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システムマネージドサービス 

 

2018年 11月 9日 

「システムマネージドサービス」（「本サービス」）は、エクイニクスが顧客に対し、本書を含む本契約に定める条件で、レ

ンタルサービスで提供する機器および顧客持込の機器を対象に、導入・設定・管理・監視・障害対応を行うサービスで

す。「システムマネージドサービス」は、「ネットワーク機器管理運用サービス」または「ネットワーク機器マネージドサービス」

と表記する場合があります。 

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. 定義 

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. 本書において使用する用語の定義は次表の定めるとおりとします。 

 

用語 定義 

対象機器 本サービスの提供対象となる顧客指定の機器をいいます。なお、本書における機器は以下の通りとします。 

 L2-Switch、L3 Switch、Firewall、Load Balancer 

但し、カスタマイズメニューの場合、対象機器は、別途定めるものとします。 

サポート 対象機器に生じた不具合、異常等に関する顧客の問い合わせに対応するためにエクイニクスが提供するサービスをいいます。 

ヒアリングシート 注文書の締結後に作成する本サービスの仕様その他の詳細を定めたエクイニクス指定の書式による書面をいいます。 

CRD 注文書の締結時に作成する本サービスの仕様その他の詳細を定めたエクイニクス指定の書式による書面（Customer 

Requirements Document）をいいます。 

 

3. サービスの提供条件 

a. 本サービスは、IBX センター内でのみ提供します。顧客は、エクイニクスが本サービスの提供にあたり、顧客が管理運用するセキュアキャビネット内またはプライ

ベートケージ内にアクセスし、対象機器に対して必要な作業を実施することを予め了承します。顧客は、エクイニクスが運用・監視を目的として、エクイニクス

が管理運用する設備の IP アドレスから監視用ポートおよび設定管理用ポートの通信許可を設定する場合にはこれに協力することを予め承諾します。 

b. 本サービスの具体的な区分は、別紙 1「マネージドサービス区分表」のとおりとします。 

c. サポートの具体的な内容、問い合わせ窓口、対応時間その他必要な事項は本書に定めるほか、エクイニクスから顧客に対し別途連絡します。 

d. エクイニクスは、顧客からの指示ないし要請（別紙 1 に基づき明示的に特定された本サービスの範囲を含みます。）に基づき本サービスを行った結果発生

した顧客の損害については一切責任を負わないものとし、その結果顧客と第三者の間に紛争が発生した場合には、顧客がその責任と費用負担において解

決するものとし、顧客は、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。 

e. 本サービスの提供にあたり、顧客の環境へ障害を与えるとエクイニクスが判断した場合（例：顧客のケーブリング状況により作業スペースが確保できない等）

には、エクイニクスは本サービスを提供しない場合があります。また、通信断を伴うような危険性が高い作業は、日程や作業手順、作業可否について顧客と

エクイニクスの間で事前に協議を経た上で実施の可否および方法を確定する場合があります。 

f. 前各項のほか、エクイニクスは、以下を条件として本サービスを提供するものとします。 

i ヒアリングシートへの顧客の記載間違いに起因する損害について、エクイニクスは一切の責任を負わないこと。 

ii バージョンアップによる機能変更がある場合における顧客が別途利用中のサービスに関する動作確認は顧客の責任と費用負担において実施するも

のとし、影響が生じた場合においても、エクイニクスは一切の責任を負わないこと。 

iii バージョンアップや設定変更により不具合が生じた場合においても、本サービスの提供範囲は切り戻しを行うことまでであり、不具合の切り分けや解析

などは含まれないこと。 

iv 本サービスで発生する作業は、すべてエクイニクスにて実施するものとし、顧客は対象機器へのログインや設定変更を行わないこと。 

v ヒアリングシートに記載のない設定や記載できない設定の実装を求められないこと。 
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vi 顧客の通信トラフィックが DDoS 攻撃を含む何らかの要因で著しく増加している場合その他顧客による本サービスの利用によりエクイニクスが管理運

用する設備に過度の負荷を与えている場合、または、他のカスタマーの通信に著しく影響を与えているとエクイニクスが判断した場合には、エクイニクス

は、安定したサービス提供を確保するために必要とされる限りにおいて、顧客に対して、本サービス利用の制限や一時停止、およびエクイニクスが適切

であると判断した措置を行う場合があること。 

vii 警察、裁判所その他公的機関等から要請された場合には、エクイニクスは、本サービスの利用の制限や利用の拒否・停止を行う場合があること。 

viii ログ監視、SNMP 監視など、大量のアラーム（およそ 1 分間に 100 件以上）の検出が継続的に発生した場合には、エクイニクスは、顧客へ連絡

の上、一時的に監視を停止する場合があること。 

ix 障害検知からメール送信処理前に復旧を検知した場合、アラートメールが送付されないこと。 

x 別途明示的に合意しない限り、顧客が対象機器において生成、利用、移動ないし処理するデータについては、必要に応じて顧客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、顧客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、いかなる場合においても、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ないものとします。 

xi 本契約中にこれに反する規定がある場合においても、本サービスに関連し、エクイニクスの故意または過失に起因して顧客に損害が生じた場合には、

エクイニクスは本サービスの利用料金の１ヶ月分に相当する金額を限度として、顧客に賠償するものとすること。ただし、顧客が本契約中のいずれか

の規定に違反したことにより発生した損害については、エクイニクスの故意または過失が競合する場合であってもエクイニクスは一切責任を負わないも

のとします。 

 

4. 障害対応 

a. エクイニクスは、以下の順に復旧作業を実施します。 

① アラート検知後、顧客へ状況を報告 

② ①の報告を受け、顧客から要請がある場合には、以下の順に調査と対応を実施 

③ 対象機器の LEDの確認 

④ 対象機器にログインし、動作状態を確認 

⑤ 顧客に連絡し、機器再起動実施の承認を取得 

⑥ 以上により復旧しなかった場合 

I 対象機器がレンタルサービス（レンタルカスタマイズサービスを除く）の対象である場合には、エクイニクス在庫品と交換 

II 対象機器が顧客持ち込み機器またはレンタルカスタマイズサービスの対象である場合には、対象機器の保守契約の範囲内で代行連絡および交

換立会いを実施 

⑦ 交換後、最新の設定ファイルを投入し障害発生前の状態へ復旧 

⑧ LED点灯状態およびエクイニクスの監視サービス復旧による正常性確認 

以上にかかわらず、顧客の通信要件の動作確認は、顧客の責任と費用負担にて実施するものとします。なお、本サービスには、障害に関する原因調査およ

び原因解析は含まれません。障害対応は機器交換およびエクイニクス保有最新の設定情報投入、ping レベルの疎通確認のみとなります。 

b. エクイニクスは、それぞれ以下の時間帯に障害対応を開始します。なお、本項は一定の時間内に障害対応が全て完了することを保証するものではありませ

ん。 

I OS99：    翌営業日対応 

II OS99以外の日本国内の IBX センター： 24 時間 365 日対応 

c. エクイニクスは、以下を条件として本サービスに基づく障害対応を実施するものとし、顧客は、以下について予め異議を留めずに承諾します。 

I 障害切分けを目的として、エクイニクスが顧客に対して関連するネットワーク機器、サーバ等の情報および確認を依頼した場合には、顧客はすみや

かにこれに協力すること。 

II 対象機器が顧客持ち込み機器またはレンタルカスタムサービスの対象である場合には、顧客は常に最新のオンサイト保守契約情報（保守連絡先、

契約内容等）をエクイニクス所定の方法でエクイニクスに提供し、情報に変更が生じた場合には、すみやかにエクイニクスまで連絡すること。 

 

5. 禁止行為 

顧客は、本サービスの利用にあたって、本契約中のその他の条項に基づき禁止される行為のほか、次のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。 

i 顧客にて対象機器を移動すること。 

ii 顧客にて対象機器を物理的または論理的に変更すること。 

 

6. サービス終了時の措置 
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a. 顧客は、本サービスの終了日までに、自己の責任において本サービスの利用開始時と同一の状態を復元しなければならないものとします。 

b. 顧客が前項に掲げる措置を講じなかったことに起因して顧客に損害が発生した場合には、エクイニクスは、これによって顧客に発生した損害について一切責

任を負わないものとします。 

c. 顧客が本サービスの終了日までに第 a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 a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 

d. 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顧客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顧客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、顧客がその責任と費

用負担において解決するものとし、顧客は、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。 

e. エクイニクスは、第 c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顧客に請求することができるものとします。 

 

7. 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。ただし、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条の全部および第 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 「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」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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別紙 1 マネージドサービス区分表 

区分 内容 

設置、導入 

提供内容 

・顧客が記入した設定シートに基づく、設定ファイルの作成 

・設置、インストール作業（オンサイト） 

※対象機器のラックマウント方法は、必ず前面マウントとなります。  

・本サービス対象機器間のケーブル提供 

※本サービス対象機器以外との接続用ケーブルは顧客にてご用意ください。 

※本サービス対象機器にケーブルを接続する場合は、事前にエクイニクスにご連絡ください。 

・設定情報シートの送付 

※顧客の通信要件の動作確認は、顧客自身にて実施するものとします。 

対応時間 

・エクイニクス営業時間内の任意のタイミング 

※時間指定での作業を希望する場合は、エクイニクスからの合意通知後、10 営業日以降の平日営業時間内（2

時間以上の時間帯）を指定下さい。 

※平日営業時間外に実施する場合には、別途費用が発生します。 

また、ご依頼から作業日までの納期も変わりますので、別途ご相談下さい。 

監視 
提供内容 

・管理 IP アドレス（Global IP Address 1個）に対し、PING監視  

※Global IP を機器に付与しない場合、または、顧客持込回線の仕様で Global IP を用意出来ない場合は、エク

イニクスが管理運営する設備からの接続用に顧客が監視セグメントの利用のための契約を別途有償で締結し、これに

よりプライベート IP アドレスを 1 個割り当てて運用する必要があります。 

・SNMP Trap による I/Fの UP/Down、監視 

※異常を検知した場合、顧客へメールにて障害通知いたします。  

※障害通知後、障害対応へ移行します。 

対応時間 24 時間 365 日 

障害対応 
提供内容 

・対象機器の状態確認、再起動、機器交換を実施します。 

※監視アラート検知後顧客から要請があった場合にのみ対応を実施します。弊社が交換対応を自主的に行うことはご

ざいません。 

対応時間 24 時間 365 日 

設定、管理 

提供内容 

・設定の変更、追加、削除の実施 

※最新の設定ファイルは、エクイニクス設備にて保持します。 

※設定変更を希望する際は、設定情報シートに変更箇所を記載の上メールにて依頼下さい。 

対応時間 

・納期内の任意のタイミング 

※時間指定での作業を希望する場合は、エクイニクスからの合意通知後、3営業日以降の平日営業時間内（2時

間以上の時間帯）を指定下さい。  

※平日営業時間外に実施する場合には、別途費用が発生します。 

また、ご依頼から作業日までの納期も変わりますので、別途ご相談下さい。 

バージョンアップ 

提供内容 

・パッチ適用、OS のバージョンアップ（脆弱性・機器不具合の対応） 

※顧客から要請があった場合にのみ実施します。弊社からの脆弱性情報の通知はいたしません。 

※適用可否および要不要をエクイニクスにて判断後、パッチ適用、OS のバージョンアップをいたします。 

対応時間 
・弊社対応可能日を前提とし、顧客と作業実施日程を調整いたします。 

※平日営業時間外に実施する場合には、別途費用が発生します。 

その他 提供内容 

・対象機器のライフサイクル終了に伴う対応について 

対象機器のライフサイクル終了に伴う後継機への移行について、顧客よりご相談を頂いた後、対応を協議します。 

対象機器のライフサイクルに伴う通知に関しては本サービスの適用範囲外となります。 

※ライフサイクル終了とは EoS、EoE、EoLなどを意味します。 

※対象機器のライフルサイクルの通知ポリシーについては、別紙「レンタルサービス仕様書」を参照ください。 

顧客持込機器の場合は、顧客の保守ベンダーにご確認ください。 

カスタマイズメニューの場合、本サービスの提供内容は、別途合意するものとします。 
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別途合意した場合には、一部のネットワーク機器につき、以下の機能も提供いたします。 

 

(a) Firewall 

機能 内容 

VPN Function 

提供内容 

・以下の VPN 接続について、IBX側の機器に、依頼された設定を投入します。 

① VPN 対向接続（対向に VPN ルータがある LAN間接続） 

② リモートクライアントソフトでの VPN接続 

注意事項 

・対向の機器の操作・確認・保障ができないため、動作確認・保証はありません。 

・緊急対応は、IBX側機器の本体ログ内容確認のみとなります。 

・クライアントソフトウェアや、個別の PC についての問合せには対応できません。 

 

(b) LoadBalancer 

機能 内容 

スクリプトによる 

負荷分散設定 

提供内容 
顧客にて作成して頂いた設定を機器に適用いたします。 

作成サポートおよび当該設定に関するサポートはいたしかねます。 

注意事項 
F5 Networks社製 LoadBalancer のライセンスは「LTM」のみエクイニクスによるサポートが可能です。AFM ライセ

ンスについては、エクイニクスによるサポートの対応外となります。 

 


