスコ データ収集ツール 
o 4.2.5b – Cisco Cloud がホストする Analytics and Insights ポータル 
o 4.2.5c – シスコのオンプレミス型 Analytics and Insights ツール 
o 4.1.5d – プラットフォームのインサイトおよびソフトウェアのライフサイクル管理 

- 4.2.6 – 技術ナレッジ ライブラリ 
- 4.2.7 – テクニカル アシスタンス センター 
- 4.2.8 – プロセスおよび手順 
- 4.2.9 – ポリシー、アクセス、および安全性 
- 4.2.10 – 変革管理オフィス 
- 4.2.11 – サービスの終了 

4.2.1 – 追加の制限 
 お客様は、そのネットワーク設計、ビジネス、法規制の遵守、セキュリティ、プライバ

シー、およびその他の要件の決定および実行について単独で責任を負い、シスコは、かか
る要件を満たさないことについて責任を負いません。 

 シスコの義務は、シスコとお客様が決定するタスクについて全般的な支援を提供すること
であると認めます。かかる支援は、お客様の指示および管理に基づき実施され、結果とし
てタスクの一部または全部を完了する場合があります。 

 本サービスは、本文書に記載されているイニシアチブおよび活動を支援するためにお客様
に提供されるもので、シスコは費用またはスケジュールに対する責任を一切負わないもの
とします。 
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本サービスディスクリプションの発効後にネットワーク構成が変更される場合、お客様は、
かかる変更から 10 日以内に書面でシスコに通知する責任を負います。ネットワーク構成が
本サービスの見積書に記載される当初の価格の範囲を超える場合、シスコは、料金の変更
を求めることができます。 

4.2.2 – 担当者 
 シスコのすべての連絡に対処することができる単一の連絡窓口となるプログラム マネー

ジャ（以下「お客様プログラム マネージャ」といいます）を、適切なレベルのアプリケー
ションおよびネットワークの経験を有する人員の中から指名いただきます。当該マネー
ジャは、オンサイトのアセスメント作業のお客様側担当者として、施設や会議室への立ち
入り、電話の使用およびスタッフのスケジュールを調整します。 

 お客様プログラム マネージャが不在の場合の代替連絡先を指定します。 
 プロジェクト完了の責任を負い、プロジェクト実行に関する判断の権限を有する、プロ

ジェクトのスポンサーを特定します。 
 本サービスの責任を果たす目的によるシスコの合理的な要求に応じ、関係者の会議の日程

を調整し、情報、データおよび文書の依頼を適時に満たすための、プロジェクト マネー
ジャ（以下「お客様プロジェクト マネージャ」といいます）を指名します。 

 成果物に関し、お客様の指定する役割および責任のリストを、シスコ プロジェクト マネー
ジャに提供します。 

 2 名以上 6 名以下の技術担当者を指名します。当該担当者は、シスコが指名するエンジニア
に対する主要な技術窓口として務める、ネットワーク エンジニア リング、ネットワーク  
サポート、ネットワーク セキュリティ、データセンター、およびコラボレーション テクノ
ロジーにおけるお客様の従業員である必要があります。 

 上級エンジニア、関係者、および意思決定者への連絡先として、ネットワーク デバイス 
設定に必要な変更を加える権限を持って参加する担当者を指定します。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、本サービスディスクリプションに基づくサービ
スの実施の管理（例：週ごとの電話会議の議長、プロジェクトおよび活動の優先順位付け
でのサポート）を管理するお客様の主要な窓口として指名します。 

 指名された担当者に対し、ケースの開始およびシスコ サービス エンジニアとの連絡や業務
のためのプロセスおよび手順に関する情報を提供します。 

 ビジネス、アーキテクチャの計画、設計、エンジニアリング、管理、運用、セキュリティ
分野からの主要なスタッフが、本サービスの過程において、適時に情報を提供し、予定さ
れた情報収集セッション、面談、会議および電話会議に参加できるよう確保します。 

 適切なビジネスと IT の関係者が、プレゼンテーション、レビューおよび成果物の受け入れ
時にシスコと同席できるよう確保します。 

 主要な関係者による適時のレビュー、承認、およびシスコ サービスが提供する推奨事項の
実行を確保します。 
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 シスコ プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム（PSIRT）に関連するすべ
ての通知を処理するための、所定の担当者を配置します。 

 エスカレーション関連のサポートについて、単一の連絡窓口をお客様のサービス デスクに
配置します。 

 専門知識のセッションについて、お客様は、シスコのオフィスで提供されるセッションに
ついて生じる自己の費用を負担します。お客様が、リモートで提供を指定されたセッショ
ンについて、お客様のサイトでオンサイトにより提供するよう依頼する場合、お客様は、
オンサイト セッションの提供にかかるシスコ側の費用を負担します。 

4.2.3 – 会議、通信、およびコラボレーション 
 会議、面談、ワーク ショップ、および結果の確認を含む本サービスの過程で、お客様のビ

ジネス、エンジニアリング、技術、セキュリティ、管理および運用のスタッフに加え、主
要な関係者が参加するよう確保します。 

 成果物、アクティビティおよび翌四半期の計画を確認するため、電話または対面による定
期的な会議（通常は週ごと、またはシスコ プロジェクト マネージャの要求に応じ）に、 
参加します。 

 未解決の Cisco Technical Assistance Center（TAC）のケース レビューについて、定期的な電話
会議（通常は週ごと、またはシスコの運用マネージャの要求に応じ）に参加します。 

 お客様の拠点で実施される作業のための会議、面談、情報移転セッション、ワークショッ
プ、および促進されるセッションに適切なオフィス施設へのアクセスを、シスコに提供し
ます。 

 オンサイトで実施されるサービスについて、お客様は、必要に応じシスコの職員がオフィ
ス施設を利用できるようにします。これには、電話のあるデスク、建物への入退室、お客
様のネットワークおよびインターネットへの適切な接続が含まれます。 

 シスコが提供するコミュニケーションおよびコラボレーション ツールを使用します。お客
様が、会議の主催、文書の管理、インスタント メッセージング、デスクトップ共有、およ
びコラボレーション スペースについて、シスコ以外の提供するコラボレーション ツールを
使用する場合、お客様は、それらのツールへのアクセスをシスコに提供します。 

 シスコとのコミュニケーションを目的とした社内メール エイリアスを作成および管理します。 
 ナレッジ移転セッションを提供するために必要な施設と機器の日程調整をします。 

4.2.4 – 文書および情報の要求 
 お客様の最新の環境に関する最新かつ有効な関連情報を、シスコに提供します。お客様は、

シスコが本サービスを提供するために、かかる情報に依存することを認めます。 

注： シスコは、以下の成果物の説明項目に、「収集すべき追加情報」の見出しで、必要な特定
の情報例のリストを含めることがあります。 
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 両当事者による別段の合意がない限り、お客様は、本サービスの提供を目的とする関連情報
または文書についてのシスコによる要求について、シスコの要求後 5 営業日以内に、シスコ
に提供されるよう確保することとします。5 営業日が合理的に可能でない場合、お客様は、
お客様がシスコの要求を満たす日付について速やかに、シスコに通知することとします。 

 両当事者による別段の合意がない限り、補足の文書または情報に関するシスコの依頼から 3 
営業日以内に回答します。 

 予定された電話会議において、または書面の要求に応じ、シスコの要求後 2 営業日以内に、
フィードバック、コメントおよび改訂要求をシスコに提供します。 

 本サービスおよび成果物に該当する要求と情報を、シスコに通知および提供します。これ
には、以下を含みます。 

4.2.4a – 一般情報 

- 会社のビジネス目標および戦略、目的、成長、プロジェクトおよびサービスに関連する
メトリクスのガイドライン。 

- 組織構造、ビジネス ユニットおよび部門。 
- プロジェクト憲章、スケジュール、および役割と責任。 
- 過去 12 ヵ月以内の、設計のアップグレードまたは変更。 
- インフラストラクチャおよびアプリケーション サービスについての、サービス レベル

契約および/またはサービス レベル目標（パフォーマンス、セキュリティ、回復時間、
目標、および要件を含みます）。 

4.2.4b – ネットワーク、アプリケーション、およびサービス 

- ネットワークを介して実行されているアプリケーションとサービス。 
- 事業に不可欠なアプリケーションと、お客様の優先方式。 
- 予想されるネットワークおよびサービスの成長およびアプリケーション ミックスの変動 
- キャパシティ要件の拡張/縮小のような変更の影響、現在のビジネス モデルに対し計画

されている変更、またはその他キャパシティに関する問題。 
- 計画された変更、新しいテクノロジー アプリケーションまたは主要な設計変更（短期的

および長期的）。 
- ビジネス継続性、統合（例：インフラストラクチャ、アプリケーション リソース）およ

び仮想化に関する計画 

4.2.4c – 設計、テスト、および実装 

- お客様のネットワークが、お客様の具体的な一連の技術要件を満たすため、いかに構築
および設計されているか、または構築および設計を計画されているかについて。これに
は、特定のサービスに必要な、設計と拡張性の目標、セキュリティ、計測および管理、
ソリューション コンポーネント（ハードウェアおよびソフトウェアのリリース、構築計
画、実装計画およびテスト計画など）を含みますがこれらに限定されません。 



章：General Terms | 節：お客様の一般的責任 

Controlled Doc. # EDM-123713487 Ver: 3.1 Last Modified: Tue Oct 09 08:32:24 PDT 2018 
CISCO PUBLIC INFORMATION、Cisco Business Critical Services General Terms.docx 

- 設計文書、計画された設計、現在のおよび計画中のトラフィック特性、および予想され
る変更を含む以降の拡張要件。 

- お客様の実装計画および/または導入スケジュール。 
- ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク サービス、アプリケーション サービス、

セキュリティ、および管理ソリューションのための、認定およびラボ テストのプロセス。 
- シスコが根本原因解析を実施するために必要な、すべての情報。 

注： お客様は、シスコが本サービスに基づき、コンテンツ（本サービスの文書、メールおよび
レポートを含みます）をお客様固有の形式、文書およびテンプレートに移行する責任を負
わないことを認めます。 

4.2.4d – 専門知識セッション 

- 遅くともセッションの 45 日前までに、参加者リストに加え、セッションの焦点に関す
る場合には参加者の役割と役目を提供します。 

4.2.5 – シスコ ツールおよびクラウド ポータル 
 自動ツールを使用するかにかかわらず、本サービスの履行と最適化に必要な情報を収集で

きるよう、シスコ チームをサポートします。 
 サービス契約期間全体に亘り、お客様がアクセス可能なポータルまたはオンライン コン

ポーネントへアクセスできるようにするため、必要に応じて権限が与えられる Cisco.com お
客様ユーザ ID のリストを提供します。 

 ポータルについて、コンテンツを視聴する権限のあるお客様の職員（以下「権限のある視
聴者」といいます）のニーズをシスコが把握できるよう、シスコ チームと共にトレーニン
グおよび/またはフィードバック セッションに参加します。 

 お客様は、Cisco Cloud がホストする Analytics and Insights ポータルおよび、本サービスディ
スクリプションに定めるとおり提供され得るシスコがホストするその他のサービスを、お
客様の担当者、パートナーまたはお客様によりもしくはお客様のために指名されるその他
の者が使用することに対し責任を負います。かかる使用は、
http://www.cisco.com/c/en/us/products/universal-cloud-agreement.html [英語] に掲載される、
ユニバーサル クラウド規約を条件とし、かかる規約は参照により本契約に組み込まれるこ
ととします（当該規約の期間と更新の規定を除きます）。本サービスディスクリプション、
基本契約およびユニバーサル クラウド規約間に矛盾する定めがある場合、かかる矛盾を解
決する優先順位は、本サービスディスクリプション、基本契約、その後ユニバーサル クラ
ウド規約とします。 

注： シスコ ネットワーク コンサルティング エンジニアは、お客様のネットワークからのデータ
の収集を支援するために、シスコが提供するツールおよびポータルに加え、お客様が提供
するデータ、スクリプト、または社内ツールを使用する場合があります。 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/universal-cloud-agreement.html
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 セキュリティ アセスメント テストの機器およびツールに適用される項目は、以下のとおりです。 

- シスコの機器およびツールが、対象の環境に対し配置および使用できるようにします。 
- 提供するサービスの範囲内の環境において、テストおよび自動スキャンを実施するため

の承認を、シスコに提供します（デジタル プロファイルから入手するか、またはお客様
が提供することにより）。 

4.2.5a – シスコ データ収集ツール 

 当該データ収集ツールまたはスクリプトを厳重に管理し、これらにアクセスする必要があ
る、および/またはデータ収集ツールの出力内容を知る必要があるお客様の従業員または再
委託先のみに、アクセスを制限するものとします。 

 シスコが提供したデータ収集ツールがソフトウェアの場合、お客様は、プレミス ベースの
シスコ データ収集ツールのシステム要件を満たすまたは上回る、ネットワークに接続され
た VM を提供することに同意します。 

 データ収集ツールがお客様の管理下にある間に損傷し、紛失し、または盗まれた場合、 
これに対し引き続き責任を負います。 

 シスコが、本文書に定めるデータ収集ツールおよびすべてのポータル（Cisco Cloud がホスト
する Analytics and Insights ポータルおよび、シスコ Wi-Fi Insights ポータルを含みます）の権
利、権原および権益の一切を保持することを認め、これに同意します。 

 シスコが、パートナー ツール（アプライアンス）が必要と判断する場合、お客様は、かか
るパートナー ツールについてラック/スタックおよびネットワーク接続の準備状況を提示す
る必要があります。これには、ケーブル配線および PRI スパン接続および設定（フレーミン
グおよびシグナリングのパラメータなど）を含みます 。 

 初期設定（一度）：シスコがお客様のサイトにおいてデータ収集ツールまたはスクリプト
を提供する場合、初期セットアップが必要となり、お客様は以下の作業を実行する必要が
あります。 

- データ収集ツールのインストールとシステム設定に関する質問表（すなわち、IP アドレ
ス、ネットマスク、ホスト名など）を記入し、シスコ ネットワーク コンサルティング 
エンジニアに返送する。 

- 物理的アクセスが制御された安全な領域で、データ収集ツールのハードウェアをインス
トールする。 

- データ収集ツールのハードウェアをネットワークに接続する。 
- データ収集ツールをお客様の企業ファイアウォールの後ろに配置して保護する。 
- シスコが必要とみなす場合、データ収集ツール API へのアクセスを提供する。 
- インストールおよび設定を完了するために必要なソフトウェアをダウンロードすること

を目的としたシスコの使用のため、データ収集ツールへのアクセスを提供する。リモー
ト アクセスについては、SSH、Telnet、および/またはダイヤルアップのオプションがあ
りますが、グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）へのバーチャル プライベート 
ネットワーク（VPN）アクセスが推奨されます。 
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- データ収集ツールからネットワーク内のすべての製品に SNMP および CLI（コマンド ラ
イン インターフェイス）でアクセスできるようにする（これは、インベントリ、構成情
報、シリアル番号および製品 ID の収集を促進するために必要となります）。 

- ネットワーク内のすべての製品にアクセスできるように、SNMP Read Only（RO）のコ
ミュニティ文字列と CLI（vty/対応 または TACACS ユーザ ID/パスワード）が含まれる
シードファイル フォーマットでネットワーク製品リストをデータ収集ツールに提供する
（これは、データ収集ツールのシードファイルを作成するために必要となります）。 

- Syslog サーバおよびアップロード情報を提供する。 

 データ収集ツール管理（継続）：お客様のネットワークにデータ収集ツール管理がインス
トールされている場合、お客様のネットワークにおけるデータ収集ツールの動作をサポー
トするために、定期的に以下の作業を実行する必要があります。 

- 定期的な 90 日ごとのメンテナンス更新には、以下の責任が含まれます。 
o シスコが必要な更新を実施するために、定期的な 2 時間のメンテナンス時間帯の 

日時について、30 日以上前にシスコに通知する。 
o データ収集ツールの GUI への VPN アクセスを提供する。 
o データ収集ツールの コマンド ライン インターフェイスへの SSH アクセスを提供する。 
o データ収集ツールの更新、セキュリティ アップデート、およびルール ベースのマー

クアップ言語（RBML）アップデート パッケージの転送をサポートするために、
nettools-upload.cisco.com サーバに SSH でアクセスできるようにする。 

o https://nettools-upload.cisco.com [英語] に配置された Cisco CCO/CCX サーバに HTTPS
（SSL）経由でアクセスできるようにする。 

- その他のメンテナンスと改善のアクティビティは、以下の項目で構成されます。 
o シスコが、必要かつ重要なアップデートを実行するために予定される 2 時間の変更

時間帯の日時を、シスコからお客様への通知から 30 日以内に提示する。 
o シスコがトラブルシューティングの目的で使用するデータ収集ツールへのアクセス

を提供する。リモート アクセス、SSH、Telnet、および/またはダイヤルアップのオ
プションがありますが、GUI への VPN アクセスが推奨されます。 

o 製品の追加/削除や製品の認証情報の変更など、ネットワークに加えられた変更を 
シスコに通知する。 

o データ収集ツールとネットワーク内の製品の間で定期的に発生する可能性がある 
アクセスの問題（例：アクセス制御リスト、ファイアウォール）を解決する。 

o お客様は、シスコがお客様に対し、通信の問題によりシスコにデータ収集ツール 
データをアップロードできない、またはデータ収集ツール データのリモート メンテ
ナンスを行うことができないことを通知後 10 日以内に、データ通信の問題を解決す
る必要があります。 

o Syslog、DNS、プロキシ、およびゲートウェイ サーバの IP アドレスに変更を加えた
場合は、シスコ ネットワーク コンサルティング エンジニアに通知する。 
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4.2.5b – Cisco Cloud がホストする Analytics and Insights ポータル 

 お客様は、ポータル インターフェイスへのテスト アクセスについて責任を負います。 
 お客様は、エンド ユーザがポータルにアクセスするためにお客様のネットワークに必要な、

セキュリティ、ネットワーク接続、IP アドレスの割り当て、および必要なファイアウォー
ルまたはアクセス制御リストの変更について、責任を負います。 

 ポータル アカウントの管理に責任を負うポータル管理者として最大 5 名を指名し、そのリ
ストを提供します。 

 お客様のポータル管理者について、以下の新規登録情報を提供します。担当者名、肩書、
メール ID、メールアドレス、電話番号、チームの正リーダーおよび副リーダーのメール ア
ドレス。 

 シスコの推奨事項について協議するために、シスコとの連携セッションに参加します。 
 本ポータルに関連するテクニカル サポートの依頼またはトラブルシューティングの問題に

ついてシスコに通知します。 

4.2.5c – シスコのオンプレミス型 Analytics and Insights ツール 

 本サービスの開始から 30 日以内に、シスコのオンプレミス型 Analytics and Insights ツール
（シスコが提供するソフトウェアのみ）のために、シスコがサポートするハードウェアを
購入、インストール、および利用可能とすることを認め、これに同意します。 

 本サービスディスクリプションに基づき購入した本サービスとは別に、シスコが承認した
ハードウェアならびに、ハードウェア サポートおよびメンテナンス契約を維持することを
認め、これに同意します。 

 シスコが、本文書に定めるとおり、シスコのオンプレミス型 Analytics ソフトウェアの権利、
権原および権益の一切を保持することを認め、これに同意します。 

 シスコのオンプレミス型 Analytics and Insights ツールを運用する目的でシスコが使用する、
シスコの承認した UCS ハードウェアを提供、設置、維持し、シスコによるリモートおよび
物理的なアクセスを許諾します。シスコの担当者のみが、シスコのオンプレミス型 Analytics 
および Insights ツールのソフトウェアにアクセスすることができることとします。 

 シスコのオンプレミス型 Analytics and Insights ツールが、お客様の管理下にある間に損傷し、
紛失し、または盗まれた場合、お客様はこれに対し引き続き責任を負うものとします。お
客様は、このようなシスコのオンプレミス型 Analytics and Insights ツールが厳重に保管され、
シスコのオンプレミス型 Analytics および Insights ツールへのアクセスが必要な、および/ま
たはその出力内容を知る必要があるお客様の従業員または再委託先にアクセスを制限する
よう確保するものとします。 

 初期設定（一度）：シスコのオンプレミス型 Analytics and Insights ツールが、お客様のサイ
トに配置される場合、初期設定が必要となり、お客様は以下の作業を実行する必要があり
ます。 
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- シスコのオンプレミス型 Analytics and Insights ツールのインストールとシステム設定に関
する質問表（すなわち、IP アドレス、ネットマスク、ホスト名など）に記入し、シスコ 
ネットワーク コンサルティング エンジニアに返送する。 

- 物理的アクセスが制御された安全な領域で、シスコのオンプレミス型 Analytics and 
Insights ツールのハードウェアをインストールする。 

- シスコのオンプレミス型 Analytics and Insights ツールのハードウェアを、お客様のネット
ワークに接続する。 

- シスコのオンプレミス型 Analytics and Insights ツールを、お客様の企業ファイアウォール
の後ろに、配置して保護する。 

- 本サービスディスクリプションに記載する成果物をインストール、トラブルシューティ
ング、維持および作成する目的によるシスコの使用のため、シスコのオンプレミス型 
Analytics and Insights ツールへのアクセスをシスコに提供します。リモート アクセスにつ
いては、SSH、Telnet、および/またはダイヤルアップのオプションがありますが、シス
コのオンプレミス型 Analytics および Insights ツールへの VPN アクセスが推奨されます。 

- 該当する場合、シスコのオンプレミス型 Analytics ソフトウェア パッチ、セキュリティ 
パッチおよび RBML アップデート パッケージの転送をサポートするために、シスコのオ
ンプレミス型 Analytics and Insights ツールへのアクセスを提供します。 

- シスコのオンプレミス型 Analytics and Insights ツールからネットワーク内のすべての製品
に SNMP および Command Line Interface（CLI）でアクセスできるようにする（これは、
インベントリ、ソフトウェアおよび構成の情報の収集および分析を促進するために必要
となります）。 

4.2.5d – プラットフォームのインサイトおよびソフトウェアのライフサイクル管理 

プラットフォームのインサイトおよびソフトウェアのライフサイクル管理の成果物は、以下の 
3 種の提供タイプにより提供される、レポートおよび機能で構成されます。 

 タイプ 1 – マニュアルまたはシスコ データ収集ツールで提供するレポート：以下の提供方
法の 1 つまたは複数を使用し、情報が収集および分析され、結果と推奨事項のレポートが
生成されます。 

- シスコ データ収集ツール 
- シスコのソフトウェア リスク分析ツール 
- サード パーティ製ツール 
- 質問書および/またはワークシート 

 タイプ 2 – シスコがホストする、ポータルで提供する機能およびレポート：情報は、シスコ
のデータ収集ツールを通じて収集され、分析されます。また Cisco Cloud がホストする 
Analytics and Insights ポータル機能とレポートを通じて、継続した実用的インサイトおよび
推奨事項が提供されます。 
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 タイプ 3 – シスコのオンプレミス型ツールで提供するレポート：シスコのオンプレミス型 
Analytics and Insights ツールを通じて情報が収集され、分析されます。また結果と推奨事項
のレポートが生成されます。 

上記の成果物と提供タイプについては、Cisco Business Critical Services - Foundation Theme 機能お
よび成果物の記述を参照してください。レポート、機能、およびサポート対象テクノロジーに
ついての詳細情報が記載されています。 

購入されたそれぞれのプラットフォームおよびソフトウェア ライフサイクル管理レポートおよ
び/または機能について、見積書に、提供タイプ（例：タイプ 1、タイプ 2 または タイプ 3 ）お
よびサポート対象テクノロジーが明記されます。 

4.2.6 – ラーニング ライブラリ 
以下の責任は、下記の技術ナレッジライブラリ（TKL）および シスコ プラチナ ラーニング ライ
ブラリ（CPLL）に適用されます。 

 お客様は、エンド ユーザがポータルにアクセスするためにお客様のネットワークに必要な、
セキュリティ、ネットワーク接続、IP アドレスの割り当て、および必要なファイアウォー
ルまたはアクセス制御リストの変更について、責任を負います。 

 お客様は、ポータル インターフェイスへのテスト アクセスについて責任を負います。 
 以下に示す新規登録情報を提供します。チームの正リーダーおよび副リーダーの担当者名、

肩書、住所、電話番号およびメールアドレス、ポータルにアクセスする必要のある、権限
のある視聴者のメール ID および氏名。 

 TKL に適用：必要に応じて、デジタル著作権管理（以下「DRM」といいます）技術で保護さ
れているコンテンツをポータルで視聴するための DRM ソフトウェアをインストールします。 

 以下のシスコ チーム宛てにメールを送信することによって、ラーニング ライブラリ サービ
スに関するテクニカル サポート依頼またはトラブルシューティング問題をシスコに通知し
ます。 

- TKL 送信先：tkl-support@cisco.com 
- CLL 送信先：ask_cpll@cisco.com 

4.2.7 – テクニカル アシスタンス センター 
 お客様のテクニカル アシスタンス センターは、本サービスディスクリプションでサポート

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ものとします。 

 既知の問題、最新の障害、および/または シスコ TAC のケース エスカレーションについて、
速やかにシスコに通知します。 

mailto:tkl-support@cisco.com
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 お客様は、変更時間帯中またはその前に、ベンダーのテクニカル アシスタンス センター
（例：Cisco TAC ）に対しいずれかのケースをプロアクティブにオープンすることに責任を
負います。 

 お客様は、シスコ ネットワーク コンサルティング エンジニアにサポートの問い合わせをす
る前に、ベンダーのテクニカル アシスタンス センター（例：Cisco TAC ）と共に診断を実施
する責任を負います。 

 トラブルシューティングおよび問題解決のため、ベンダーのテクニカル アシスタンス セン
ターから要求される情報へのアクセスを提供します。ベンダーのテクニカル アシスタンス 
センターは、すべてのケースの解決および終了に責任を負います。 

 シスコが指名するエンジニアの窓口担当者として務める、お客様のテクニカル サポート組
織のスタッフを指名します。 

 お客様が指名した担当者に対して、シスコが指名したエンジニアと連携するためのプロセ
スおよび手順に関する情報を提供します。 

 お客様のインシデント処理およびエスカレーション プロセスに関する、連絡先、職務記述
書、役割と責任、ポリシーおよび手順の完全なリスト。 

4.2.8 – プロセスおよび手順 
 業務プロセスの影響およびプロセス変更の実施について、全般的責任を維持します。 
 設定およびソフトウェアの変更をサポートする成果物に適用される項目は、以下のとおり

です。 

- お客様は、シスコ サービス エンジニアに変更のサポートを依頼する前に、設定および/
またはソフトウェアの変更をレビューし、プラットフォームの監査およびソフトウェア 
ライフサイクル管理などの成果物を通じ、本サービスにおいてお客様に提供されたシス
コのベスト プラクティスおよび推奨事項に沿っていることを確認するものとします。 

- シスコ サービス エンジニアに予定される変更を依頼する前に、詳細な依頼およびスケ
ジュールを提出します。 

- 変更を実施する前に、バックアップ設定を実行します。 
- 計画された変更時間帯の前に、お客様が承認取得済の変更依頼を所持していることを確

認します。 
- 計画された変更の前に、変更時間帯の詳細をシスコに提供します。 

- お客様の変更管理プロセスの継続的改善を支援するため、シスコ サービス エンジニア
がサポートする計画的変更に続く、変更後のレビューまたは事後検討に参加します。 

- 必要に応じ、リモート サポートを提供するシスコと共に、すべてのアクティビティを実
施します。 

 お客様のベンダー、エンド ユーザおよびサードパーティーとの契約書が完全に締結され、
本サービスの提供を可能にするための条件が反映されていることを確認します。 
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 お客様は、お客様のビジネス環境の観点から、お客様とケースに関して効率的に対話およ
び打ち合わせを行えるように、自社の業務に関する標準運用手順および社内専門用語に関
する情報をシスコに通知するものとします。 

 本サービスの実施および/または成果物に影響する可能性がある、ハードウェアおよび/また
はソフトウェアのアップグレード、計画された実装アクティビティまたはその他の変更に
ついて、計画された変更アクティビティまたはアップデートの 10 日前までに、シスコに通
知します。 

 導入関連作業の日程変更について、当初の予定日の 72 時間前までにシスコに通知します。 
 シスコのプロジェクト マネージャに、お客様が要請したスケジュール変更について作業予

定の 10 営業日前までに、または 10 営業日前が合理的に可能ではない場合にはお客様から
適時な通知を受けた時点で、シスコのプロジェクト マネージャが変更スケジュールを検討
します。 

 シスコの要請により、シスコが提供する本サービスについてプロジェクト範囲およびプロ
ジェクト スケジュールを定めるために連携し、お客様の主な関係者とスタッフおよびその
可用性を特定した上で作業分解構成図およびプロジェクトのキックオフ ミーティングおよ
び/またはワークショップの開始について定義します。 

4.2.9 – ポリシー、アクセス、および安全性 
 チーム メンバー用の適切な建物への入退室およびバッジ、作業スペース、ミーティングス

ペース、電話、および LAN アクセスをシスコに提供します。 
 お客様の施設に立ち入る際に、必要に応じて適切なセキュリティ チェックおよび/または随

行者の対応をします。 
 お客様の施設にて有効な、職場に関する方針および条件、ならびに職場の環境情報を提示

します。 
 該当する場合、必要な安全性とセキュリティ トレーニングを提供します。 
 指名されたシスコ サービス エンジニアが中断なく以下のいずれかを実施できるよう、シス

コ デバイスへの中断のない電子的アクセス（オンサイトおよびリモート）を提供します。 

- 機能と設定の分析。 
- 実装されたセキュリティ制御のアセスメント。 
- 調整パラメータのアセスメント。 
- 計画された変更期間中のサポート。 

 オンサイトで実施するテスト サービスについて、標準営業時間中、指定されたお客様のラ
ボ施設へのアクセスをシスコ担当者に提供します。 
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4.2.10 – 変革管理オフィス 
注： お客様が担当者の変更を依頼する場合、シスコは最大 60 日のスケジュールの延長期間が必

要になります。 

 お客様は、パフォーマンス目標を効果的に改善するために、プロセス、ツール、スキルと
組織上の役割に関するシスコの推奨事項を実行します。 

 本文書に記載するお客様の義務を適時に果たすために、利用可能なリソースを確保する責
任を負うことを了解し、これに同意します。お客様が、必要なリソースを提供することが
できない、または理由を問わずその義務を適時に果たすことができないことにより、シス
コが本文書に記載する義務を履行できない場合、お客様は、シスコが、お客様の義務の適
時な履行に依存する本サービスの完了（およびその依存関係）に責任を負わないことを認
め、これを承認します。 

 お客様のエグゼクティブ サポートにおいては、シスコ チームと密接に連携し、この取り組
みの利点を積極的に促進して組織の障害を取り除くために、お客様の運営チームからの全
面的な協力を確保する必要があります。 

 お客様の運営チームは、シスコのチームおよびその他の関係者が明確に理解できるよう、
ビジネスの期待事項と優先順位を明確にしなければなりません。 

 お客様の運営チームは、変革ガバナンスチームにより合意がなされない、または解決され
ない問題や判断について、5 営業日以内に解決するよう促進する必要があります。 

 シスコと、プロジェクトに参加するすべてのお客様の部門との間の窓口として務めます。 
 全体的な方向性および運営を提示します。これには、シスコのリソースへの作業の割り当

てと指示を含みます。 
 シスコ サービス提供管理リソースとの組み合わせで見込まれる、スケジュールからの逸脱

を解消します。 
 お客様組織内のプロジェクトの問題について解決とエスカレーションを支援します。 
 お客様は、合意したスケジュールに従い、お客様が割り当てたすべてのタスクを実行する

ものとします。タスクが遅延する場合、お客様は、共同でリスクと影響を評価し、修正後
の完了日について合意するために、シスコ TMO ポートフォリオ マネージャに適時に通知す
るものとします。 

 リソース使用率に影響するタスクについて、適時に承認します。 
 シスコの担当者がサービスの提供期間中にアクセスするシステムおよびプログラムが、適

用される国の法律、規制、および法規の要件を満たしていることを確認します。 

4.2.11 – サービスの終了 
 お客様は、本サービスの満了または終了後直ちに、本サービスの一環として提供された、

シスコに関連するすべての物品（ハードウェア、ソフトウェア、および文書）をシスコに
返却し、シスコがホストするポータルの使用を中止する必要があります。 
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5 — シスコ HIGH-TOUCH EXPERT CARE サービス - サー
ビス レベル契約（SLA） 
本セクションは、シスコ High-Touch Expert Care サービスの一部である、サービス レベル契約
（SLA）に関連する契約条件を定めています。シスコ High-Touch Expert Care サービス レベル契
約について、第 5.5 条に基づく条件を満たす必要があります。 

以下のシスコ High-Touch Expert Care SLA が含まれます。 

o 応答時間の SLA 
• シスコ High-Touch Expert Care サービスの応答時間のパフォーマンスを評価し、 

重大度 1 および重大度 2 のケースに対して定義済みの応答時間目標を設定します。 
o 復元時間の SLA 

シスコ High-Touch Expert Care のネットワーク復元時間を測定し、重大度 1 および
重大度 2 のケースに対して定義済みの復元時間を設定します。 
 

応答時間と復元時間について両当事者間で過去に SLA（既存の SLA ）が交わされている場合で、
お客様がシスコ High-Touch Expert Care サービスを含む、同等レベルのシスコ サービスの機能を
更新する場合、既存の SLA の条件が優先されるものとします。ただしかかる既存の SLA が、最
新の署名済契約に含まれていることを条件とします。 

シスコの機密扱いのネットワーク サポート サービスに適用される例外事項 

 High-Touch Expert Care サービス レベル契約は、Cisco Business Critical Services  Foundation 
Theme の第 3.5 条に基づき定義された、Cisco Business Critical Services 機密扱いのネットワー
ク サポート サービスに使用できません 。 

セクション ナビゲーション 
シスコ High-Touch Expert Care サービス レベル契約には、ナビゲーションが容易となるようそれ
ぞれブックマークした、以下の契約条件が含まれます： 

 5.1 – 目的 
 5.2 – 定義 
 5.3 – シスコの責任 
 5.4 – お客様の責任 

- 5.4.1 - 手順 
- 5.4.2 – 応答時間 
- 5.4.3 – 復元時間 
- 5.4.4 – サービス クレジット 

 5.5 - 条件 
 5.6 – 期間および終了 
 5.7 – サポート終了  

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Foundation_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Foundation_Theme.pdf
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5.1 – 目的 
シスコ High-Touch Expert Care SLA の目的は、本 SLA の対象製品に関連する重大度 1 と重大度 2 
のサービスリクエストを解決するため、お客様に対応および支援するシスコの義務について、
その遂行を両当事者が監視および評価する上で支援することです。以下に詳細に説明されてい
るように、両当事者は、応答時間および復元時間のパフォーマンス目標に関して、これらの各
サービスリクエストの 95 % 以上達成することを見込んでいます。 

5.2 – 定義 
a）「開始日」とは、最初の測定期間が開始される日を意味し、第 5.5 条に基づき定める必要な
成果物に従う必要のある発注書をシスコが受理した翌暦月の最初の日になります。 

b）「測定期間」とは、開始日後の重複しない 3 ヵ月の各期間を意味します。 

c）「オンタイム サービス イベント」とは、（i）対応時間が対応時間の義務の範囲内にある、
または（ii）復元時間が復元時間の義務の範囲内にあるサービス イベントを意味します。 

d）「オンタイム パーセンテージ」とは、（i）特定の測定期間内でのオンタイム サービス イベ
ントの数と（ii）同じ測定期間内でのサービス イベントの総数の比に 100 を乗じた値を意味し
ます。 

e）サービス イベントの 「対応時間」とは、TAC サービスリクエストの作成を開始後、シスコ
のエンジニアがお客様の担当者と連絡を取るまでの時間を意味します。 

f）「応答時間の義務」は、重大度 1 のサービス イベントでは 15 分以下、重大度 2 のサービス 
イベントでは 30 分以下の応答時間をいいます。 

g）サービス イベントの 「復元時間」とは、TAC サービスリクエストの作成を開始後、シスコ
がシスコ製品の機能を十分に使用可能なレベルまで復元するための技術情報（導入されている
場合）を提供するまでの時間を意味します。 

h）「復元時間の義務」は、重大度 1 のサービス イベントでは 4 時間、重大度 2 のサービス イ
ベントでは 8 時間の復元時間をいいます。該当するシスコ サービスディスクリプションに定義
するサード パーティ製品、またはフィールド交換可能ユニット（FRU）もしくはフィールド エ
ンジニア（FE）のシスコによる提供に関連するメトリクスは、かかる復元時間の義務の対象で
はありません。 

i）「サービス クレジット」とは、第 5.5 条に定められたように、シスコが特定の測定期間にお
ける対応時間または復元時間のオンタイム パーセンテージを達成できなかった場合に、今後の
購入に対するクレジットとしてシスコがお客様に提供する米ドルでの金額を意味します。 
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j）「サービス イベント」とは、お客様がシスコ High-Touch Expert Care と連絡を取った結果、シ
スコ標準の重大度およびエスカレーションのガイドラインに定義されているように、重大度 1 
または重大度 2 の TAC サービスリクエストが作成されることを意味します。 

k）「SLA 製品リスト」とは、本サービスの契約書に定めるとおり、本 SLA を条件とし、第 5.5
条に基づき必要な成果物によりサポートされる、シスコ製品のリストを意味します。 

5.3 – シスコの責任 
本 SLA におけるシスコの責任は次のとおりです。 

（a）シスコは、第 5.5 条に基づき必要な成果物に記載されるとおり、本サービスを実施します。 

（b）シスコは、お客様から提供された情報に基づいて、SLA 製品リストを更新し、維持します。 

（c）シスコは該当する場合、以下第 5.5 条に従い、お客様の書面による要請を受領後 30 日以内
に、お客様にサービス クレジットを提供します。ただし、本文書において支払い対象となる
サービス クレジットを生じる事項に関連してその他のサービス クレジットがお客様に提供され
ている場合には、かかるサービス クレジットは提供されないこととします。 

5.4 – お客様の責任 
本 SLA におけるお客様の責任は次のとおりです。 

5.4.1 – 手順  

各測定期間の終了後、シスコは、以下の第 5.4.2 条および第 5.4.3 条に示す、応答時間と復元時
間の計算を含むレポートをお客様に提供するものとします。 

（a）お客様が第 5.5 条に基づき必要な成果物を購入した場合、かかるレポートを受領後 30 日以
内に、お客様は適切なクレジットを書面によりシスコに請求するものとします。 

（b）第 5.4（A）条に記載されるレポートを除き、第 5.4 条全体は、お客様がシスコから直接本
サービスを購入する場合にのみ適用され、お客様が本サービスを、シスコ認定リセラーを通し
て購入した場合には適用されません。お客様に適用されるクレジットは、お客様と本サービス
を購入したシスコ認定リセラー間の別途の契約に基づき対処されます。 

  

http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Severity_and_Escalation_Guidelines.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Severity_and_Escalation_Guidelines.pdf
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5.4.2 – 応答時間 

いずれかの測定期間中に少なくとも 20 のサービス イベントがあり、かかる測定期間内での 
応答時間のオンタイム パーセンテージが 95 % 未満の場合、シスコは、500 ドルに、95 % のし
きい値を下回るシスコが応答時間義務を果たしていないサービス イベントの数を乗じた金額に
相当するサービス クレジットをお客様に提供するものとします。 

例として、測定期間中のサービス イベントの数が 300 であり、応答時間に対するオンタイム 
サービス イベントの数が 265 の場合、かかる測定期間中にお客様に支払われるべきサービス ク
レジットは、以下のとおり計算されます。 

例 - サービス クレジットの計算 

 95 % のオンタイムのしきい値 =（300 X 0.95）、つまり 285 のオンタイム サービス イベント 
 しきい値未満のオンタイム サービス イベントの数 = 285 から 265 を引いて、20 のサービス 

イベント 
 サービス クレジット =（500 ドル X 20）、つまり 10,000 ドル 

測定期間内のサービス イベントが 20 未満の場合、シスコは、シスコがかかる測定期間内に対
応時間の義務を果たさなかった各サービス イベントに対して（最初のサービス イベントを除き
ます）、500 ドルに相当するサービス クレジットをお客様に提供するものとします。 

5.4.3 – 復元時間 

いずれかの測定期間中に少なくとも 20 のサービス イベントがあり、かかる測定期間内での復
元時間のオンタイム パーセンテージが 95 % 未満の場合、シスコは、1,500 ドルに、95 % のしき
い値を下回るシスコが復元時間の義務を果たしていないサービス イベントの数を乗じた金額に
相当するサービス クレジットをお客様に提供するものとします。 

例として、測定期間中のサービス イベントの数が 30 であり、復元時間に対するオンタイム 
サービス イベントの数が 25 の場合、かかる測定期間中にお客様に支払われるべきサービス ク
レジットは、以下のとおり計算されます。 

例 - サービス クレジットの計算 

 95 % のオンタイムのしきい値 =（30 X 0.95）、つまり 29 のオンタイム サービス イベント 
 しきい値未満のオンタイム サービス イベントの数 = 29 から 25 を引いて、4 のサービス イ

ベント 
 サービス クレジット =（1,500 ドル X 4）、つまり 6,000 ドル 
 
測定期間中のサービス イベントが 20 件未満の場合、シスコは、測定期間中に復元時間の義務
を果たさなかった各サービス イベントに対して（最初のサービス イベントを除きます）、
1,500 ドルに相当するサービス クレジットをお客様に提供するものとします。 
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5.4.4 – サービス クレジット 

第 5.4 条に記載のサービス クレジットは、本 SLA に定めるオンタイム パーセンテージの未達に
対するお客様の唯一かつ排他的な救済策であると共に、本 SLA に基づいて、シスコおよびその
供給業者のすべての責任となります。 

（a）本 SLA に基づき単一の測定期間についてシスコがお客様に発行するクレジットの上限は、
第 5.5 条に基づき必要な成果物に対してシスコが受領した支払い済サービス料金総額の 5 % と
します。サービス料の総額は、以下の説明と、見積書に記載される SKU に関連する料金です。 

シスコ High-Touch Expert Care 運用管理サポート サブスクリプ
ション サービス 

CON-NW-OMS 

（b）いかなる場合にも、第 5.5 条およびシスコとお客様の間で締結されたその他のサービス レ
ベル契約に基づく四半期ごとのサービス クレジットの合計は、当該期間に本 SLA およびその他
のサービス レベル契約に基づいて購入する必要があるすべてのサービスに対して、お客様がシ
スコに支払った四半期の合計金額の 5 % を超えないものとします。 

（c）本 SLA に基づいて発行されるクレジットは、発行後 12 ヵ月間におけるシスコ サービスの購
入に対してのみ、お客様が適用することができます。クレジットを現金に換えたり、シスコに
支払うべき金額の相殺に使用したり、他者に移転したりすることはできません。 

5.5 – 条件 
シスコは、次のすべての条件が満たされる場合にのみ、本 SLA に基づいてサービス クレジット
を発行する責任があります。 

（a）お客様が、環境仕様などの公開された仕様に沿ってネットワークを使用すること。 

（b）お客様が、本 SLA の全期間を通じて以下のすべてを遵守すること。 

お客様は、シスコ High-Touch Expert Care サービス 応答時間と復元時間サービスについて、
最低限必要な成果物（以下の Cisco Business Critical Services 基礎成果物を含みます）を維持す
る必要があります。 
High-Touch Expert Care 

o 3.3.7 インシデント管理 
o 3.3.8a 問題管理 – High-Touch テクニカル サポート 

（c）お客様が、SLA 製品リストにある製品の変更（当初の構成が変わるようなコンポーネント
のアップグレードや変更を含みます）に関して、10 営業日前に書面でシスコに通知し、シスコ
の合理的な推奨事項を遵守すること。 

（d）お客様が、シスコによる本 SLA に基づく履行が可能となるよう、適時に（i）必要な人員お
よびお客様の施設への物理的アクセスをシスコに提供し、必要に応じて SLA 製品リストの製品
へのリモート ネットワーク アクセスを提供し、（ii）シスコが推奨する変更を実施すること。 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Foundation_Theme.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Business_Critical_Services_Foundation_Theme.pdf
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（e）お客様が、すべての重大度 1 および重大度 2 のリクエストについて、シスコが提供する
電話番号を使用して、シスコ High-touch テクニカル サポート チームに直接開始すること。 

5.6 – 期間および終了 
本 SLA の期間は、開始日から 12 ヵ月間とします。本 SLA が添付されている契約がより長期 
である場合にかかわらず、本 SLA の期間は、（i）シスコ High-Touch Expert Care サービスおよび
第 5.5 条に基づき特定される必要な成果物の満了もしくは終了、または（ii）本 SLA の発効日か
ら 12 ヵ月後のうち、より早い時点で満了となるものとします。本 SLA は、両当事者が署名する
契約書によってのみ更新できるものとします。上記にかかわらず本 SLA は、（a）契約の満了ま
たは終了時に自動的に終了するか、または（b）両当事者が書面により合意する時点で終了する
ものとします。 

5.7 – サポート終了 
本 SLA は、シスコとお客様の間で、販売終了後のサポートおよび SLA の適用に関して書面で 
実行されている合意済の計画がある場合に限り、販売終了日を経過した製品を対象とします。
いかなる状況においても、本 SLA はサポート終了日を経過した製品には適用されません。 
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