
Equinix.com

このNetwork Edgeポリシー（「本ポリシー」）は、該当する注文
書に定める詳細条件に従い、エクイニクスとの間のその他の合
意事項に対する補足としてお客様のNetwork Edgeサービス（

「Network Edge」）の利用に適用される追加的な契約条件を規
定するものです。

1. 定義
a.	 Network Edge デバイス（「NED」）とは、Network	Edge	プラ
ットフォームを経由してアクセスすることができる第三者のバ
ーチャルネットワークサービスをいいます。お客様は、NEDを使
用するためのライセンスについては、エクイニクスから直接購
入したものか自ら調達したもののいずれかを用いることがで
きます。以下に詳述するとおり、全てのNEDには第三者プロバ
イダの利用規約が適用されることから、お客様は、NEDの使用
にあたっては、この第三者プロバイダの利用規約を厳格に遵
守することを表明し保証しているものとします。

b.	 Network Edge インスタンスとは、コネクティビティを補助し
NEDを設定するために必要なインフラストラクチャをいいます。	

c.	 冗長性　お客様は、以下の全ての条件を満たすことで冗長化
することができます(「冗長NED」）。	(i)	同一のコンフィグレーシ
ョンを有するNEDを二つ購入すること。(ii)双方のNEDから同
一の拠点に対して高可用コンフィグレーションにより二重接続
を行うこと。(iii)	冗長トラフィックを送信する際は各NEDを必
ずセットで使用すること。冗長NEDには、SLA表1:「冗長NED」
が適用されます。以上を除く全てのコンフィグレーションは非
冗長デバイスとみなされます	(「非冗長NED」)。非冗長NEDに
は、SLA表2:「非冗長NED」が適用されます。

2. お客様の責任
本契約に定めるお客様の責任に加えて、お客様は、以下の事項に
ついて同意したものとします。

1.	 Network	Edge	利用の際は、正式に承認や許可を受けた拠点
にのみ接続するものとします。

2.	 全ての接続を確立し、サービスを提供し又はその提供を受け、
トラフィックの送受信を行うためにお客様とエクイニクスの他
のカスタマーや第三者との間で締結された相互接続に関する
契約については、専らお客様がこれを保持する責任を負うも
のとします。エクイニクスは、それが二者間のものか多数者間
のものかを問わず、これを確立し又は監視する責任を負わな
いものとします。お客様はエクイニクスとそのカスタマーに対
し、お客様の相互接続に関する契約、ベンダーとの役務提供
契約又はライセンス契約、インターネット接続契約その他の関
係性に関連する請求から生じる全ての責任、費用及び損害（弁
護士報酬及び費用を含みます）に関する補償をするものとし、
かつ、これによる負担を被らせないようにするものとします。

3. 再販
お客様は、 (i) デジタルサービス契約又はこれに類するお客様と
エクイニクスの間のその他の契約を締結し、かつ、その条件に従
う場合であって、(ii) エクイニクスの承認を得た上でエクイニクス
のNetwork Edge 再販パイロットプログラムへ参加するときに限
り、Network Edgeを再販することができます。

4. サービス品質保証合意
このサービス品質保証合意（「SLA」）は、Network Edgeのパフォ
ーマンスレベルの指標値を定義し、かつ、エクイニクスがこれらレ
ベルを達成し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。下表に定められたサービスクレジットは、エ
クイニクスが適用される指標値に従ってNetwork Edgeを提供す
ることができなかった場合における唯一かつ排他的な救済手段
とします。「利用不能状態」とは、冗長構成のNEDの双方又は非冗
長構成で稼働しているNEDが、NEDに設定されたインターフェー
スとの間のお客様によるトラフィックの送受信を妨げている時間
をいいます。

SLA表1:冗長NED

月次の可用性 利用不能状態の継続時間

影響を受けた
NEDごとの月
額費用（MRC）
に対するクレ

ジット

99.999%–99.99% 26秒以上4分未満 2%

99.99%–99.9% 4分以上44分未満 5%

99.9%–99% 44分以上7時間未満 10%

99%–98% ７時間以上14.4時間未満 50%

98%–97% 14.4時間以上21.6時間未満 75%

<97% 21.6時間以上 100%

SLA表2:非冗長NED

月次の可用性 利用不能状態の継続時間 
影響を受けた
NEDごとの月
額費用（MRC）

クレジット

99.99%–99% 4分以上7時間未満 10% 

99%–98% 7時間以上14.4時間未満 50% 

98%–97% 14.4時間以上21.6時間未満 75% 

<97% 21.6時間以上 100%

注:この表は冗長性の基準を満たさない全てのコンフィグレーションに適用され
ます。
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サービスクレジットは、1暦月間に単発の事象として発生した利用
不能状態の継続時間に基づき計算されます。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、利用不能状態が生
じた各NEDについて、１か月分のMRCの額（該当する場合にはそ
の日割額）までとします。お客様は、エクイニクスが利用不能状態
の原因を調査し問題の切り分けをすることができるようにするた
めに、クレジットを受ける権利を生じさせる事象の発生日から30
日以内にクレジットを請求しなければならず、この際にはエクイニ
クスサービスデスク（Equinix Service Desk）に連絡するものとし
ます。利用不能状態の対象となる期間は、すべての場合において、
エクイニクスがお客様からインシデントの通知を受けた時に開始
し、再び利用が可能になったことをエクイニクスが確認した時に
終了するものとします。エクイニクスは、クレジットを承認した場合
には、そのクレジットを承認した月の翌月の請求書に対してこれ
を適用します。該当する利用不能状態が以下のいずれかの「免責
対象利用不能状態」に該当すると判断される場合には、これに反
する他の規定が存在する場合においてもSLAは適用されず、エク
イニクスはいかなる責任も負わないものとします。（a）その利用不
能状態がエクイニクスの合理的な支配を超える事情により生じた
場合。（ｂ）その利用不能状態がお客様の作為又は不作為（SSH、
第三者ソフトウェアその他の方法を用いてNEDのいずれかのコン
フィグレーションを変更した場合を含みます）に起因する場合。（
ｃ）その利用不能状態が第三者の作為又は不作為に起因する場
合。(d) その利用不能状態がお客様とベンダーのサポートの間で
別途解決されるものであり、Network Edgeの問題により生じたも
のではなかった場合。(e) その利用不能状態がエクイニクスが通知
した定期保守作業中に発生した場合。エクイニクスは、定期保守
作業が予定される場合には少なくとも14日前までに、また、緊急
保守作業を行う場合にはそれが開始される前に実務的にできる
限り早くお客様に通知するべく合理的な努力を尽くします。エクイ
ニクスは、定期保守作業を行う際には、Network Edgeの中断を
最小限にするために商業上合理的な努力を尽くします。エクイニ
クスは、NEDや関連するサービスないしインターフェースがトラフィ
ックを通過させていないときには、お客様にその旨を通知するべく
商業上合理的な努力を尽くします。

エクイニクスは、NED外のトラフィックのフローやNEDに関連する
いずれかの接続先との間のトラフィックのフローに関わる接続に
ついては管理しておらず、また、これらを管理することはできませ
ん。これらのフローは、他のカスタマーが提供し又は管理している
ネットワークサービスの可用性やパフォーマンスに大きく依存し、
他のカスタマーの作為又は不作為により接続の一部又は全部が
損なわれ、又はこれに中断が生じることがあります。エクイニクス
はそのような事象を改善し回避するために自らが適切と判断す

る措置を講じるために商業上合理的な努力を尽くしますが、その
ような事象が発生しないことを保証することはできません。したが
って、エクイニクスは、そのような事象から生じ、又はそのような事
象に関連して生じる責任を一切負わないものとします。さらに、エ
クイニクスは、Network Edgeのパフォーマンスを最適化するため
に、ネットワークの管理を目的としてトラフィックヘッダーデータの
監視やテストを行うことがありますが、その結果についてはお客様
には開示されません。エクイニクスのシステム (及びネットワーク
オペレーション要員) は、NEDが使用するハードウェアやソフトウ
ェア、各NED、各NEDのインターフェース、及び各NED上で有効と
なっているサービスや接続について、その現状とパフォーマンスを
判断するために、能動的なモニタリングと受動的なモニタリングの
双方を実施することができます。エクイニクスのシステムは、全て
のNEDが適切に作動し構成されている状態を確実にするために、
ハードウェアとソフトウェアのパフォーマンスを監視します。お客様
は、NEDへログインし若しくは適切なベンダーソフトウェアを使用
することにより、又はEquinix Fabric™ ポータル若しくはアプリケ
ーションプログラムのインターフェースを経由することで、これらの
情報を参照することができます。

5. NED利用規約 
お客様は所定の料金を支払うことを条件としてNetwork Edge プ
ラットフォーム上でNEDの利用や購入をすることができますが、こ
の利用や購入には、該当する第三者プロダクトプロバイダの利用
規約が適用されます。お客様は、NEDにアクセスしこれを利用する
権利を第三者プロダクトプロバイダから付与されることになり、そ
の購入にあたっては第三者プロダクトプロバイダが定めるエンド
ユーザーライセンス契約（「EULA」）に別途同意することが必要に
なります。お客様は、第三者プロダクトプロバイダから付与された
自らのNED用のライセンス(「BYOLソフトウェア」)を使用すること
もできますが、その場合には、お客様と第三者プロダクトプロバイ
ダの間で合意された利用規約に従ってBYOLソフトウェアを使用し
ていることをエクイニクスに対して表明し保証したものとします。
エクイニクスは、お客様と第三者プロダクトプロバイダの間で合意
された利用条件については一切責任を負いません。エクイニクス
は、随時、BYOLソフトウェア以外のNEDに利用可能なアップデート

（バグの修正や機能の拡張を含みますが、これらに限定されませ
ん）がないかを確かめるために、エクイニクス又は第三者が管理す
るリモートサーバを確認する場合があります。お客様は、これらの
アップデートについては、お客様に対する特段の通知なく自動的
にダウンロードされインストールされる場合があることに同意しま
す。ソフトウェアプロダクトの料金の支払については、BYOLソフトウ
ェアの場合を除き、全てエクイニクスに対して行うものとします。
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6. IPアドレス
エクイニクスは、NEDからNetwork Edge インスタンスへのアク
セスを可能にするために、その裁量により、お客様へ随時IPアドレ
ス（「ライセンス対象IPアドレス」）を割り当てることができます。
ライセンス対象IPアドレスを利用するためのお客様のライセンス
は、お客様のNetwork Edge注文書が終了するにあたり、即時に
終了します。このライセンス対象IPアドレスは、エクイニクスが（地
域に応じて）欧州IPネットワーク(Réseaux IP Européens :RIPE)
、American Registry for Internet Numbers (ARIN)、 又はアジア
太平洋ネットワーク情報センター (APNIC)から取得します。エクイ
ニクスは、RIPE/ARIN/APNICがライセンス対象IPアドレスの変更
を求める場合には、5営業日前（ただし、合理的に可能である場合
に限ります。）までにお客様に対して通知を行った上で、ライセンス
対象IPアドレスを変更する場合があります。このライセンス対象IP
アドレスの変更に関してRIPE/ARIN/APNICからの通知期間が5営
業日に満たない場合には、エクイニクスは、お客様に対して通知
を行うための、状況に応じた商業上合理的な努力を尽くすものと
します。

エクイニクスは、お客様に対して、Network Edgeを提供する条件
として、当事者間で合意した一定のブロックからエクイニクスにIP
アドレス（「お客様提供IPアドレス」）を提供するようお客様に求
める場合があります。お客様が、ライセンス対象IPアドレスやお客
様提供IPアドレス以外のIPアドレスを公示する場合、エクイニクス
は、これらのIPアドレスについてお客様に代わってルーティングす
る場合があります。 エクイニクスが、これらのIPアドレスの登録者
からこのルーティングを停止するよう求める通知書を受領した場
合には、エクイニクスは、合理的に実行可能な限りすみやかにこれ
に従います。エクイニクスは、登録者から書面で許可を得ていない
場合であっても、これらのIPアドレスのルーティングを拒否する権
利を留保します。エクイニクスは、その完全な裁量により、お客様
への通知をせずに、サービス向上を目的として、随時、パケットのル
ーティングを変更する場合があります
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