
 

 

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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Unified Communications Optimization Service 

 

 
 

サービス ディスクリプション: Unified Communications Optimization 
Service 

 
本文書では、Unified Communications Optimization Service について説明します。 

 

関連ドキュメント 
 

本文書は、www.cisco.com/go/servicedescriptions/に掲載されている次の文書と合わせてお読みください。（1）用語一覧（Glossary of 

Terms）、（2）対象外サービスのリスト、（3）Severity and Escalation Guideline。本文書において大文字の英字で始まる用語は、いずれも用語

一覧に記載された意味を持ちます。 

 

シスコによる直接販売 
 

シスコから本サービス（Services）を直接購入した場合、本文書はマスター サービス契約（MSA）、アドバンスド サービス契約（ASA）またはシス

コと締結した同等のサービス契約に組み入れられます。本文書と MSA または同等のサービス契約との間に食い違いがある場合は、本文書が

優先します。 

 

シスコ認定リセラーによる販売 
 

シスコ認定リセラー（Cisco Authorized Reseller）から本サービスを購入した場合、本文書は説明のみを目的とし、シスコとの契約にはなりま

せん。本サービスの実施内容を規定し得るのは、シスコ認定リセラーとの契約です。本文書は、シスコ認定リセラーから提供されるものです。ま

たは、www.cisco.com/go/servicedescriptions/ から本文書やその他のシスコの Service Description のコピーを取得することもできます。 

 

本サービスの概要 
 

Unified Communications Optimization Service は、Cisco Unified Communications 製品ファミリのサポートの一環としてネットワーク サポー

ト モジュールを提供します。 

 

Unified Communications Optimization Service は、シスコ製品に対する現行サポート契約を補完するものであり、お客様（Customer）のネッ

トワーク（Network）内のすべての製品（Product）が、シスコのネットワーク最適化サービスによってサポートされている場合に限り利用できます。

シスコは、適切な費用を受領済みの  PO（Purchase Order）で指定された詳細内容に基づき、以下に示す  Unified Communications 

Optimization Service を提供します。シスコは、本サービスの範囲およびシスコが本サービスを提供する期間を記載した本サービスの見積もり

（以下、「見積もり」という）を提供します。シスコは、両当事者間で合意した見積もりを記載するとともに、見積もりで定められた条件を確認し、当

該条件に同意する PO を受領するものとします。 

 
 

Unified Communications Optimization Service 
 

シスコの Unified Communications Optimization Service は、（別途記載がない限り）シスコが標準営業時間（Standard Business Hours）内

にお客様のネットワークについて提供する、尐なくとも以下に定める本サービスのうちの Unified Communications アドバンスド サービス エン

ジニア（Advanced Services Engineer）の提供で構成されます。シスコは、Unified Communications Optimization Service に基づきお客様が

選択したすべての本サービスについて、一般的サポートを提供します。 

 

Unified Communications Optimization Service には、次のサービスが含まれることがあります。 

 

 UC 継続的設計サポート 

 

 UC 変更サポート 

 

 UC 事前予防的ソフトウェア推奨レポート 

 

 UC 安定性監査 

 

 UC リモートの知識伝達セッション 

 

 UC ソフトウェア セキュリティ アラート 

 

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
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 UC インシデントおよび問題管理サービス 

 

 UC 導入サポート サービス 

 

 UC アプリケーション戦略 

 

 UC 安全性評価 

 

 UC ビジネスの整合性 

 

 UC ギャップ解消サービス 

 

 UC ネットワーク テスト サービス 

 

 UC ファスト トラック移行 

 

 UC 運用リスク管理分析 

 

 UC コラボレーション変更管理サービス 

 

以下のセクションでは、通常、上記サービスごとに実行される活動および責任について詳細に示します。 

 
 

UC 継続的設計サポート 
 
 

UC 継続的設計サポート サービスでは、公表されているベスト プラクティスおよび業界標準に基づいて、お客様の既存の Cisco Unified 

Communications（Cisco UC）ソリューション設計の付帯条件を評価します。このサービスでは、サービス可能性、拡張性、およびセキュリティ 

コンポーネントの他、ユニファイド コミュニケーション ソリューションの展開に使用するインフラストラクチャおよびプラクティスを評価します。 

 

UC 継続的設計サポート サービスは、将来の成長や拡張を考慮に入れて、お客様の現在の設計基準に合わせて調整されています。 

 

UC 継続的設計サポート サービスは、既存の Cisco UC ソリューションに対する成長計画および拡張計画を作成できるようにお客様をサポート

します。現在の Cisco UC ソリューションは、より広範な導入にも対応できるように監査されます。 

 

UC 継続的設計サポート サービスは、Cisco UC サービスの拡張時によく発生する多数の実用的および技術的な問題を克服できるようにお客

様をサポートします。アドバンスド サービス エンジニアは、特定の成長分野における設計ガイダンスをお客様に提供します。 

 

UC 継続的設計サポート サービスには、以下が含まれることがあります。 

 

 短期および長期のビジネス目標についてレビューします。 

 

 お客様の Cisco UC およびネットワーク インフラ設計について、Cisco Unified Communications Manager（Cisco Unified CM）クラスタ
ごとにレビューします。 

 

 複数サイトの展開における各サイト モデルについて総合的にレビューします。 

 

 文書化された機能要件を分析し、業務方針と現在の設計およびニーズを比較します。 

 

 システムのキャパシティについてレビューし、デバイス、Cisco Telephony Integration（CTI）ポート、およびアプリケーションを評価します。 

 

 お客様の Cisco UC 環境に対する潜在的な影響についてレビューします。 

 

 プロトコルの選択とダイヤル プランについてレビューします。 

 

 必要な拡張の方法に関する推奨案を設計します。 

 

 既存の設計に影響を及ぼす可能性のある新しいサイトや機能、キャパシティの拡張、または Cisco UC アプリケーションの追加について、
継続的な設計コンサルティング サポートを提供します。 

 

 必須のハードウェア（Hardware）と、拡張に適応するために必要なソフトウェア（Software）のリストを提供します。 

 

 サポート終了（EOL）または販売終了（EOS）コンポーネントに関連する問題について、ハードウェアおよびソフトウェアの基本レビューを行
います。 
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 新しいハードウェアの設置とソフトウェアのインストールを行うためのガイダンスと設定指導を実施します。 

 

 潜在的な問題を軽減しながら提示された拡張を実現する、お客様のサード パーティ導入パートナーの段階的な計画についてレビューし
ます。 

 

 パフォーマンスの向上や、システムの最適化に重点を置いたシステム変更などの推奨案が記載された設計レビュー レポートを作成しま
す。 

 

お客様の設計文書、ダイヤル プラン、機能要件、アプリケーション セキュリティ、変更管理プロセス、および事業計画のレビューに重点を置きま

す。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 Site-Model 調査テンプレートを作成します。 

 

 ソリューションおよび Site-Model 固有の受け入れテスト計画を作成します。 

 

 カットオーバー後 Day 2 のサポート計画を作成します。 

 

 シスコが推奨する設計変更を文書化します。 

 

 Cisco Unified Communications（Cisco UC）の設計変更および受け入れテストを実行します。 

 

 設計コンサルテーション レポートの結果をレビューし、設計変更、プロセスまたは手順の変更、および既存インフラストラクチャに必要な改
善について承認します。 

 

 すべてのネットワーク文書へのアクセスを許可します。 

 

 設計レビューに含まれるネットワークデバイスへのオンサイトおよび/またはリモートでのアクセスを許可します。 

 
 

UC 変更サポート 
 

UC 変更サポートでは、事前に予定された変更管理期間中にお客様をリモートで支援して、記載された主要なアップグレードまたは変更を行い、

お客様が選択した Cisco Unified Communications（Cisco UC）実行環境を安定化させます。UC 変更サポートにはオンサイト サポートは含ま

れません。オンサイト サポートに関する要求は、シスコ単独の裁量に従って処理されます。お客様は、このようなサイト訪問に関連するコストの

支払い義務を負うものとします。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 お客様は、お客様の問題点に関して提案されたソリューションまたは回避策をレビューし、このソリューションを実行することを承認します。 

 

 Cisco Technical Assistance Center（Cisco TAC）が問題のトラブルシューティングおよび解決を行うために必要な情報へのアクセスを
許可します。 

 

 問題およびシステムについて説明します（サービス要求ごとの問題説明は 1 つのみ）。 

 

 事例の解決に役立つことがある、現在および過去のお客様の問題の状況を提示します。 

 

 問題に関連するネットワーク デバイスへのオンサイト/リモートでのアクセスを許可します。 

 

 必要に応じて、状況を解決するための要員を確保します。 

 

UC 事前予防的ソフトウェア推奨レポート 
 

UC 事前予防的ソフトウェア推奨レポート サービスは、Cisco Unified Communications（Cisco UC）サービス ポートフォリオのコア コンポー

ネントであり、以下のイベントのいずれかが発生したときに実行する必要があります。ソフトウェアのバグ、Field Notices、EoX リリース、

Technical Assistance Center（TAC）のユーザ事例の増大、Cisco UC ネットワークの拡張、お客様からの機能に対する新たな要求、構成管

理問題、新しいシスコ ソフトウェア リリース、およびソフトウェア トレーニングのアップグレード。 
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UC 事前予防的ソフトウェア推奨レポートでは、現在の Cisco UC ソフトウェアのレベル、および現在と将来の要件を満たすために短期、中期、

および長期的に使用される機能を評価および識別して、コードの予防的アップグレードのプロセスと頻度を設定します。 

 

本サービスは、現在および新たな機能要件を満たす機能、および/またはお客様が必要とする機能を含むソフトウェア バージョンに存在する、

未解決の欠陥のリストを識別し、評価します。このプロセスでは、ハードウェアやソフトウェアのアップグレードなど、スケジュールされたイベント

（Event）による現在のコードへの影響も評価します。お客様はこの情報を使用して、アップグレードの適切なタイミングと手順を判断することが

できます。 

 
 

UC 事前予防的ソフトウェア推奨レポートサービスには、以下が含まれることがあります。 

 

 お客様の Cisco UC ソフトウェア インベントリを取得します。 

 

 お客様からすべてのソフトウェア情報と機能要件を収集します。 

 

 相互運用性の問題について現在のソフトウェア リリースと新規のレベルを評価します。 

 

 ソフトウェア レベルがお客様の現在および今後の要件をサポートするかどうかを判断します。 

 

 お客様の環境と将来の機能要件に基づいて短期、中期、および長期のソフトウェア戦略を明確にし、それらの目標を達成するためにどの
リリースが適しているかを判断します。 

 

 お客様の運用要件に基づいて、Cisco UC ソリューションのアップグレードおよびパッチ戦略を判断します。 

 

 環境および機能の複雑度に応じて、アドバンスド サービス エンジニアは以下の処理を行います。 

 

◦ 対策を実施するためのアドバイスを行います。 

 

◦ 適切なテストに関する推奨案をお客様に示します。 

 

◦ ラボ環境で完全なテストを行うための推奨案をお客様に示します。 

 

◦ 同様な環境に関する現場体験を共有します。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 Cisco Unified Communications（Cisco UC）ソリューション コンポーネント（Cisco Unified Communications Manager やペリフェラル 

ゲートウェイなど）に使用する現行のソフトウェア リリースおよびハードウェア バージョンの詳細を示します。 

 

 コンポーネントの所在場所（たとえば、地理的ロケーションまたはネットワーク内のロケーション）を示したアーキテクチャ概略図を提供しま
す。 

 

 初期の Cisco UC 設計要件文書など、現在および新規の機能要件を提示します。 

 

 必要に応じて要員を確保します。 

 

 お客様の問題点に関して提案されたソリューションまたは回避策をレビューし、このソリューションを実行することを承認します。 

 

 問題点に関連するネットワーク デバイスへのオンサイトおよび/またはリモートでのアクセスを許可します。 

 

 アドバンスド サービス エンジニアに関連情報を提供します。 

 
 

UC 安定性監査 
 

UC 安定性監査サービス コンポーネントは、次のようないくつかのネットワーク分野について収集および分析を行います。 

 

 Cisco UC ネットワーク インフラ 

 

 Cisco Unified Communications Manager（Cisco Unified CM） 
 

 Cisco Unified Communications Manager（Cisco Unified CME） 
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 Cisco Unity Connection 

 

 Cisco Unity 

 

 Cisco Unified Contact Center Express（Cisco Unified CCX） 
 

 Cisco Unified CM アプリケーション 

 

 Voice Gateway 

 

 ハードウェアおよびソフトウェア 

 

 Cisco Unified Operating System（Cisco Unified OS） 
 

 Cisco Unified IP Phone のロード 

 

監査は Cisco UC ソリューションおよびシスコ アドバンスド サービス（Advanced Services; AS）の最先端のプラクティスに基づいて行われます。

このプロセスによって、次に示すリーディング プラクティスおよび既知の作業モデルに基づいた安定した環境を実現するために解決すべき、シ

ステム内の欠陥が特定されます。 

 
 

UC 安定性監査サービスには、以下が含まれることがあります。 

 

 情報の収集、その情報の分析、および適切なレベルと推奨される変更の決定について、オンサイトまたはリモートで各種の管理者および
運用スタッフとの面談を行います。 

 

 必要に応じてネットワーク検出データ、インベントリ データ、およびパフォーマンス データを収集するためのシスコおよび/またはサード
パーティ製のツールを導入することについてお客様の承認を得ます。 

 

 Cisco Unified Communications Manager（Cisco Unified CM）および Cisco Unity 構成データを収集します。これには、ユニファイド コ
ミュニケーション監査ツール（UCAT）を使用し、必要に応じて安定性監査ワークシートを利用します。 

 

 Cisco UC ネットワーク インフラストラクチャの全インベントリを収集します。 

 

 必要に応じてシスコのネットワーク最適化サービス（NOS）サービスまたはシスコの Remote Operations Support（ROS）サービスを使用
して、インベントリ、レポート、および設計情報を取得します。 

 

 必要に応じて Cisco Unified Communications Management Suite のツールを取得します。 

 

 ユニファイド コミュニケーション ネットワーク コンポーネントおよびデータを調べて情報を収集し、詳細設計および最先端のプラクティスに
対してこのデータを分析することにより、不備を特定します。 

 

 UCAT の現状に関する出力を提供します。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 お客様の運用担当エンジニアは、インベントリや文書化されたネットワーク情報、および承認された診断機器接続を含めて、ネットワーク
環境へのアクセスを許可して、情報を収集できるようにします。 

 

 データ インベントリ収集の利用およびパフォーマンス向上を目的として、ネットワーク上でシスコのソフトウェアまたはサード パーティ ソフ
トウェアを使用するためのセキュリティ免除をシスコに提供します。 

 

 安定性に関する問題が存在する場合は、問題を確認して明示します。 

 

 最近のネットワーク停止および Cisco Technical Assistance Center（TAC）の事例についてディスカッションします。 

 

 詳細なネットワーク トポロジ図を提供します（可能な場合）。 

 

 Cisco Unified Communications（Cisco UC）ソリューションの完全なインベントリを提供します。 

 

 Cisco UC ネットワーク インベントリ レポートとディスカバリ レポート、およびパフォーマンスに関する統計情報とレポートが入手可能な場
合は、提供します。 
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 Cisco Remote Operations Support（CROS）およびネットワーク最適化サービス（NOS）のインベントリ、レポート、および設計情報が入
手可能な場合は、提供します。 

 

 Cisco Unified Communications 運用マネージャ（正式には ITEM）の情報および統計情報が入手可能な場合は、提供します。 

 

 Cisco UC エンジニアにお客様の（主な）単一の窓口（POC）を提供します。 

 

 お客様とシスコのコミュニケーションを管理します。 

 

 サービス要件の経営上の期待内容を提供します。 

 

 アドバンスド サービス エンジニアが監査のため面談する候補者およびお客様担当者を紹介します。 

 

 UC 安定性監査レポートに記録された推奨案を実行します。 

 

 監査プロセス中に予定されているネットワーク内の変更を延期します。 

 
 

UC リモートの知識伝達セッション 
 

Cisco Unified Communications Optimization Service（UCOS）の UC リモートの知識伝達セッション コンポーネントでは、アドバンス サービ

ス エンジニアがお客様と直接かつインタラクティブなコミュニケーションを行うことができます。アドバンスド サービス エンジニアが、お客様の導

入環境に関する詳細な知識に基づいて、お客様固有のニーズに基づいたトレーニングを提供します。これは、ホワイトボード  セッション、仮想 

Web 会議セッション、個別の助言や情報提供など、お客様のニーズに合わせて最適な手段で実施されます。この知識の伝達は、シスコ認定の 

AS 教育クラスに代わるものではありません。 

 

知識伝達セッションは、1 対 1 形式の提供が可能であり、お客様のプロセスにギャップが検出された場合や、シスコの最先端のプラクティスを

変える変化が生じた時点で提供することができます。 

 

知識伝達および最先端のプラクティスは、導入前または導入後に提供できます。知識伝達は四半期ごとに、最先端のプラクティスは継続的に、

または必要に応じて提供することを推奨します。 

 

このオプションの UCOS サービス コンポーネントは、アドバンスド サービス エンジニアから学習セッションおよび教育訓練を受けることを希望

するお客様を対象としています。 

 

UC リモートの知識伝達セッションは通常、お客様のニーズに応じて、NCE がお客様に対して実行します。このサービス モジュールはオプ

ションのコンポーネントであるため、優先度は主要コンポーネントよりも低くなっています。したがって、実施可能なタイミングで実施する必要が

あります。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 お客様の主要担当者はトレーニング要件を収集し、アドバンスド サービス エンジニアに提供します。 

 

 お客様の主要担当者は知識伝達および教育訓練イベントを構成します。 

 
 

UC ソフトウェア セキュリティ アラート 
 
 

セキュリティ アラート - シスコ製品が作動しているネットワークに対して影響を及ぼす可能性のあるセキュリティ問題が検出された際にシスコが

発するセキュリティ アドバイザリの事前予防的分析（PSIRT）、ならびにこれらの問題についてネットワークの修復および/または保護を行うため

に必要な措置です。シスコがセキュリティ アドバイザリを公表した後、ソフトウェア セキュリティ アラート（「SSA」）を通じて評価がお客様に提供

されます。シスコは、脆弱性およびその解決策につき、お客様の Unified Communications ソリューションに及ぶ可能性のある影響の観点で、

分析を提供します。 

 
 

UC ソフトウェア セキュリティ アラートには、以下が含まれることがあります。 

 

 PSIRT 通知がお客様の Cisco UC ソリューションにどのように影響するかを分析します。 

 

 提案された PSIRT の解決策によって、シスコのアドバンスド サービス エンジニアが次の処理を実行します。 
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◦ お客様の環境に適したテストについて、推奨案を示します。 

 

◦ 類似の環境をレビューし、機能およびコードの関連付けを行います。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 Cisco Unified Communications（Cisco UC）ソリューション コンポーネント（Cisco Unified Communications Manager やペリフェラル 

ゲートウェイなど）に使用する現行のソフトウェア リリースおよびハードウェア バージョンの詳細を示します。 

 

 コンポーネントの所在場所（たとえば、地理的ロケーションまたはネットワーク内のロケーション）を示したアーキテクチャ概略図を提供しま
す。 

 

 初期の Cisco UC 設計要件文書など、現在および新規の機能要件を提示します。 

 

 必要に応じて要員を確保します。 

 

 お客様の問題点に関して提案されたソリューションまたは回避策をレビューし、このソリューションを実行することを承認します。 

 

 問題点に関連するネットワーク デバイスへのオンサイトおよび/またはリモートでのアクセスを許可します。 

 

 アドバンスド サービス エンジニアに関連情報を提供します。 

 
 

UC インシデントおよび問題管理サービス 
 

UC インシデントおよび問題管理サービスの目的は、インシデントおよび問題管理プロセスを強化するための事前対応型の構成要素を提供す

ることです。この目的を実現するには、主要なサービス ツールを使用可能にし、お客様の Cisco UC 環境内でプラットフォーム ツールに関する

最先端のプラクティスを構成します。予防的なサポート活動を行って、予定外のインシデント、繰り返される問題、およびデータベースのバック

アップや復元の整合性が及ぼす悪影響を最小化します。また、優先度が 1（P1）または 2（P2）の事後対応型 Cisco UC サポートや、繰り返さ

れるインシデントに対応する根本原因分析サポートを強化する機能もあります。 

 
 

UC インシデントおよび問題管理サービスには、以下が含まれることがあります。 

 

 UC サービス ツールの実現：シスコはお客様の Cisco UC 運用環境内で Cisco UC サービス ツールおよび最先端のプラクティス推奨
案を提供します。トレース構成の設定、システム ヘルスに関する日次レポートのスケジュール、毎週作成されるパフォーマンスの傾向分
析レポート、およびアラーム構成も提供します。 

 

 UC 実践的バックアップおよびリストア：シスコはお客様の Cisco UC 運用環境内で、リモート バックアップ サービス、および最先端のプラ
クティス推奨案と手順を提供します。お客様は必要なときに、アドバンスド サービス エンジニアから復元のサポートを受けることができま
す。サービスの一環として、シスコおよびお客様はバックアップするデータについて合意し、データ ソース サーバを構成し、スケジュー
ルを立て、バックアップの保管場所を構成し、手動バックアップを実行します（お客様から要求された場合）。 

 

 UC P1/P2 インシデントのサポート：シスコはお客様が P1/P2 の事例として識別した特定の UC インシデントを、独立したシスコ サポート
担当者の下で解決することにより、お客様、Cisco Technical Assistance Center（TAC）、または Cisco Remote Operation Support

（CROS）をサポートします。アドバンスド サービス エンジニアはお客様の P1/P2 のオープン ケースを事前に監視し、シスコとお客様の間
でコミュニケーション チャネルを利用可能な状態に保ちます。お客様が専任技術サポート（FTS）と連絡を取っている場合は、必要に応じ
て High - Touch Operations Manager（HTOM）もこのチャネルに加わります。アドバンスド サービス エンジニアはお客様の Cisco UC 

問題を分析し、お客様の Cisco UC 運用環境に対する習熟度に基づいて、オープン ケースに関連するサポートを提供します。 

 

 UC 問題の傾向分析：アドバンスド サービス エンジニアはプラットフォーム/ツールの過去の傾向を示すデータおよびお客様のオープン 

ケースに基づいて、Cisco UC 問題の傾向分析を毎月行います。 

 

 UC 再発問題および根本原因分析：識別された再発問題を分析し、適切な対応計画を立てて、再発するインシデントを解決します。この
分析では、まず業務への悪影響を最小化するための回避策を示すことがありますが、最終的な目標は再発問題の根本原因を特定する
ことです。この分析は、購入された他のサービスで行われるお客様/シスコの標準インシデント プロセスの代わりになるものではなく、サ
ポートを強化するものです。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 
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UC インシデントおよび問題管理サービスのアドバンスド サービス エンジニアの役割および責任は、お客様の Day 2 運用チームの構成、およ

びこれらが利用している、または利用していない他の Day 2 サービスに応じて異なります。 

 

一般的な 3 つのシナリオがあります。1）Cisco Remote Operations Support（ROS）を利用しているお客様、2）パートナーのマネージド サービ

スを利用しているお客様、および 3）独立して運用し、直接 Cisco Technical Assistance Center（Cisco TAC）と連携しているお客様。 

 

 サービス デスクはヘルプ/サービス要求に対応するための単一の窓口を用意します。インシデント、変更、およびイベント管理や要求への
対応と密接に連携しています。 

 

 インシデント管理の目的は、通常のサービスをできるだけ早く復元して、業務への影響を最小限にすることです。サービス デスク、イベン
ト管理、サービス レベル管理に密接に連携しています。 

 

 問題管理の目的は、問題およびそれによって生じるインシデントの発生と、インシデントの再発を防止することです。インシデント、イベント、
変更、可用性、およびキャパシティ管理に密接に連携しています。 

 
 

UC 導入サポート サービス 
 

UC 導入サポート サービスは、各分野の専門家がアドバイザーとなって、計画および設計フェーズからプロジェクトを継続的にサポートし、ソ

リューションを伝達して、設計された IP コミュニケーション システムのお客様のネットワークへの導入を支援します。 

 

UC 導入サポート サービスは、お客様の現在の環境の拡張、問題解決、導入のサポート、およびラボ内の試験運用をサポートするために、リ

モートで実行されます。 

 

これはお客様に対し、UC 安定性監査や UC ORMA など、他の Unified Communications Optimization Services（UCOS）で特定された推奨

事項に対する改善サポートを提供します。アドバンスド サービス エンジニアは担当者と協力して必要だと判断された変更を行い、今後の計画

および設計に関する推奨事項に対応します。変更の有効性を検証するためのテストが実行されます。改善する問題点には優先度が低いもの、

中程度のもの、高いものがあり、実装の複雑度もさまざまです。 

 
 

UC 導入サポート サービスには、以下が含まれることがあります。 

 

 導入時にお客様と協力して、統合に関する問題に取り組み、各分野の専門家を派遣します。 

 

 カットオーバー作業時に遠隔地のサポートを利用できるようにします。 

 

 実装時に必要に応じて Cisco Technical Assistance Center（Cisco TAC）に直接エスカレーションしたり、必要に応じて仮想サポート 

チームの参加を実現したりできます。 

 

 導入時と 1 日目（導入後の最初の日）に、シスコ TAC と協力して重大度 1（S1）と重大度 2（S2）の問題に対処します。 

 

 疑問点と推奨案を確認するために、制限付きのラボ検証作業を行います。 

 

 アドバンスド サービス エンジニアは、お客様が提供する関連文書をレビューします。 

 

 アドバンスド サービス エンジニアは対象分野の専門家として、お客様の導入チームの教育訓練を行います。 

 

 UC 安定性監査および UC 運用リスク管理分析の結果に基づくレポート/推奨案をレビューして、分析します。 

 

 提案された改善点に対してラボ テストを実行します。 

 

 変更管理プロセスを適切に公表します。 

 

 改善点についてお客様とスケジュールを立てます。 

 

 改善点を実行します。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 お客様/パートナーは Cisco Technical Assistance Center（Cisco TAC）を利用して、すべての事後対応型の問題点に対応する必要が
あります。このようにすると、解決策にバグ修正などが含まれているような場合、アドバンスド サービス エンジニアまたは Cisco TAC は
開発エンジニアの参加を実現することができます。 
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 お客様は導入サポート時間を有料で延長し、引き続きサポートを受けることができます。そうしないと、合意された有料契約が終了した時
点で、アドバンスド サービス エンジニアによるサポートは打ち切られます。 

 

 必要な文書をシスコに提供します。 

 

 教育訓練の義務を果たすために必要な物理的アクセスおよびリモート アクセスをシスコに許可します。 

 

 Cisco Unified Communications（Cisco UC）導入のあらゆる面を管理および所有するためのプロジェクト管理チームを提供します。 

 

 プロジェクトの期間中、導入に必要な Cisco UC タスクおよびオンサイトの導入作業を実行する認定担当者を用意します。 

 

 ソフトウェアのインストール、Cisco UC プラットフォームのプロビジョニングなどのソリューションを実装します。 

 
 

UC アプリケーション戦略 
 

このソリューションは、ビジネスにおける必須条件/要件、変革のチャンス、および同種の業界/垂直市場のお客様が経験したアプリケーションに

関する最先端のプラクティス/クラス最高の革新事例のレビューに基づいて、適切なアプリケーション ロードマップを識別する際に役立ちます。 

 

UC アプリケーション戦略サービスには、以下が含まれることがあります。 

 

 現在の音声対応アプリケーションおよび既存の統合ポイントについてレビューします。 

 

 主要エンタープライズ アプリケーション（ERP、CRM、PLM など）についてレビューします。 

 

 現在のサポート処理および IT プロセスの依存関係についてレビューします。 

 

 Cisco UC アプリケーション戦略に最も影響するビジネス要件およびイニシアチブを識別します（面談および/または作業セッションを利用）。 

 

 2 ～ 3 年間のアプリケーション ロードマップを作成します。 

 

◦ Cisco UC アプリケーションおよびソリューションを、識別された要件およびビジネス イニシアチブにマッピングします。 

 

◦ お客様の Cisco UC/アプリケーションの成熟度を、同じ業種の類似企業およびクラス最高の事例と比較します。 

 

◦ 要件およびお客様のビジョン/目標成熟度に応じて、2 ～ 3 年間の段階的計画を立てます。 

 

◦ ロードマップの各フェーズに関連付けられた、ビジネス変革または最適化のチャンスについて説明します。 

 

 お客様と協力して、サービスの作成や、階層型サービス配信モデルの構築を行います（アプリケーション サービスとユーザ セグメントを
マッピングします）。 

 

 依存関係を識別します。 

 

 Cisco UC アプリケーションおよびサービスを提供するために必要な主要アーキテクチャおよび技術コンポーネントを識別します。 

 

 潜在的なアプリケーションの依存関係および運用サポートの影響を識別します。 

 

 アプリケーション ロードマップをサポートするために必要なテクノロジーおよびプロセスへの投資についてレビューし、推奨します。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 該当する IT およびビジネス上の関係者と協力して、ワークショップ イニシアチブについてのディスカッションをスケジュールし、配信します。 

 

 戦略およびロードマップの推奨案についてレビューします。 

 

 Cisco Unified Communications（Cisco UC）のイニシアチブに関する文書へのアクセスを許可します。 

 

 ビジネスにおける目標/必須条件を文書化します。 

 

 詳細について社内関係者と連絡を取り、ミーティング/ディスカッションをスケジュールします。 

 

 ワークショップのスケジュールおよび担当者/施設の調整をサポートします。 
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UC 安全性評価 
 

UC 安全性評価では、お客様に 4 つの重要なソリューション要素（Cisco Unified Communications（Cisco UC）ネットワーク インフラストラク

チャ、呼処理システム、端末、およびアプリケーション）に関する安全性評価レポート、推奨案、およびリスク分析を提供します。 

 
 

 Cisco UC ネットワーク インフラ セキュリティには、スイッチ、ルータ、および IP データ、音声、およびビデオ トラフィックを伝達する基盤
ネットワークからなる接続リンクが含まれています。 

 

 Cisco UC 呼処理セキュリティ機能：サーバ、および呼の管理と制御を行うルータベースの呼処理システムが含まれています。 

 

 Cisco UC エンドポイント セキュリティ：IP ネットワークに接続している Cisco Unified IP 電話、ソフト フォン、ビデオ ターミナル、および デ
バイスが含まれます。 

 

 Cisco UC アプリケーション セキュリティ：ユニファイド メッセージング、会議、お客様の連絡先、および独自ツールによる IP コミュニケー
ション システム機能の拡張などのユーザ アプリケーションが含まれます。 

 
 

UC 安全性評価サービスには、以下が含まれることがあります。 

 

 UC 安全性評価の検出とデータ収集：シスコは、UC セキュリティ監査の実施のために必要な UC インフラストラクチャおよび UC コンポー
ネントについて検出を実施します。 

 

 UC 安全性評価およびデータ分析：シスコは収集したデータを使用して、UC 安全性評価を実施します。 

 

 UC 安全性評価レポートと推奨案：UC 安全性評価の結果を報告し、UC 環境で検出されたリスクを軽減するために推奨されるベスト プラ
クティスを示します。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 シスコのネットワーク コンサルティング エンジニアに、最新の Cisco Unified Communications（Cisco UC）インフラストラクチャ トポロジ
図と、現在のアーキテクチャ、構成、デバイス、およびセキュリティ ポリシーに関する情報を提供します。 

 

 シスコのアドバンスド サービス エンジニアに既存ネットワーク デバイスへのアクセスを許可します。 

 

 シスコのアドバンスド サービス エンジニアにネットワークへのリモートでのアクセスを許可します。 

 

 お客様は UC 安全性評価の実行中に、Cisco UC インフラストラクチャが変更されていないことを確認します。この作業には、環境の複雑
度に応じて最大 4 週間かかることがあります。 

 

 データ インベントリ収集の利用およびパフォーマンス向上を目的として、ネットワーク上でシスコのソフトウェアまたはサード パーティ ソフ
トウェアを使用するためのセキュリティ免除をシスコに提供します。 

 

 シスコのアドバンスド サービス エンジニアが、面談プロセスで尋ねられたすべての質問に適切なタイミングで回答できるように支援します。 

 

 お客様サイトにいる該当スタッフ メンバーがすべてのミーティングに参加するように設定して、調整します。 

 

 お客様のプロジェクト チームのメンバーが Cisco UC 安全性評価チームと最初の選別について話し合い、最終コピーのドラフト作成およ
び正式な UC 安全性評価のプレゼンテーション前にレビューすることについて合意します。 

 
 

UC ビジネスの整合性 
 

このサービスは Cisco Unified Communications（Cisco UC）ソリューションの戦略的サービスです。ビジネス要件/必須条件および計画された 

Cisco UC イニシアチブをレビューすることによって、ビジネスの整合性を「検査」します。このサービスに基づいて実行される一般的なタスクに

は、特に次のようなものがあります。 

 

 既存の Cisco UC およびコラボレーション テクノロジーのネットワーク インフラと、サービス カタログについてレビューします。 

 

 お客様の Cisco UC テクノロジー アーキテクチャおよび戦略についてレビューします。 

 

 お客様のビジネスにおける必須条件および主要企業アプリケーションについてレビューします。 
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 最大 10 名のビジネス関係者との面談を行って、有効な Cisco UC および関連するビジネス変革のチャンスを識別します。 

 

◦ 結果についてまとめ、Cisco UC テクノロジーのビジネス/テクノロジーの整合性に関する推奨案を提供します。 

 

◦ ビジネスに役立つ使用例を 2 つ識別します。 

 

 ミーティングまたはワークショップを通じて、識別されたビジネス コラボレーション/アプリケーションを最適化するチャンスについてのディス
カッションを促進します。 

 

 結果およびワークショップの成果についてまとめ、Cisco UC アーキテクチャ戦略、ビジネス コラボレーション/アプリケーションの最適化の
チャンス、および予測されるビジネス価値についてフィードバックします。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 該当する IT およびビジネス上の関係者と協力して、ワークショップ イニシアチブについてのディスカッションをスケジュールし、配信します。 

 

 戦略およびロードマップの推奨案についてレビューします。 

 

 Cisco Unified Communications（Cisco UC）ソリューションおよびビジネス イニシアチブに関する文書および面談資料へのアクセスを許
可します。 

 

 ビジネスにおける目標/必須条件を文書化します。 

 

 詳細について社内関係者と連絡を取り、ミーティング/ディスカッションをスケジュールします。 

 

 ワークショップのスケジュールおよび担当者/施設の調整をサポートします。 

 

UC ギャップ解消サービス 
 

UC ギャップ解消サービスは、UC GRS：人材配置と専門知識、および UC GRS：事前問題管理という 2 つの独自の成果物で構成されます。 

 
 

UC GRS：人材配置と専門知識 

 

UC GRS：人材配置と専門知識サービスには、以下が含まれることがあります。 

 

 役割および責任マトリックス 

 

◦ シスコでは、コラボレーション ワークショップを使用してお客様固有の役割および責任マトリックスを作成する際に、以下の処理を実
行できるようにサポートします。 

 

 お客様の Cisco Unified Communications（Cisco UC）サービス組織を、Cisco UC の役割および責任マトリックス テンプレー
トにマッピングします。 

 

 お客様の Cisco UC の役割および責任マトリックスに基づいて、必要な Customer Operational Level Agreements（OLA）に
ついて把握します。 

 

◦ シスコは次の成果物を提供します。 

 

 Cisco UC の役割および責任マトリックス 

 

 推奨 OLA のリスト 

 

 Cisco UC 役割および責任の目的および作成に関する知識の伝達（プレゼンテーション）マトリックス 

 

 スキル マトリックス 

 

◦ シスコは以下の方法でスキル マトリックスの作成をサポートしています。 

 

 コラボレーションを行って、お客様の Cisco UC サービス組織を Cisco UC スキル マトリックスにマッピングします。 

 

 評価のスケールについて説明します。 
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◦ シスコは次の成果物を提供します。 

 

 Cisco UC スキル マトリックス 

 

 スキル マトリックスの目的および作成に関する知識の伝達（プレゼンテーション） 
 

 サービス ガバナンスにおけるスキル マトリックスの使用に関する知識の伝達（ワークショップ） 
 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 コミットメントおよびコラボレーションのレベルは、UC GRS：人材配置および専門知識への参加を成功させ、価値を高める上で重要です。
シスコのスタッフが現在の運用環境を正確に評価し、推奨案を提供する能力は、提供されるデータの量と精度、および以下に示す項目に
おける参加レベルによって決まります。 

 

 エグゼクティブ スポンサーの指定。エグゼクティブ スポンサーはプロジェクトを主導し、管理して、お客様側のすべての参加者が適切なタ
イミングで、効率的に参加できるようにします。 

 

 シスコ チーム メンバーと共同作業を行う主要連絡先の割り当て。主要連絡先は、（必要に応じて）オンサイト作業中に、スケジュールを調
整し、情報を収集し、関係チームに対応します。たとえば、すべての面談に使用する会議室を確保したり、シスコ アドバンスド サービス 

チームのためのアクセス用 ID カードを取得したりできます。 

 

 UC GRS：人材配置および専門知識のキックオフ ミーティングやワークショップに、該当する運用プロセスの所有者およびその他の IT 関
係者が参加するように設定します。 

 

 すべての面談に、指定された関係者およびプロセス所有者が参加するように設定します。 

 

 データ収集ワークシートの各項目をオンサイト面談の 7 日前に配信します。 

 

 割り当てられたシスコ チーム メンバーが、プロジェクト中に建物、会議室、施設、および作業スペースに合理的にアクセスできるようにし
ます。 

 

 当事者間で別途の合意がない限り、お客様は、プロジェクトに必要な文書または情報をシスコが要求した場合には 2 営業日以内に応じ
るものとします。 

 

 すべてのサードパーティ ベンダーとの契約およびライセンスが完全に作成され、お客様のビジネス要件を完全に満たすことができる適切
な条項を反映していることを保証します。さらに、お客様は、本サービスに関するすべての支払い、本サービスの作業パフォーマンス、本
サービスを任されたシスコ以外のすべての事業体、または本サービスに関する作業に対し責任を負うものとします。 

 
 

UC GRS：事前問題管理 

 

シスコはサポートに関する責任の割り当てや、推奨措置を実行するために必要なスキルの把握が可能になるよう、お客様をサポートします。

ワークフロー図を作成すると、サポート チームはプロセス全体におけるチームの役割について理解し、サービスの微調整および向上を図ること

ができます。新たに定義されたプロセスを実行しながら、シスコ チーム メンバーとアクティブにコラボレーションすることにより、知識の伝達、ス

ケジュールの確保、継続的な責任の明確化が促進されます。 

 

シスコはビジネスおよび IT のリーダー、技術エンジニア、およびその他の関係者と面談して、目標の設定、データの収集、および必要に応じて

追加情報の取得を実行します。 

 
 

UC GRS：事前問題管理サービスには、以下が含まれることがあります。 

 

 syslog 調査を通して事前問題管理の最先端プラクティスとして識別された推奨措置について、必要なスキルを識別し、役割および責任を
割り当てます。 

 

 お客様の Cisco Unified Communication 環境に対する syslog 調査を利用して、プロセスを包括的に定義します。 

 

 Cisco Unified Communications Manager クラスタ、Cisco Unity Connection サーバ、Cisco Unity サーバ、音声ゲートウェイとして使用
される Cisco IOS デバイスなどからの syslog 調査を有効にするために推奨される必要な構成について説明します。 

 

 お客様のチーム メンバーと一緒に新しいプロセスに参加することによって、syslog 調査プロセスを通して事前問題管理を確立できるよう
にお客様をサポートします。 
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 参加した結果を示します。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 コミットメントおよびコラボレーションのレベルは、UC GRS：事前問題管理の参加を成功させ、価値を高める上で重要です。シスコのスタッ
フが現在の運用環境を正確に評価し、推奨案を提供する能力は、提供されるデータの量と精度、および以下に示す項目における参加レ
ベルによって決まります。 

 

 UC GRS：事前問題管理のキックオフ ミーティングやワークショップに、該当する運用プロセスの所有者およびその他の IT 関係者が参加
するようにします。 

 

 すべての面談に、指定された関係者およびプロセス所有者が参加するように設定します。 

 

 データ収集ワークシートの各項目をオンサイト面談の 7 日前に配信します。 

 

 割り当てられたシスコ チーム メンバーが、プロジェクト中に建物、会議室、施設、および作業スペースに合理的にアクセスできるようにし
ます。 

 

 当事者間で別途の合意がない限り、お客様は、プロジェクトに必要な文書または情報をシスコが要求した場合には 2 営業日以内に応じ
るものとします。 

 

 すべてのサードパーティ ベンダーとの契約およびライセンスが完全に作成され、お客様のビジネス要件を完全に満たすことができる適切
な条項を反映していることを保証します。さらに、お客様は、本サービスに関するすべての支払い、本サービスの作業パフォーマンス、本
サービスを任されたシスコ以外のすべての事業体、または本サービスに関する作業に対し責任を負うものとします。 

 
 

UC ネットワーク テスト サービス 
 

UC ネットワーク テスト サービスは確認および検証サービスです。シスコがこのサービスをリモートで実施している間、お客様は WebEx を介し

て、または 3 つのユビキタス バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）接続タイプの 1 つを使用して、テストベッドにリモートでアクセスできま

す。 

 

このユニファイド コミュニケーション ネットワーク テスト サービスは、8 週間の標準テスト サイクルで提供されます。本サービスには次のオプ

ションがあります。 

 

 2 週間のミニテストを 4 回実施 

 

◦ テスト範囲は 1 つのプラットフォームに限定されます。 

 

◦ Cisco Unified Communications（Cisco UC）ソリューションのアドバンスド サービス エンジニアが、コードのスクラブおよびコードの
要件に関与する必要があります。 

 

◦ テストは 5 段階の配信モデルで実行されます。 

 

◦ 例：割り当てに 2 日、テスト計画作成に 2 日、構築に 1 ～ 2 日、テストに 2 ～ 3 日、および文書化に 2 ～ 3 日です。このシナリオ
は、お客様およびテストの要件に応じて変わることがあります。 

 

 4 週間のミニテストを 2 回実施 

 

◦ 複数のプラットフォームに対してテストできます。ただし、これらの構築およびテストは、4 週間/20 日のモデルで実行できる必要があ
ります。 

 

◦ Cisco UC ソリューションのアドバンスド サービス エンジニアが、コードのスクラブおよびコード要件に関与する必要があります。 

 

◦ このテストは、2 週間のミニテストで説明したように、5 段階の配信モデルで実行されます。効率性に基づいて期間を変更できます。 

 

 8 週間の標準ホスト型テスト サイクル 

 

◦ シスコは次のタスクを実行して、シスコ ラボで 8週間の標準テスト サイクルを提供します。 

 

 テストの目的のドラフト作成– お客様と目標、期間、きっかけとなる出来事について話し合います。 

 

 テスト計画– テスト計画の作成と微調整、さらに施設、機器、および要員のスケジュールを行います。 
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 テストのセットアップ– ラボを物理的にセットアップします。 

 

 テストの実行 – テスト計画を実行します。 

 

 テスト結果の分析 – テスト レポート成果物として結果を文書化します。 

 
 

UC ファスト トラック移行 
 

サイト/アーキテクチャの検出および検証 

 

 以下に関する情報を求めるアンケートをお客様に行います。 

 

◦ Cisco Unified Communications（Cisco UC）およびネットワーク インフラ 

 

◦ ハードウェア 

 

◦ ソフトウェア 

 

◦ ネットワーク接続 

 

◦ セキュリティ構成 

 

◦ Cisco Unified Communications Manager（Cisco Unified CM）の構成 

 

◦ 移行に関係するその他の Cisco UC 製品 

 

 既存の Cisco Unified CM 構成の監査を行い、移行実行前に必要となることがある修復作業についてお客様に警告します。 

 

 既存の Cisco UC アーキテクチャを分析して、最新バージョンの Cisco Unified CM への移行を成功させる方法について検証します。 

 

 既存の Cisco Unified CM ハードウェア コンポーネントを分析して、移行前に最新バージョンの Cisco Unified CM との互換性を確保しま
す。 

 

 既存のソリューション コンポーネント ソフトウェアのバージョンと、最新バージョンの Cisco Unified CM の互換性を監査します。 

 

 結果および推奨案をまとめて、移行準備に必要な処理のランキング、複雑度、および優先度を識別します。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 主なネットワーキング、電気通信および運用の担当者が面談セッションに参加して、移行に関連する必要なすべてのソリューション コン
ポーネントをシスコが収集および分析できることを確認します。 

 

 お客様の主要担当者を指定して、この担当者が検出フェーズ中に継続的な情報収集およびフィードバックを利用できるようにします。 

 

 要件についてのアンケートに記入できるように、以下に関する詳細を提供します。 

 

◦ Cisco Unified Communications（Cisco UC）ソリューションのお客様の現在の設計 

 

◦ Cisco Unified Communications Manager（Cisco Unified CM）と統合されたすべての Cisco UC アプリケーションに関する構成お
よび接続の詳細 

 

◦ Cisco Unified CM に関連するセキュリティ 

 

◦ 移行に影響する可能性のある Unified CM またはネットワーク上のその他の場所にインストールおよび/または構成された追加ソフ
トウェア 

 

◦ Cisco Unified CM に接続された追加アプリケーション 

 

 移行プロセスが影響する可能性のある追加の設計要件および考慮事項についてコミュニケーションします。 

 

 必要に応じてお客様の既存ネットワークの物理および論理ネットワーク概略図を用意します。 

 



Page 15 of 23 

 

Controlled Doc.#303523 Ver: 1.14 最終改訂日:9/6/2011 5:07:05 PM CISCO CONFIDENTIAL  

Unified Communications Optimization Service 

 音声ネットワーク トポロジ図、ならびにメッセージ機能、会議機能およびコンタクト センターの詳細を含むその他の情報を提供します。 

 

 完成した成果物（Deliverable）のレビューに参加して、成果物に署名することで成果物の受領を認めます。 

 
 

移行前のラボ テスト 

 

 お客様の Cisco Unified CM クラスタについて移行前のラボ テストを実行するようにラボをセットアップします。 

 

 新バージョンの Cisco Unified CM の機能に限定して、必要な機能をテストします。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 シスコのアドバンスド サービス エンジニアに、最新の Cisco UC トポロジ図、ならびに現在の Cisco UC アーキテクチャ、デバイス構成お
よびセキュリティ ポリシーについての情報を提供します。 

 

 シスコのアドバンスド サービス エンジニアに既存ネットワーク デバイスへのアクセスを許可します。 

 

 シスコのアドバンスド サービス エンジニアに、面談プロセスで尋ねられた質問に対する解答を適切なタイミングで提供します。 

 

 移行前のラボ テストの準備中に設定された、Backup and Restore System（BARS）ファイルまたは Cisco Unified CM パブリッシャの
ハード ディスク ドライブを提供します。 

 

 シスコ アドバンスド サービス エンジニアとの面談の前に、次の情報を収集します。 

 

◦ 現在の Cisco UC インフラストラクチャの詳細図 

 

◦ ネットワーク トポロジ図 

 

◦ 高レベル設計（HLD）文書 

 

◦ 低レベル設計（LLD）文書 

 

◦ その他の Cisco UC デバイス（ゲートウェイやルータなど）の構成 

 

◦ ネットワーク コア内の IP ルートの概要、およびテレフォニーのための IP アドレス割り当てを識別する IP アドレス指定計画 

 

◦ セキュリティ ポリシーおよび要件 

 

 完成した成果物のレビューに参加して、成果物に署名することで成果物の受領を認めます。 

 
 

移行前準備のサポート 

 

 移行するサイトに関するお客様の最新 Cisco UC トポロジ図、ならびに現在のアーキテクチャ、これらのデバイスの構成、使用要件およ
びセキュリティ ポリシーに関する情報をレビューします。 

 

 ソフトウェア コード変更に関する推奨案を示します。 

 

 Cisco Unified CM 移行の前に完了する必要があるオプション作業として、Cisco Emergency Responder アップグレードを提供します。 

 

 お客様と協力して、該当する場合は、スケジュールされた移行の 1 ヵ月前に、該当するシスコ営業部門にメガクラスタ（11 台以上の 

Cisco Unified CM サーバ）について承認するように要求します。 

 

 Cisco Unified CM 移行前に完了するために必要な期限を設定して、移行前準備チェックリストを示し、レビューします。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 移行前準備評価を実行する指定のお客様サイトで、シスコの担当者のセキュリティ アクセスを手配します。 
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 シスコのアドバンスド サービス エンジニアに、面談プロセスで尋ねられた質問に対する解答を適切なタイミングで提供します。面談プロセ
ス中の質問に対する解答の中で未解決なものは、移行前準備評価を開始する前に必要になります。 

 

 それぞれのサイトで作業する該当スタッフ メンバーを識別し、すべてのミーティングおよびデータ収集のスケジュールを調整します。 

 

 シスコのアドバンスド サービス エンジニアに、最新の Cisco UC トポロジ図、ならびに現在のアーキテクチャ、これらのデバイスの構成、
使用要件、セキュリティ ポリシーおよび利用状況レポートについての情報を提供します。 

 

 すべての IOS 音声ゲートウェイをアップグレードして、移行前に合意されたソフトウェア コードに対する推奨変更を適用します。 

 

 シスコの推奨ソフトウェア変更がすべて実施されたことを確認します。 

 

 移行前準備評価で記録された推奨案を実行し、すべての変更が完了したら、シスコに書面で確認します。 

 

 完成した成果物のレビューに参加して、文書に署名することで成果物の受領を認めます。 

 
 

ネットワーク実装計画作成 

 

 最新バージョンの Cisco Unified CM に移行するための、Site-Model 固有のネットワーク実装計画を作成します。 

 

 移行する Cisco Unified CM サーバ Site-Model ごとに、ネットワーク実装計画についてレビューします。 

 

 ユニファイド コミュニケーション ソリューションを設計どおりに、このプロジェクトの範囲内で移行するために必要な順番および詳細イベン
トを含めて、ネットワーク実装計画を作成します。 

 

 実装後のテストのスケジュールを決定します。 

 

 元の Cisco Unified CM（または Cisco CallManager）バージョンに復元するための障害対策計画および原状回復計画を作成します。 

 

 ネットワーク実装計画を示し、お客様のフィードバックおよび実装スケジュールに関する賛同を得ます。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 Cisco Unified CM を含むすべての Cisco UC アプリケーションをサポートするために必要なお客様リソースが、移行中および移行後に
確保されていることを確認します。 

 

 すべてのサード パーティ アプリケーションで移行を実施するために必要なお客様の内部リソースおよび/またはパートナーが確保されて
いることを確認します。 

 

 必要に応じて原状回復に必要なハード ディスク ドライブを提供します。 

 

 完成した成果物のレビューに参加して、成果物に署名することで成果物の受領を認めます。 

 
 

オンサイト移行サービス 

 

 移行前にお客様が提供した関連文書をレビューします。 

 

 移行前にすべての前提条件が満たされていることを確認するための移行前チェックリストを提供します。 

 

 プロジェクト計画でスケジュールされたイベントを適切なタイミングで完了するために、移行プロセス中にリスクのある項目をエスカレー
ションできるようにお客様を支援します。シスコはお客様をガイドするために、シスコのアドバンスド サービス チーム、および該当製品固
有の営業部門と Cisco Technical Assistance Center（Cisco TAC）部門内の該当するシスコ担当者を指定することができます。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 オンサイト担当者の情報をシスコに提供します。 

 

 移行タスクに限定して、変更管理を行います。 
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 移行中にシスコ アドバンスド サービス エンジニアと協力するオンサイト サポート エンジニアを用意します。 

 

 シスコのアドバンスド サービス エンジニアがお客様の施設およびネットワーク機器にアクセスできるようにします。 

 

 シスコ アドバンスド サービス エンジニアと移行フォールバック計画についてレビューし、障害対策期間および対応するフォールバック ス
ケジュールを決定します。 

 

 シスコ アドバンスド サービス エンジニアに対し、必要な文書を提供します。 

 

 完成した成果物のレビューに参加して、文書に署名することで成果物の受領を認めます。 

 
 

移行受け入れテスト 

 

 お客様が文書化した受け入れ基準、およびソリューションと Site-Model 固有の受け入れテスト計画を作成した場合に予測される結果に
ついてレビューします。 

 

 サーバ、システム、アプリケーション、およびネットワーク間の通信を検証するソリューションおよび Site-Model 固有の受け入れテスト計
画を作成し、文書化します。 

 

 テスト ケースの実行に必要なツールを識別します。 

 

 施設の要件、およびテストを実行するために必要なツールを定義します 

 

 アップグレード前に旧バージョンの機能として識別された機能に限定して、アップグレードされた Cisco Unified CM に関するソリュー
ションおよび Site-Model 固有の受け入れテスト計画を実行します。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 移行受け入れテスト計画の作成および承認をサポートする、お客様側の担当者を指定します。 

 

 テストを実施する必要があるサイトを識別します。 

 

 物理テストが必要になることがあるリモート サイトに技術担当者を派遣します。 

 

 完成した成果物のレビューに参加して、成果物に署名することで成果物の受領を認めます。 

 
 

移行後のカットオーバーサポート 

 

 この移行プロジェクトの範囲に関連する問題のうち、ここに記載された本サービスについて、Cisco Unified CM に関するオンサイト サー
ビス サポートを提供します。 

 

 ガイダンスおよびサポートは、システムがライブ コールを初めて受信した日から 2 日間のみ提供します。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 移行後のカットオーバー サポートの要員として主要担当者を指定します。 

 

 すべての指定エリアへのアクセスを許可します。 

 

 シスコのプロジェクト マネージャと移行後のカットオーバー サポート（日数）についてレビューします。 

 

 本サービスについて記述されたシスコの責任を果たすために必要な物理的アクセスおよびリモート アクセスをシスコに許可します。 

 

 成果物のレビューに参加して、マイルストーン達成証明書（MCC）に署名することで成果物の受領を認めます。 

 
 

知識の移転 
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 移行後に、移行関連項目を対象とする Q&A、ホワイトボードの使用、およびその他の情報伝達方式を利用して、お客様の指定担当者へ
の非公式な知識伝達を 1 日間で行います。 

 
 

お客様側の責任： 
 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 移行関連項目に関する知識伝達が必要な、お客様側担当者を指定します。 

 

 知識伝達で解決する必要がある、移行に関する質問を準備します。 

 

 完成した成果物のレビューに参加して、成果物に署名することで成果物の受領を認めます。 

 
 

UC 運用リスク管理分析 
 

UC 運用リスク管理分析（UC ORMA）は、Cisco Unified Communications（Cisco UC）環境の運用に関するギャップ分析および改善計画です。

UC ORMA では、優れた運用性の継続および Cisco UC サービスの可用性実現にとって重要な、事後対応型の運用サポート分野について分

析します。シスコは Cisco UC に関連する現在の運用環境を評価して、サービス ライフ サイクル プロセスのギャップおよび利点を判別します。 

 

この評価では、シスコ、Information Technology Infrastructure Library（ITIL）、International Standards Organization（ISO）、および ITU 

FCAPS（障害、構成、アカウンティング、パフォーマンス、セキュリティ）モデルで定義された Cisco UC サービスの可用性に関する重要分野を

いくつか評価します。 

 

シスコはシスコの最先端のプラクティスおよび ITIL v3 フレームワークを利用して、次のプロセス分野を評価します。 

 

 人員配置および専門知識 

 

◦ 役割および責任の定義 

 

◦ スキル要件 

 

◦ トレーニングおよび開発計画 

 

 サービスの設計 

 

◦ サービス レベル管理 

 

 重要な成功要因の定義 

 

 主な進行状況インジケータの定義およびマッピング 

 

◦ サービス カタログの管理 

 

 サービス定義 

 

 サービス レベルのコミットメント 

 

 サービス コンポーネントの分解 

 

 サービスの変更 

 

◦ 変更管理 

 

 変更コミュニケーション計画 

 

◦ 情報管理 

 

 作業指示の作成およびメンテナンス 

 

 ネットワーク文書の作成およびメンテナンス 

 

◦ サービス用資産および構成の管理 
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 構成の標準およびコンプライアンス 

 

 情報管理の統合 

 

 サービスの運用 

 

◦ インシデント管理 

 

 インシデント管理プロセス（ワークフロー） 
 

 インシデント トラッキング システムおよびコンプライアンス 

 

 インシデントの優先度、エスカレーション、および通知手順 

 

 イベント管理の統合（作業指示） 
 

 トラブルシューティング ツールの統合 

 

 インシデント管理レポートおよび基準 

 

◦ イベント管理 

 

 ネットワーク管理アーキテクチャ 

 

 イベントの検証、関連付け、および重複排除 

 

 情報管理の統合（管理対象イベントの作成） 
 

 分析の実行プロセスは 5 つの手順からなります。 

 

◦ 技術文書、プロセス、ツール アーキテクチャ、組織データ、およびテンプレートを収集します。 

 

◦ 事業分野と IT 分野のリーダー、技術エンジニア、およびその他の主要関係者と面談します。 

 

◦ お客様の情報および面談データを分析して、シスコの最先端プラクティスとのギャップを判別します。 

 

◦ ギャップを文書化し、Cisco UC サービスの可用性を高めるための推奨案を作成します。 

 

◦ 結果をお客様に提供します。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 コミットメントおよびコラボレーションのレベルは、UC 運用リスク管理分析（UC ORMA）への参加を成功させ、価値を高める上で重要です。
シスコのスタッフが現在の運用環境を正確に評価し、推奨案を提供する能力は、提供されるデータの量と精度、および以下に示す項目に
おける参加レベルによって決まります。 

 

 エグゼクティブ スポンサーの指定。エグゼクティブ スポンサーはプロジェクトを主導し、管理して、お客様側のすべての参加者が適切なタ
イミングで、効率的に参加できるようにします。 

 

 シスコ チーム メンバーと共同作業を行う主要連絡先の割り当て。主要連絡先は、オンサイト作業中に、スケジュールを調整し、情報を収
集し、関係チームに対応します。たとえば、すべての面談に使用する会議室を確保したり、シスコ アドバンスド サービス チームのための
アクセス用 ID カードを取得したりできます。 

 

 UC ORMA キックオフ ミーティングに、該当する運用プロセスの所有者およびその他の IT 関係者が参加するように設定します。 

 

 すべてのオンサイト面談に、指定された関係者およびプロセス所有者が参加するように設定します。 

 

 データ収集ワークシートの各項目をオンサイト面談の 7 日前に配信します。 

 

 割り当てられたシスコ チーム メンバーが、プロジェクト中に建物、会議室、施設、および作業スペースに合理的にアクセスできるようにし
ます。 

 

 当事者間で別途の合意がない限り、お客様は、プロジェクトに必要な文書または情報をシスコが要求した場合には 2 営業日以内に応じ
るものとします。 



Page 20 of 23 

 

Controlled Doc.#303523 Ver: 1.14 最終改訂日:9/6/2011 5:07:05 PM CISCO CONFIDENTIAL  

Unified Communications Optimization Service 

 

 すべてのサードパーティ ベンダーとの契約およびライセンスが完全に作成され、お客様のビジネス要件を完全に満たすことができる適切
な条項を反映していることを保証します。さらに、お客様は、本プロジェクトに関するすべての支払い、本プロジェクトの作業パフォーマンス、
本プロジェクトを任されたシスコ以外のすべての事業体、または本プロジェクトに関する作業に対し責任を負うものとします。 

 
 

コラボレーション変更管理サービス 
 

コラボレーション変更管理サービス（CCMS）は、お客様が組織内の変更を計画、実施、および補強して、シスコのコラボレーション ソリュー

ションの導入促進や、お客様固有のビジネス目標への対応という目標を実現します。これらのコンサルティング サービスには、ビジネス プロセ

ス、活動、および文化の変革をサポートするためのガイダンス、ベスト プラクティス、ツール、および技術が含まれています。 

 

すべての CCMS コンサルティング活動では、活動および成果物が適切であり、お客様の文化や組織内で機能するかどうかをお客様が判別で

きるように、お客様とのアクティブなコラボレーションおよびパートナーシップを維持する必要があります。お客様は、お客様の組織内でシスコの

推奨案実行を評価および主導する責任を負います。 

 
 

コラボレーション変更管理サービスには、以下が含まれることがあります。 

 

 CCMS 評価 

 

◦ お客様と協力して、識別した目標に基づいて適切な評価方法を判別します。 

 

◦ 完全な評価を行うために必要な要員を識別します。 

 

◦ 評価の範囲を設定し、主要関係者を識別します。 

 

◦ 評価を計画および実行できるようにお客様をサポートします。 

 

◦ お客様と協力して、主要関係者とデータ収集および調査を行います。 

 

◦ お客様と調査結果をレビューして、変更プログラム（CCMS 戦略およびガバナンス）の設計および実装に与える影響についてディス
カッションします。 

 

 CCMS 戦略およびガバナンス 

 

◦ お客様と協力して変更管理戦略を作成し、変更および導入を促進するための指針のフレームワークを提供します。 

 

◦ 導入およびビジネス目標を実現するための具体的手順を含む変更管理導入計画を、お客様と共同で作成します。 

 

◦ 変更管理ガバナンス計画を設計および実施して、シスコ コラボレーション ソリューションの継続的な導入を維持および促進するため
の行動のポリシー、基準、アカウンタビリティ、ストレス補強に対応できるように、お客様をサポートします。 

 

◦ お客様が変更管理ガバナンス計画を実行している間、コンサルティング サポートを提供します。 

 

 CCMS マーケティングおよびコミュニケーション 

 

◦ 新しいコラボレーション ツールの導入に固有の既存のコミュニケーション インフラストラクチャについて理解します。 

 

◦ 変更をサポートするための内部コミュニケーションの準備状況を分析します。 

 

◦ 変更、製品情報、対象者、コミュニケーション チャネル、役割と責任、成功の基準、および調査結果についての説得力のある主要
メッセージを含むコミュニケーション計画を、お客様と共同で作成します。 

 

◦ 主要関係者および既知の早期導入者と面談します。 

 

◦ 具体的な期間、要員、成果物、およびマイルストーンを含むマーケティングおよびコミュニケーション導入計画を、お客様と共同で作
成します。 

 

◦ 社内マーケティング コミュニケーション コンテンツを作成できるように、お客様をサポートします。 

 

◦ お客様がシスコと共同で作成したマーケティング コミュニケーション コンテンツを利用してコミュニケーション計画を実行している間、
コンサルティング サポートを提供します。 

 

◦ 継続的なマーケティングおよびコミュニケーション活動を識別して、主要メッセージの補強、新製品の成功の認定、シスコ コラボレー
ション ソリューションの継続的な導入の推進を引き続き行います。 
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 トレーニング担当 CCMS 

 

◦ 社内トレーニング リソースの準備状況を分析して、シスコ コラボレーション ソリューションに関する新しいトレーニング作業をサポー
トします。 

 

◦ お客様と共同で、主な学習目標、さまざまな関係者グループの独自のトレーニングに関するニーズ、トレーニング リソースの役割と
責任、および成功の基準を含めて、トレーニング戦略を開発して、変更を促進するためのフレームワークおよび指針を示します。 

 

◦ 具体的な期間、要員、成果物、およびマイルストーンを含むトレーニング導入計画を、お客様と共同で作成します。 

 

◦ シスコのベスト プラクティス ツール、テンプレート、設計、および製品固有のコンテンツの使用を含めて、必要なトレーニング コン
テンツを作成できるように、お客様をサポートします。 

 
 

◦ お客様がシスコと共同で作成したトレーニング コンテンツをお客様が利用してトレーニング計画を実行している間、コンサルティング 

サポートを提供します。 

 

◦ 新しい行動およびプロセスをサポートし、継続的導入を促進するための、継続的なトレーニング活動を識別できるようにします。 

 
 

お客様側の責任： 
 

一般的責任に加えて、お客様は以下の対応を行うものとします。 

 

 CCMS 評価 

 

◦ シスコとコラボレーションして、評価を行います。 

 

◦ 組織の既存のコミュニケーション チャネルを必要に応じて使用可能にします。 

 

◦ 関連する運用基準および財務基準へのアクセスを許可します。 

 

◦ 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。 

 

 CCMS 戦略およびガバナンス 

 

◦ シスコとコラボレーションして、すべてのプロジェクト活動の関連性および機能性を維持します。 

 

◦ 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。 

 

◦ 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。 

 

◦ 組織の既存のコミュニケーション チャネルを必要に応じて使用可能にします。 

 

 CCMS マーケティングおよびコミュニケーション 

 

◦ シスコとコラボレーションして、すべてのプロジェクト活動の関連性および機能性を維持します。 

 

◦ マーケティングおよびコミュニケーション計画の実施についてシスコと協力します。 

 

◦ 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。 

 

◦ 既存の社内コミュニケーション チャネルおよびインフラストラクチャを使用できるようにします。 

 

◦ コミュニケーションで活用する関連性のある企業ブランド資料へのアクセスを許可します。 

 

 トレーニング担当 CCMS 

 

◦ シスコとコラボレーションして、すべてのプロジェクト活動の関連性および機能性を維持します。 

 

◦ シスコのガイダンスに従って、トレーニング計画の実施を主導します。 

 

◦ 関係者とのコミュニケーションおよび連絡を促進します。 

 

◦ 既存のトレーニング リソースおよびインフラストラクチャを使用できるようにします。 
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 主要なコラボレーション変更管理プロジェクトのリーダーおよび窓口となる従業員を指定します。 

 

 シスコとコラボレーションして、お客様の組織、文化、プロセス、人員配置、およびリソースに関して、本サービスが適切かつ効果的である
ことを確認します。 

 

 ビジネス プロセスの変更および影響に関する責任を全体的に維持します。 

 

 お客様の主要担当者が必要に応じて本サービス活動に参加できることを確認します。 

 

 すべての活動に関するコミットメントおよび資金を確保します。 

 

 お客様は、変更のベースライン、および変更がビジネス結果および ROI の目標値に与える影響を測定するために必要なデータを提供し
ます。 

 

 エグゼクティブ スポンサーを識別し、定期的なプロジェクト レビューに参加するようにします。 

 

 当事者間で別途の合意がない限り、お客様は、プロジェクトに必要な文書または情報をシスコが要求した場合には 2 営業日以内に応じ
るものとします。 

 

 お客様は、詳述した活動に関してお客様に支援を提供することのみがシスコの義務であることを認め、かかる支援の結果、当該活動の
一部または全部が完了しない場合があることを認識します。 

 
 

一般的サポート 
 

 ネットワークに関するお客様との主要な連絡窓口となるエンジニア（「アドバンスド サービス エンジニア」）を指定します。 

 

 サービスの開始、事前提供物および活動のレビュー、ならびに翌四半期の計画作成を目的としたお客様サイトへの訪問を、年 5 回（合計 

7 日間を超えない）まで、お客様とスケジュールします。追加訪問は、シスコの最新の旅費および労働費の料率により両当事者間で合意
されます。 

 

 お客様のシスコ ユニファイド コミュニケーション ソリューションの状態、計画、および提供されている本サービスをレビューするために、定
期的な電話会議（通常は毎週）をスケジュールします。 

 

 アドバンスド サービス エンジニアとのコミュニケーションを促進するために、お客様固有のシスコ電子メール エイリアスを確立します。 

 

 本付録の下でシスコに対して発生する料金がすべて支払われていることを条件として、本サービス契約の期間中は、ユニファイド コミュニ
ケーション システム データ収集にとって適切であるとシスコが特定したデータ収集ツール（Data Collection Tools）が提供されるものとし
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。お客様は、データ収集ツー
ルに対するすべての権利、権原および利益をシスコが保持することを認め、これに同意するものとします。アドバンスド サービス エンジニ
アは、ユニファイド コミュニケーション システム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、スクリプトまたは内部ツールを使用する場合があります。 

 
 

お客様側の一般的な責任 
 

 アドバンスド サービス エンジニアへの主要な連絡窓口となる技術担当者を、2 ～ 6 名指定していただきます。当該技術担当者は、集中
管理型のネットワーク サポート センター（お客様のテクニカル アシスタンス センター）におけるお客様の従業員である必要があります。お
客様は、ネットワーク構成について必要な変更を行う権限を持つ上級技術者を、窓口として指定します。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、本文書に基づくサービスの実施の管理（週ごとの電話会議の司会、プロジェクトおよび活動の優先順位付け
でのサポートなど）を行うためのお客様の主要な窓口として指定します。 

 

 お客様の TAC は、本文書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。 

 

 アドバンスド サービス エンジニアがサポートを提供できるように、お客様のネットワークへの合理的な電子的アクセスを提供していただき
ます。 

 

 シスコがお客様サイトにおいてデータ収集ツールまたはスクリプトを提供した場合、お客様は、かかるデータ収集ツールまたはスクリプト
が、ファイアウォール内でかつセキュアなローカル エリア ネットワーク（LAN）上の保護されたネットワーク環境内のセキュアな場所に配置
されていることを保証するものとします。また、このデータ収集ツールまたはスクリプトが、上記の環境で厳重に保護され、またアクセスで
きる者を、データ収集ツールにアクセスする必要および/またはデータ収集ツールの出力内容を知る必要のあるお客様の従業員または請
負業者に限定することについても保証するものとします。シスコが提供するデータ収集ツールがソフトウェアである場合、お客様は、必要
に応じて適切なコンピュータを用意し、ソフトウェアをダウンロードすることに同意するものとします。お客様は、保管中のデータ収集ツー
ルのいかなる破損、紛失、または盗難に対しても責任を負うものとします。お客様は、（i）本文書の満了もしくは終了の時点、または（ii）シ
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スコがお客様に対してデータ収集ツールの返却を要求した時点のいずれか早い時点で、シスコの指示に従って、シスコにデータ収集ツー
ルを速やかに返却しなければなりません。 

 

 必要に応じて、ネットワークのトポロジ マップ、構成情報、および実装された新機能に関する情報を提供していただきます。 

 

 本文書で選択された本サービスが有効になった後に、ネットワークの構成要素が変更された場合、お客様には変更後 10 日以内に書面
にてシスコに通知する責任があります。ネットワークの構成要素が増加して、本サービスに関する当初の価格見積もりを超えた場合、シ
スコは料金の修正を要求できます。 

 

 アドバンスド サービス エンジニアとのコミュニケーションを目的とした社内電子メール エイリアスを作成して管理していただきます。 

 

 業務プロセスに及ぶ影響および業務プロセス変更の実施について、全般的責任を負っていただきます。 

 

 指定された担当者に対し、ケースの開始およびアドバンスド サービス エンジニアとの連絡のためのプロセスおよび手順に関する情報を
提供していただきます。 

 

 シスコがお客様と、お客様のビジネス環境の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、社内専門用語、およびネットワークに関する情報をシスコに通知していただきます。 

 

 シスコが根本原因分析を実施するのに必要なすべての情報を提供していただきます。 

 

 Cisco Unified Communications（Cisco UC）サービス レベル契約に関する情報 

 

 ソリューションでサポートされている追加 Cisco UC アプリケーションの情報 

 

 お客様の Cisco UC に関する問題点および懸念事項 

 

 主要なエンジニアリングおよび運用の担当者が必要に応じて面談セッションに参加できることを確認していただきます。 

 

 パフォーマンスを高め、自動ツールを使用するかどうかに関係なくサービスを最適化するために必要な情報を収集できるように、シスコ 

チームをサポートしていただきます。 

 

 Cisco UC 関連プロジェクト、およびお客様が実装したソリューションに影響することがある重要な変更について、シスコに通知していただ
きます。 

 

 シスコに、拡張性、セキュリティと管理性、ロードマップと変更、ハードウェアなどのソリューション コンポーネント、数量、およびソフトウェア 

リリースを含む（ただしこれらに限定されない）、ネットワークに関するお客様の要件および目的を示す詳細情報を提供していただきます。 

 
 


