
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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Cisco Business Critical Services 3.0 

このサービスディスクリプションは、「シスコがサービスを提供する方法」と併せてお読みください。 

Cisco Business Critical Services 3.0 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、Software Support Services（SWSS）、Solution Support、
Limited Lifetime Warranty、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。 

サービスパッケージ 

Cisco Business Critical Services 3.0 はパッケージごとに合わせたサービスを提供します。次の表に、各パッケージで提供可能な
サービス機能を示します。次の表で参照されている「年」、「月」、および「四半期」はサービス期間ごとのものです。 

 

サービスパッケージの機能 Essentials Advantage Premier 

運用最適化サポート 

● コンフィグレーション  
ベストプラクティス  
レポート 

● Syslog 分析レポート 

● Field Notice レポート 

● ハードウェア ライフサ
イクル マイルストーン 
レポート 

● 製品セキュリティアドバ
イザリ影響アセスメント 

● ポリシー分析レポート 

● デザインビルダーレ
ポート 

● ソフトウェア管理戦略
レポート 

● ソフトウェアの分析お
よびリリース基準レ
ポート 

● リスク分析レポート 

● 技術レビューセッション 

レポートは一度に 1 つのアー
キテクチャのみを対象とし、
レポートは毎回 4 件まで、年

間最大 20 件まで。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技術レビューセッションは、
1 ヵ月あたり 1 回まで 

各レポートは一度に 1 つの
アーキテクチャのみを対象と
し、レポートは毎回 6 件ま
で、年間最大 30 件まで。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技術レビューセッションは、
1 ヵ月あたり 2 回まで 

各レポートは一度に 1 つの
アーキテクチャのみを 
対象とし、レポート数は 

無制限。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技術レビューセッションは 1 
週間あたり 1 回まで 

変更管理サポート 年に 4 回 年に 4 回 一度に対象とするのは 1 回分
の変更作業のみ 

プライオリティ ケース マネジ
メント 

年に 12 件までの重大度 1 お
よび 2 のケース 

年に 24 件までの重大度 1 お
よび 2 のケース 

無制限の重大度 1 および 2 の
ケース 

ATXs: Ask the Experts ATXs カタログへのフルアクセス
（ウェビナー登録が必要です） 

ATXs カタログへのフルアクセス
（ウェビナー登録が必要です） 

ATXs カタログへのフルアクセス
（ウェビナー登録が必要です） 

https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/about/doing-business/legal/service-descriptions/docs/how-cisco-provides-services-jp.pdf
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ACCs: Accelerators N/A 年に 6 回 

各セッションは、30 日前にスケ
ジュールする必要があります。 

一度に対象とするのは 1 回分の
変更作業のみ 

各セッションは、30 日前にスケ
ジュールする必要があります。 

インシデント分析 N/A 四半期に 1 回 四半期に 1 回 

エキスパートレビューワーク
ショップ： 

● コンフィグレビューワーク
ショップ 

● 検証・テスト レビュー 
ワークショップ 

● 導入レビューワーク
ショップ 

● IT 戦略レビューワーク
ショップ 

● アーキテクチャ レビュー
ワークショップ 

● 設計レビューワーク
ショップ 

● 耐障害性レビューワーク
ショップ 

● 評価レビューワーク
ショップ 

N/A 年に 4 回のワークショップ 

各ワークショップは、30 日
前にスケジュールする必要が

あります。 

各ワークショップを完了する
には、少なくとも 2 週間かか

ります。 

一度に対象とするのは 1 回の
ワークショップのみ 

各ワークショップは、30 日
前にスケジュールする必要が

あります。 

各ワークショップを完了する
には、少なくとも 2 週間かか

ります。 

サービスパッケージの提供
形態 

リモート リモート/オンサイト対応 
（8 回/年） 

リモート/オンサイト対応
（12 回/年） 

 

シスコのプロジェクトマネージャは次の作業を行います。 
• お客様とのプロジェクト会議の日時を設定し、会議中にお客様と共に、お客様が購入したパッケージのサービス機能

について毎月のデリバリープランを策定します。 

• 以下の項目を含む四半期レポートを作成します。 

o 実施したアクティビティ 

o 提供物 

o サービスの提供済み回数および残回数 
 

1. Essentials パッケージ 
 

1.1. 運用最適化サポート 
シスコは最大毎月 1 回の技術レビューセッションを通じて、以下に説明する運用最適化レポートの作成およびレビューを
行い、お客様が、データに基づく実用的な推奨事項の優先順位を付け、可用性、パフォーマンスおよびリスクの最小化に
関するお客様の目標に合った決定およびアクションをとるお手伝いをします。お客様は技術レビューの対象としたい運用
最適化レポートを指定するものとします。 
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運用最適化レポート。以下のレポートは、サポートされるシスコのテクノロジーおよび製品によって異なります。お客様
は、購入された運用最適化レポートの数が記載された見積書を参照する必要があります。運用最適化レポートの具体的な
制限事項については、下記の運用最適化サポートの制限事項をご覧ください。データ収集方法として手動のみを選択された
場合の、お客様環境に関する具体的な制限事項については、下記の追加のデータ収集の制限事項をご覧ください。 

• コンフィグレーション ベスト プラクティス レポートは、シスコ製品全体において、お客様が複雑な設定や設定の誤
り、類似のソフトウェア機能で一貫しない設定の矛盾を是正するのに役立ちます。このレポートにより、お客様は
ネットワークがシスコのベストプラクティスおよび業界標準に準拠していることを検証できます。 

• Syslog 分析レポートは、シスコ製品から抽出される運用およびパフォーマンスに関する Syslog データを分析すること
により、シスコ製品に対するサービス上の影響の潜在的リスクをお客様が特定するのに役立ちます。 

• Field Notice レポートは、公開されたシスコの Field Notice の影響を受けるシスコ製品をお客様が特定して追跡するの
に役立ちます。 

• ハードウェア ライフサイクル マイルストーン レポートは、公開されたシスコ製品ライフサイクル マイルストーン
（販売終了日、サポート終了日）の影響を受けるシスコのハードウェアをお客様が特定し、追跡するのに役立ちます。 

• 製品セキュリティアドバイザリ影響アセスメントは、公開されたシスコ製品セキュリティアドバイザリで「Critical」
または「High」の脆弱性により影響を受けるシスコ製品をお客様が特定するのに役立ちます。アセスメントには以下
のものがあります。 

o シスコは、影響を受けるシスコ製品について、お客様がアドバイザリにどのように対処できるかについて推
奨事項を提供します。 

o 公開されたセキュリティアドバイザリの該当リリースが利用可能なソフトウェアアップデート情報を含む場
合、シスコは、影響を受けるシスコ製品に対してお客様が展開済みソフトウェアのレビューを行い、特定さ
れた問題を解決するためのソフトウェアバージョンを推奨します。 

o 1 回の製品セキュリティアドバイザリ影響アセスメントで、以下がサポートされます。 

 シスコの公開スケジュールに従って公開される、Cisco IOS、IOS XE、および NX OS ソフトウェア セキュリ
ティ アドバイザリのシスコリリースバンドル 

 Cisco IOS ソフトウェア、Cisco IOS XE ソフトウェアの個別のセキュリティアドバイザリ（最大 4 件）  

 シスコが公開する、「Critical」または「High」影響評価の製品セキュリティアドバイザリ 

• ポリシー分析レポートは、ネットワーク設計が複雑になる原因となり得るデバイスポリシーの差異を特定するのに役
立ちます。シスコは、ネットワークの複雑さのメトリック、検出されたポリシーの概要、設定済みのポリシーと適用
済みのポリシーの比較、およびお客様が差異に対処するのに役立つ推奨事項を含むポリシー分析レポートを 1 回提供
します。1 回のポリシー分析レポートでは、10 個のポリシーと最大で合計 50 台のお客様のデバイスが調査されます。
Cisco IOS ソフトウェア、Cisco IOS XE ソフトウェア、Cisco XR ソフトウェア、Cisco Nexus OS ソフトウェアのいずれか 1 つ
のみを実行しているデバイスが調査対象となります。 

• デザインビルダーレポートでは、設計ポリシーと設計パターンについて、包括的で詳細なエンドツーエンドのマッピ
ングを作成します。これにより、ネットワークデバイス、機能、および関係を目に見える形でお客様に提供し、弱点
を特定してネットワークのサポートを簡素化できるようにします。1 回のデザインビルダーレポートには、上位 10 個
のポリシーと最大 50 台のお客様のデバイスの調査結果に加え、設計に合致していると認められるノード、隣接する
ノード、欠落しているノードとリンクの概要、および推奨事項が記載されています。Cisco IOS ソフトウェア、Cisco 
IOS XE ソフトウェア、Cisco XR ソフトウェア、Cisco Nexus OS ソフトウェアのいずれか 1 つのみを実行しているデバイ
スが調査対象となります。 

https://tools.cisco.com/security/center/resources/security_vulnerability_policy.html#3psv
https://tools.cisco.com/security/center/resources/security_vulnerability_policy.html#3psv
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• ソフトウェア管理戦略レポート 

o ソフトウェア戦略、ライフサイクル管理、アップグレード計画およびそれを引き起こす要因について、お客
様が対応できるよう支援するために、ソフトウェア管理のプロセスおよび手順に関するドキュメントを 1 つ
作成または更新します。 

o お客様の展開済みの標準およびシスコの推奨事項に基づいて、ソフトウェア導入の KPI を改善するための推
奨事項をお客様にご案内します。 

o シスコが公開したソフトウェア提供停止、ソフトウェア販売終了およびサポート終了についてお客様にお知
らせします。 

• ソフトウェア分析およびリリース標準レポートは、1 つのプラットフォームのソフトウェアとそのソフトウェアリ
リースを分析し、お客様が検討すべきソフトウェアバージョンを推奨します。 

• リスク分析レポートでは機械学習（ML）を使用しており、ネットワーク内のデバイスがクラッシュするリスクをお
客様が特定するのに役立ち、リスクを管理するためのガイダンスを提供します。1 回のリスク分析レポートで 10 台の
シスコデバイスを特定し、以下のデータに基づく分析によってダウンタイムのリスクを軽減することでネットワーク
の可用性を向上させるための推奨事項を提供します。 

o リスクスコアリング 

o 機械学習による要因分析 

o ソフトウェアと機能についての分析  

o ソフトウェア セキュリティ アドバイザリ  

o Field Notice 通知 

o サポート終了通知 

o デバイスのソフトウェア使用状況の世界的なトレンド 

o サポート終了ハードウェアのハードウェア交換オプション 
 

1.2. 変更管理サポート 

お客様は、サービス契約 1 年ごとに最大 4 回の変更管理サポートを要求することができます。シスコは、お客様のスケ
ジュール済みの変更期間に対しシスコのコンサルティングエンジニアのサポートを得る方法について、お客様に手順を提
供します。 

シスコは、お客様のスケジュール済みの変更期間について以下の作業を実行します。 

• シスコは、お客様のスケジュール済みの変更期間の前および期間中に変更のレビューを実施し、要請された情報を提
供します。 

• シスコは、お客様が計画した設定変更、ソフトウェアアップデートおよびアクティビティをレビューし、計画的な変
更をサポートするために技術的な依存関係、影響、およびリスク軽減のベストプラクティス手順を評価します。 

• シスコは、シスコの推奨事項を実施するためのお客様の手順書（MOP）およびテスト結果をレビューします。 

• シスコは、合意されたスケジュール済みの変更期間中、お客様にガイダンスを提供します。 
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1.3. プライオリティ ケース マネジメント 
プライオリティ ケース マネジメント（Priority Case Management：PCM）は、重大度 1 および重大度 2 のケースのうち優先
度が高いケースおよび RMA のモニタリングおよびエスカレーションサポートを提供するキューベースのサービスであり、
リアクティブな問題を毎月報告します。すべてのレポートおよび PCM サービスは、サポート契約に基づいて、Cisco TAC 
が対応するサポート対象製品の重大度 1 および重大度 2 のケースについてのみ提供されます。 

シスコは以下の作業を行います。 

• 重大度 1 および重大度 2 までのケースおよび結果として生じる RMA を標準営業時間中にモニタリングします。 

• 重大度 1 および重大度 2 までのケースおよび結果として生じる RMA のエスカレーションを標準営業時間中にサポート
します。 

• 重大度 1 および重大度 2 のケースおよび RMA の概要情報を含む月次レポートを提供します。 
 
お客様は以下の作業を行います。 

• 関連付けられているシスコサポート契約の重大度 1 および重大度 2 までのケースについて、所定のケース作成プロセ
スに従ってください。 

• シスコの重大度およびエスカレーションに関するガイドライン [英語] に記載されている所定のエスカレーション ガイ
ドラインに従ってください。 

• 監視対象のサービス契約番号をご提示ください。 
 

1.4. ATXs: Ask the Experts 
シスコは、カスタマー サクセス ライフサイクルに沿った内容の、事前登録型または録画済みのウェビナー セッション カ
タログへのアクセスをお客様に提供し、お客様をガイドします。サービス期間中、お客様には ATXs カタログに対するア
クセス権があり、これをすべて閲覧することができます。 

• セッションにはシスコエキスパートが参加し、シスコのソリューションの導入準備、導入、使用、活用、最適化のた
めの知見および推奨プラクティスが共有されます。 

制限事項： 

• 資料および印刷物は提供されません。 

• ATXs: Ask the Experts セッションの録音/録画および再配信は禁止されています。 

• ATXs: Ask the Experts のライブセッションへの参加は、先着 30 名の登録者に限定されます。 
 

2. Advantage パッケージ 

以下に説明する Advantage パッケージには Essentials サービスが含まれています。以下の Advantage パッケージに記載され
ているサービス機能の数は、累計総数であり、Essentials パッケージに含まれるサービス機能の数を含みます。 

 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Severity_and_Escalation_Guidelines.pdf
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2.1. エキスパートレビューワークショップ 
シスコは、エキスパートレビューワークショップを通じて、技術的知識とスキルを強化するためのお客様の取り組みを支援
します。お客様は、以下に記載されているエキスパートレビューワークショップから、サービス契約 1 年ごとに最大 4 回
のエキスパートレビューワークショップを要求することができます。スケジュールされる各エキスパートレビューワーク
ショップの長さは、4 時間以内です。シスコは、エキスパートレビューワークショップ中に提供されるシスコの推奨事項
を要約したレポートをお客様に提供します。 

• コンフィグレビューワークショップは、お客様のソフトウェア機能の計画の決定、新しいソフトウェア機能の設定、
およびお客様の環境での展開に関するベストプラクティスについてガイドすることで支援します。シスコは、お客様
が定義したポリシー コンフィグレーション テンプレートに準拠するシスコ製品の適合傾向を特定するお手伝いをし
ます。シスコは、1 つのシスコプラットフォームと最大 2 つのソフトウェア機能に関するシスコの推奨事項を含むコ
ンフィグレビューレポートを、1 回提供します。コンフィグレビューに関する特定の制限事項については、以下のコ
ンフィグレビューワークショップの制限事項を参照してください。 

• 検証・テスト レビューワークショップは、お客様の環境における新しいソフトウェア機能および設定変更についてお
客様が用意したテスト計画のレビューを行います。既存のテスト計画に基づくお客様の成功基準の策定を、シスコが
ガイドします。シスコは、1 つのシスコプラットフォームと最大 2 つのソフトウェア機能に関するシスコの推奨事項
を含むテストレビューレポートを、1 回提供します。 

• 導入レビューワークショップは、新しいソフトウェア機能および設定変更に関するお客様の実装計画に関して、アド
バイスとガイダンスを提供します。シスコは、1 つのシスコプラットフォームと最大 2 つのソフトウェア機能に関す
るシスコの推奨事項を含む導入レビューレポートを、1 回提供します。 

• IT 戦略レビューワークショップは、インプット要素のレビューを行うことによってお客様によるアーキテクチャコン
セプトまたはアーキテクチャ設計の検証のためのガイドを提供し、アーキテクチャ戦略により実現されるビジネス要
件および技術要件について、お客様が提示したビジョンおよび所望する成果に沿って評価します。シスコは、シスコ
の推奨事項を含む IT 戦略レビューレポートを 1 回提供します。 

• アーキテクチャ レビューワークショップは、お客様のビジネス上およびテクノロジー上の目標に合わせて、ビジネス
要件をアーキテクチャ管理ビジョン、マルチジェネレーション計画、およびターゲット アーキテクチャ モデルに変
換するためのガイドを提供します。シスコは、シスコの推奨事項を含むアーキテクチャ レビュー レポートを 1 回提
供します。 

• 設計レビューワークショップは、シスコのベストプラクティスが組み込まれているか、お客様の目標に沿っているか
どうかを判断するための、お客様の現状の設計についてのガイドを提供します。シスコは、提案された設計変更、展
開モデルの考慮事項、キャパシティと成長の実現、およびお客様の技術要件と期待される利益との整合性についてお
客様が評価を行うのを支援するために、アドバイスとガイダンスを提供します。シスコは、シスコの推奨事項を含む
設計レビューレポートを 1 回提供します。設計レビューに関する具体的な制限事項については、以下の設計レビュー
ワークショップの制限事項を参照してください。 

• 耐障害性レビューワークショップは、お客様のアーキテクチャ設計、設定変更、およびモニタリング機能を評価する
ことにより、お客様の可用性と耐障害性の目標に対する改善点を特定するのに役立ちます。評価対象となるアーキテ
クチャもしくはテクノロジーおよびデバイスの範囲は、見積書に明記されます。シスコは、シスコの推奨事項を含む
耐障害性レビューレポートを 1 回提供します。耐障害性レビューに関する具体的な制限事項については、以下の耐障
害性レビューワークショップの制限事項を参照してください。 
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• 評価レビューワークショップは、お客様環境の対象領域のレビューを行うことによって、ネットワーク要素、テクノ
ロジー、プロトコル、またはソリューションがどのように機能しているかを判断するのに役立ちます。シスコは、評
価の所見に基づいて、お客様が可用性、パフォーマンス、ネットワークの正常性、およびセキュリティを最適化する
のを支援するために、シスコのベストプラクティスと推奨事項を含む評価レビューレポートを 1 回提供します。評価
レビューに関する具体的な制限事項については、以下の評価レビューワークショップの制限事項を参照してください。 

 

2.2. 運用最適化サポート 
シスコは毎月最大 2 回の技術レビューセッションを実施して、Essentials サービスの運用最適化サポートで説明された運用
最適化レポートのレビューを行い、お客様が、データに基づく実用的な推奨事項の優先順位を決めて順序付けし、可用性、
パフォーマンスおよびリスクの最小化に関するお客様の目標に合った決定およびアクションをとるお手伝いをします。 

Air-Gapped Data Collection Tool を利用されるお客様の場合、運用最適化データはオンサイトで収集され、運用最適化レ
ポートが作成されます。Air-Gapped Data Collection については、見積書作成時に指定されている必要があります。 

 

2.3. インシデント分析 
シスコは、以下を含むエキスパートによるインシデント レビューをサービス契約四半期ごとに 1 回お客様に提供します。 

• Cisco TAC（Technical Assistance Center）でお客様がオープンしたケースに関するトレンド、パターン、および対処内容
について四半期ごとにレビューします。 

• シスコは、反復的または組織的な問題を軽減するためにお客様がとる必要のあるアクションを特定する際に役立つよ
うに、ケースを推奨事項と関連付けます。 

• インシデント分析は、サポート契約に基づいて Cisco TAC が対応するケースの対象となるサポート対象のシスコ製品
についてのみ提供されます。 

 

2.4. ACCs: Accelerators 
シスコは、シスコのカスタマー サクセス ライフサイクルに沿った、シスコエキスパートとの 1 対 1 のテクニカルセッ
ションのカタログへのアクセスを提供します。お客様は、サービス契約年ごとに最大 6 回のテクニカルセッションを要求
できます。各セッションは最大 6 時間で、2 週間以内で提供されます。以下に、お客様がカタログからアクセスできる
セッションのカテゴリを説明します。 

• Onboarding Session は、お客様環境内のシスコソリューションの機能と展開時の考慮事項を理解するのに役立ちます。 

• Implement Session は、お客様環境内のシスコソリューションの戦略と展開のベストプラクティスを理解するのに役立
ちます。 

• Use Session は、お客様環境内で展開された機能の使用方法についてガイドします。 

• Adopt Session は、お客様が展開された機能を活用し、環境における機能追加のための計画立案についてガイドします。 

• Optimize Session は、お客様環境内で展開された機能のパフォーマンスを最適化するのに役立つアドバイスおよびガ
イダンスを提供します。 

制限事項： 

• 資料および印刷物は提供されません。 

• ACCs: Accelerators セッションの録音/録画および再配信は禁止されています。 
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3. Premier パッケージ 

Premier パッケージは、Advantage パッケージを拡張したバージョンです。Premier パッケージの拡張内容は以下の通りです。 

• コアネットワーキング、データセンター、セキュリティ、コラボレーション、SP モビリティアーキテクチャにわたっ
てサービスが提供されます。 

• サービス契約 1 年あたりの提供回数は、本サービスの説明の 2 〜 3 ページの表に記載されています。一度に対象とす
るのは 1 回分のみというのは、あるサービスが終了してからでないと別のサービスは開始できないということを表し
ます。運用最適化サポート、変更管理サポート、および Accelerators については、それぞれサービスを完了させるま
でに少なくとも 1 週間を要します。 

 

 
4. Scrum Service 
Scrum Service は、お客様が選択した BCS 3.0 または BCS 2.0 以上のサービス（以下「BCS 2.x」）と組み合わせて提供され、
お客様が購入された特定の BCS サービスを補完するコンサルティングが追加で実施されます。主なプロジェクトのカテゴ
リは以下の通りです。 

• 戦略・計画の立案および最適なアーキテクチャ選定支援 

• 設計支援 

• 導入支援 

• アセスメント・分析支援 

• テスト支援 

• セキュリティ強化・セキュリティインシデント管理支援 

• 運用最適化支援 

• 自動化支援 

• クラウド化支援 

• マトリックス分析 

購入される Scrum Service は、見積書に記載されたものになります。上記のプロジェクトにおいて、アクティビティおよび
提供物は以下のものを想定していますが、その限りではありません。 
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プロジェクトタイプ アクティビティ 提供物 

戦略・計画の立案および最適
なアーキテクチャ選定支援 

● 戦略・計画の立案および最適なアーキテクチャ選定
支援は、お客様がシスコソリューションを導入し、
これに対応するための戦略または計画を立案するの
に役立ちます。 

● アーキテクチャ定義は、カスタマーサポートがテクノ
ロジー導入ロードマップを作成するのに役立ちます。 

● アーキテクチャ管理は、お客様がビジネス要件を評
価し、アーキテクチャ管理のビジョンと戦略、マル
チジェネレーション計画、およびターゲット アーキ
テクチャ モデルに変換するのに役立ちます。 

● 戦略と分析は、お客様が現在のインフラストラクチャ
を拡張もしくは進化させるための戦略を策定すると
き、または新しいシスコのテクノロジーソリューショ
ンに対する戦略を定義するときに役立ちます。 

● 変革管理では、お客様がプロジェクトを調整し、 
優先順位付けするときに役立つサポートを提供しま
す。このサポートには、変革ガバナンス、整合性と
ロードマップの管理、財務管理、リソース管理、変
更管理、プロセス管理が含まれます。 

● アーキテクチャ準備状況アセスメントでは、ハード
ウェア、ソフトウェア、設計、リンクおよび電力を
含む付加的なインフラストラクチャをサポートする
ため、現在のインフラストラクチャ計画へのインサ
イトを提供します。 

● アーキテクチャ開発では、そのライフサイクル全体
を通じて迅速な方法を適用しつつ、ビジネス、組織
およびシステムの要件が定義、分析、統合、実装お
よび進化されたアーキテクチャ開発手法を展開する
ためのプロセスを推奨します。 

● アーキテクチャ管理のビジョン
と戦略に関するドキュメント 

● ターゲットアーキテクチャに
関するドキュメント 

● マルチジェネレーション計画 

● 戦略・分析レポート 

● アーキテクチャ準備状況アセ
スメントレポート 

● アーキテクチャ ソリューショ
ンに関するドキュメント 

設計支援 ● 継続的な設計サポートでは、お客様の設計を段階的
に変更する際の手引きや推奨事項を提示します。 

● 設計の作成では、シスコインフラストラクチャ設計
（概要設計または詳細設計）を作成または改善する
際にガイダンスおよび支援を提供します。 

● 設計変更サポートでは、お客様の設計に対する変更
案の見込まれる実行可能性と影響を評価する際に支
援します。 

● 設計書 
● 設計変更サポートの推奨レ

ポート 

導入支援 ● 移行計画および導入サポートでは、お客様のソリュー
ションの設計変更、依存関係、影響を受けるプロセス
および文書を評価する際にお客様のエンジニアを支援
します。 

● 導入サポートは、お客様が策定した計画および設計を
基に、設計ソリューションを導入または拡張すること
に焦点を当てています。 

● 移行計画の策定と導入における
推奨事項のレポート 

● ソリューションの導入における
推奨事項のレポート 
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アセスメント・分析支援 ● テクノロジー アセスメントでは、シスコ製品のキャパ
シティ、信頼性、全般的なパフォーマンスおよび/また
はセキュリティを最適化するためにギャップを特定
し、推奨事項を提示することでお客様を支援します。 

● 耐障害性アセスメントでは、安全で信頼性の高い、高品
質のネットワークおよびアプリケーションサービスを可
能にする耐障害性と可用性を評価します。このアセスメ
ントでは、シスコ製品のアーキテクチャと運用における
耐障害性と可用性の改善に焦点を当てています。 

● 無線周波数（RF）確認アセスメントでは、RF 環境を
調査し、最適な RF のパフォーマンスと範囲を分析
し、推奨事項を提示します。 

● WLAN RF アセスメントでは、RF 信号の伝達を特定
し、ワイヤレスアクセスポイント（AP）の配置を最
適化するための推奨事項を提示します。 

● ワイヤレス セキュリティ アセスメントでは、お客様
の建物の脆弱性について、お客様のワイヤレス環境の
導入を評価します。 

● ネットワーク セキュリティ アーキテクチャ アセスメ
ントでは、ネットワークにおける、セキュリティに関
するシスコのベストプラクティスからの逸脱とセキュ
リティ上の弱点を特定します。 

● ネットワーク デバイス セキュリティ アセスメントで
は、お客様がデバイス設定を分析してセキュリティ
ギャップを特定することを支援し、設定上のギャップ
を修復するための推奨事項を提示します。 

● テクノロジー アセスメント レ
ポート 

● 耐障害性アセスメントレポート 

● RF 確認文書 

● サイト調査レポート 

● ワイヤレス セキュリティ アセ
スメント レポート 

● ネットワーク セキュリティ 
アーキテクチャ アセスメント 
レポート 

● ネットワーク デバイス セキュ
リティ アセスメント レポート 

テスト支援 ● テスト戦略とテスト計画のレビューにより、お客様が
ビジネス上および運用上のテスト要件と制約事項を評
価し、確認または改善すべき優先事項を分析すること
を支援します。 

● テストおよびラボ検証アセスメントでは、テスト計画
の設計、策定、および展開における一貫性と自動化を
改善するために、お客様の現在のテスト検証に関する
実務と原則を評価します。 

● テクノロジーの活用と移行の検証は、お客様が新しい
テクノロジーのテストサイクルの導入を計画、実行、
およびレポートする際に役立ちます。シスコは、ハー
ドウェア、ソフトウェア、およびアーキテクチャの移
行テストの実施に関するガイダンスを提供しています。 

● テスト検証サポートは、テストのセットアップと実行
ガイダンスを通じて、お客様が新しいテクノロジーを
導入し、コンセプト実証を実施し、新しいアーキテク
チャへの移行を検証する際に役立ちます。 

● テスト実施およびラボ戦略のレ
ビューレポート 

● テスト結果レポート 

● テスト実施およびラボ検証のア
セスメントレポート 

● テスト計画 

● テストレポート 

● テスト実施レポート 
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セキュリティ強化・セキュリ
ティインシデント管理支援 

● ネットワーク侵入テストでは、高リスクかつ悪用可能な
脆弱性を特定する際にお客様を支援し、セキュリティ投
資の効果を測定する機会を提供するために、お客様の単
一のネットワークについて、シミュレートした脅威に対
して外部テストまたは内部テストを実施します。 

● Cisco Red Team と Cisco Purple Team は、お客様のネッ
トワークとシステムにアクセスできるか否かを確認
するためのテストを実施します。攻撃シミュレー
ションでは、セキュリティ上のモニタリング機能と
対応機能を実行し、お客様の防御が最新の脅威をど
のように防止または検出できるか評価する機会を提
供します。お客様には、テストの実施に同意し、承
認していただく必要があります。 

● セキュリティ セグメンテーションでは、エンタープ
ライズ ネットワークのセキュリティ セグメンテー
ション戦略アーキテクチャを開発します。この戦略
とアーキテクチャにより、セグメント化された一連
のセキュリティ設計のテンプレート、またはセキュ
リティのエンクレーブを定義します。これには、必
要な技術的制御機能と、各セグメントの論理実装図
が含まれます。 

● インシデント対応計画およびトリアージレビュー
は、サイバーインシデント対応計画に焦点を当て、
サイバーインシデントが発生したかどうかを判断す
るためのトリアージレビューを提供します。 

● ネットワーク侵入テストのド
キュメント 

● Cisco Red Team レポート 

● Cisco Purple Team レポート 

● セグメンテーション アーキテ
クチャ設計戦略文書 

● 準備状況アセスメントレポート 

● インシデント対応計画 

● インシデント対応プレイブック 

運用最適化支援 AFM: Automated Fault management 
● AFM は、イベントの検出、データの関連付けおよ

び、サービスに影響を与えるイベントの通知を自動
化し、お客様の環境に合わせてカスタマイズされた
実用的な推奨事項を提示します。 

● パフォーマンス チューニング サポート（Performance 
Tuning Support）では、パフォーマンスの目標、ポリ
シーおよび設定とのギャップを評価し、パフォーマ
ンス、セキュリティおよび耐障害性を調整するため
の、推奨する変更を行う際にお客様を支援します。 

 
CnR: Compliance and Remediation 

● コンフィグレーションおよびソフトウェアの自動更新
サービスでは、ソフトウェアのバリエーションの削
減、カスタムポリシー/監査の作成、IT フローのコンプ
ライアンスと標準の維持を迅速に行う方法が提供され
ます。Cisco Business Critical Services の運用最適化サポー
トで提供される、設定のベストプラクティス、ポリ
シー設定の適合性、ソフトウェア機能の計画などの各
種レポートの推奨事項、またはお客様提供の標準化さ
れたネットワークデバイス設定に基づき、特定のデバ

AFM: Automated Fault management 
● AFM ステータスレポート 

● パフォーマンス チューニング 
レポート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CnR: Compliance and Remediation 

● 自動化プラットフォームの設定 

● コンプライアンス分析レポー
ト（該当する場合） 

● コンフィグレーションの CnR 
に関する自動化スクリプト 

● ソフトウェアイメージの 
アップグレードの自動化スク
リプト 
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イスを必要な設定標準に準拠させたり、適切な IOS の
バージョンにするために利用可能な修復およびアップ
グレード手順を自動で実行します。お客様は、開始す
る前に修復手順を承認する必要があります。 

● カスタム コンプライアンス チェックでは、シスコが
提供する特定の業界標準（PCI-DSS（Payment Card 
Industry – Data Security Standard）および HIPAA
（Health Insurance Portability and Accountability Act）の
み）およびお客様が提供する標準に照らしてお客様
のネットワークを測定し、設定が標準に準拠してい
ないネットワークデバイスを自動で特定します。お
客様が提供する標準は、明確に定義されている必要
があります。 

● シスコは、お客様が提供する手順書（MOP）および 
Business Critical Services 変更管理サポートサービスに
基づいて自動化スクリプトを作成します。このスク
リプトは、対象のプラットフォームごとに、お客様
とともに確認した手順、前提条件、および成功基準
に基づいて、設定とソフトウェアのコンプライアン
ス分析を自動化するものです。 

● カスタム設定の監査レポート
と修復 

o 業界標準に照らしてネッ
トワークで確認される
ギャップを特定する詳細
なレポート 

自動化支援 ● CAIT: Continuous Automation & Integration Testing で
は、新技術、迅速な導入移行、および新しい IT サー
ビスを加速するために、手動テストケースを再利用
可能な自動テストケースに再設計する必要があるお
客様に対し、テストコンサルティングを実施し、 
自動化されたテストケースの開発を提示します。 

● 継続的なテストサイクル統合検証では、継続的な
ネットワーク シミュレーションを必要とするお客様
向けのテスト検証コンサルティングを実施し、テス
トガイダンスを提示します。 

● 自動化されたテストケース 
● テスト計画 

クラウド化支援 ● クラウドアドバイザリは、お客様が、必要なクラウド
機能の有効化に関するアセスメントを完了し、IT 目標
に細分化されたそれぞれのビジネス目標と企業ビジョ
ンに基づいて戦略を策定する際に役立ちます。 

● クラウド アドバイザリ レポー
ト 

マトリックス分析 ● Matrix Analytics for Mobility は、多層アーキテクチャを
ベースにした、高度なモビリティ分析プラット
フォームです。仮想ネットワーク機能（VNF）を含む
分散環境で、モビリティ インフラストラクチャを運
用するサービスプロバイダーに必要な柔軟なアーキ
テクチャをベースに、高度なパフォーマンス管理機
能と機械学習機能を提供します。 

● Matrix Analytics for Mobility を利用することで、モビリ
ティ インフラストラクチャのパフォーマンスを管理
し、既存の運用サポートシステムやビジネスサポー
トシステム（OSS/BSS）に障害を通知できます。 

● データアダプタ 
● KPI ライブラリ 

● 設定可能なダッシュボード 

● 機械学習ワークベンチ 

● ポリシーベースのアラート 

● 自動化 API 
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シスコは以下の作業を行います。 

• お客様と協力して、本サービスディスクリプションの範囲内および見積書に記載された範囲内で相互に合意されたプ
ロジェクトおよびアクティビティを特定します。 

• キックオフミーティングにおいて、Scrum Service の特定のプロジェクトおよびアクティビティをレビューします。
キックオフミーティング中に、書面による要求と応答の様式について相互に合意します。 

• 以下の項目を含む四半期レポートを作成します。 

o プロジェクトのステータス 

o 実施したアクティビティ 

o 提供物 

o プロジェクトの残作業量 

o 実施済み Scrum Service の内容および、現在のサービス期間の Scrum Service の残余分 

• シスコは、お客様の書面による要求に対し、その要求があった日から 3 営業日以内に応答します。 
 
 

お客様は以下の作業を行います。 

• シスコと協力して、本サービスディスクリプションの範囲内で相互に合意したプロジェクトおよびアクティビティを
特定します。 

• キックオフミーティングでレビューする Scrum Service の特定のプロジェクトおよびアクティビティを特定します。 

• 必要に応じて、シスコが提供する四半期レポートを確認するためのミーティングを、四半期に 1 回スケジュールします。 

• キックオフミーティングで相互に合意した様式を用いて、書面でシスコのプロジェクトマネージャに要求を提出しま
す。3 営業日以内にお客様に対する応答がない場合、お客様は四半期ごとのミーティングにおいて要解決事項として
記録します。 

 
 
要件： 

• Scrum Service は、少なくとも Essentials パッケージ、Advantage パッケージ、または Premier パッケージのいずれか 1 
つ、または同等の BCS 2.x サービスと合わせて利用する必要があります。Scrum Service のサービス期間終了日は、関連
するサービスパッケージまたは  BCS 2.x サービスと同じになります。Scrum Service は、Essentials パッケージ、
Advantage パッケージ、および Premier パッケージまたは BCS 2.x サービスのアドオンとしてのみ利用でき、時間単位
または実費精算ベースのサービスとして利用することはできません。 

• シスコは、本サービスを提供する担当者を任命監督し、指揮する責任を負いますが、いつでもその担当者を変更する
ことができます。また、シスコは、作業負荷または作業内容の変更に対応するために担当者を変更する義務を負いま
せん。担当者を任命する際は、必要な経験を見極め、合意された提供物に基づいて行います。 

• Scrum Service では、Essentials パッケージ、Advantage パッケージ、Premier パッケージまたは BCS 2.x サービスの購入
とともに提供され、お客様が提供するツールおよび担当者を活用します。シスコは、特定のプロジェクトに役立つ可
能性があるシスコまたはサードパーティのツールまたは製品を推奨する場合があります。お客様は、これらの追加品
目を評価し、希望する場合には、これらを購入します。Scrum Service では、お客様が別途購入または提供していない
機器、ツール、製品またはサービスを提供する責任を負いません。 
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• Scrum Service は、見積書に記載されているとおり、リモートまたはオンサイト（関連法規で許可されている、シスコ
がかかるサービスを提供する場所）のいずれかで提供されます。 

• 行政機関の利益相反またはこれに類似する相反が存在する可能性のある、またはかかる相反が存在している様相を呈
するプロジェクトのためにこのサービスを使用することはできません。 

• すべてのサービスは、シスコとお客様が事前に別途合意しない限り、標準営業時間内に実施されます。 

• 本サービスは、シスコのインフラストラクチャと関連する場合にのみ提供されます。シスコは、シスコが必要かつ実
用的であると判断した場合に、お客様が提供するサードパーティの技術および機器プロバイダーを活用します。シス
コは、サードパーティ製デバイスに関連する成果について責任を負わず、サードパーティ製機器を直接使用した作業
を行うこともありません。 

• 本サービスは、本サービスディスクリプションに記載されている形態でのみ提供されます。シスコは、商業上の合理
的な努力を払って、このサービスのキックオフミーティングおよびその後の計画で合意された作業を完了させます。
ただし、シスコは、プロジェクトがスケジュールされたプロジェクト終了日またはサービス期間の終了日までに問題
なく完了することを保証しません。Scrum Service の提供はすべて、サービス期間の最終営業日に停止し、完了したと
みなされます。 

CnR: Compliance and Remediation 

• お客様は、業界標準への準拠についてすべての責任を負うものとします。 

• メンテナンス期間中、お客様は、該当するネットワークトラフィックの宛先を変更するための設定変更、合意された
プロセスにおけるインターネット サービス プロバイダーおよびサードパーティベンダーとの関係の当事者であるこ
と、およびお客様のアプリケーションのアップグレード後の検証について責任を負います。 

• CnR には本番環境の変更修復サービスが含まれるため、すべての変更はお客様主導の変更管理手順に従う必要があり
ます。環境内の変更管理のスケジュール、調整、承認はお客様が担当します。 

• 開発したすべての自動化は、実稼働環境に実装する前に、お客様が提供する実稼働前環境で検証されます。 

• 提供物の範囲は、お客様が購入した Scrum Service の期間内でこのサービスに定義されている範囲に限定され、デリバ
リ運用ファイルとお客様への提案書に記載されています。 

 

4.1. Scrum Service スターターパック 
Scrum Service スターターパックは、お客様が選択した BCS 3.0 または BCS 2.x サービスと組み合わせて提供され、お客様が
購入された特定の BCS サービスを補完するコンサルティングが追加で実施されます。お客様が購入された場合、Scrum 
Service スターターパックには、以下に説明する、自動化機能を活用した特別な BCS 機能が含まれます。 

• AFM: Automated Fault management 
• CnR: Compliance and Remediation 
• CAIT: Continuous Automation & Integration Testing 

 

Scrum Service スターターパックのこれらのサービスは、お客様が個別に購入することも、他のサービスと組み合わせて購
入することもできます。 
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4.1.1. AFM: Automated Fault management スターターパック 

予防的診断を実施し、ほぼリアルタイムのアラートおよび修復アドバイスを提供します。 
 
 

プロジェクトタイプ アクティビティ 提供物 

AFM スターターパック ● AFM は、イベントの検出、データの関連付け、およ
びサービスに影響を与えるイベントの通知を自動化
し、お客様の環境に合わせてカスタマイズされた実
用的な推奨事項を提示します。 

● AFM プラットフォームは、ネットワーク上のソフト
ウェア、ハードウェアおよび設定に関する障害を検
出するシスコのルールとアルゴリズムを使用してデ
バイスの syslog を分析し、お客様に修復手順を提示
します。 

● syslog は、障害が生じている、または差し迫っている
ことを示すシーケンスを検出するためにモニタされ
ます。 

● 検出すると、システムは問題解決に必要なシステム
情報を収集し、1）通知の生成、および/または 2）シ
スコサポートのサービスリクエストの作成、および/
または 3）お客様所有のサービス管理プラットフォー
ムでのトラブルチケットの作成を行います。 

● AFM が検出した障害および
サービスリクエスト状況に関
する四半期ごとのレポート 

● 最大 900 のシグネチャが登録
された AFM グローバル シグネ
チャ データベース 

 
 

4.1.2. Compliance and Remediation スターターパック 

CnR スターターパックは、ソフトウェアのバリエーションを減らし、IT フローのカスタムコンプライアンス標準を維持す
るためのお客様の取り組みを支援します。本サービスは、お客様の設計・導入標準またはシスコのベストプラクティス
標準に準拠していないデバイスを特定するのに役立ちます。また、お客様が、運用最適化サポートで提供される、設定
のベストプラクティス、ポリシー設定の適合性、ソフトウェア機能の計画などの各種レポートの推奨事項、または、お
客様提供の標準化されたネットワークデバイス設定に基づき、特定のデバイスを必要な設定標準に準拠させたり、適切
なオペレーティングシステム（OS）のバージョンにするために利用可能な、修復/設定変更手順を自動化します。 

本サービスは、自動化機能を使用して、ネットワーク設定の変更や、ネットワークデバイスを対象にした大規模な OS の
アップグレードをサポートします。その際、お客様が提供する手順書（MOP）、前提条件を含むインテリジェントな事
前チェックおよび事後チェックに関する知的財産、および対象デバイスの変更が正常に終了したことを事後チェックす
る際の基準を利用します。 
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プロジェクトタイプ アクティビティ 提供物 
CnR スターターパック ● コンフィグレーションおよびソフトウェアの自動更

新サービスでは、ソフトウェアのバリエーションの
削減、カスタムポリシー/監査の作成、IT フローのコ
ンプライアンスと標準の維持を迅速に行う方法が提
供されます。Cisco Business Critical Services の運用最適
化サポートで提供される、設定のベストプラクティ
ス、ポリシー設定の適合性、ソフトウェア機能の計
画などの各種レポートの推奨事項、またはお客様提
供の標準化されたネットワークデバイス設定に基づ
き、特定のデバイスを必要な設定標準に準拠させた
り、適切な IOS のバージョンにするために利用可能な
修復およびアップグレード手順を自動で実行しま
す。お客様は、開始する前に修復手順を承認する必
要があります。 

● シスコは、お客様が提供する手順書（MOP）および 
Business Critical Services 変更管理サポートサービスに
基づいて自動化スクリプトを作成します。このスク
リプトは、対象のプラットフォームごとに、お客様
とともに確認した手順、前提条件、および成功基準
に基づいて、設定とソフトウェアのコンプライアン
ス分析を自動化するものです。 

● 自動化プラットフォームの設定 
● コンプライアンス分析レポー

ト（該当する場合） 

● コンフィグレーションの CnR 
に関する自動化スクリプト 

● ソフトウェアイメージのアップ
グレードの自動化スクリプト 

 
 

4.1.3. CAIT: Continuous Automation & Integration Testing スターターパック 

CAIT スターターパックは、手動でテストケースを策定していた作業を、再利用可能な自動テストケースに変換すること
で、新しいテクノロジーと IT サービスの導入を促進するものです。シスコは、自動テストケースの作成要件を特定する
ためにお客様と打ち合わせを行い、テストケースの優先順位を確認します。 

 
 

プロジェクトタイプ アクティビティ 提供物 
CAIT スターターパック ● テストに関するコンサルティングを行い、自動テスト

ケース開発機能を提供することで、新しいテクノロジー
や IT サービスの導入および迅速な移行を推進します。 

● 手動でのテストケースの策定を再利用可能な自動テ
ストケースに変換します。 

● お客様から提供されたテストの目的などに関する資
料を確認し、テスト計画を作成してお客様にレ
ビューしていただきます。 

● テストケースの自動化に関する要件を特定するため
の打ち合わせをお客様と行います。シスコは、テス
トケースの優先順位を確認し、テスト戦略の最適化
に向けた推奨事項を提示します。 

● CAIT におけるテストケース用 
CXTA ライブラリの利用 

● CAIT ソリューション検証テス
ト計画 

● CAIT 自動テストケース 
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4.1.4. Scrum Service スターターパックにおける責任範囲および要件 

本項に記載されている各サービスについて、以下が適用されます。 

• キックオフミーティングにおいて、Scrum Service スターターパックの特定のアクティビティをレビューします。キッ
クオフミーティング中に、書面による要求と応答の様式について相互に合意します。 

• 以下の項目を含む四半期レポートを作成します。 

o プロジェクトのステータス 

o 実施したアクティビティ 

o 提供物 

o プロジェクトの残作業量 

o 実施済み Scrum Service スターターパックの内容および、現在のサービス期間の Scrum Service スターターパッ
クの残余分 

• シスコは、お客様の書面による要求に対し、その要求があった日から 3 営業日以内に応答します。 
 
 

お客様は以下の作業を行います。 

• シスコと協力して、本サービスディスクリプションの範囲内で相互に合意したプロジェクトおよびアクティビティを
特定します。 

• キックオフミーティングでレビューする Scrum Service スターターパックの特定のプロジェクトおよびアクティビティ
を特定します。 

• シスコが提供する四半期レポートを確認するためのミーティングを四半期に 1 回スケジュールします。 

• キックオフミーティングで相互に合意した様式を用いて、書面でシスコのプロジェクトマネージャに要求を提出しま
す。3 営業日以内にお客様に対する応答がない場合、お客様は四半期ごとのミーティングにおいて要解決事項として
記録します。 

要件： 

• Scrum Service スターターパックは、少なくとも Essentials パッケージ、Advantage パッケージ、または Premier パッケージの
いずれか 1 つ、または同等の BCS 2.x サービスと合わせて利用する必要があります。Scrum Service スターターパックのサー
ビス期間終了日は、関連するサービスパッケージまたは BCS 2.x サービスと同じになります。Scrum Service スターターパッ
クは、Essentials パッケージ、Advantage パッケージ、および Premier パッケージまたは BCS 2.x サービスのアドオンとして
のみ利用でき、時間単位または実費精算ベースのサービスとして利用することはできません。Scrum Service スターター
パックは、BCS 3.0 または BCS 2.x サービスなしで、単独のサブスクリプション契約として購入することはできません。 

• シスコは、本サービスを提供する担当者を任命監督し、指揮する責任を負いますが、いつでもその担当者を変更する
ことができます。また、シスコは、作業負荷または作業内容の変更に対応するために担当者を変更する義務を負いま
せん。担当者を任命する際は、必要な経験を見極め、合意された提供物に基づいて行います。 

• Scrum Service スターターパックでは、Essentials パッケージ、Advantage パッケージ、Premier パッケージまたは BCS 2.x 
サービスの購入とともに提供され、お客様が提供するツールおよび担当者を活用します。シスコは、特定のプロジェ
クトに役立つ可能性があるシスコまたはサードパーティのツールまたは製品を推奨する場合があります。お客様は、
これらの追加品目を評価し、希望する場合には、これらを購入します。Scrum Service スターターパックでは、お客様
が別途購入または提供していない機器、ツール、製品またはサービスを提供する責任を負いません。 
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• Scrum Service スターターパックは、見積書に記載されているとおり、リモートまたはオンサイト（関連法規で許可さ
れている、シスコがかかるサービスを提供する場所）のいずれかで提供されます。 

• 行政機関の利益相反またはこれに類似する相反が存在する可能性のある、またはかかる相反が存在している様相を呈
するプロジェクトのためにこのサービスを使用することはできません。 

• すべてのサービスは、シスコとお客様が事前に別途合意しない限り、標準営業時間内に実施されます。 

• 本サービスは、シスコのインフラストラクチャと関連する場合にのみ提供されます。シスコは、シスコが必要かつ実
用的であると判断した場合に、お客様が提供するサードパーティの技術および機器プロバイダーを活用します。シス
コは、サードパーティ製デバイスに関連する成果について責任を負わず、サードパーティ製機器を直接使用した作業
を行うこともありません。 

• 本サービスは、本サービスディスクリプションに記載されている形態でのみ提供されます。シスコは、商業上の合理
的な努力を払って、このサービスのキックオフミーティングおよびその後の計画で合意された作業を完了させます。
ただし、シスコは、プロジェクトがスケジュールされたプロジェクト終了日またはサービス期間の終了日までに問題
なく完了することを保証しません。Digital Scrum Service（スターターパック）の提供はすべて、サービス期間の最終
営業日に停止し、完了したとみなされます。 

CnR: Compliance and Remediation 

• お客様は、業界標準への準拠についてすべての責任を負うものとします。 

• メンテナンス期間中、お客様は、該当するネットワークトラフィックの宛先を変更するための設定変更、合意された
プロセスにおけるインターネット サービス プロバイダーおよびサードパーティベンダーとの関係の当事者であるこ
と、およびお客様のアプリケーションのアップグレード後の検証について責任を負います。 

• CnR には本番環境の変更修復サービスが含まれるため、すべての変更はお客様主導の変更管理手順に従う必要があり
ます。環境内の変更管理のスケジュール、調整、承認はお客様が担当します。お客様の要件が異なる場合、またはお
客様がよりレベルの高いサービス範囲を必要とする場合、本サービスは、BCS を介し、カスタマイズされたアドオン
の Scrum Service として購入できます。 

• 開発したすべての自動化は、実稼働環境に実装する前に、お客様が提供する実稼働前環境で検証されます。 

• 提供物の範囲は、お客様が購入した Scrum Service の期間内でこのサービスに定義されている範囲に限定され、デリバ
リ運用ファイルとお客様への提案書に記載されています。 

• 法規制の遵守は、このスターターパックの範囲には含まれません。 
 

4.2. Expert as a Service 
Expert as a Service は、お客様が選択した BCS 3.0 または BCS 2.x サービスと組み合わせて提供され、お客様が購入された特
定の BCS サービスを補完するコンサルティングが追加で実施されます。Expert as a Service には、本サービス独自のリソー
スおよびスキルを利用できるというメリットがあります。また、コンサルティングやプロジェクト管理の実施中に、シ
スコのツール、分析機能、ソフトウェア、ナレッジリソースおよびシステムも利用できます。 

• Expert as a Service では、以下のロールによるサービスを利用できます。 

o NCE：コンサルティングエンジニア：シスコは、見積書に記載されている特定のテクノロジー、アーキテク
チャ、またはソリューションの設計、実装、運用、およびナレッジトランスファーに関するお客様の目標を
サポートするためのコンサルティングアドバイスおよびガイダンスを提供します。 

o SA：ソリューションアーキテクト：シスコは、見積書に記載されている特定のテクノロジー、アーキテク
チャ、またはソリューションについて、お客様のアーキテクチャビジョン、IT 戦略の立案、およびアーキテ
クチャの選定をサポートするためのコンサルティングアドバイスおよびガイダンスを提供します。 
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o PM：プロジェクトマネージャ：シスコは、（a）プロジェクト計画およびプロジェクトスケジュールの作
成、ならびに（b）見積書に記載されているシスコのソリューションまたはテクノロジーに関するお客様の
目標をサポートするための、お客様が購入したシスコの要員、作業および提供物の調整を行うことに関し
て、お客様にガイダンスを提供する責任を負うプロジェクトマネージャを提供します。 

o OAM：アウトカム アクセラレーション マネージャ：シスコは、お客様が購入されたシスコ製品のオンボー
ディングから最適化に至るまでのライフサイクル全体を通じて、 
お客様の成果を促進するための、コンサルティングアドバイスとガイダンスを提供します。 

 
シスコは以下の作業を行います。 

• お客様と協力して、本サービスディスクリプションの範囲内で相互に合意したプロジェクトおよびアクティビティを
特定します。 

• キックオフミーティング中に、書面による要求と応答の様式について相互に合意します。 

• 以下の項目を含む四半期レポートを作成します。 

o プロジェクトのステータス 

o 実施したアクティビティ 

o 提供物 

o サービスの提供済み回数、および残回数 

• シスコは、お客様の書面による要求に対し、その要求があった日から 3 営業日以内に応答します。 
 
 

お客様は以下の作業を行います。 

• シスコと協力して、本サービスに関して相互に合意された範囲内および見積書に記載された範囲内のプロジェクトお
よびアクティビティを特定します。 

• シスコが提供する四半期レポートを確認するためのミーティングを四半期に 1 回スケジュールします。 

• キックオフミーティングで相互に合意した様式を用いて、書面でシスコのプロジェクトマネージャに要求を提出しま
す。3 営業日以内にお客様に対する応答がない場合、お客様は四半期ごとのミーティングにおいて要解決事項として
記録します。 

• Expert as a Service は、少なくとも Essentials パッケージ、Advantage パッケージ、Premier パッケージのいずれか 1 つま
たは BCS 2.x サービスとともに利用する必要があります。本サービスのサービス期間の終了日は、関連するサービス
パッケージまたは BCS 2.x と同じになります。Expert as a Service では複数のロールを購入することができます。 

• お客様は、購入済みの Expert as a Service のロール種別および見積書に記載されているアーキテクチャを変更すること
はできません。Expert as a Service のロールおよびアーキテクチャ（該当する場合）は、見積書に記載されます。 

• シスコは、担当者を任命監督し、指揮する責任を引き続き負いますが、本サービスを提供する担当者をいつでも変更
することができます。また、本サービスの責務を果たすのは、1 時点において 1 人だけです。Expert as a Service は、
Essentials パッケージ、Advantage パッケージ、Premier パッケージまたは BCS 2.x サービスへのアドオンとしてのみ提
供され、時間単位または実費精算ベースのサービスとして提供されることはありません。 

• 行政機関の利益相反またはこれに類似する相反が存在する可能性のある、またはかかる相反が存在している様相を呈
するプロジェクトのためにこのサービスを使用することはできません。 
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• Expert as a Service は、見積書に記載されているとおり、リモートまたはオンサイト（関連法規で許可されている、 
シスコがかかるサービスを提供する場所）のいずれかで提供されます。 

• 作業は、シスコとお客様が事前に別途合意しない限り、標準営業時間中に実施されます。 

• 本サービスは、本サービスディスクリプションに記載されている形態でのみ提供されます。シスコは、商業上の合理
的な努力を払って、このサービスのキックオフミーティングおよびその後の計画で合意された作業を完了させます。
ただし、シスコは、プロジェクトがスケジュールされたプロジェクト終了日またはサービス期間の終了日までに問題
なく完了することを保証しません。このサービスにおけるサービスの提供はすべて、サービス期間の最終営業日に停
止し、完了したとみなされます。 

 

5. サービスの制限事項 
 

5.1. 共通制限事項 
すべてのサービスには以下の制限が適用されます。 

 

5.1.1. オンサイトサービス 

オンサイトサービスは可能な場合に提供されます。ある当事者が関連法規に従って合理的に必要と考える場合、関連す
る当事者は、オンサイトサービスが実施される前に、オンサイトサービスを実施する理由および正当性を共同で文書化
するものとします。また、オンサイトサービスは、文書化された理由および正当性の範囲内に制限されます。シスコが
別途同意した場合を除き、出張は見積書に記載されている「サービス提供場所」の範囲内で行うものとします。オンサ
イトサービスの提供により安全衛生上のリスクが生じる可能性があるとシスコが判断した場合、または関連法規に基づ
きシスコがオンサイトサービスを提供することができない場合、オンサイトサービスは提供されず、リモートサービス
に置き換えられます。 

 

5.1.2. シスコ担当者の独立性 

本サービスは、本サービスディスクリプションに従って提供されるもので、シスコの特定の担当者に依存するものでは
ありません。お客様は、シスコの担当者を自社の従業員として扱わないものとします。特定のシスコ担当者に関する質
問または支援については、「シスコがサービスを提供する方法」に記載されているとおり、シスコのサービス担当窓口
にご連絡ください。 

 

5.1.3. 追加のデータ収集の制限 

お客様の環境でのデータ収集がシスコのデータ収集ツールで実行されず、シスコが要求するデータをお客様が手動で提
供する必要がある場合、レポートベースの機能によりサポート可能なデバイスの数をシスコが決定します。 

 

5.1.4. 米国連邦政府およびその他の政府機関たるお客様 

シスコは、米国連邦政府およびその他の政府機関たるお客様が特定の規制上または政府固有の要件または制限を有して
いる場合があることを認識しています。シスコおよび米国連邦政府やその他の政府機関たるお客様は、見積書を発行す
る前に、協力してこれらの要件を特定する必要があります。 

 

https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/about/doing-business/legal/service-descriptions/docs/how-cisco-provides-services-jp.pdf
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5.1.5. Cisco Solution Support 

シスコは、特定の製品、ソフトウェアバージョン、設計ガイド、設定テンプレートを実装しているお客様向けに、多く
のテクノロジーソリューションを提供しています。詳細については、https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/index.html を
参照してください。このドキュメントは、第 6 項で規定されているテクノロジーレベルの Business Critical Services の適用
範囲を対象としています（本サービスディスクリプションの別の箇所に記載）。特定のシスコソリューションの範囲は
対象としていません。シスコソリューションの Business Critical Services の範囲を設定するうえでは、カスタムの範囲設定
作業と、サポート可能な基盤となるテクノロジーの検証が必要です。 

 

5.2. エキスパートレビューワークショップ 
 

5.2.1. コンフィグレビューワークショップ 

• レビューでは、移行およびそれに関連する設定変更のレビューは含まれません。 

• レビューでは、設計、移行、または実装に関する推奨事項は提供されません。 

• レビューでは、お客様のテスト計画のラボテストまたは検証は提供されません。 

コラボレーションに適用する制限事項 

• コラボレーション セキュリティのコンフィグレビューはサポート対象外です。 

• コンタクト センター テクノロジーのためのカスタムスクリプト Customer Voice Portal（CVP）のコンフィグレビュー、
お客様の CUIC レポートのコンフィグレビュー、およびお客様の Finesse ガジェットのコンフィグレビューはサポート
対象外です。 

• レビューごとに 1 つのアプリケーションをサポートします。 

• サードパーティ製アプリケーションはサポート対象外です。 

• Webex Contact Center テクノロジーまたは Webex Contact Center Enterprise テクノロジーおよび、Webex Calling テクノ
ロジー用のお客様構内機器（ローカルゲートウェイ）に関するお客様固有のアプリケーション設定に限定されます。 

SP モビリティに適用する制限事項 

• 1 回のエキスパートレビューワークショップで対象となるのは、お客様が設定された 1 つのゴールデンノードでの 
StarOS におけるサービスアプリケーション 1 つのみです。 

• コンフィグレビューで対象となるアプリケーションは、お客様が設定されたノード/仮想化ネットワーク機能（VNF）
ごとに 1 つのみです。 

 

5.2.2. 設計レビューワークショップ 
 

オプティカル ネットワーキング テクノロジーに適用する制限事項 

• 以下はサポート対象外です。 

o シスコのトランスポート設計の生成とアップデート 

o 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 

o データ通信ネットワーク（DCN）の GNE ロケーションの決定、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）の設定 

o トラフィックの需要とサービス回線の種類に基づく、プライマリおよびセカンダリの送信元ロケーションで
の TDM 時間調整 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/index.html
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o サードパーティ製アプリケーション、インテグレーション、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要件の決定 

o 設計要件の決定に関するレポートデータの調整 

o オプティカル システムの BOM 作成 

o OSS/BSS の統合および、SNMP トラップの決定 

o 回線復元ルーティングの設計 

オプティカル ネットワーキング テクノロジーに適用する制限事項 

• RF 設計レビューはサポート対象外です。 

コラボレーションに適用する制限事項 

• コラボレーション セキュリティの設計レビューはサポート対象外です。 

• コンタクト センター テクノロジーのためのカスタムスクリプト Customer Voice Portal（CVP）の設計レビュー、お客
様の CUIC レポートの設計レビュー、およびお客様の Finesse ガジェットの設計レビューはサポート対象外です。 

• レビューごとに 1 つのアプリケーションをサポートします。 

• Webex Contact Center テクノロジーまたは Webex Contact Center Enterprise テクノロジーに関するお客様固有のアプリ
ケーション設定に限定されます。 

• 設計レビューワークショップは、Webex Calling テクノロジーではサポート対象外です。 

SP モビリティに適用する制限事項 

• 4G/5G VNF のホスティングに使用されるサードパーティ製ハードウェアを含む設計/監査レビューは対象外です。 

• セキュリティ関連の設計レビューは含まれていません。 

• 1 回のエキスパートレビューワークショップで対象となるのは、お客様が設定された 1 つのゴールデンノードでの 
StarOS におけるサービスアプリケーション 1 つのみです。 

• サードパーティ製アプリケーションまたはトランスポート/IP 設計レビューはサポート対象外です。 

• OSS/BSS の統合および SNMP トラップの決定は対象外です。 
 

5.2.3. 耐障害性レビューワークショップ 

セキュリティテクノロジーに適用する制限事項 

• データベースのバックアップとリカバリ（DBR）が使用されている場合にのみ、Tetration テクノロジーに対する耐障
害性レビューを行うことができます。 

• 以下に対する耐障害性レビューを 1 回サポートします。 

o 最大 1 つのセキュリティテクノロジー（Cisco Identity Services Engine（ISE）、Cisco AnyConnect® リモート VPN、
802.1 x 導入など） 

o シスコが合理的に類似の設定であると判断したデバイスグループ（ファイアウォールまたはルータなど）と
して定義される、最大 10 までのデバイスクラスがある、最大 2 までのネットワークセグメント 
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ルーティングとスイッチングテクノロジーに適用する制限事項 

• 耐障害性レビューは、シスコルーティングおよびスイッチング ネットワーキング デバイスのみ（最大 5,000 台までの
シスコデバイス）を対象とします。 

• 管理容易性とセキュリティのベストプラクティスに加え、シスコ Wi-Fi のハードウェア、およびソフトウェアライフ
サイクルに関するガイダンス（EOX、ソフトウェアのバージョン）が、分析に含まれます。Wi-Fi 固有の設定および無
線周波数（RF）の調査は、ルーティングおよびスイッチングの耐障害性レビューの対象ではありません。 

• シスコファイアウォールおよびロードバランサハードウェアならびにソフトウェアライフサイクルに関するガイダン
ス（EOX、ソフトウェアのバージョン）は分析に含まれますが、ファイアウォールおよびロードバランサのルールは
含まれません。 

• VoIP の設定はサポート対象外です。 

• サードパーティの機器はサポート対象外です。 

• 耐障害性レビューでは、既存のネットワーク インフラストラクチャに対応した分析と推奨を行うもので、将来の
ネットワーク設計に基づく推奨は行いません。 

• 耐障害性レビューでは、ネットワークパフォーマンスの分析、アプリケーションの分析、ネットワークの帯域幅使用
率についてのアセスメントは提供しません。 

ワイヤレスネットワーキングに適用する制限事項 

• 耐障害性レビューでは、既存のネットワーク インフラストラクチャに対応した分析と推奨を行うもので、将来の
ネットワーク設計に基づく推奨は行いません。 

• 耐障害性レビューでは、ネットワークパフォーマンスの分析、アプリケーションの分析、ネットワークの帯域幅使用
率についてのアセスメントは提供しません。 

オプティカル ネットワーキング テクノロジーに適用する制限事項 

• 1 回の耐障害性レビューレポートで、最大 50 台までのデバイスをサポートします。 
 

耐障害性レビューの範囲は、ハードウェアレベルに限定した保護スキームと代替ルーティングに焦点を当てます。パ
ワープラント、回線およびノードキャパシティ、ならびにサードパーティ製品の耐障害性は、サポート対象外です。 

データセンターに適用する制限事項 

• UCS の場合、範囲は UCS FI、B シリーズサーバ、C シリーズサーバ、ネットワークアップリンクなどのシスコ コンポー
ネントに限定されます。VMware、Microsoft HyperV、KVM などの仮想化テクノロジーはサポート対象外です。 

コラボレーションに適用する制限事項 

• 耐障害性ワークショップは、コラボレーション アーキテクチャには適用されません。 

SP モビリティに適用する制限事項 

• 耐障害性レビューでは、既存のネットワーク インフラストラクチャに対応した分析と推奨を行うもので、将来のネッ
トワーク設計に基づく推奨は行いません。 

• 耐障害性レビューでは、ネットワークパフォーマンスの分析、アプリケーションの分析、ネットワークの帯域幅使用
率についてのアセスメントは提供しません。 

• レポートには、スイッチ/ルータやファイアウォール、またはサードパーティ製品などのお客様ネットワークデバイ
スに対する影響は含まれません。 
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5.2.4. 評価レビューワークショップ 

データセンター スイッチング テクノロジーに適用する制限事項 

• データセンタースイッチングに関する 1 回の評価レビューレポートは、データセンターの単一インスタンスの Cisco 
Nexus スイッチファミリに限定されます。 

オプティカル ネットワーキング テクノロジーに適用する制限事項 

• オプティカル ネットワーキングに関する 1 回の評価レビューレポートの範囲は、IP アドレス指定およびデータ通信
ネットワーク（DCN）および Dense Wave Division Multiplexing（DWDM）チャネルの使用率に限定されます。 

セキュリティに適用する制限事項 

• 評価レビューワークショップは以下のテクノロジーにおいてのみサポート対象です。 

o ネットワークセキュリティ 

o セキュリティポリシーおよびアクセス 

o Tetration テクノロジーに関するサービス 

o Advanced Threat：Stealthwatch、Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints 

• 以下に対する評価レビューを 1 回サポートします。 

o 最大 1 つのセキュリティテクノロジー（Cisco Identity Services Engine（ISE）、FTD、または Stealthwatch プラット
フォームなど） 

o 最大 2 つのネットワーク要素または 1 つのクラスタ（2 つの FTD と 1 つの FMC など） 

• データベースのバックアップとリカバリ（DBR）が使用されている場合にのみ、Tetration テクノロジーに対する評価
レビューを行うことができます。 

コラボレーションに適用する制限事項 

• レビューごとに 1 つのアプリケーションをサポートします。 

• サードパーティ製アプリケーションは、評価レビューではサポート対象外です。 

• Webex Contact Center テクノロジーまたは Webex Contact Center Enterprise テクノロジー、Webex Calling テクノロジー
用のお客様構内機器（ローカルゲートウェイ）および、Cloud Meetings & Messaging テクノロジー用クラウドエンドポ
イントに関するお客様固有のアプリケーション設定に限定されます。 

SP モビリティに適用する制限事項 

• 1 回のエキスパートレビューワークショップで対象となるのは、1 つのゴールデンノードでのサービスアプリケー
ション 1 つのみです。 

• サードパーティのハードウェア/ソフトウェアコンポーネントの評価はサポート対象外です。 
 

5.2.5. アーキテクチャ レビューワークショップ 

コラボレーションに適用する制限事項 

• アーキテクチャ レビューワークショップは、Webex Contact Center、Webex Contact Center Enterprise、および Webex 
Calling テクノロジーではサポート対象外です。 
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SP モビリティに適用する制限事項 

• サードパーティ製アプリケーション、統合ソリューションおよびアシュアランス ソリューションのアーキテクチャ
レビューは含まれません。 

• アーキテクチャレビューは、1 つのゴールデンノードに対する 1 つのサービスアプリケーションを対象としています。 
 

5.2.6. 導入レビューワークショップ 
 

コラボレーションに適用する制限事項 

Webex Contact Center テクノロジーまたは Webex Contact Center Enterprise テクノロジーおよび、Webex Calling テクノロジー
用のお客様構内機器（ローカルゲートウェイ）に関するお客様固有のアプリケーション設定に限定されます。 

 

5.2.7. 検証・テスト レビューワークショップ 
 

コラボレーションに適用する制限事項 

• Webex Contact Center テクノロジーまたは Webex Contact Center Enterprise テクノロジーおよび、Webex Calling テクノ
ロジー用のお客様構内機器（ローカルゲートウェイ）に関するお客様固有のアプリケーション設定に限定されます。 

 

5.2.8. IT 戦略レビューワークショップ 
 

コラボレーションに適用する制限事項 

• 戦略レビューワークショップは、Webex Contact Center および Webex Calling テクノロジーではサポート対象外です。 

• Webex Contact Center Enterprise テクノロジーに関するお客様固有のアプリケーション設定に限定されます。 
 

5.3. 運用最適化サポート 
 

ネットワーキングに適用する制限事項 

• ポリシー分析レポートは IOS および IOS-XE を実行しているプラットフォームでのみサポート対象です。 

• デザインビルダーレポートは IOS、IOS-XE、および IOS-XR を実行しているプラットフォームでのみサポート対象です。 

ワイヤレスネットワーキングに適用する制限事項 

• Cisco Meraki はサポート対象外です。 

• ポリシー分析レポートはサポート対象外です。 

• デザインビルダーレポートはサポート対象外です。 

• Syslog 分析レポートはサポート対象外です。 

• リスク分析レポートはサポート対象外です。 

オプティカル ネットワーキングに適用する制限事項 

• コンフィグレーション ベストプラクティス レポートは、オプティカル パワー レベルのしきい値のみに限定されます。 

• コンフィグレーション ベストプラクティス レポートおよび製品セキュリティアドバイザリ影響アセスメントは、
Cisco Optical Networking Services（ONS）および Cisco Network Convergence Series（NCS）2000 プラットフォームではサ
ポートされません。 

• ポリシー分析レポートはサポート対象外です。 
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• デザインビルダーレポートはサポート対象外です。 

• Syslog を用いて分析される情報に関する推奨事項は、アラームと条件、システムリソース、およびシェルフ環境に基
づきます。 

• オプティカルの運用最適化サポートでは、最大 50 台のデバイスをサポートします。 

データセンターに適用する制限事項 

• ポリシー分析レポートはデータセンター スイッチング テクノロジーに限定されており、NX-OS を実行しているプラッ
トフォームでのみサポート対象です。 

• デザインビルダーレポートはデータセンター スイッチング テクノロジーに限定されており、NX-OS を実行している
プラットフォームでのみサポート対象です。 

• リスク分析レポートは、Nexus スタンドアロンスイッチでのみサポート対象です。 

• コンフィグレーション ベストプラクティス レポートは、単一の ACI ファブリックに限定されます。 

• Syslog 分析レポートは、単一の ACI ファブリックに限定されます。 

セキュリティに適用する制限事項 

• ポリシー分析レポートはサポート対象外です。 

• デザインビルダーレポートはサポート対象外です。 

• Syslog 分析レポートはサポート対象外です。 

• リスク分析レポートはサポート対象外です。 

• 運用最適化サポートレポートは、以下のテクノロジーでのみサポート対象です。 

o ネットワークセキュリティ 

o セキュリティポリシーとアクセス 

o Tetration 

o Advanced Threat 

 OAMP コネクタ  

 Stealthwatch 

コラボレーションに適用する制限事項 

• コンフィグレーション ベストプラクティス レポート（CBPR）ごとに 1 つのアプリケーションをサポートします。 

• サードパーティ製アプリケーションおよびクラウド製品はサポート対象外です。 

• ポリシー分析レポートはサポート対象外です。 

• デザインビルダーレポートはサポート対象外です。 

• コラボレーションでは、Syslog 分析レポートはサポート対象外です。 

• コラボレーションでは、リスク分析レポートは対象外です。 

• コンフィグレーション ベストプラクティス レポートは、Webex Contact Center テクノロジーまたは Webex Contact 
Center Enterprise テクノロジーおよび、Webex Calling テクノロジー用のお客様構内機器（ローカルゲートウェイ）に関
するお客様固有のアプリケーション設定に限定されます。 
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• Field Notice レポートは、Unified Communications Manager（UCM）クラウドおよび Webex Calling テクノロジー用のお客
様構内機器（Cisco Collaboration エンドポイントおよびローカルゲートウェイ）、Webex Contact Center Enterprise テク
ノロジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エンドポイント、Cisco Unified SIP プロキシおよびローカルゲート
ウェイ）、Cloud Meetings & Messaging テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Webex Cloud 登録済みエンドポイント）
に限定されます。 

• ハードウェア ライフサイクル マイルストーン レポートは、Unified Communications Manager（UCM）クラウドおよび 
Webex Calling テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エンドポイントおよびローカルゲートウェイ）、
Webex Contact Center Enterprise テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エンドポイント、Cisco Unified SIP 
プロキシおよびローカルゲートウェイ）、Cloud Meetings & Messaging テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Webex 
Cloud 登録済みエンドポイント）、Webex Contact Center テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エンド
ポイントおよびローカルゲートウェイ）に限定されます。 

• 製品セキュリティアドバイザリ影響アセスメントは、Unified Communications Manager（UCM）クラウドおよび Webex 
Calling テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エンドポイントおよびローカルゲートウェイ）、Webex 
Contact Center Enterprise テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エンドポイント、Cisco Unified SIP プロ
キシおよびローカルゲートウェイ）、Webex Contact Center テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エ
ンドポイントおよびローカルゲートウェイ）、Cloud Meetings & Messaging テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco 
Webex Cloud 登録済みエンドポイント）に限定されます。 

• ソフトウェア分析およびリリース標準レポートは、Unified Communications Manager（UCM）クラウドおよび Webex 
Calling テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エンドポイントおよびローカルゲートウェイ）、および 
Webex Contact Center テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エンドポイントおよびローカルゲートウェ
イ）に限定されます。 

• ソフトウェア管理戦略レポートは、Unified Communications Manager（UCM）クラウドおよび Webex Calling テクノロ
ジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エンドポイントおよびローカルゲートウェイ）、Webex Contact Center 
Enterprise テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エンドポイント、Cisco Unified SIP プロキシおよびロー
カルゲートウェイ）、Webex Contact Center テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エンドポイントお
よびローカルゲートウェイ）に限定されます。 

SP モビリティに適用する制限事項 

• Field Notice レポートはサポート対象外です。 

• ハードウェア ライフサイクル マイルストーン レポートはサポート対象外です。 

• ポリシー分析レポートはサポート対象外です。 

• デザインビルダーレポートはサポート対象外です。 

• リスク分析レポートはサポート対象外です。 

• ソフトウェア管理戦略レポートはサポート対象外です。 

• Syslog 分析レポートはサポート対象外です。 

• StarOS VNF（Packet Core）コンフィグレーション ベスト プラクティス レポート（CBPR）では、お客様が設定した 1 つ
のゴールデンノードでの 1 つのサービスアプリケーションのみが対象となります。 

• Cisco Policy Suite（PCRF）コンフィグレーション ベスト プラクティス レポート（CBPR）では、お客様が設定した 1 つ
のゴールデンノードのみが対象となります。 
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エアギャップコレクタに適用する制限事項 

• ポリシー分析レポートはサポート対象外です。 

• デザインビルダーレポートはサポート対象外です。 

• Syslog 分析レポートはサポート対象外です。 

• リスク分析レポートはサポート対象外です。 
 

5.4. 変更管理サポート 
 

コラボレーションに適用する制限事項 

• Webex Calling テクノロジー用のお客様構内機器（Cisco Collaboration エンドポイントおよびローカルゲートウェイ）に
限定されます。 

 

5.5. インシデント分析 
 

コラボレーションに適用する制限事項 
 

• Webex Calling テクノロジー用のお客様構内機器（ローカルゲートウェイ）に限定されます。 
 

5.6. Scrum Service スターターパック 
 

5.6.1. AFM: Automated Fault management スターターパック 

• 対象デバイス数：2,000 

• 開発できるカスタムシグネチャ：26 

• シスコによる自動 SR の作成：無制限 

• マシン間での通知（API 利用）：無制限 

• カスタマーチケットの自動作成：含まれていません 
 
 
現在、次のテクノロジーはサポートされていません。 

• ネットワーキング：ネットワーク管理とオーケストレーション、オプティカル ネットワーキング用 ONS プラット
フォーム、次世代ケーブルアクセス 

• データセンター：コンピューティングシステム向け UCS B シリーズプラットフォーム、ストレージ エリア ネットワー
ク、データセンターのオーケストレーションおよび自動化 

• セキュリティ：Advanced Threat、セキュリティクラウド、Tetration、セキュリティポリシーおよびアクセス 

o ネットワークセキュリティのサポートは、ASA、FTD プラットフォームに限定されます。 

o セキュリティポリシーとアクセスのサポートは ISE に限定されます。 

• ネットワークセキュリティのサポートは、ASA、FTD プラットフォームに限定されます。 

• コラボレーション：ユニファイド コミュニケーション、ビデオコラボレーション、カスタマーケア、Cloud Meetings 
and Messaging 

• SP モビリティ：Mobility Policy and Access、Packet Core 
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5.6.2. CnR: Compliance and Remediation スターターパック 

• 対象デバイス数：750 

• 変更期間数：四半期あたり最大 6 

• コンフィグレーション コンプライアンス レポート：四半期ごとに最大 2 

• プラットフォームの問題、アセスメントレポートに関する質問および問題に対する電子メール/コミュニティによる
サポート：無制限 

• カスタマイズされたデバイスコンプライアンス標準：四半期ごとに最大 1 
 
 
現在、次のテクノロジーはサポートされていません。 

• ネットワーキング：ネットワーク管理とオーケストレーション、オプティカル ネットワーキング、次世代ケーブル
アクセス 

• データセンター：コンピューティングシステム、ストレージ エリア ネットワーク、データセンターのオーケスト
レーションおよび自動化、アプリケーション セントリック インフラストラクチャ 

• セキュリティ：Advanced Threat、セキュリティクラウド、セキュリティポリシーおよびアクセス、Tetration 

• コラボレーション：ユニファイド コミュニケーション、ビデオコラボレーション、カスタマーケア、Cloud Meetings 
and Messaging 

• SP モビリティ：Packet Core、Mobility Policy and Access 
 
 

5.6.3. CAIT: Continuous Automation & Integration Testing スターターパック 

• ライブラリおよびテストケースへのアクセス：無制限 

• カスタムテストケースの作成：10 

• プラットフォームおよびライブラリの更新：年に 2 回 

• CXTM プラットフォームに関する問題のサポート：無制限 

• CXTM に関するナレッジ トランスファー セッション：年に 2 回 
 
 
現在、次のテクノロジーはサポートされていません。 

• ネットワーキング：次世代ケーブルアクセス 

• セキュリティ：Tetration 

• コラボレーション：カスタマーケア、Cloud Meetings and Messaging 

• SP モビリティ：Packet Core、Mobility Policy and Access 
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6. 本サービスによりサポートされるアーキテクチャおよびテクノロジー 

見積書に明記されている通り、本サービスによりサポートされるアーキテクチャおよびテクノロジーは以下の通りです。 
 

6.1. ネットワーキング アーキテクチャ 
• ルーティングとスイッチングテクノロジーに関するサービスでは、ルーティングされた Internet Protocol（IP）とス

イッチド 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 Access スイッチ、およびコントローラの転送および処理またはその一方を行う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。 

• ワイヤレス ネットワーク テクノロジーに関するサービスは、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を含む、すべてのシスコ ユニファイド ネットワーク ワイヤ
レス製品をサポートします。 

• ネットワーク管理およびオーケストレーション  テクノロジーに関するサービスには、Cisco Application Policy 
Infrastructure Controller エンタープライズモジュール（APIC-EM）、Cisco Digital Network Architecture（DNA）Center、
Cisco Prime® infrastructure、Cisco PRIME Network、Cisco Prime Optical、Cisco Prime Central、Cisco Prime Performance 
Manager 、 Cisco Prime Provisioning 、 Cisco Prime Access Registrar 、 Cisco Prime Network Registrar 、 Cisco Evolved 
Programmable Network（EPN）Manager、Cisco WAN Automation Engine（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。 

• オプティカル ネットワーキング テクノロジーに関するサービスは、DWDM、IPoDWDM、Optical Transport（OTN）、
パケットオプティカル、回線エミュレーション、SONET および SDH を含むすべてのシスコオプティカル製品およびテ
クノロジーをサポートします。 

• 次世代ケーブル アクセス テクノロジーに関するサービスでは、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、Evolved Converged Cable Access Platform（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 Cisco Network Register（CNR）をサポート
します。 

 

6.2. データセンター アーキテクチャ 
• コンピューティング システム テクノロジーに関するサービスでは、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。 

• データ センター スイッチング テクノロジーに関するサービスでは、IP、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の転送および処理またはその一方を行うすべてのシスコ データ センター スイッチング製品およ
びテクノロジー、および Cisco Application Control Engine をサポートします。 

• ストレージ エリア ネットワーク（SAN）テクノロジーに関するサービスでは、IP、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の転送および処理またはその一方を行うすべてのシスコデータセンター SAN 製品およ
びテクノロジーをサポートします。 

• Application Centric Infrastructure（ACI）テクノロジーに関するサービスでは、ACI 対応 9000 スイッチおよび Application 
Policy Infrastructure Controller（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。 
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• データセンターのオーケストレーションおよび自動化テクノロジーに関するサービスでは、Cisco Unified Computing 
System™（Cisco UCS®）Director（UCS-D）、Cisco Prime Service Catalog（PSC）、Cisco Process Orchestrator（CPO）、Cisco 
UCS Performance Manager（UCSPM）、Cisco UCS Manager（UCSM）、Cisco UCS Central（UCSC）、Cisco Cloud Center
（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™ Enterprise Cloud Suite のソリューショ
ンをサポートします。 

 

6.3. セキュリティアーキテクチャ 
• ネットワーク セキュリティ サービス テクノロジーには、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）およびコンテンツセキュリティ（電子メール/Web）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。 

• クラウド セキュリティ サービス テクノロジーには、Cisco Umbrella™ および Cloudlock® を含む、Cisco クラウド セキュ
リティが含まれます。 

• セキュリティポリシーおよびアクセス サービス テクノロジーには、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。 

• Advanced Threat サービステクノロジーには、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 Advanced Threat の製品やソリューションが含まれます。 

• Tetration テクノロジーに関するサービステクノロジーでは、Cisco Tetration™ クラスタ（39 RU、8 RU、Tet-V、Cloud-
TaaS）、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。 

 

6.4. コラボレーション アーキテクチャ 
• ユニファイド コミュニケーション（UC）テクノロジーに関するサービスでは、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。コール処理、
ボイスメール、インスタントメッセージとプレゼンス、音声ゲートウェイ、テレフォニー エンドポイントを含む、シ
スコの製品およびアプリケーションが含まれます。 

• ビデオ コラボレーション テクノロジーに関するサービスでは、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。 

• カスタマーケアテクノロジーに関するサービスでは、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。 

• Cloud Meetings and Messaging テクノロジーに関するサービスでは、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。 
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• Unified Communications Manager（UCM）クラウドテクノロジーに関するサービスでは、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コール処理、ボイスメー
ルを含むことがあります。 

• Webex Calling テクノロジーに関するサービスでは、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通話、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。 

• Webex コンタクト センター テクノロジーに関するサービスでは、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コンタクトセンター、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。 

• Webex コンタクト センター エンタープライズ テクノロジーに関するサービスでは、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コンタクトセンター、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。 

 

6.5. SP モビリティアーキテクチャ 
• Cisco Packet Core テクノロジーには、StarOS ASR 5500 および StarOS VNF NFVI ベースの仮想パケットコアが含まれています。 

• Mobility Policy and Access テクノロジーには Cisco Policy Suite（PCRF）が含まれています。 
 
 

7. 追加の用語集 

このドキュメントで使用される用語の定義は、以下の通りです。 
 

定義される用語 意味 

Air-Gapped Data 
Collection Tool 

お客様のネットワーク内にアプライアンスとして導入されたデータ収集ツール。データ収集ツールはお客様
ネットワークの外部に接続しないため、収集されたデータはオンサイト内に残ります。通常、非常にセキュ
アな（「エアギャップに守られた」）ネットワークに使用されます。 

ケース お客様の懸念事項、ステータス、および解決を追跡するために CSOne システムで作成されたエントリ。ケー
スには一意の識別番号が割り当てられ、お客様情報、ケース所有者、およびケースステータス用のフィール
ド、ならびに解決またはクローズに至るまでに発生したアクションの時系列リストが含まれています。 

変更期間 お客様ネットワークの計画的な変更、アップグレード、修理を行う目的で、お客様が計画的に実施したサー
ビス停止期間。 

イベント 構成アイテム（CI）またはサービスを管理するうえで重要な状況の変化。イベントという用語は、IT サービ
ス、CI、またはモニタリングツールによって作成されたアラートまたは通知を示す場合にも使用されます。
イベントが発生すると、多くの場合、IT 運用担当者がアクションを実行する必要があり、インシデントがロ
グに記録されます。 

プラットフォーム シスコ製品ファミリ（例：ASR 9000 シリーズ、ASR 1000 シリーズ、NCS 5000 シリーズ）、および関連する
ソフトウェアリリース。 
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Red Team/Purple 
Team 

● Red Team とは、導入されているセキュリティ制御の有効性をテストするために外部組織として行動す
るシスコのチームのことをいいます。このテストは、実際の攻撃者が組織を標的にして攻撃する際の挙
動を監視する目的で行います。 

● Purple Team とは、実際の攻撃を実行するために協力する、または攻撃フェーズを選択するために協力
する Red Team と Blue Team のメンバーを組み合わせたチームであり、攻撃を特定して対処する方法を
お客様が判断できるように各アクションを分析します。 

ソフトウェア機能 単一システム上のシスコテクノロジー、プロトコル、またはアプリケーションモジュールのユーザ設定可能
な機能。 
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