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本書の利用方法に関する注記 :  このグ ローバル契約条項

（「GTC(s)」）は、各国用のマスターカントリー契約（「MCA(s)」）の

一部として組み込むことを意図して作成されています。GTCs とその国で用

いる MCAs が締結されない限り、その国においてライセンス・スペースや本

件サービスを注文することはできません。 

 

グローバル契約条項  

 
1. ライセンス・スペースとサービスの注文及び提供 

 

お客様は、注文書を発行することにより、エクイニクスに対してライセンス・ス

ペースと本件サービスの提供を申し込みます。注文書について合意に達し

た場合には、エクイニクスはお客様に対し、本契約に従ってライセンス・スペ

ースと本件サービスを提供します。 

 

2. 支払条件及び租税 

 

 a. 利用料金は請求開始日から発生するものとし、お客様は各注

文書に規定する全期間にわたり利用料金を負担する責任を負います。お

客様は、エクイニクス発行の全ての請求書につき、請求書の日付から 30

日以内に、注文書記載の通貨で全額を支払うものとします。支払期限を

徒過した金員については、(ⅰ) 月利 1.5％ 又は (ⅱ) 関係法令により

認められる最高金利のうち、いずれか低い方の利率で利息が発生するも

のとします。別途合意しない限り、エクイニクスは、継続的に発生する利用

料金については毎月前払いで、利用毎に支払うべき利用料金又は一時

的に発生する利用料金については後払いで請求します。利用料金は注

文書に記載します。但し、オンライン注文又は電話注文の場合には、別

途合意しない限り、エクイニクスの料金表に基づく料金によるものとします。 

 

 b. お客様は、真摯に異議を唱える場合にのみ請求書記載の料

金の一部又は全部について争うことができ（「異議のある金額」）、その

場合には、お客様は、異議のある金額が記載された最初の請求書の日

付から 90 日以内に、合理的な裏付資料を添付した通知書を提出しな

ければならないものとします。これを怠った場合には、お客様は、異議のある

金額について異議を申し立てるための全ての権利と、これに関して何らかの

請求を提起する全ての権利を放棄したものとみなされます。両当事者は、

お客様からの通知の受領後 30 日以内にこの異議のある金額について解

決することができるよう誠実に協力するものとします。 

 

 c. 本契約に基づきお客様がエクイニクスに対して支払義務を負う

金額については、全て租税を含まないものとします。お客様は、(ⅰ) お客

様の活動並びにお客様機器の保有及び運用に関係する全ての租税と、

(ⅱ) 政府又はこれに準じる組織がこれらについて別途賦課、徴収又は課

税する全ての租税の支払に責任を負います。お客様がエクイニクスに支払

う金員に関し、お客様において租税の控除、源泉徴収又は支払を行うこ

とが求められている場合（法域を問いません）には、かかる控除、源泉徴

収又は支払をしない場合にエクイニクスが受領しえたであろう金額を、当該

控除、源泉徴収又は支払を経たとしてもエクイニクスが受領できるよう、金

額を増額するものとします。 

 

3.  IBX センターへのアクセス及び利用 

 

 a. お客様は、本契約中の条項に従うことを条件として、1日24

時間、年中無休でライセンス・スペースにアクセスすることができます。  

 

 b.  お客様は、お客様に提示され、これを参照することにより本契

約の一部を構成するポリシーに従うものとします。エクイニクスは、適宜、ポリ

シーを変更できるものとし、その効力はその旨を通知した時点で生じます。

エクイニクスがライセンス・スペースに適用されるポリシーを当該ライセンス・ス

ペースにおけるお客様によるライセンス・スペースと本件サービスの利用に著

しい悪影響を及ぼすような形で変更した場合には、お客様は、エクイニクス

による通知から 10 日以内に注文書の解除を求める旨を書面で通知した

場合に限り、そのライセンス・スペースと本件サービスに関する注文書を解

除することができます。 

 

 c. お客様は、以下の全てに従うことを条件として、サブライセンシ

ーに対してライセンス・スペースをサブライセンスすることができます。(ⅰ) 当

該サブライセンスに付された条件が本契約と比べてより緩やかなものではな

いこと。(ⅱ) お客様がエクイニクス又はエクイニクスの賃貸人を代理して行

動せず、かつ、代理して行動している旨主張しないこと。(ⅲ) お客様がサ

ブライセンシーに対し、本契約と適用されるポリシーの遵守を求めること。

(ⅳ) エクイニクスがサブライセンシーに対して、いかなる義務についても、負

担しているものとはみなされないこと。サブライセンシーは、ライセンス・スペー

スのうちいかなる部分についても、更にサブライセンスすることはできないもの

とします。サブライセンスがなされた場合においても、お客様は、本契約に基

づく全ての義務（本契約に基づき負担する全ての支払義務を含みます）

につき、引き続きエクイニクスに対して履行の責任を負うものとします。 

 

 d. お客様は、お客様の被任命者、同行者及び関連事業体の作

為又は不作為及びエクイニクスが提供していない機器又はサービスについ

ては全ての責任を負うものとします。お客様は、お客様の被任命者、同行

者又は関連事業体が提起し、これらの者に起因し、又はこれらの者から発

生し若しくはこれらの者に関連する第三者による請求にかかる全ての責

任、損失、損害、費用及び支出（合理的な弁護士報酬及び費用を含

みます）につき、エクイニクス関係者に補償し、エクイニクス関係者を防御

するものとし、かつ、エクイニクス関係者にその負担をさせないようにするもの

とします。 

 

 e. 本契約は不動産若しくは動産の賃貸借又はその他の不動産

に関する権利の付与を目的としたものではなく、かつ、これらを構成するも

のでもありません。お客様は、(ⅰ) コモン・ロー（common law）が適用

される法域においてライセンス・スペースと本件サービスが提供される場合に

は、お客様には本契約に従ってライセンス・スペースを使用するライセンスが

付与されるのみであり、また、(ⅱ) シビル・ロー（civil law）が適用される

法域においてライセンス・スペースと本件サービスが提供される場合には、ラ

イセンス・スペースが利用可能な状態となり、お客様には本契約に従ってラ

契約書番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

_____________________ 
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イセンス・スペースにアクセスし、これを使用する許可が付与されることを確

認し、これについて同意するものとします。本契約は IBX センターを対象と

する賃貸借契約及びこの賃貸借契約に優先する効力を有する権利に従

うことを条件とし、かつ、これらに劣後するものとします。お客様機器は、附

合物又は付属品とみなされないものとします。ライセンス・スペースの提供と

本件サービスの遂行にあたりエクイニクスが使用し又は提供した全ての部

材の所有権については、エクイニクスがこれを保有し続けるものとします。 

 

4.  保証及び責任の制限 

 

 a.  エクイニクスとお客様は、本契約に関連して全ての関係法令を

遵守することをそれぞれ表明し、保証し、かつ、誓約します。エクイニクス

は、専業者として適切な態様でライセンス・スペースを提供し本件サービス

を遂行することを表明し、保証し、かつ、誓約します。お客様は、本契約が

予定するお客様機器の運用、構築、設置、保守及び修理をするために

必要となる法律上の権利と権限（許認可を含みます）を本契約期間を

通じて保持し続けることを表明し、保証し、かつ、誓約します。  

 

 b. エクイニクスは、本契約中に別段の定めがある場合を除き、

いかなる保証も行わず、こうした保証の存在を本契約をもって否定しま

す。これには、ライセンス・スペースと本件サービスが阻害されず、エラー

がなく又はセキュリティが完全であることに関する明示的保証、黙示的

保証及び法定の保証、並びに市場性、品質に関する満足度、特定の

目的への適合性及び第三者の知的財産権の不侵害に関する黙示的

な保証を含みますが、これらに限定されません。ライセンス・スペースと本

件サービスは、全て「現状有姿」かつ「提供可能な場合限り」のものとし

て提供又は遂行されるものであり、お客様は、自らのリスクでライセンス・

スペースと本件サービスを利用するものとします。 

 

 c. 各当事者は、本契約中のこれに反する一切の規定にかかわ

らず、いかなる場合においても、(ⅰ) 逸失利益、(ⅱ) 事業機会の喪

失、(ⅲ) 収益の喪失（但し、お客様は、本契約に基づきエクイニクスに

対して負担する利用料金その他の金員については責任を負います）、

(ⅳ) データの喪失若しくはデータの障害若しくは破損、(ⅴ) 派生的損

害若しくは間接的損害、又は (ⅵ) 付随的損害、特別損害、信頼損害、

懲罰的損害若しくは制裁的損害（適用がある場合に限ります）につい

ては、たとえこれらの損害が生じる可能性について告知されていたとして

も、他方当事者に対して責任を負わないものとします。 

 

 d. 本契約中のこれに反する一切の規定にかかわらず、本契約

が対象とする事項に起因し、又はこれに関連する全ての請求につき、エ

クイニクスがお客様に対して負担する本契約期間の全期間を通じての

責任の総額（当該請求が本契約期間中に主張されたか、本契約期間

後に主張されたかを問わず、かつ、弁護士報酬を含むものとします）は、

最初の請求が提起された月に先立つ直近 3 ヶ月間にお客様からエクイ

ニクスに対して実際に支払われた金額を上限とするものとします。以上の

制限に加え、エクイニクスが提供するライセンス・スペースと本件サービス

に関する請求が、(ⅰ) 一時的に発生する費用にのみ関わる場合、又は 

(ⅱ) Smart Hands サービスにのみ関わるものである場合には、エク

イニクスの責任の上限は、提供された本件サービスの当該請求が発生

した時点における利用料金の額を上回らないものとします。  

 

 e.  第4(c)条及び第4(d)条が規定する責任制限については、

契約法、不法行為法、厳格責任の法理その他いかなる法理を根拠とし

ている場合においても、全ての請求及び請求原因に対して適用するもの

とします。 

 

 f. 各当事者は、期間満了又は解除による終了後1年間が経過

した注文書に起因し、又は何らかの点でこれに関連する請求については、

他方当事者に対して請求を提起する権利をそれぞれ放棄します。各当事

者は、本契約中の保証免責、責任制限及び救済手段の制限について

両当事者が十分に検討したことを認識しており、かつ、これらに同意します。  

 

5. 保険 

 

 a. お客様は、本契約期間中、AM Bestによる格付がA-VII以

上又はS&Pによる格付がA以上の保険者が提供する以下の全ての保険

を自己の費用負担で維持することに同意します。(ⅰ) 1事故当たり填補

限度額が200万米ドルで、総填補限度額が400万米ドル（又はこれら

の現地通貨での相当額）の企業総合賠償責任保険（Commercial 

General Liability Insurance）又は第三者賠償責任保険（Public 

Liability Insurance）。但し、第一次保険と超過保険を組み合わせる

ことで、これらの限度額を満たすことができます。これらの保険は人身傷

害、死亡及び財産上の損害を補償するものとします。(ⅱ) その法域の法

令が必要としている場合には、労働者災害補償保険（Workers' 

Compensation Insurance）及び労働災害使用者賠償責任保険

（Employer's Liability Insurance）。(ⅲ) 再調達費用を前提とし

たお客様機器の価値を補償するのに十分な填補限度額を有する全危険

担保損害保険（All Risk Property Insurance）。 

 

 b. エクイニクスから要求がある場合には、お客様はエクイニクスに

対し、前項の最低限度額が付保されていることを証し、エクイニクスを企業

総 合 賠 償 責 任 保 険 （ Commercial General Liability 

Insurance ）又は第三者賠償責任保険（ Public Liability 

Insurance）の追加被保険者又は利害関係者として記載しており、か

つ、お客様の保険が第一次（primary）保険であり、共同保険者間の

求償権が存在しない（non-contributory）ものであることを示す保険

証券を提出するものとします。お客様は、上記全ての保険について、保険

者の代位権を放棄するものとします。お客様は、上記保険を更新せず、

又は解約する場合には、その30日前までにエクイニクスに対して書面で通

知するものとします。 

 

6. 契約期間、契約の終了及び利用停止 

 

 a. 本契約は、その国で用いるMCAに定める発効日に開始し、そ

の時点で有効な注文書のうち最終のものが期間満了又は解除により終

了した日に終了します。本契約が終了した場合には、全ての注文書が終

了するものとします。 

 

 b. 各当事者は、他方当事者が本契約中の重要な条項や条件

に違反しており、その旨の通知を受けてから30日以内（利用料金の支払

を懈怠した場合には10日以内）に当該違反を解消しない場合には、他
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方当事者に対して解除通知を書面で送付することにより、本契約を解除

することができます。お客様が金銭の支払に関する違反を解消しない場

合、お客様は合理的な弁護士報酬を含む全ての回収費用を負担する責

任を負います。その違反が30日以内に解消できる可能性のないものであ

る場合には、違反がお客様による利用料金の支払懈怠である場合を除

き、かつ、当該違反を解消するために違反当事者が迅速かつ真摯に行動

することを条件として、違反当事者には当該違反を解消するための合理

的な期間が付与されます。但し、この期間は上記通知の受領から60日

間を超えないものとします。 

 

 c. いずれの当事者も、その地の適用法令により支払期限の到来

した債務に関し他方当事者が支払不能に陥った場合、他方当事者が事

業を廃止した場合、他方当事者が債務整理に関する契約を締結した場

合、他方当事者に対して司法機関による管理が開始された場合、他方

当事者が清算手続を開始した場合、他方当事者に管財人が選任された

場合、又は他方当事者が解散若しくはこれに類する手続を開始した場合

には、他方当事者に対して書面で通知することにより、本契約を直ちに解

除することができるものとします。 

 

 d. エクイニクスは、お客様が金銭の支払に関する本契約の違反

を、その旨の通知後 10 日以内（お客様の支払が任意の 12 ヶ月の間

に 2 回以上遅延している場合には、通知後 5 日以内）に解消しなかっ

た場合には、第 6(b)条記載のエクイニクスの権利に加えて、ライセンス・ス

ペース及び/又は本件サービスの提供を停止し、かつ、IBX センターへのア

クセスとそこからのお客様機器の持出しを拒否することができるものとします。 

 

 e. お客様又はお客様機器が機械的に若しくは電気的にエクイニ

クスによる IBX センターの保守若しくは運用を妨害しており、又はお客様

以外のエクイニクスのカスタマー少なくとも 1 社による IBX センターの利用

を妨害している場合であって、エクイニクスがお客様に対してその旨を電子

メール又は電話で通知したときは、お客様は速やかに (a) この妨害を停

止し、(b) エクイニクスとして受け容れ可能な妨害停止のための計画を提

出し、又は (c) エクイニクスがこの妨害を停止するための措置を講じること

（Smart Handsの料金が課金されます）を認めるものとします。お客様

が合理的な時間内（但し、1 時間以内とします）にこれらのいずれかの

対応を講じない場合には、エクイニクスは、ライセンス・スペース及び/又は

本件サービスの提供を停止することができるものとします。エクイニクスがこの

第 6(e)条に従ってライセンス・スペース及び/又は本件サービスの提供を停

止した場合には、その後、本契約が定めるところに従いエクイニクスが本契

約を終了させた場合を除き、エクイニクスは、利用停止の原因となった違

反をお客様が解消したことを合理的に確認した後、合理的かつ実務的に

可能な限り速やかに、ライセンス・スペース及び/又は本件サービスを再開

するものとし、この場合には、エクイニクスは、再開手数料の支払を請求す

ることができるものとします。また、この第 6(e)条に定めるお客様の違反が

5 日以上継続し、又は任意の 12 ヶ月間に 3 回を超えて発生した場合

には、エクイニクスは本契約を解除することができるものとします。 

 

7.  お客様機器の撤去 

 

 a. お客様は、該当する注文書が期間満了又は解除により終了

するまでに、全てのお客様機器を撤去するものとします。エクイニクスが別途

書面で同意した場合を除き、その注文書の終了後10日以内（エクイニク

スによる重大な違反を理由として注文書が解除された場合には30日以

内）にお客様がお客様機器を撤去しない場合には、お客様機器が所在

する法域の法律に従い、お客様機器の所有権が放棄されたものとみなさ

れるほか、エクイニクスは、お客様のリスク及び費用負担により、利用可能

な全ての法定の救済手段を講じることができるものとします。この救済手段

には、(ⅰ) お客様機器を直ちに撤去し、施設内又は施設外において保

管しあるいは廃棄すること、(ⅱ) お客様機器をお客様宛てに発送するこ

と、及び (ⅲ) お客様に30日間の期間を定めた書面による事前通知を行

った上で、お客様機器を換金し、その売得金を収受することが含まれます

が、これらに限定されないものとします。 

 

 b. 注文書が期間満了又は解除により終了した後は、お客様はそ

の注文書に基づき提供されていたライセンス・スペースと本件サービスを利

用することはできません。但し、第7(a)条に従うことを条件として、エクイニ

クスがその完全な裁量によりお客様に対してその利用を承認した場合に

は、お客様には、引き続き本契約の契約条項（金銭の支払に関する全

ての義務を含みますが、これに限定されないものとします）が適用されるも

のとします。但し、エクイニクスが通知した場合には、この継続的利用は直

ちに終了するものとします。 

 

8. 守秘情報 

 

 a. 「守秘情報」とは、両当事者間で開示される非公開情報であ

って、(a) 開示当事者が開示に際して書面又は口頭により秘密である旨

指定したもの、(b) 開示当事者のカスタマー・リスト、カスタマー情報、技術

情報、価格情報、財務状態、営業秘密、カスタマーとの間の連絡若しくは

カスタマー向けの提案、ベンチマーク情報、満足度調査又は開示当事者

の事業計画若しくは事業運営に関する情報を含む情報、及び (c) 本契

約の契約条項が含まれます。 IBX センターのデザイン、ライセンス・スペー

ス、提供される本件サービスの内容、IBX センターにおいて使用される機

器、並びに IBX センターにおけるケーブル、ネットワーク及びサービスのコン

フィギュレーションについては、エクイニクスの守秘情報とみなします。(ⅰ) 

開示当事者からの受領に先立ち、受領当事者が開示当事者に対して守

秘義務を負う者以外の情報源から直接的若しくは間接的に知らされてい

た情報、(ⅱ) 開示当事者に対して守秘義務を負う者以外の情報源から

受領当事者が開示当事者による開示とは無関係に、直接的若しくは間

接的に入手した情報、(ⅲ) 受領当事者による本契約の違反によらずに

公知となり、その他秘密性を喪失した情報、又は (ⅳ) 受領当事者が独

自に開発した情報については、守秘情報とはみなさないものとします。なお、

単に何らかの情報を含む資料や機器をエクイニクスの施設に設置する行

為は、エクイニクスに対する当該情報の開示には該当しないものとします。 

 

 b. いずれの当事者も、(ⅰ) 関係法令（業績等の開示に関する

証券関連法規を含みます）若しくは管轄権を有する裁判所その他の公

的機関からの命令により開示が要求される旨の弁護士の意見があり、か

つ、秘密保持のための合理的な措置を可能な限度で講じた上で開示す

る場合、(ⅱ) 当事者若しくはその関連会社の従業員、役員、取締役、

弁護士、会計士その他のアドバイザーに対する開示が合理的に必要であ

る場合、又は (ⅲ) その当事者が本契約に基づく権利を行使し、義務を

履行するにあたり必要である場合を除き、開示をした当事者の書面による
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事前の承諾なく守秘情報を利用せず、かつ、これを開示しないものとしま

す。いずれの場合においても、開示当事者は、必要な範囲を超えて情報

を開示しないものとし、かつ、情報の受領に先立ち、開示を受ける者に対

して、本契約に基づく義務と同水準の秘密保持義務を負うことに合意させ

なければならないものとします（但し、裁判所、監督官庁又は仲裁人に

対して開示する場合には、かかる合意は要さないものとします。）。 

 

 c. いずれの当事者も、個別に書面による事前承諾を与えた場合

を除き、その商標、サービスマーク、商号、著作権その他の知的財産権又

はその他の表示を宣伝活動、広報活動又はプレスリリースにおいて使用す

る権利を他方当事者に対して付与したものとされないものとします。第 8

条の規定にかかわらず、(ⅰ) 各当事者は、他方当事者が自社のカスタマ

ー又はベンダーであることについて言及するにあたり、その他方当事者の社

名とロゴを対外的に使用することができ（この使用については、要求があっ

た場合にその他方当事者が開示し又は提供する使用に関するガイドライ

ンに準拠するものとします）、かつ、（ⅱ）エクイニクスは、お客様の名称、

お客様がその IBX センターに所在すること、及びお客様がアップロードした

その他の情報を Equinix Marketplace に表示することができるものとし

ます。  

 

9. 雑則 

 

 a. 通知  本契約中に別途明示的な定めがある場合を除き、本

契約上必要となる全ての通知、同意又は承諾は書面によるものとし、か

つ、(ⅰ) 郵便料金を前納した配達証明付又は書留郵便、(ⅱ) 受領時

に署名（適式な記名押印を含むものとし、以下も同様とします）を要す

る翌日配達便、(ⅲ) 手渡しによる交付、又は (ⅳ) ファクシミリ若しくは電

子メール（郵便により速やかに確認するものとします）によって、本契約に

おいて指定され又は各当事者が書面で指定するその他の住所又は番号

に宛てて送付された場合にのみ有効となります。本契約に基づく通知、同

意及び承諾は自署又は電子署名のある書面でなされるものとし、かつ、そ

の受領日に有効になるものとみなされます。本契約中のこれに反する規定

にかかわらず、エクイニクスが送付する通知のうちポリシーに関するものにつ

いては、郵便で送付された場合には投函後5日が経過した時点で、翌日

配達便で送付された場合には2日後、電子メールで送付された場合には

送信日に、それぞれ受領されたものとみなされます。 

 

 b. 完全合意  GTCsとGTCs別添Aのエクイニクス・ライセンス・ス

ペース及びコロケーション・サービス説明書兼品質保証合意書を含む本契

約は、本契約が対象とする事項に関する当事者間の完全な合意を構成

するものであり、かつ、書面又は口頭を問わず、この対象事項に関する本

契約以前の全ての協議、交渉、提案、確約及び合意並びに一切の業界

慣習に優先し、これらに取り替わります。本契約が明示的に定めているも

のを除き、各当事者は、本契約の締結にあたり、いかなる発言、表明、確

約又は保証にも依拠しておらず、かつ、これらに関して一切の権利又は救

済手段を有さないことを確認します。但し、この第9(b)条は、当事者の欺

罔行為に関する責任を制限し、又は免除するものではありません。本契約

は複数の正本により締結することができ（また、署名ページについては自

署又は電子署名による署名により、又はファクシミリ若しくは電子メールによ

って交付することができ）、そのそれぞれが原本とみなされますが、その全て

を併せて単一の証書を構成するものとします。本契約中に別段の明示的

な定めがある場合を除き、本契約は、両当事者による書面の合意によっ

てのみ変更することができるものとします。 

 c. 解釈  各当事者は、各当事者が本契約を検討したこと及び

本契約が本契約の起案を担当した当事者にとって、より不利に解釈され

てはならないことについて、同意します。表題と見出しは便宜上付されてい

るものに過ぎず、本契約の解釈にあたり、これらが用いられることはありませ

ん。本契約中のいずれかの条項が裁判所により無効、違法又は執行不

能と判断された場合においても、その条項中の他の部分又は本契約中の

他の条項に関する有効性、適法性及び執行可能性には影響を生じない

ものとします。 

 

 d. 存続条項  第 3(d)条、第 4(c)条ないし第 4(f)条、第 7条

及び第 9(d)条は、本契約の終了後も効力を有するものとします。第 8

条は、本契約の終了後 3 年間、効力を有するものとします。 

 

 e. 外注及び契約ないし権利義務の移転ないし譲渡  エクイニク

スは、本契約に基づくエクイニクスのいかなる義務についても、自社以外の

エクイニクス関係者、外注業者その他の第三者に履行させることができるも

のとします。但し、この場合においても、エクイニクスは自らの義務の履行に

ついては引き続き第一次的な責任を負うものとします。エクイニクスは、お

客様に対して通知することにより、本契約又は本契約に基づく権利若しく

は義務を移転ないし譲渡することができるものとします。お客様は、移転な

いし譲渡先である個人又は団体が本契約の全ての条項に拘束されること

に書面で同意した場合には、お客様の事業若しくは資産の全部若しくは

実質的に全部の譲渡を受ける関連会社又は団体に対して移転ないし譲

渡する場合に限り、エクイニクスに対して事前に通知することにより、本契

約又は本契約に基づく権利若しくは義務を移転ないし譲渡することができ

ます。本契約は、両当事者の承継会社及び本契約に基づき譲渡ないし

移転が認められた移転先ないし譲受会社の全てに対して拘束力を有し、

これらの利益のために効力を生じるものとし、これらの者は、被承継会社又

は移転元ないし譲渡会社の全ての義務に拘束されます。  

 

 f. 不可抗力  本契約に基づくお客様の金銭支払義務（利用

料金に関するものを含みます）を除き、いずれの当事者も、不可抗力事

由に起因し又はこれに関連する場合には、他方当事者に対していかなる

責任も負わず、いかなる態様においても債務を負担せず、かつ、他方当事

者は解除権その他これに類する権利を有さないものとします。「不可抗力

事由」とは、一方当事者による本契約に基づく義務の不履行であって、そ

の当事者の合理的な支配を超える事由又は事象に起因するものをいい、

自然災害、戦争、ストライキ、テロ行為、火災、洪水、地震、疫病又は政

府当局ないし政府機関による法律、命令、規則その他の措置を含みます

が、これらに限定されないものとします。 

 

 g. 抵触  全ての注文は、本契約の契約条項に常に従うことを条

件とします。本契約を構成する文書間に不明瞭な点、あるいは矛盾ない

し抵触がある場合には、以下の優先順位に従うものとします。(ⅰ) 注文

書、(ⅱ) MCAの添付書類及び別紙を含むMCA（但し、GTCsを除きま

す）、(ⅲ) GTCs、(iv) ポリシー。 

 

 h. 業務上の連絡先情報  「業務上の連絡先情報」又は「BCI
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（Business Contact Information）」とは、お客様、その代理人、従

業員又はライセンス・スペースと本件サービスの被任命者（お客様が契約

関係を有する第三者的な立場のコンサルタント、外注業者又はパートナー

及びサブライセンシーを含みます）の個人的ないし私的な情報のうち、業

務上の連絡先に関するもの（主として氏名、業務用の電話番号、業務

用の電子メール及び業務用の住所）を含む業務上の連絡先に関するデ

ータ（CRMデータベースを介して処理されるデータ及びIBXセンターのアク

セス・リストに適宜記載されるデータを含みますが、これらに限定されませ

ん）であって、本契約の履行に起因してエクイニクスに提供され、又はエク

イニクスが取得したものであり、その利用、処理又は移動が「個人情報」と

して法令で規制されているものをいいます。 

 

 お客様は、エクイニクス及びエクイニクス関係者が、本契約を履行す

ることで、データ管理者（Data Controller: 欧州の法令又はその地域

のデータ保護ないしプライバシーに関する法令に基づき定義されたところに

よります）としてBCIを取得することを承認します。お客様は、エクイニクス

及びエクイニクス関係者が、(ⅰ) ライセンス・スペースと本件サービスの提

供に関連してBCIを利用、処理ないし移動すること、(ⅱ) アカウントの管

理、請求及び決済、運用にかかわる保守ないしサポート、セキュリティ、不

正行為の発見ないし防止、及び、予めBCIを匿名化することを条件とし

て、お客様・市場の分析ないし報告を行なうためにBCIをエクイニクス及び

エクイニクス関係者が管理するデータベースに組み込むことを目的として

BCIを利用、処理ないし移動すること、並びに (ⅲ) エクイニクス又はエクイ

ニクス関係者の製品及びサービスに関して、音声、書簡、ファクシミリ又は

電子メールでお客様に対し、又は、Equinix Marketplaceを経由する場

合には第三者に対して連絡をすることを目的としてBCIを利用、処理ない

し移動することを了承し、これに同意します。お客様は、エクイニクスに宛て

て通知した場合には、上記 (ⅲ) 記載のBCIの利用、処理又は移動に

関する承諾を撤回することができます。お客様は、書面で通知した場合に

はBCIにアクセスすることができる権利を有しており、かつ、誤りである旨が

合意されたBCIを訂正させ若しくは削除させる権利又はそのBCIの利用、

処理ないし移動に関する追加情報を要求する権利を有することを確認し

ます。 

 

 本条記載の目的のためにエクイニクス及びエクイニクス関係者が

BCIをある国から他の国へ移動した場合（米国又は欧州経済地域

（European Economic Area: EEA）の内外のいずれかの国に宛て

たグループ内の移動を含みます）には、そのBCIの移動について十分な水

準の保護が与えられるよう、エクイニクスは、データ保護及びプライバシーに

関して適用されうる法令が要求する全ての適切な適法化措置（(ⅰ) 欧

州標準契約条項（European Standard Contractual Clauses）

に準拠した適切なグループ内データ移動契約を締結し、(ⅱ) 欧州の規

則に従って定義された拘束的企業準則（Binding Corporate 

Rules）を導入し、かつ/又は、(ⅲ) これらと同等の法令遵守措置を講じ

ること等）を講じるようにします。 

 

 お客様は以下について確認します。 (ⅰ) 本契約に基づきエクイニ

クスがライセンス・スペースと本件サービスを提供した場合においても、エクイ

ニクスは、お客様がライセンス・スペースと本件サービスの利用の一環として

搭載、保存、受領、取得、通信その他の処理をしたいかなるデータ（「お

客様データ」）についてもこれにアクセスし、又はこれを利用し、処理し、監

視し、あるいは何らかの運用をしたことにはならないこと。 (ⅱ) 以上の結

果、エクイニクスは、そのお客様データとの関係では、（欧州の法令又はそ

の地域のデータ保護ないしプライバシーに関する法令に基づき定義され

た）データ処理者（Data Processor）あるいはデータ管理者（Data 

Controller）として活動するものではないこと。 

 

 お客様は、その代理人、従業員又はライセンス・スペースと本件サー

ビスに関する自らのコンサルタント、外注業者又はパートナー等の被任命

者に対し、(ⅰ) 本契約の遵守又は本契約に基づく履行に伴い、これらの

者のBCIが収集され、利用され、処理され、又は移動される可能性がある

こと、及び (ⅱ)（該当する場合には）BCIの処理に関する本条に基づく

これらの者の権利を通知することを誓約します。 

 

 i. 国際的な安全保障に関する懸念事項  お客様は、お客様が 

(ⅰ) お客様に適用される制裁法を遵守していること、(ⅱ) 米国財務省

による特別指定国民（Specially Designated Nationals）のリスト

に掲載されておらず、あるいはこれに掲載されている者により保有若しくは

支配されておらず、又は米国若しくは欧州連合による禁輸措置の対象と

なっている国に所在しておらず、あるいはそのような国の法律に基づいて設

立されたもの（併せて「規制対象者」といいます）ではないこと、(ⅲ) サブ

ライセンシーを含め、本契約に関連して規制対象者に対する役務提供を

していないこと、及び、(ⅳ) 核兵器、化学兵器若しくは生物兵器の拡散

又はミサイル技術の開発を含む、お客様に適用される制裁法が禁止する

いかなる目的のためにもライセンス･スペースと本件サービスを利用せず、又

はこれらを利用させないことにつき、表明し、保証し、かつ、誓約します。本

契約中のこれに反する一切の規定にかかわらず、お客様がこの第9(i)条に

違反した場合、又はお客様がエクイニクスによる制裁法違反の恐れを生じ

させているとエクイニクスが合理的に判断した場合には、エクイニクスは、お

客様に対して書面で通知することにより、本契約を直ちに解除することがで

きるものとします。 

 

 j. 一般条項  本契約で別途明示的に定めた場合を除き、かつ、

第4条が定める制限に従うことを条件として、本契約が定める各権利及び

各救済手段は重畳的であり、当事者が別途有する場合がある一切の権

利又は救済手段を排除しないものとします。  

 

 各当事者は独立した契約当事者であり、本契約は、エクイニクスと

お客様の間にパートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、雇用関係、フランチ

ャイズ又は代理関係を形成するものではありません。いずれの当事者も他

方当事者の書面による事前承諾なく他方を拘束する権限を有さず、か

つ、他方を代理して義務を負担する権限を有しません。 

 

 本契約には第三者の受益者は存在しません。  

 

 本契約中のいずれかの条項の違反に関し権利放棄がなされた場

合においても、その権利放棄は、その条項又は本契約中のその他の条項

のそれ以前、それと同時又はそれ以後の違反に対する権利放棄を構成す

ることはなく、権利放棄をした当事者の権限ある代表者が署名した書面に

よる場合を除き、権利放棄が有効となることはないものとします。 
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 各MCAは、(ⅰ) そのMCAのMCA署名者のみを拘束するものであ

って、その他のエクイニクス関連会社又はお客様の関連会社を拘束するこ

とはなく、かつ、(ⅱ) そのMCAに基づいて発行された注文書に対してのみ

効力を有します。なお、全てのエクイニクス関連会社とお客様の関連会社

は、自らがMCA署名者である場合を除き、そのMCAが定める契約条項を

承諾するよう要求されることはありません。本契約に従ってライセンス・スペ

ースと本件サービスを提供するのは、ライセンス・スペースと本件サービスを

対象とする注文書をお客様と締結したエクイニクス関連会社であり、その

他のエクイニクスの関連会社がライセンス・スペースと本件サービスの履行に

関する責任を連帯して負うことはありません。 

 

10. 定義 

 

本書において用いられているものの、他の箇所では定義されていない用語

は、この第10条又は該当するMCAにおいて定義する意味を有するものと

します。 

 

同行者:  IBXセンター訪問中に被任命者が帯同する者（エクイニクスの

従業員を除きます）をいいます。 

 

関連会社:  その当事者を支配し、その当事者に支配され、あるいはその

当事者と共通の支配下にある団体をいいます。「支配」ないしこれに準ず

る「支配する」、「支配される」及び「共通の支配下にある」との語は、その

団体の全議決権付持分の50％を超える直接的又は間接的な所有権、

受益権又は衡平法（equity）上の権利を保有していることをいいます。  

 

本契約： 本GTCsが組み込まれるMCAにおいてこの語に付与された意

味を有するものとします。 

 

関連事業体:  (ⅰ) お客様の被任命者又は同行者を雇用し、これらの

者と契約を締結し、その他これらの者と提携ないし連携関係にある個人、

会社、パートナーシップその他の団体（その種類を問いません）、(ⅱ) お

客様のエンドユーザー及び (ⅲ) サブライセンシーをいいます。 

 

被任命者:  お客様がエクイニクスのその時点における書式と手続に従って

エクイニクスに交付した最新の被任命者のリストに掲載された者であって、

IBXセンターへのアクセス、エクイニクスのお客様サービス用ウェブサイト上で

の発注、あるいはお客様における荷物の授受等に関しお客様が権限を付

与した個人をいいます。 

 

請求開始日:  オンライン注文及び電話注文以外の注文により発注され

たライセンス・スペース又は本件サービスおいては、注文書上に請求開始

日又は発効日として記載されている日をいい、注文書に記載がない場合

には、ライセンス・スペースが提供され、又は本件サービスが提供された日を

いいます。オンライン注文又は電話注文により発注されたライセンス・スペー

ス又は本件サービスにおいては、両当事者がその注文にあたって別途合意

した場合を除き、エクイニクスがお客様に対してライセンス・スペース又は本

件サービスの提供を開始した日をいいます。  

 

クロスコネクト:  IBXセンター内の物理的な、又は無線による相互接続で

あって、(ⅰ) お客様のライセンス・スペースから回線が発しており、又は 

(ⅱ) お客様をエクイニクスの他のカスタマーに接続するものをいいます。 

 

お客様機器:  お客様、お客様の関連会社、お客様の被任命者、同行

者又は関連事業体が提供し、保有し又は制御する全てのネットワーク、コ

ンピュータその他の機器をいい、「顧客機器」という場合があります（これら

の機器とお客様側の責任分界点となる機器との間の配線及び接続を含

みますが、クロスコネクトとエクイニクス側の責任分界点となる機器を除きま

す）。 

 

エクイニクス関連会社:  Equinix, Inc. の関連会社 をいいます。 

 

Equinix Marketplace ：  エ ク イ ニ ク ス が 開設 し 運営 す る

「Marketplace」として知られるポータル・サイトであって、これによりお客様

がエクイニクスの他のカスタマー若しくは潜在的なカスタマーに対して自社の

製品ないしサービスに関する宣伝をすることができ、又は、エクイニクスの他

のカスタマーから製品やサービスの調達に関する情報を得ることができるも

の、あるいは、その他エクイニクスの現在又は将来のカスタマーを対象とした

類似の目的による将来のマーケティング・メディアをいいます。 

 

エクイニクス関係者:  エクイニクスとエクイニクスの関連会社、株主、役

員、取締役、従業員及び代理人をいいます。 

 

利用料金:  エクイニクスがお客様に対して請求するライセンス・スペースと

本件サービスの対価としての料金及び手数料をいい、租税は含まないもの

とします。 

 

IBXセンター:  注文に基づきお客様がエクイニクスからライセンス・スペース

と本件サービスの提供を受けるインターナショナル・ビジネス・エクスチェンジ・

センター（International Business Exchange Center）をいいま

す。 

 

ライセンス・スペース: コモン・ロー（common law）が適用される法域

のIBXセンター内にそのスペースがある場合には、本契約と注文に基づきお

客様がライセンスを受けるエリアを、また、シビル･ロー（civil law）が適用

される法域のIBXセンター内にそのスペースがある場合には、本契約と注

文に基づきアクセス許可と利用許可を得たお客様に対して利用が認めら

れているエリアをいいます。いずれの場合においても、そのスペースは本契約

に基づいてライセンスの対象となり又は提供されるものであって、かつ、注文

書中においてそのスペースの広さないし数量が記載されます。IBXセンター

内におけるライセンス・スペースの正確な所在場所を定めるのは常にエクイ

ニクスとし、エクイニクスはライセンス・スペースの正確な所在場所をお客様

に通知します。 

 

MCA署名者：  そのMCAの署名者であるエクイニクス関連会社及びお

客様の関連会社をいいます。 

 

オンライン注文:  エクイニクスのお客様サービス用ウェブサイト経由又は電

子メールにより発注される注文をいい、これらは、エクイニクス所定の手続に

従ってエクイニクスが受諾し、又はエクイニクスが発注されたライセンス・スペ
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ース又は本件サービスの提供を開始した時点で効力を生じるものとしま

す。 

 

注文（書）:  ライセンス・スペース又は本件サービスの提供にあたりエクイ

ニクスが作成するライセンス・スペース又は本件サービスについて記載した発

注書又はこれを変更する書面であって、参照により本契約に組み込まれ

本契約と一体となったものをいいます。オンライン注文と電話注文を除き、

注文書は、両当事者が署名するまでは有効とならないものとします。エクイ

ニクスは、注文書を受諾する義務は一切負わないものとします。別段の定

めがある場合を除き、注文（書）との語には、オンライン注文と電話注文

のいずれか又は双方を含むものとします。 

 

電話注文:  電話により発注される注文（このような方式が認められてい

る場合）をいい、これについては、エクイニクス所定の手続に従ってエクイニ

クスが受諾し、又はエクイニクスが発注されたライセンス・スペース又は本件

サービスの提供を開始した時点で効力を生じるものとします。 

 

ポリシー:  IBXセンターに関するエクイニクスの手順、規則、規約、プロダク

トに関する別紙及び指針、セキュリティに関する指針ないし方針であって、

エクイニクスが随時変更したものであり、以下に掲載したものをいいます。  

http://www.equinix.com/resources/product-documents/ibx-policies/ 

 

制裁法： 米国財務省外国資産管理局（Treasury Department, 

Office of Foreign Assets Control）（「OFAC」）が管理する経済

制裁その他これに関連する立法上又は行政上の命令を可能とするものを

含む適用されうる全ての制裁関連法令又は禁輸関連法令をいいます。 

 

本件サービス:  エクイニクスが、本契約に基づき、注文に従って提供する

全ての役務、物品その他の提供物をいいます。 

 

Smart Hands: エクイニクスによる現場における技術上のアシスタンス

をいい、これにはお客様機器に対する遠隔管理、インストール作業又はト

ラブル・シューティングに関するお客様からの明示的な指示に従うことその他

のエクイニクスが注文書において同意したアシスタンスを含む場合がありま

す。 

 

サブライセンシー： (ⅰ) コモン・ロー（common law）が適用される法

域にライセンス・スペースが所在する場合には、お客様からライセンス・スペ

ースの全部又は一部のサブライセンスを受けるお客様のカスタマーその他の

第三者をいい、(ⅱ) シビル・ロー（civil law）が適用される法域にライセ

ンス・スペースが所在する場合には、お客様による利用が認められたライセ

ンス・スペースの全部又は一部にアクセスし利用することができるお客様の

カスタマーその他の第三者をいいます。 

 

租税: 外国、内国、州又は地方のいずれかを問わず、また、いかにして指

定され、課税され、賦課されるか（源泉徴収と納付のいずれによるのか）

を問わず、エクイニクスがその事業運営とライセンス・スペース又は本件サー

ビスの利用を目的として、お客様のために、又はお客様に提供するライセン

ス・スペース又は本件サービスに適用される現在有効な、又は将来制定さ

れる売上税、利用税、譲渡税、事業税、物品税、消費税、付加価値税

（「VAT」）又は物品サービス税（「GST」）その他これらに類する公租

公課のうち該当するものをいいます。但し、エクイニクスの純利益に賦課さ

れる税は除外します。 

 

本契約期間: 本GTCs第6(a)条に定める本契約の契約期間をいいま

す。 

 

利用不能： 本GTCs別添A記載のエクイニクス・ライセンス・スペース及

びコロケーション・サービス説明書兼品質保証合意書中に定めるサービス

品質保証においてこの語に付与された意味を有するものとし、「利用不能

な」との語についても同様とします。 

 

お客様記入欄:  

了承し、合意しました。 

 

エクイニクス 記入欄:  

了承し、合意しました。 

 

お客様の法人の名称:  

 

  

 

 (正式名称を記入) 

 

アカウント名： 

 

 

権限ある署名者による署名: {{_es_:signer1:signature       }}  

 

権限ある署名者による署名: {{_es_:signer2:signature            }}  

  

活字体による氏名: {{_es_:signer1:fullname                   }}  活字体による氏名: {{_es_:signer2:fullname                        }}  

 

役職名: {{_es_:signer1:title                                       }}  

 

役職名: {{_es_:signer2:title                                           }}  



 

Equin ix  GTC        Equin ix  Proprietary  and Conf ident ia l   Page 8 of  9  

29 May 2017  

グローバル契約条項 別添A 

 

エクイニクス・ライセンス・スペース及びコロケーション・サービス 

説明書兼品質保証合意書 

 

このエクイニクス・ライセンス・スペース及びコロケーション・サービス説明書兼品質保証合意書（「SLA」）は、エクイニクスがお客様に対して提供するライセン

ス・スペースとコロケーション・サービスについて記述し、パフォーマンスレベルの指標値を定義し、かつ、この指標値が達成されなかった場合にお客様として採り得

る救済手段を明らかにするものです。本SLAに定義のない用語については、本契約中の定義に従うものとします。 

1. ライセンス・スペース及び構内接続 - ライセンス・スペースは注文書記載のエクイニクスのIBXセンターに所在し、以下の特徴を有します。 

 a. セキュリティ/アクセス管理  エクイニクスは、以下のセキュリティ対策を施したコロケーション環境を提供しています。 

i. 建物周辺のセキュリティ対策 - エクイニクスは、各IBXセンターの全ての出入口を継続的に監視しています。各IBXセンターの建物の具体

的な特徴と物理的な構造に応じて追加のセキュリティ対策が施されるため、サイトにより異なった対策が講じられています。 

ii. コロケーション・エリアのセキュリティ対策 - 各IBXセンターの構内では複数レイヤーに分けて構築された追加的なセキュリティ対策によりコロケ

ーション・エリアが保護されています。このセキュリティ対策の具体例は、認証権限を有する担当者とセキュリティ担当者による来館者に対す

るアクセス認証、セキュリティ用マントラップ、生体認証リーダーとアクセスカード・リーダー、施錠式キャビネット、ビデオ及び/又はIBXセンターの

スタッフによる広範囲な監視等です。 

iii. プライベート・ケージ - お客様は、プライベート・ケージを選択することができ、この場合には、プライベート・ケージへのアクセスは、ケージのドア

に追加で設置したカード・リーダー又は生体認証スキャナにより、権限を有する方のみに制限されることになります。 

iv. セキュア・キャビネット - お客様は、セキュア・キャビネットを選択することができ、この場合には、セキュア・キャビネットへのアクセスは、キャビネッ

トのドアに追加で設置した施錠設備により権限を有する方のみに制限されることになります。 

b. 温湿度管理  エクイニクスは、予測可能で安定的な環境を維持することができるよう、以下のとおり温湿度管理を実施しています。 

 i. 温度 - 温度については、摂氏18度（華氏64.4度）から摂氏27度（華氏80.6度）の範囲になるよう管理しています。 

 ii. 相対湿度 - 相対湿度については、25%から65%の範囲になるよう管理しています。 

c. 電源  エクイニクスは、プライマリーとセカンダリーを利用した様々な供給ルートを通じて中断なく電源を供給することができるよう電源供給システム

を設計しています。ライセンス・スペースへの電源供給については、お客様は以下の構成から選択することが可能です。 

 i. 非冗長電源 - 電力は1つの電源回路を通じて供給されます。 

 ii. 冗長電源 - 電力は2つの異なる電源系統から2つの電源回路を通じて供給されます。 

d. クロスコネクト  クロスコネクトにより、お客様はその機器をエクイニクスの他のカスタマーの機器若しくはIBXセンター内に所在するエクイニクスの構

内接続の接続点に接続し、又は、エクイニクスの同一のキャンパスに所在する複数のIBXセンター間を接続することが可能です。クロスコネクトにつ

いては、複数種類のケーブル・タイプで提供可能です。 

2. 可用性及びクレジットによる救済 

 a. 電源 

i. 可用性99.999％以上の冗長電源 キャビネット1台当たりの利用不能時間が1暦月間に26秒未満（「冗長電源SLA閾値」）である

場合に、本指標値が達成されたことになります。本段落においては、お客様提供の自動フェイルオーバー機能を備えた稼動中のキャビネット

が異なる電源系統を介して2つの電源回路から電源供給を受けており、かつ、この双方の電源回路において電源の中断が同時に生じたこ

とによりキャビネットの電源が中断された場合に、冗長電源回路が利用不能になったものとみなします。利用不能時間が冗長電源SLA閾

値を超過した場合には、お客様は、第3項を条件として、これにより影響を受けたキャビネットの数にキャビネットあたりの電源に関するMRC

の平均額（すなわち、電源に関するMRC総額をキャビネット総数で除した額）を乗じた額（「設置済みキャビネットMRC」）の30分の1

に相当するクレジットを受ける権利を有するものとし、更に、お客様は、冗長電源SLA閾値を超えた利用不能時間については、冗長電源

SLA閾値を超えた利用不能時間が満1時間に達するごとに、これにより影響を受けたキャビネットに関する設置済みキャビネットMRCの30

分の1に相当する追加のクレジットを受ける権利を有するものとします。 

ii. 可用性99.99％以上の非冗長電源  キャビネット1台当たりの利用不能時間が1暦月間に4分未満（「非冗長電源SLA閾値」）であ
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る場合に、本指標値が達成されたことになります。本段落においては、稼動中のキャビネットが1つの電源回路から電源供給を受けており、

かつ、この電源回路において電源の中断が生じたことによりキャビネットの電源が中断された場合に、非冗長電源回路が利用不能になった

ものとみなします。利用不能時間が非冗長電源SLA閾値を超過した場合には、お客様は、第3項を条件として、これにより影響を受けた

キャビネットに関する設置済みキャビネットMRCの30分の1に相当するクレジットを受ける権利を有するものとし、更に、お客様は、非冗長電

源SLA閾値を超えた利用不能時間については、非冗長電源SLA閾値を超えた利用不能時間が満1時間に達するごとに、これにより影響

を受けたキャビネットに関する設置済みキャビネットMRCの30分の1に相当する追加のクレジットを受ける権利を有するものとします。 

b. 温湿度管理 

i. 可用性99.99％以上の温度  キャビネット1台当たりの利用不能時間が1暦月間に4分未満（「温度SLA閾値」）である場合に、本指

標値が達成されたことになります。本段落においては、温度が華氏64.4度（摂氏18度）を下回った場合又は華氏80.6度（摂氏27

度）を上回った場合に、温度に関する利用不能状態が生じたものとみなします。利用不能時間が温度SLA閾値を超過した場合には、お

客様は、第3項を条件として、これにより影響を受けたキャビネットに関する設置済みキャビネットMRCの30分の1に相当するクレジットを受

ける権利を有するものとし、更に、お客様は、温度SLA閾値を超えた利用不能時間については、温度SLA閾値を超えた利用不能時間が

満1時間に達するごとに、これにより影響を受けたキャビネットに関する設置済みキャビネットMRCの30分の1に相当する追加のクレジットを

受ける権利を有するものとします。 

ii. 可用性99.99％以上の湿度 キャビネット1台当たりの利用不能時間が1暦月間に4分未満（「湿度SLA閾値」）である場合に、本指

標値が達成されたことになります。本段落においては、湿度が25%を下回った場合又は65%を上回った場合に、湿度に関する利用不能

状態が生じたものとみなします。利用不能時間が湿度SLA閾値を超過した場合には、お客様は、第3項を条件として、これにより影響を受

けたキャビネットに関する設置済みキャビネットMRCの30分の1に相当するクレジットを受ける権利を有するものとし、更に、お客様は、湿度

SLA閾値を超えた利用不能時間については、湿度SLA閾値を超えた利用不能時間が満1時間に達するごとに、これにより影響を受けた

キャビネットに関する設置済みキャビネットMRCの30分の1に相当する追加のクレジットを受ける権利を有するものとします。 

 c. クロスコネクト 

i. 可用性99.99％以上のクロスコネクト  クロスコネクト1回線当たりの利用不能時間が1暦月間に4分未満（「クロスコネクト SLA閾

値」）である場合に、本指標値が達成されたことになります。エクイニクスがクロスコネクト用に使用している、電源を備えていない物理媒体

に障害が発生し、この障害により、そのクロスコネクトの終点において通信接続状態を維持できなくなった場合に、クロスコネクトに関する利

用不能状態が生じたものとみなします。利用不能時間がクロスコネクトSLA閾値を超過した場合には、お客様は、第3項を条件として、こ

れにより影響を受けたクロスコネクトに関するMRCに相当するクレジットを受ける権利を有するものとします。 

ii. クロスコネクト提供所要時間  エクイニクスがお客様からの有効な要求を受諾した場合には、エクイニクスはお客様の既存のライセンス・ス

ペースに以下のとおり追加のクロスコネクトを設置します。 

IBX種別 クロスコネクトの本数 提供所要時間 SLAクレジット 

IBX 3本/日まで 3営業日 NRC 100%  

IBX+ 3本/日まで 24時間 NRC 100%  

注）これらの所要時間は、以下に掲載された IBX に対してのみ適用されます。 

http://www.equinix.com/resources/product-documents/equinix-ibx-classification/ 

3. 一般条項 

本SLA又は本契約中にこれに反する規定がある場合においても、以下の条項を全てのライセンス・スペースと本件サービスに対して適用するものとします。 

本SLAに定めるクレジットは、エクイニクスが本別添Aに定めるサービスレベルの指標値を達成できなかった場合にお客様に付与される唯一かつ排他的

な救済手段とします。また、お客様に付与されるクレジットの上限は、いかなる暦月においても、そのライセンス・スペース又は本件サービスに関するMRC

の額を超えないものとします。利用不能時間については、全てエクイニクスによる確認を要するものとし、かつ、エクイニクスは、エクイニクスが承認したクレジ

ットを、そのクレジットを承認した月の翌月の請求書に適用するものとします。利用不能時間は、お客様がエクイニクスに対して利用不能である旨を通知

した時点から、利用不能状態が解消されたことをエクイニクスが確認した時点までとします。なお、エクイニクスでは、床上3フィートから5フィートで、かつ、

キャビネットのエア・インテークの側から12インチ以上離れた場所において温度と湿度に関する利用不能状態を測定します。本来であればクレジットの発

生原因となったであろう事由ないし事象が、天災、戦争若しくはテロ行為、労働者によるストライキその他の労働争議、火災、洪水、地震、地滑り、地

盤の変化、ハリケーン、台風、津波、火山の噴火その他の自然災害、騒乱若しくは暴動、司法、立法若しくは行政当局からの命令、所定の保守作業、

お客様の機器、お客様若しくはお客様の代理人の作為ないし不作為、又はエクイニクスの合理的な支配を超えた作為、不作為ないし事象のいずれか

に起因して発生した場合、あるいは、お客様がエクイニクスに対し、お客様にクレジットを受ける権利を生じさせる事由が解消されてから7日以内に、国/

地域ごとの適切な連絡先に宛てて書面によるクレジットの請求を行わなかった場合には、お客様はサービスクレジットを受ける権利を有しないものとしま

す。ご質問又はサポートのご希望がある場合には、エクイニクスの担当営業又は該当する地域のエクイニクス・サービス・デスクにご連絡ください。 


