
Smart Net Total Care
ネットワーク  

サポート業務の 
自動化を実現



現代のネットワークは、クラウド、
ビッグデータ、ソーシャル メディア、
モバイルといったニーズの高まりに
応じて複雑化する一方ですが、IT 部
門はこれまで同様、限られた予算で
多くの成果を求められています。

しかし、手動による繰り返しの多いデバイス インベン
トリ管理やメンテナンス タスク、基本的なサポート プ
ロセスなどで時間やリソースを無駄にする必要はもう
ありません。ネットワークのサポート業務をシンプル
にできるツールがあります。

手動による作業は、設定エラーや重
大な問題を引き起こす可能性があり
ます。



もっと賢い方法があります。 
それも、手の届くところに。

Cisco Technical Assistance Center による対象製品サポートに
アクセス可能（24 時間、世界中どこからでも利用可能）

代替品先行手配（2 時間、4 時間、翌営業日のオプションを
含む）

オペレーティング システム ソフトウェアのアップデートと
アップグレードを利用可能

Cisco Smart Net Total CareTM は、インベントリ データの収集、リスク管理、
ネットワークのメンテナンス、デバイス情報の統合をシンプル化するため
に必要なツールをすべて備えています。

最初に、Smart Net Total Care サービスの内容を簡単に説明します。

シスコ オンライン リソースへの 24 時間アクセス24



製品ライフサイクル情報、サービス カバレッジの詳細、
およびアラートを提供するスマート サポート機能

Smart Call Home 対応デバイスによる自動障害診断と修復事
項の推奨

上記機能の導入、登録、使用に必要なトレーニングとサポート
が提供される強力な Web ベースのユーザ コミュニティ

時間とコストの節約をお望みですか ? 
シスコがサポートします。



詳細をご覧ください。
Smart Net Total Care が貴社のビジネスにどう役立つか

をビデオでご説明します。

http://cisco.lookbookhq.com/sntc-getting-started/Smartnet-is-Now-SNTC
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この電子ブックでは、Smart Net Total Care ポータルを効果的に活用して
目標を達成し、優れた成果を上げる方法を説明します。

インストール ベース管理
インストール ベースについて説明します。

1

リスク管理
製品アラートを効果的に管理、活用して、脆弱性を低減す
るための戦略的ヒントを示します。

2

3 ライフサイクル管理
契約とデバイスのライフサイクルをプロアクティブに管理
します。

デバイスの変更管理
インベントリのアップロードと定期的な収集により、イン
ストール ベースを正確に把握します。

4

継続的なサポート範囲
デバイス サポート範囲と契約の更新をシンプル化します。
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手動でのデバイス インベントリ管理は時間がかかり、最新情報を正確に維
持するのも困難です。Smart Net Total Care を利用すると、変わりゆくネッ
トワークの状況を可視化してインベントリを自動的に管理できるため、ネッ
トワークの現状を正確に把握できます。

1. インストール ベース管理

「Smart Net Total Care の Web ポータルにアクセスすれば、ここだ
けで当社のネットワーク機器の状態を把握できます。当社では、複
数シフトの交代制で 24 時間 365 日のネットワーク運用を行ってい
ます。このポータルのおかげで、各シフトの担当者は、信頼性の低
い手書きの報告書を参照する代わりに、いつでもデバイスの詳しい
最新情報を入手できるようになりました。これにより、シスコのソ
リューションを導入する前に比べて、ネットワーク運用が安定する
ようになりました」 

Pradeep Joshi 氏（iYogi, Inc.、IT ネットワーク オペレーションズ マネージャー）“
大手のテクニカル サポート サービス プロバイダー iYogi の IT ネットワー
ク オペレーションズ マネージャは、同社が実施した一元管理型のインス
トール ベース管理ツールへの移行をこのように語っています。

https://twitter.com/home?status=With%20Smart%20Net%20Total%20Care,%20you%20have%20an%20automated%20inventory%20tool,%20so%20you%20know%20exactly%20what%20is%20in%20your%20network.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


インベントリ データを収集
Smart Net Total Care には、イン
ストール ベースから情報を容易
に収集するための機能が用意され
ています。

1.

デバイス データを分析
収集またはインポートされた情
報が、シスコの製造、セキュリ
ティ、出荷、契約データと比較
して詳しく分析されます。

2. 

一元化されたポータルに表示
ポータルの情報を参照したり、デー
タをさまざまなレポートに抽出す
ることで、インストール ベースや、
サービス契約、製品アラートを包
括的に把握できます。

3.

では、Smart Net Total Care がどのようにしてスマート データを提供する
かを見てみましょう。



Smart Net Total Care ポータル

Smart Net Total Care は、収集またはインポートされたあらゆるデバイス
情報を 24 時間 365 日いつでも参照できるセルフサービス ポータルを提供
しています。このポータルは、あらゆるデバイスのライフサイクル情報を
包括的に提供し、デバイスの計画および更新プロセスを以下に示す詳細な
デバイスレベル情報に基づいて迅速に行うことを可能にします。

機器タイプ
ホスト名
IP アドレス
システム名

シリアル番号
製品 ID
製品ファミリ
出荷データ

契約番号
契約終了日
契約状態
サービス レベル

Smart Net Total Care では、インベントリ レポー
トを実行することで、契約やデバイスの詳細をす
ばやく把握できます。

https://tools.cisco.com/smartservices/
https://twitter.com/home?status=Smart%20Net%20Total%20Care%20provides%20a%2024/7%20self-service%20portal%20that%20displays%20collected%20and%20imported%20device%20information.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


ネットワークの継続的なサポート カバレッジを保証

企業の目標達成に役立つネットワークを構築し、変化の激しい
競争環境に対応

インストール ベースの詳細をタイムリーに把握することで、以下のことが
可能になります。

リスク管理によってネットワークの常時稼働を実現し、生産性
向上と成長を促進

リソースを他の IT イニシアチブに投入

不測の事態に備えた準備

発生した問題への迅速な対応



そして何よりも、ステークホルダーの生産性を維持し、ネットワーク障害
時にビジネスの基幹機能が停止するリスクを回避するのに役立ちます。

ポータルにログインすると、ナビゲーション ウィンドウのリンクから、説
明ビデオの総合ライブラリや、ロール別のトレーニング リソースを利用で
きます。説明ビデオのページで、言語とロールを選択すると、そのロール
に関連するビデオが表示されます。また、トレーニング ビデオのリストか
ら見たいビデオを選ぶこともできます。今すぐ始めましょう。

http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/index.html
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/index.html


2. リスク管理

ハードウェア EOX

PSIRT

ソフトウェア EOX

Field-Notice

88
38
36

300

アラート概要

タイプ カウント

（462）

多数のアラートの中から必要なものを手動で探すのは非常に時間がかかり、非
効率的です。アラート数が増えるにつれて、潜在的な脆弱性も高まります。

Smart Net Total Care でアラート管理を一元化すると、軽減すべきリスクを
プロアクティブに特定でき、不要なアラートに費やす時間を短縮できるので、
一歩先を行くリスク管理ができます。

https://twitter.com/home?status=Manually%20trawling%20through%20alerts%20is%20time%20consuming,%20and%20as%20alerts%20pile%20up,%20so%20do%20your%20potential%20vulnerabilities.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


アラート管理を効率化する 5 つのヒント

アラート確認プロセスを定める
•  アラート管理の主な目的を決定します。

•  アラートを定期的に確認するスケジュールを設定し、
そのスケジュールに従います。

•  チーム メンバー全員がこのプロセスに関与、把握し、
アラート情報への対応方法を理解するようにします。

•  結果確認のスケジュールを設定します。

•  どの対応に効果があったかを検証し、効果がない場合
は調整します。

ビジネス ニーズに応じてアラートの 
優先順位を決める
アラートの優先順位を決める条件を独自に定める必要がありま
す。たとえば、セキュリティの潜在的な脆弱性や、デバイスの
ビジネス上の重要性、サービス レベル契約のタイプ、機器交
換コスト、デバイスの場所、ソフトウェアとハードウェア ラ
イフサイクルなどが考えられます。

チームの必要性に応じて、その他の要素を追加することもでき
ます。これらの要素を重要度に基づいて階層化すると、アラー
トの優先順位が明確になります。

https://twitter.com/home?status=Save%20time%20and%20reduce%20risks.%20Check%20out%20these%20five%20tips%20for%20better%20alert%20management.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


アラートにタグを付ける
プロセスを実行に移すための仕組みを定めます。プロセスを明
確に定めておくと、アラート管理者が対応の必要なアラートに
タグを付けたときに、担当チームがそのアラートに対して何を
すべきかを把握し、実際に行った対応を文書化して、記録を残
すことができます。

アラート記録を保持する
アラートに対応したかどうかと、対応しなかった場合はその理
由を記録しておくと、レトロスペクティブ分析のための重要な
資料になります。これは、修復を行う際の重要な背景情報とし
ても利用できます。

アラートのステータスを確認する
デルタ レポートを実行すると、特定期間に発生したアラート
をすばやく把握できます。アラート前とアラート後のステータ
スを比較して、重要性の高い項目にすべて対応したことを確認
します。

アラート管理のトレーニング 
ビデオを視聴する

アラートの優先順位付けのト
レーニング ビデオを視聴する

http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385143281001
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_JA/AlertAdministration.mp4
http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385143283001
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_JA/Alert_Prioritization.mp4


「Smart Net Total Care サービスの導入以来、ネットワーク
停止時間が 60 % 以上減少しました。また、顧客感動指数

（CDI）が初めて目標値を上回りました。ネットワークの信
頼性と顧客満足度には強い相関関係があるので、当然の結果

だと思います」

Elly Odera 氏
Safaricom、ネットワークおよびサービス  

オペレーションズ責任者

“



サポート終了データを確認して、ネットワークの計画、移行、機能の準備、
ハードウェアの更新にプロアクティブに対応します。Smart Net Total Care 
の優れた可視性により、サポート終了日アラートや、ハードウェア アラー
ト、製品別インベントリを表示するカスタム ダッシュボードを作成できま
す。また、これらのデータをアラートやインベントリ カタログに基づいて
詳細分析したり、契約管理および製品アラート レポートを利用してタスク
のスケジュール管理をすることもできます。

3. ライフサイクル管理

180 ヵ国以上に顧客を持つある大手ソフトウェア企業は、それまで各国の
チームに任せていたネットワーク管理を、単一のグローバル チームに移管
することにしました。しかし、同社のネットワーク インベントリの全体像
をそのグローバル チームで把握することは非常に困難でした。Smart Net 
Total Care の導入によって、ネットワーク インベントリを追跡し、サポー
ト終了情報を明確に把握するために必要な可視性を手に入れることができ
ました。

https://twitter.com/home?status=Maintaining%20a%20comprehensive%20and%20up-to-date%20view%20of%20your%20installed%20base%20used%20to%20be%20extremely%20challenging%20-%20not%20anymore.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


“
同社の IT ネットワーク サービス レポート担当ディレクターは、
次のように述べています。「サービス カバレッジの状況を把握す
ることで、ネットワーク上にある各シスコ機器のサービス カバ
レッジが十分かどうか、さらに、その End-of-sales/End-of-life 

情報が正確かどうかを初めて確認できるようになりました」 



以前はインストール ベース全体の最新情報を常に把握しておくことは非常
に困難でしたが、今は違います。シスコが提供するツールにより、以下の
ことが容易に行えます。

自社に当てはまるサポート終了データを漏らさず確認

アラート ヒート マップを作成して、リスクが高いハードウェ
アやソフトウェアの組み合わせと、基幹業務を担うネットワー
ク デバイスを特定し、デバイスの交換やカバレッジ更新の優
先順位や予算を割り当て

機能の準備とハードウェアの更新を計画

シスコのハードウェア上で、サポートされている最新のソフ
トウェア バージョンが実行されていることを保証

リスクを軽減しつつ、サポートが終了した機器の交換を計画



スマート レポートを利用すると、重要なお知らせの詳
細情報を入手し、すべての契約を一覧できるので、早め

の計画立案ができます。

https://twitter.com/home?status=Did%20you%20know%20you%20can%20get%20detailed%20info%20about%20critical%20announcements%20and%20view%20all%20contracts%20in%20Smart%20Net%20Total%20Care?%20http%3A//goo.gl/ai6arx


4. デバイスの変更管理

George Mason University の IT 部門では、デバイスの変更管理をシンプル
にし、トラブルシューティングの手法を改善し、問題解決にかかる時間を
短縮したいと考えていました。それまでは、複数のグループがネットワー
ク内でデバイスの追加、移動、変更を行っていたので、ネットワークの状
況を正確に追跡するのが困難でした。Smart Net Total Care の導入により、
インベントリを常に最新状態に維持し、問題の発生に迅速に対応できるよ
うになりました。

「インベントリの管理、レポート、その他の機能が利用できるよう
になったため、すべての機器を 1 箇所で確認できます。また、アッ
プグレードの簡素化、旧式のコードに関連するリスクの回避、自
社に関係のあるアラートのみの監視が可能で、しかもこれらすべ
てをほんの数分で行えます。これは大きなメリットです」 

David Robertson 氏、ネットワーク エンジニアリング担当サービス デリバリ マネージャ“

https://twitter.com/home?status=A%20centralized%20view%20of%20network%20changes%20gives%20you%20the%20visibility%20needed%20to%20maintain%20a%20highly%20reliable%20network.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


ネットワークには頻繁に変更が加えられます。このような変更を一元管理
できると、信頼性の高いネットワークの維持に必要な可視性が得られます。
Smart Net Total Care はこのような一元管理の実現に役立ちますが、その
ためには、情報収集およびメンテナンス中にデバイス リストとクレデン
シャル情報を IT 部門が適切に管理しなければなりません。デバイス リスト
は最新でなければならず、ネットワークの変更を行うたびに更新する必要
があります。このリストの管理を効率化するには、いくつかの方法があり
ます。

適用されたすべての変更を確認するには、インベ
ントリ収集デルタ レポートを実行します。これに
より、ネットワーク上で行われた追加と削除を確
認し、移動、追加、変更、削除が実施された時間
を把握します。

ネットワーク管理システムから収集された情報で
管理対象デバイスのリストを更新するか、最新の 
CSV ファイルをインポートします。

ネットワーク管理システム上に最新のデバイス リ
ストがない場合は、Smart Net Total Care による
データ収集を定期的に実行するようスケジュール
設定することで、管理対象デバイスのリストを最
新に保つことができます。



Smart Net Total Care 
の更なる詳細や各機能の活用方法は、

こちらの資料をご覧ください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/services/sntc-collectors/index.html


5. 継続的なサポート範囲

リスクの評価や予算の割り当て、更新手続きを行うには、どのデバイスが
サポート範囲に含まれていて、そのサポート レベルが適切かどうかを明確
に把握することが必要です。

中規模から大規模の企業の場合、サポート範囲の計画や契約更新を担当す
る運用ディレクターや IT マネージャ、ネットワーク エンジニアは、数百
台から数千台に及ぶネットワーク デバイスの何十件もの契約の有効期限や
権限付与レベルを管理するという、途方もない課題に直面することになり
ます。

Quintiles のシニア ネットワーク システム エンジニアの報告によると、以
前は多数のスプレッドシートの中から更新対象のデータを見つけ出すのに 
40 時間以上もかけていましたが、Smart Net Total Care の導入によって、
この作業が大幅に効率化されました。

https://twitter.com/home?status=It's%20difficult%20to%20assess%20risk,%20allocate%20budget,%20and%20process%20renewals%20without%20clear%20visibility%20of%20a%20device's%20coverage.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


ネットワークのインストール ベースに関する包括的な可視性と、Smart 
Net Total Care のレポート ツールを組み合わせると、更新手続きがシンプ
ルになり、権限付与の確認が容易になるので、IT 部門の負担が軽減され、
革新的な取り組みや戦略に力を注げるようになります。



Smart Net Total Care では、以下のサマリー レポー
トを含む契約管理レポートを実行できます。

すべての契約

期限切れになる契約とその
サポート範囲

契約対象 / 契約対象外のデバイス

製品概要

サポート終了日の詳細



ネットワークを包括的に監視できるので、以下のことが容易に行えます。

契約情報の確認

期限切れが近く、優先的に更新手続きをする必要がある契約を
特定

デバイスサポート範囲のリスクをプロアクティブに軽減

各デバイスのサポート範囲レベルを十分な情報に基づいて決定

予算計画のスピードアップ

デバイスの更新時期が揃うようにサポート期間を同期させて契
約を統合し、サービス レベル契約（SLA）を標準化

修復手順をすばやく実行できるように重要情報を整理

ビジネスに不可欠なデバイスのサポート範囲の継続性を保証



Smart Net Total Care のダッシュボードを使用して、
ネットワーク内のサポート範囲ギャップなどを見つけ出
す方法を紹介しています。詳しくはトレーニング ビデ

オをご覧ください。今すぐ始めましょう。

http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385102570001
http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385102570001


今すぐ始めましょう
Smart Net Total Care ポータルを通じてネットワークに関する知見を獲得
し、それに基づいて将来のネットワークを計画できます。デバイス カバレッ
ジやメンテナンス、ソフトウェアのアップグレード、サポート終了時の交
換について適切な判断を下すには、ネットワーク内にあるデバイス、サー
ビスおよびサポート インシデント、サポート範囲と権限付与を十分に理解
していることが必要です。そのすべてを提供するのが Smart Net Total Care 
ポータルです。

Smart Net Total Care は、ネットワーク運用の改善に欠かせない強力なツー
ルです。自動化されたプロセスを導入すれば、IT の運用環境は大きく変わ
ります。インストール ベースの管理が容易になり、リスク管理が強化され、
ライフサイクル管理とデバイスの変更管理が効率化され、契約と更新がシ
ンプルになります。その結果、ネットワーク担当者は手動による非効率的
なプロセスから解放され、革新的で戦略的なプログラムに力を注げるよう
になります。



シスコは、Smart Net Total Care を有効活用するためのサポートを提供しま
す。シスコの支援の下で、プロセスの自動化、インストール ベースの整理、
アラートのフィルタリングと優先順位付け、効率の最大化、リスク管理を
行うことができます。

さらに、以下のことをお勧めします。

Smart Net Total Care サポート コミュニティへの参加：これ
は契約者専用のオンライン コミュニティで、他のユーザやシ
スコのエキスパートとつながり、情報共有、学習、コラボレー
ションを行うことができます。

ポータルの使用方法を説明する説明ビデオの視聴

Smart Net Total Care ポータルの探索

次のステップ

Cisco およびシスコ ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標一
覧は www.cisco.com/go/trademarksをご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パー
トナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。
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