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コロケーション・サービス 

 

2018年 2月 13日 

「コロケーション・サービス」は、エクイニクスが顧客に対し、IBXセンター内において顧客機器を設置するた

めのライセンス・スペースおよび電源を含む本件サービスを提供するためのサービスです。 

1. 目的・適用範囲 

a. 本書は、コロケーション・サービスの提供にあたり、利用契約記載の条件に加えて適用される契約条件を

定めるものです。これには本書別添 Aに定める品質保証合意が含まれます。 

b. 本書は、2018年 2月 12日（以下「基準日」といいます。）の時点において、2015年 6月 1日発効の「ビ

ットアイル サービス共通約款」およびこれに付随する諸規定に基づきエクイニクスとの間で契約を締結し

ている顧客が、基準日の翌日以降に新たに締結する注文書に基づきエクイニクスからコロケーション・サ

ービスの提供を受ける場合に適用されます。 

 

2. IBXセンターへのアクセスおよび利用 

a. 顧客は、利用契約および本書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.  顧客は、顧客に提示され、これを参照することにより利用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

顧客によるライセンス・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、顧客は、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. 顧客は、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利用契約と比べてより緩やかなも

のではないこと。(ii) 顧客がエクイニクスまた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) 顧客がサブライセンシーに対し、利用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、顧客は、利用契約に基づく全ての義務（利用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. 顧客は、顧客の被任命者、同行者および関連事業体の作為または不作為およびエクイニクスが提供してい

ない機器またはサービスについては全ての責任を負うものとします。顧客は、顧客の被任命者、同行者ま
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たは関連事業体が提起し、これらの者に起因し、またはこれらの者から発生しも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、費用および支出（合理的な弁護士報酬および費

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. 利用契約は不動産もしくは動産の賃貸借また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。顧客は、利用契約および本書に基づきライセンス・

スペースが利用可能な状態となり、顧客には利用契約に従ってライセンス・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のみであることを確認し、これについて同意するものとします。利用契約は

IBX センターを対象とする賃貸借契約およ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。顧客機器は、附合物また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または提供し

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。 

f. エクイニクスは、顧客に対して金銭債務の不履行を解消するよう通知をした後、10 日間（顧客の支払が

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 日間）を経過してもなおその不履行が完

全に解消されなかった場合には、顧客による IBXセンターへのアクセスとそこからの顧客機器の持出しを

拒否することができるものとします。 

 

3. 顧客機器の撤去 

a. 顧客は、該当する注文書が期間満了または解除により終了するまでに、全ての顧客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）に顧客が顧客機器を撤去しない

場合には、顧客機器が所在する法域の法律に従い、顧客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、顧客のリスクおよび費用負担により、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) 顧客機器をただちに撤去し、施設内または施設外において保

管しあるいは廃棄すること、(ii) 顧客機器を顧客宛てに発送すること、および (iii) 顧客に 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、顧客機器を換金し、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. 注文書が期間満了または解除により終了した後は、顧客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。ただし、第 3(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顧客に対してその利用を承認した場合には、顧客には、引き続き利

用契約の契約条項（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
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適用されるものとします。ただし、エクイニクスが通知した場合には、この継続的利用はただちに終了す

るものとします。 

 

4. 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 4条または利用契約にお

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」および「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％を超える直接的または間接的な所有権、受益権または衡平法（equity）

上の権利を保有していることをいいます。 

 

関連事業体:  (i) 顧客の被任命者または同行者を雇用し、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) 顧客のエ

ンドユーザーおよび (iii) サブライセンシーをいいます。 

 

被任命者:  顧客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、エクイニクスの顧客サービス用ウェブサイ

ト上での発注、あるいは顧客における荷物の授受等に関し顧客が権限を付与した個人をいいます。 

 

クロスコネクト:  IBXセンター内の物理的な、または無線による相互接続であって、(i) 顧客のライセンス・ス

ペースから回線が発しており、または (ii) 顧客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。 

 

顧客機器:  顧客、顧客の関連会社、顧客の被任命者、同行者または関連事業体が提供し、保有しまたは制御す

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

機器と顧客側の責任分界点となる機器との間の配線およ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。 
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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、従業員および代理人を

いいます。 

 

IBXセンター:  注文に基づき顧客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。IBXセンターは「IBX」と称する場合があります。 

 

ライセンス・スペース: コロケーション・サービスの利用契約に基づきアクセス許可と利用許可を得た顧客

に対して利用が認められているエリアをいいます。そのスペースは利用契約に基づいてライセンスの対象と

なりまた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顧客に通知します。 

 

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および指針、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/ 

 

本件サービス:  エクイニクスが、利用契約に基づき、該当する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。 

 

サブライセンシー：  顧客による利用が認められたライセンス・スペースの全部または一部にアクセスし利用

することができる顧客のカスタマーその他の第三者をいいます。 

 

利用不能： 本書別添 A 記載のエクイニクス・ライセンス・スペースおよびコロケーション・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。 
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別添A 

 

エクイニクス・ライセンス・スペースおよびコロケーション・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・スペースおよびコロケーション・サービス説明書兼品質保証合意書（「SLA」）

は、エクイニクスが顧客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顧客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、利用契約中の定義に従うものとします。 

1. ライセンス・スペースおよび構内接続 - 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、ビデオおよび/または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 - 顧客は、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・リーダーまたは生体認

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 - 顧客は、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。 
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 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、顧客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、顧客はその機器をエクイニクスの他のカスタマーの機器も

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、または、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. 可用性およ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、顧客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、顧客は、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、顧客は、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、

顧客は、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、顧客は、非冗長電
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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）を下回った場合または華氏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、顧客は、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、顧客は、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%を下回った場合または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、顧客は、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、顧客は、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、顧客は、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  エクイニクスが顧客からの有効な要求を受諾した場合には、エク
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イニクスは顧客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または利用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

場合に顧客に付与される唯一かつ排他的な救済手段とします。また、顧客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・スペースまた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、顧客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、戦争もしくはテロ行為、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、騒乱もしくは暴動、司法、立

法もしくは行政当局からの命令、所定の保守作業、顧客の機器、顧客もしくは顧客の代理人の作為ないし不

作為、また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、顧客がエクイニクスに対し、顧客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、顧客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。ご質問また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また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。 

 


