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サイトロックモニタリングサービス 

2020年6月23日 

 

サイトロックモニタリングサービスは、エクイニクスの提供する、siteROCK マネジメントサービス、Site Care PROおよび Site Care Cloudの総称であり、ROC(以下に定

義)の専任スタッフが、オンプレミス環境、データセンター、クラウド（AWS, Microsoft Azure, その他）を含むお客様のITシステムの稼働状況を24時間365日監視す

るサービスです。リアルタイムに適用されるインシデント管理機能によって障害状況から復旧までを総合的に管理します。 

 

1. 目的 

本書は、本サービスの提供にあたり、本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。 

2. 総則   

 

a. 本書において特に定める場合を除き、本書において用いる用語の定義は、本契約中の他所に定めるところに従います。 

b. 本書においては、下表左欄記載の用語はそれぞれ下表右欄記載の意味を有するものとします。 

用語 定義 

本仕様書 

 

本サービスを構成する個々のサービスに関する共通かつ定型的な技術上の仕様を定めた文書をいいます。ま

た、文書ではなく、Web Service Interface オンライン上で提供される場合もあります。  

DSA 

 

注文書締結後に本サービスを構成する個々のサービスの仕様を定めた合意書で、本仕様書の記載内容を

除くお客様個別の監視仕様と、オペレーションレベル定義に関するお客様とエクイニクスの合意事項を纏めた

Dynamic Service Agreement その他の名称の文書または Web Service Interface 上のオンライン

情報をいいます。なお、本書においては、オンライン情報の形式の DSA についても「書面」と称する場合があり

ます。 

エクイニクス関係者 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。 

T-BOX 

 

エクイニクスの標準的な監視ツールを実装した Telemetry Box、その他の物理アプライアンスまたは監視ソフ

トウェアをいいます。 

対象システム 本サービスの対象となるお客様のサーバやネットワーク機器等をいいます。 

お客様 ID 等 エクイニクスがお客様に発行したお客様ＩＤおよびパスワードをいいます。 

冗長化構成 

 

エクイニクスの監視用設備機器を主系・副系の二重構成とすることにより、主系監視用設備機器に障害が発

生した場合でも副系を主系に切り替えることにより監視用設備機器が停止しない状態とする構成のことをいい

ます。 

監視データ T-BOX での監視によって取得した、モニタリング項目毎のステータス情報を含むデータをいいます。 

パフォーマンス情報 T-BOX での監視によって取得した、対象システムのリソースおよび性能に関わるデータをいいます。 

アラートレベル 

 

監視項目ごとに設定される緊急度の指標をいい、障害の検知から通知までの最大所要時間の定義を含み

ます。 

ROC 

 

エクイニクスの専任スタッフが 24 時間 365 日監視、復旧作業、定期作業やエスカレーション等を行うエクイニ

クスのオペレーションセンター Reliability Operations Center をいいます。 

本サービスの本仕様書により専任スタッフの対応範囲が異なります。 

 

c. 本サービスは、該当する注文書、本書、DSA、本仕様書を含む本契約の定めるところにより提供するものです。本サービスに GTCs が適用される場合、

GTCs 中の抵触その他のこれに反する規定に関わらず、本契約を構成する各書面の内容に不明確な点があり、あるいはこれらの内容が互いに競合する場合

には、その優先順位は、次のとおりとします。 

i. 注文書  

ii. 本書 

iii. MCA(日本)の添付書類および別紙を含む MCA(日本)（但し、GTCs を除きます） 

iv. GTCｓ  
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v. 本書以外のポリシー（該当するポリシーが存在する場合に限ります） 

vi. DSA  

vii. 本仕様書 

 

本サービスにサービス共通約款が適用される場合、サービス共通約款中の適用関係その他のこれに反する規定に関わらず、本契約を構成する各書面の内容に

不明確な点があり、あるいはこれらの内容が互いに競合する場合には、その優先順位は、次のとおりとします。 

i. 注文書 

ii. 本書 

iii. サービス共通約款 

iv. 本書以外のポリシー（該当するポリシーが存在する場合に限ります） 

v. DSA 

vi. 本仕様書 

d. エクイニクスは、適宜、本仕様書を変更することができるものとし、その効力はその旨をお客様に通知した時点で生じます。当該変更がお客様による本サービスの

利用に著しい悪影響及ぼす場合には、お客様は、エクイニクスによる通知から 10日以内にエクイニクスに対して書面で通知することにより、注文書の解除をする

ことができるものとします。 

 

3. 本サービスの提供条件  

a. サイトロックマネジメントサービスにおいて（Site Care PRO および Site Care Cloud に関しては適用がありません。）、エクイニクスはお客様に対し、別添 A

「サービス品質保証合意書」記載のサービスレベルに基づき本サービスを提供します。  

b. 本サービスにおける監視手法、監視対象、監視項目、閾値、通知先情報（氏名、メールアドレス、電話番号等）、対応条件、復旧手順および本サービスに

関する項目等についてはすべてお客様の責任において決定されるものとします。お客様は、本サービスの性質上、エクイニクスが自らの判断でこれらを決定する立

場になく、また、お客様の決定の適否を判断する立場にもないこと、従って、エクイニクスがこれらの決定に関し一切の責任を負わないことについて予め了承します。  

c. 本サービスにおける監視手法、監視対象、監視項目、閾値、通知先情報（氏名、メールアドレス、電話番号等）、対応条件、復旧手順および本サービスに

関する項目等の設定に関し、お客様自身で行われるものに関しては、すべてお客様の責任において行われるものとし、エクイニクスはこれらのお客様自身で行った

設定に関し一切の責任を負わないものとします。 

d. 両当事者は、エクイニクスが本サービスを提供する際に付随的に取得したパフォーマンス情報および監視データは、本サービスに含まれうる障害検知と通知を実施

する上で副次的に取得されたものに過ぎないこと、従って、エクイニクスは、過去のデータの可用性および完全性に対する保証をしないことについて確認し、これに

ついて同意します。  

 

4. お客様の責任  

a. お客様は、以下を順守するものとします。 

i. 本サービスに適用されうる事項に変更があった場合には、すみやかに書面によりその旨をエクイニクスに通知すること  

ii. 請求開始日までに実施される、エクイニクスの監視ツールの設置および設定（お客様環境に設置する場合に限ります。)、ROC との監視通信設定など、

本サービスを利用するにあたり予定される必要な環境構築作業を行うこと 対象システムへの監視を許可するための設置および設定、お客様側ネットワー

ク内の通信設定、機器設置・設定およびお客様個別の監視通信回線の機器設置・設定も同様とします。 

iii. 本サービスの提供が開始された後は、本サービスの提供を目的としてエクイニクスが要求する対象システムへのアクセスを確保し、かつ、これを維持すること  

iv. お客様 ID 等が発行された場合、当該お客様 ID 等の管理を善良な管理者の注意をもって適切に行うこと なお、エクイニクスは、お客様ＩＤ等を利用

した行為があったときは、お客様自身による行為とみなすことができるものとします。  

v. お客様ＩＤ等を紛失しもしくは第三者によって不正に使用されたときまたはそれらの可能性が生じたときは、すみやかにエクイニクスに届け出ること なお、エ

クイニクスは、お客様がお客様お客様ＩＤ等を紛失し、または、第三者によって不正に使用されたことによってお客様が損害を被ったとしても、その損害を

賠償する責任を負わないものとします。  

vi. エクイニクスが T-BOX をお客様環境に設置する場合には、その設置、撤去、保管および保守に関して協力すること  

vii. モニタリング項目からの検知アラーム数が著しく増えた場合その他これに類する場合には、監視設定値の調整に協力すること  

viii. ソフトウェア、コンテンツもしくはハードウェアのいずれかを問わず、対象システムの構成や本サービスを提供するための要件を変更する場合には、事前にエク

イニクスまで書面または電子メールで通知すること  

ix. 別途明示的に合意しない限り、お客様が本サービスに関連して生成、利用、移動ないし処理するデータについては、必要に応じてお客様の責任でバック

アップを行なうこと なお、エクイニクスが別途の明示的な合意に従いバックアップを行なう場合においても、お客様自らもバックアップを行なうものとします。エ

クイニクスは、別途合意がある場合を除き、いかなる場合においても、対象システム中の、または本サービスに関連する滅失または毀損したデータの復旧や

修正を行なう義務を負わず、これらに関する責任は一切負わないものとします。 



 
 

 

 

 

 

 

© 2018 Equinix, Inc.  

x. 前各号に定める事項のほか、エクイニクスが本サービスを提供するために必要となるすべての情報や設備の提供を含むエクイニクスに対する協力を行うこと 

b. お客様は、以下について表明し、かつ、保証します。 

i. 本サービスの契約期間中、対象システムの運用、構築、設置、保守および修復ならびに本サービスの利用のために必要となる権利（許認可を含みま

す。）を維持すること 

ii. 顧客が前項第 ii号に定める作業を実施する権限を有しており、かつ、対象となる本サービスの契約期間を通じてかかる権限を維持すること  

iii. エクイニクスが本サービスをお客様に提供するにあたり、お客様からエクイニクスに対して何らかのハードウェアまたはソフトウェアを提供する場合、これらのハー

ドウェアおよびソフトウェアの利用に関する許諾その他のエクイニクスにこれらの利用権限を付与するために必要となる権利をお客様が保有していること なお、

本契約が明示的に排除する場合を除き、お客様は、エクイニクスが本サービスを提供するにあたり必要となるお客様保有の知的財産権等の権利について、

本契約を締結したことにより、エクイニクスに対して無償で非独占的に利用許諾したものとみなされるものとします。 

c. お客様が前二項に定めるいずれかの義務または表明保証に違反した場合、またはエクイニクスが提供していない機器（お客様の機器を含みます。）によりエクイ

ニクスまたはエクイニクス関係者に損害が生じた場合には、お客様はエクイニクスとエクイニクス関係者に補償し、エクイニクスとエクイニクス関係者を防御し、かつ、

エクイニクスとエクイニクス関係者に対して一切の負担をさせないものとします。 

d. お客様は、お客様またはお客様関係者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合その他本サービスの利用に関し第三者との間で紛争を生じさせた場

合には、自らの責任においてこれを解決するものとします。この場合において、エクイニクスが第三者から賠償責任を問われた場合には、エクイニクスとエクイニクス

関係者に補償し、エクイニクスとエクイニクス関係者を防御し、かつ、エクイニクスとエクイニクス関係者に対して一切の負担をさせないものとします。 また、お客様は、

お客様が使用しまたは提供する機器、システム、資料または技術の全部または一部が第三者の著作権、商標権、特許権、ノウハウ、営業秘密を含む知的財

産権その他の権利を侵害したとして第三者からエクイニクスまたはエクイニクス関係者に対して何らかの請求等があった場合にも、エクイニクスとエクイニクス関係者

に補償し、エクイニクスとエクイニクス関係者を防御し、かつエクイニクスとエクイニクス関係者に対して一切の負担をさせないものとします。 

5. 本サービスの利用停止  

a. エクイニクスは、GTCs の利用停止条件（サービス共通約款の場合には禁止行為に対する措置）に加えてお客様が次の各号のいずれかに該当するときは、お

客様による本サービスの利用を停止することができるものとします。 

i. 本サービスに関連するエクイニクスのシステムやデータを破損した場合、またはそのおそれがある場合 

ii. 本サービスの運営を含むエクイニクスの業務を妨げた場合、またはそのおそれがある場合  

iii. 第三者による本サービスその他のエクイニクスが提供するサービスの利用に支障を生じる方法または態様により本サービスを利用した場合、またはそのおそ

れがある場合  

iv. エクイニクスまたは第三者の ID もしくはパスワードの不正使用その他法令に違反する行為をした場合、またはそのおそれがある場合  

v. 対象システムを利用して公序良俗に反する内容の文書、画像その他の情報を送信した場合  

vi. 第 4条第 b項の違反により本サービスの提供が困難になった場合  

b. エクイニクスは、前項の規定に基づきお客様による本サービスの利用を停止するときには、あらかじめお客様に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は事後

に通知するものとし、通知が不可能な場合にはこれを省略できるものとします。 

6. 本サービスの一時提供中止  

a. エクイニクスは、本サービスの提供に関連して利用する設備の保守・点検その他の管理上必要と認める場合は、本サービスの提供を一時中止することができるも

のとします。 

b. 前項の場合、エクイニクスはお客様に対し、一時提供中止の理由と期間を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は事後通知することとし、通知が

不可能な場合にはこれを省略できるものとします。 

7. 本サービスの提供終了   

a. エクイニクスは、都合により本サービスの全部または一部の提供を終了することがあります。 

b. エクイニクスは前項の規定により本サービスの提供を終了するときは、お客様に対し提供を終了する日の 90 日前までに書面により通知します。ただし、当該提供

終了が本サービス提供のためにエクイニクスが利用する第三者サービス等の変更、終了または廃止に起因する場合には、エクイニクスは、本サービスの提供を終

了する日の 10日前までにお客様に書面にて通知するものとします。 

c. エクイニクスは、本サービスの提供終了に伴いお客様が損害を被った場合においても、当該損害について一切の責任を負わないこととします。 

8. 契約の解除   

a. 第 4 条第 a項第 viii号に従いお客様が対象システムの構成またはサービス要件を変更する場合において、これにより本サービスの提供が不可能または著しく困

難になるとエクイニクスが判断する場合には、エクイニクスは、対象となる本サービスの提供内容の変更その他の必要な事項につきお客様と協議するものとします。

ただし、同号に基づくお客様の通知が行われた日から 30 日以内に協議が整わない場合には、エクイニクスは、お客様に通知することにより対象となる本サービス

について定めた注文書の全部または一部を解除することができるものとします。 
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b. エクイニクスが本契約の全部または一部を解除した場合には、お客様はエクイニクスに対し、対象となる注文書の残存契約期間中に発生する未払の利用料金

の総額と同額の解約手数料を支払うものとします。  

c. お客様は、本条の規定に基づいて注文書の全部または一部が解除された場合には、当然に期限の利益を失い、エクイニクスに対して負担する一切の金銭債務

をただちに履行しなければならないものとします。 

9. サービス終了時の措置  

a. 注文書が終了した場合、エクイニクスは、エクイニクスのサーバ内のお客様の監視データを削除します。以上にかかわらず、エクイニクスが本サービスを提供すること

により取得したデータの保存期間について本契約中にこれに反する定めがある場合にはその定めに従うものとし、保存期間を経過したデータはお客様への通知そ

の他の連絡をせずに削除するものとします。  

b. お客様は、注文書の終了に際し、自己の責任において以下の措置を講じるものとします。 

i. 注文書の終了が本契約の終了を伴う場合には、本契約の終了後すみやかに対象となる注文書に関連する秘密情報をエクイニクスに返却すること  

ii. T-BOX をお客様環境に設置した場合には、注文書終了後すみやかに、T-BOXの返却または削除（仮想の場合）を行うこと  

iii. 前各号のほか、本サービスのために行った環境設定をすべて抹消すること 

c. お客様が前項の措置を怠ったことにより損害を被った場合においても、エクイニクスは一切責任を負わないものとします。 

d. お客様が注文書の終了後１０日以内に第 b項に掲げる措置を講じなかった場合には、エクイニクスは、次に掲げる措置を講ずることができるものとします。 

i. 第 b項に掲げる措置 

ii. 前号に掲げるもののほか、エクイニクスが必要と判断する措置 

e. エクイニクスは、前項各号に掲げる措置を講じたことによってお客様が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。また、エクイニクスは、

前項各号に掲げる措置を講じたことによってお客様と第三者との間で紛争が発生したとしても、その紛争を解決する責任を負わず、お客様がその責任と費用負

担において解決するものとし、お客様は、万一これによりエクイニクスが損害を被った場合にはこれを補償するものとします。 

f. エクイニクスは、第 d項各号に掲げる措置を講ずるために要する費用をあらかじめお客様に請求することができるものとします。 

10. 知的財産  

a. 本サービスにより作成された成果物に関する所有権、著作権その他一切の知的財産権はエクイニクスの唯一かつ排他的な資産とし、エクイニクスはこれらをお客

様に譲渡ないし利用許諾するものではありません。  

b. 両当事者は、リバース・エンジニアリング、デコンパイルその他これらに類する方法により、他方当事者からソースコードその他の技術上の秘密情報を入手せず、か

つ、入手を試みないものとします。 

11. 個人情報の取扱い  

a. 各当事者は、注文書の申込みまたは本サービスの提供もしくは利用にあたり知り得た個人情報を、本契約に基づく義務を履行するためにのみ使用し、第三者に

対して開示してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。 

i. 法令に基づき、裁判所その他の司法機関または行政機関からお客様に関する情報等の開示を要求された場合 

ii. 前号のほか、お客様が事前に承諾した場合 

b. エクイニクスは、第 e 項の場合を除き、本サービスを提供するために必要がある場合には、お客様の承諾を得ることなくお客様の提供したデータを複製し、これを

バックアップデータとして保管することができるものとします。ただし、いかなる場合においても、これを保管する義務は負わないものとします。 

c. 本条の規定は、注文書の終了後も有効に存続するものとします。 

d. 前各項に定めるほか、エクイニクスが取得した個人情報の取扱いについては、エクイニクスが別途ウェブページに定めるところによるものとします。 

e. 前各項にかかわらず、お客様がエクイニクスに対して本サービスの一環として「個人情報保護に関する法律」に定義する個人データの取扱いの全部または一部を

委託する場合には、事前にエクイニクスにその旨を通知すると共に、委託内容、当該個人データの利用目的の明記、および必要な安全措置の内容を指示する

ものとします。この場合、エクイニクスは、お客様の指示および個人情報保護委員会の通則ガイドラインに従い必要な安全管理措置を講ずるものとします。万が

一、お客様が、この事前の通知をせずにエクイニクスに個人データの取扱いを委託し、個人データの漏洩、滅失または毀損が発生したとしても、エクイニクスは一切

責任を負わないものとします。また、お客様は、エクイニクスがこの事前通知を受けずに個人データを取り扱うことにより本人または第三者から賠償責任を問われた

場合には、エクイニクスとエクイニクス関係者に補償し、エクイニクスとエクイニクス関係者を防御し、かつエクイニクスとエクイニクス関係者に対して一切の負担をさせ

ないものとします。エクイニクスは、この委託業務が終了した場合またはお客様から要求があった場合には、この委託業務において取得した個人データを返還、廃

棄または消去するものとします。 

12. 不可抗力等による免責  

a. お客様が第 4条第 a項記載の義務のいずれかに違反し、これにより本サービスの提供が不可能である場合も不可抗力事由に含まれるものとします。 

b. 前項のほか、エクイニクスによる本契約上の義務の違反が本項各号のいずれかに起因する場合には、エクイニクスはお客様に対し一切の責任を負わないものとし

ます。 

i. お客様側での設定不備等のお客様の責に帰すべき事由により設備または対象システムの障害が発生した場合 
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ii. 第三者の開発したソフトウェアや第三者の提供するサービスに起因する場合 

iii. エクイニクスの他のサービス（ライセンス・スペースおよびインターコネクションを含む）における障害に起因する場合   

iv. 停電、インターネット、電気通信事業者の回線、対象システムが設置されているビル内回線もしくは通信機器の故障等による通信回線の不通、または通

信の不具合や異常に起因する場合 

v. ハッキングやコンピューターウィルスに起因する場合 

vi. お客様による本契約上の義務の違反に起因する場合 

13. Cloud対象 条項  

以下については、Site Care Cloudほか、監視対象がCloudの場合に適用されます。 

本サービスを利用するにあたり、お客様に発生し請求されるクラウド事業者のサービス利用料金（コンピューティングリソースの利用、ネットワークデータの転送およびスナッ

プショット保存に係る料金を含みますが、これらに限りません。）は、お客様にてクラウド事業者に支払うものとします。 

 

14. 適用排除  

a. 本サービスに GTCs が適用される場合において、その GTCs のフッタ記載のバージョンが 2018 年 11 月 9 日（9 Nov 2018）のものより前の版である 場

合には、GTCs中、以下の各条項は、本サービスには適用しないものとします。 

i 第 3a条から第 3e条までの全部 但し、第 3d条については、「同行者」に関する部分に限るものとします。 

ii 第 5a条の全部及び第 5b条の全部 

iii 第 6d条のうち、「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」に関する部分 

iv 第 7a条の全部及び第 7b条のうち「ライセンス・スペース」に関する部分 

v 「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」の全部 

b. 本サービスに GTCs が適用される場合において、その GTCs のフッタ記載のバージョンが 2018 年 11 月 9 日（9 Nov 2018）以降の版である場合に は、

GTCs 中、以下の各条項は、本サービスには適用しないものとします。 

i 第 3 条の全部 

ii 第 5 条の全部 

iii 第 6d 条のうち、「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」に関する部分 

iv 第 7a 条の全部および第 7b 条のうち「ライセンス・スペース」に関する部分 

v 第 9d 条および第 9e 条の全部 

vi 「グローバル契約条項別添 Aエクイニクス・コロケーション・サービス説明書兼品質保証合意書」の全部 
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別添A 

サービス品質保証合意書 （サイトロック マネジメントサービスのみ適用） 

 

1. サービス品質保証の対象  

エクイニクスはお客様に対し、以下のサービスレベルに基づき本サービスを提供します。  

a. 年間サービス稼働率  

エクイニクスはお客様に対して本サービスを提供するにあたり、DSAで合意した監視対象の監視項目につき、１月１日から同年12月31日を期間とする暦年

ごとに、通算で99.9% に相当する時間にわたり監視機能が正常稼働する状態（以下「年間サービス稼働時間閾値」といいます。）を保つものとします。年

間サービス稼働率は、以下の算式に基づき算定します。 

年間サービス稼働率 =（年間サービス総稼働可能時間 ー 年間サービス停止時間）÷ 年間サービス総稼働可能時間 x 100  

以上のうち、「年間サービス停止時間」とは、すべての監視機能が停止した時間の年間合計をいいます。ただし、1回あたり15分以内に監視機能の一部分で

も再開した場合は年間サービス停止時間には含まれません。また、「年間サービス総稼働可能時間」とは、8760時間（＝ 24時間 x 365日）をいいます。

なお、初年度は請求開始日から同年の12月31日までを対象とするものとし、請求開始日から同年12月31日までの実日数に対する99.9% の正常稼働を

初年度の年間サービス稼働時間閾値とします。 

b. 障害検知後の初動開始時間   

エクイニクスはお客様に対して本サービスを提供するにあたり、モニタリング項目単位で登録されたアラートレベルに従い有人により障害を検知した後に、初動

（第一通知先への連絡または障害対応アクションの着手をいいます。）を開始するまでの時間が本仕様書に定める時間を超えない（以下「初動開始時間

閾値」といいます。）ようにするものとします。ただし、同一の障害に起因すると思われる複数の障害を検知した場合には、複数の障害を取り纏めて一つの障害

として扱うものとし、この場合、最後に障害を検知した時点から初動を開始するまでの時間を保証の対象とします。その場合のアラートレベルは、最上位のアラ

ートレベルを適用します。 

2. クレジット  

前条に定めるサービス品質保証の閾値を下回った場合には、お客様はエクイニクスが別途指定する書面をもってクレジットを請求できるものとします。エクイニクスは、

本別添A記載の基準により当該クレジットの請求が妥当であり、かつ、しかるべき裏付があると認める場合に、当該クレジットを承認します。本条におけるクレジットは、

お客様が請求したクレジットがエクイニクスにより承認された日が属する月の翌月の請求書に適用されるものとします。 

a. 年間サービス稼動率  

エクイニクスは、年間サービス稼働率閾値に対する保証に違反した場合には、その違反が生じた暦年における1月分（1月1日から1月31日まで）または請

求開始日の属する月のうち、いずれか早い方の月の本サービスの月額費用中、定額部分の10% に相当する額のクレジットを発行します。  

b.     障害検知後の初動開始時間  

エクイニクスは、初動開始時間閾値に対する保証に違反した場合には、違反１件につき、違反が生じた月の本サービスの月額費用の1% に相当する額のク

レジットを発行します。  

3. 責任範囲および責任分界点  

a. 責任分界点は以下のとおりとし、お客様は責任分界点より接続ケーブル側の、エクイニクスは責任分界点よりエクイニクスのネットワーク側の運用に関する責任

をそれぞれ負います。  

 

監視回線がインターネット経由である場合： 

エクイニクスのセンター内バックボーン（対インターネット接続点）との接

続点を責任分界点とします。 

 

監視回線が専用線(エクイニクスのインターコネクションを含 エクイニクスのセンター内に設置したお客様が第三者と契約した又はエ
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む)あるいは VPN接続である場合： クイニクスのインターコネクションサービスによるネットワーク接続機器の接

点装置の接続点を責任分界点とします。  

b. お客様拠点に設置した T-BOX については、エクイニクスはサーバ機器のネットワークインターフェースの接点まで、お客様は接点より外側のお客様ネットワークの運

用に責任をそれぞれ負います。 

4. サービス品質保証の制限  

a. 前各条にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、本別添 Aに基づくサービス品質保証の対象外とします。  

i. 年間サービス稼働率閾値に関し、対象システムにおいて冗長化構成が採用されていない場合  

ii. 前条に定めるエクイニクスの責任範囲外で障害が発生した場合  

iii. エクイニクスの監視拠点との接続または監視ツール等につき、お客様が、エクイニクスが仕様書において標準と定める構成を選択しない場合  

iv. サービス品質保証に対する違反が以下のいずれかに起因する場合  

(1) 本書本文第５条から第７条までおよび第 1２条に定めるいずれかの事由  

(2) お客様の作為ないし不作為 

(3) その他のエクイニクスの責に帰すことができない事由  

v. お客様が本契約上の義務に違反している場合。 

b. 本別添 A に定めるクレジットは、エクイニクスがサービス品質の保証に違反し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、該当する注文書の月額費用の額を超えないものとします。 

c. 年間サービス稼動率閾値の違反によるクレジットについては、対象となる暦年の最終日である 12 月 31 日から 30 営業日以内に請求がない場合には、お客様

は、当該年度のクレジットを受ける権利を失うものとします。 

d. 初動開始時間閾値の違反によるクレジットについては、違反が生じた日から 7 営業日以内にクレジットの請求がない場合には、お客様は、当該違反に対するク

レジットを受ける権利を失うものとします。 

 

 

 


