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 用語の定義 1.

本クラウドサービス（以下、「本サービス」という）に於ける用語の定義は以下の通りとします。 

 (1) 「仮想マシン」とは、当社が本サービスにて提供する、仮想化技術によって物理的なコンピューターを

論理的に分割し、独立した基本ソフトウェアにより動作する論理的なコンピューターをいいます。 

 (2) 「仮想記憶ディスク」とは、物理的な記憶ディスクを論理的に分割し、独立した記憶ディスクとして動

作する論理的な記憶ディスクをいいます。 

 (3) 「ストレージ領域」とは、仮想記憶ディスクを格納するストレージの区画をいいます。 

 (4) 「仮想インフラストラクチャ」とは、仮想記憶ディスク、仮想通信設備を含み、これに限られない。 

 (5) 「仮想システム」とは、一つの仮想ファイアウォールを有し内部に仮想サブネット別の論理的に独立し

たネットワークを有する仮想マシンおよび仮想インフラストラクチャの集合体をいいます。 

 (6) 「ゲートウェイサーバ」とは、契約者が仮想マシンの管理のために利用する、インターネットから接続

可能なサーバをいいます。 

 (7) 「サポートポータル」とは、契約者がセルフサービスコンソール機能を利用する、インターネットから

接続可能な Web サイトをいいます。 

 (8) 「VLAN」とは、仮想的に構成した LAN をいいます。 

 (9) 「WSUS」とは、マイクロソフト社の Windows Server Update Services をいいます。 

 (10) 「平日」とは、月曜日から金曜日（ただし、祝日および当社の指定する休業日を除く）をいいます。 

 

 本サービスの構成 2.

本サービスの構成は、下表のとおりです。 

品名 料金種別 

基本サービス 

初期設定 一括 

基本運用 月額 

仮想マシン 
仮想マシン 運用 月額 

仮想マシン用ストレージ領域 運用 月額 

オプション 

サービス 

ネットワーク 

インターネット接続共用 100Mbps 設定 一括 

インターネット接続共用 100Mbps 運用 月額 

グローバル IP アドレス追加 設定 一括 

グローバル IP アドレス追加 運用 月額 

負荷分散 設定 一括 

負荷分散 運用 月額 

DNS 設定 設定 一括 

DNS 設定 運用 月額 

VLAN 追加 設定 一括 

VLAN 追加 運用 月額 

監視 
監視機能 設定 一括 

監視機能 運用 月額 
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電話通報 設定 一括 

電話通報 運用 月額 

バックアップ 

バックアップ機能 設定 一括 

バックアップ機能 運用 月額 

バックアップ用ストレージ領域 運用 月額 

 

 基本サービスの内容 3.

 (1) 初期設定 

a. 仮想マシン管理環境 

 管理機能 ア.

当社は、契約者のサーバ管理者（以下「サーバ管理者」という）が仮想マシンの生成、消去、起動

および停止等の機能(以下「仮想マシン管理機能」という)を利用できるよう設定します。 

 ゲートウェイサーバ イ.

当社は、サーバ管理者がインターネット経由で仮想マシン管理機能を利用するためのゲートウェイ

サーバ（以下「ゲートウェイサーバ」という）を利用可能な状態にします。また、ゲートウェイサ

ーバにログインできる利用者権限アカウントを作成します。 

 仮想マシンテンプレート ウ.

当社は、「別表 1 提供 OS」で定めた OS がインストールされた仮想マシンのテンプレートを利用可能

な状態にします。 

b. ネットワーク 

ア. インターネット接続 

当社は、仮想システムに対し、共用 10Mbps ベストエフォートのインターネット接続環境を提供する

ための設定を実施します。インターネット接続環境は、契約者の業務およびゲートウェイサーバを

使ったリモートメンテナンスに利用できます。ただし、契約者は、インターネット接続環境を業務

で利用する場合、オプションサービスの「グローバル IP アドレス追加 設定」および「グローバル

IP アドレス追加 運用」の利用が必要です。 

イ. ファイアウォール 

当社は、仮想システムへのアクセスを制御する共用ファイアウォールを利用できるよう設定します。

なお、インターネットから契約者の仮想マシンへの通信についてのファイアウォール設定ルール数

はグローバル IP アドレス毎に 10 ルールまで、契約者の VLAN 同士の通信と契約者の VLAN からイン

ターネットへの通信についてのファイアウォール設定ルール数は VLAN 毎に併せて 50 ルールまで、

設定が可能です。 

ウ. ローカルネットワーク 

当社は、仮想システムに対し、VLAN を１つ設定します。 

c. サポートポータル 

当社は、契約者が利用できるサポートポータルを準備します。 

 (2) 基本運用 

a. 仮想マシン管理環境 
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当社は、初期設定により設定または利用可能な状態にされた以下の機能について、継続的に維持管

理します。 

ア. 管理機能 

イ. ゲートウェイサーバ 

ウ. 仮想マシンテンプレート 

b. ネットワーク 

当社は、初期設定により設定または利用可能な状態にされた以下の機能について、継続的に維持管

理します。 

ア. インターネット接続 

イ. ファイアウォール 

ウ. ローカルネットワーク 

c. 問い合わせ 

問い合わせ受付時間帯 平日の 9 時から 17 時まで 

問い合わせ受付方法 電子メール 

問い合わせ回答時間帯 平日の 9 時から 17 時まで 

問い合わせ回答方法 電話または電子メール 

障害連絡受付時間帯 24 時間 365 日 

障害連絡受付方法 電話 

障害対応時間 24 時間 365 日 

ただし、平日の 9 時から 17 時以外の時間帯は、契約者と当社が協議

のうえ緊急性が高いと両者が合意した質問・相談に対してのみ対応

するものとします。 

制限事項 当社が提供するソフトウェアのうち、マイクロソフト社の Windows 

Server、System Center の仕様または操作方法に関する質問には対応

できません。 

d. 障害情報通知 

当社は、本サービスが正常に動作していない場合、サーバ管理者に、障害の発生および復旧について通知

します。 

 (3) 仮想マシン 

a. 仮想マシン 運用 

・ 当社は、仮想マシンに対し、2vCPU/8GB を 1 ユニットとして vCPU/メモリを利用できるよう設定し、

継続的に維持管理します。（1vCPU は、Hyper-Threading が有効な Xeon プロセッサ 2GHz の 1 スレッ

ド相当の性能を有します。）ただし、仮想マシンの生成、消去、起動および停止等は、サーバ管理者

が実施するものとします。 

・ 当社は、マイクロソフト社の Windows Server および System Center につき、契約者が本サービスを

利用するために必要な範囲で、マイクロソフト社からライセンスの許諾を受け、契約者が利用でき

るようにします。 

・ 当社は、仮想マシンに対しマルウェア対策機能を提供し、WSUS サーバよりマルウェア対策機能の定
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義ファイルを継続的に提供します。ただし、仮想マシンへのマルウェア対策機能プログラムのイン

ストールおよび設定は、サーバ管理者が実施するものとします。 

・ 当社は、仮想マシンが動作する共用物理サーバを継続的に維持管理します。 

b. 仮想マシン用ストレージ領域 運用 

・ 当社は、共用ストレージ機器に対して、仮想マシン用ストレージ領域を 100GB 単位で利用できるよ

う設定し、継続的に維持管理します。ただし、仮想マシン用ストレージ領域の容量設計および管理

は、サーバ管理者が実施するものとします。 

 オプションサービスの内容 4.

 (1) ネットワーク 

a. インターネット接続共用 100Mbps 設定 

当社は、基本サービスで提供する共用 10Mbps インターネット接続環境を共用 100Mbps ベストエフォート

に拡張します。 

b. インターネット接続共用 100Mbps 運用 

当社は、前項で共用 100Mbps ベストエフォートに拡張されたインターネット接続環境を継続的に維持管理

します。 

c. グローバル IP アドレス追加 設定 

当社は、仮想マシンからインターネット通信を行うために必要なグローバル IP アドレス(IPv4)を追加し

ます。最大 15 個まで設定可能です。なお、この際、連続するグローバル IP アドレスの設定はできない場

合があります。 

d. グローバル IP アドレス追加 運用 

当社は、前項で設定された契約者のグローバル IP アドレス 1 個を、継続的に維持管理します。 

e. 負荷分散 設定 

当社は、共用の負荷分散装置に対して負荷分散グループを作成し、負荷分散設定、SSL アクセラレータの

設定、および Sorry ページの設定を行います。負荷分散グループは最大 20 個まで設定可能です。 

f. 負荷分散 運用 

当社は、前項で共用の負荷分散装置へ設定された契約者の負荷分散グループを継続的に維持管理します。

なお、設定の変更については、毎月 5 回までとします。 

g. DNS 設定 

当社は、契約者の保有するドメインについて、当社サービス環境に設置された共用 DNS サーバへの登録ま

たは当該登録の変更のいずれかを 1 回実施します。 

h. DNS 運用 

当社は、前項でなされた共用 DNS サーバへの登録および設定を継続的に維持管理します。 

i. VLAN 追加 設定 

当社は、契約者の業務で利用できる VLAN を追加します。基本サービスの VLAN 数を含め最大 5 個まで設定

可能です。 

j. VLAN 追加 運用 

当社は、前項で設定された契約者の VLAN 1 個を継続的に維持管理します。 

 (2) 監視 
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a. 監視機能 設定 

当社は、サーバ管理者に対して、仮想マシンの監視、電子メール通報等の機能(以下「監視機能」という)

を利用できるよう設定します。ただし、当社が提供する監視機能エージェントの仮想マシンへのインスト

ール、監視設定のカスタマイズおよび電子メール通報を実施するための設定は、サーバ管理者が実施する

ものとします。 

b. 監視機能 運用 

当社は、前項で設定された監視機能を継続的に維持管理します。ただし、監視機能エージェントの維持管

理(更新プログラム適用、バージョンアップ、設定変更等)は、サーバ管理者が実施するものとします。 

c. 電話通報 設定 

当社は、前 2 項における電子メール通報に加え、監視機能において電話通報を実施するための設定を実施

します。 

d. 電話通報 運用 

当社は、前項で設定されたとおり電話通報を実施します。契約者は、電話通報回数の上限を 10 回単位で、

最大 100 回まで指定します。同一料金月で指定された電話通報回数の上限に達した場合、当該料月の以降

の電話通報を停止します。「電話通報 設定」および「電話通報 運用」の利用には、「監視機能 設定」お

よび「監視機能 運用」の利用が必要になります。  

 (3) バックアップ 

a. バックアップ機能 設定 

当社は、仮想システム内に、仮想マシンのバックアップ、復元等の機能(以下「バックアップ機能」とい

う)を提供するバックアップ機能管理サーバを構築・設定します。ただし、仮想システム内への Active 

Directory の設置、バックアップ機能管理サーバ上の当社管理アカウントの Domain Admins グループへ追

加、および仮想マシンへのバックアップ機能エージェントのインストールは、サーバ管理者が実施します。 

b. バックアップ機能 運用 

当社は、前項で構築・設定されたバックアップ機能を継続的に維持管理します。ただし、バックアップ機

能エージェントの維持管理(更新プログラム適用、バージョンアップ、設定変更等)、バックアップ対象・

種別の選定、スケジュール設定およびリストア操作は、サーバ管理者が実施します。 

c. バックアップ用ストレージ領域 運用 

・ 当社は、共用ストレージ機器に対して、バックアップ用ストレージ領域を 100GB 単位で利用でき

るよう設定し、継続的に維持管理します。 

・ バックアップ用ストレージ領域の容量設計および管理は、サーバ管理者が実施します。「バックアップ 

機能 設定」および「バックアップ機能 運用」を利用する場合は「バックアップ用仮想ストレージ 運

用」の利用が必要となります。 

 

 本サービスの提供時間帯および計画メンテナンス 5.

 (1) 本サービスの提供時間帯は、24 時間 365 日とします。 

 (2) 当社は、本サービスの停止を伴う計画メンテナンスを行う場合、その 15 日前までに電子メールにてそ

の旨を契約者に通知します。 
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 マイクロソフト社製ソフトウェアの使用 6.

契約者は、本サービスにおいて、マイクロソフト社の Windows OS および SystemCenter ソフトウェアが、マ

イクロソフト社からの許諾に基づき、当社サービス環境において利用されるものであることを了解します。

契約者は、本サービスによりマイクロソフト社の製品を利用するにあたり、「マイクロソフトソフトウェア

に関するエンドユーザーライセンス特約条項」に同意するとともに、これを遵守し、これに服するものとし

ます。 

 

 制限事項 7.

 (1) 契約者のネットワーク利用および仮想記憶ディスク利用が当社のサービス運用維持に影響を及ぼすと

当社が判断した場合、仮想システムに対してネットワーク帯域や仮想記憶ディスクアクセス回数を制限

することがあります。 

 (2) バックアップ関連サービスを利用するためには、契約者は、仮想システム内に Active Directory を設

置し、バックアップ機能管理サーバー上の当社管理アカウントを Domain Admins グループに追加させる

必要があります。 

 (3) 仮想マシンにおいて、自動フェイルオーバーが発生した場合、仮想マシンのメモリ上で処理中のデータ

は保証されません。 

 (4) 仮想マシン 1 個につき、vCPU は最大 12 個、メモリは最大 48GB、仮想記憶ディスクは最大 8 個(仮想記

憶ディスク 1 個につき最大 8TB)を超えて割り当てることはできません。 

 (5) 契約者は、複数の仮想マシンから同時に同一の仮想記憶ディスクに接続することはできません。 

 (6) 契約者は、グローバル IP アドレスを任意に指定することはできません。 

 (7) 契約者は、仮想マシンの MAC アドレスを任意に指定することはできません。 

 (8) 契約者は、本サービスの利用のために、当社データセンターに立ち入り等することはできません。 

 (9) 契約者は、自身が管理するプライベート IP アドレス帯から当社がサービス提供のために使用するネッ

トワーク(24 ビットマスク)を当社に貸与する必要があります。 

 (10) 契約者は、本サービス利用契約の解約にあたり、本サービスに登録・保存したデータを、自己の責任と

費用負担において、必要に応じて取得または削除するものとします。 
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別表 1 提供 OS 

OS の名称 

Windows Server 2012 R2 Standard Edition 64bit 日本語版 

Windows Server 2012 Standard Edition 64bit 日本語版 

 

別表 2 提供機能とソフトウェアの対応 

機能の名称 ソフトウェアの名称 

仮想マシン管理機能 System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager 日本語版 

マルウェア対策機能 System Center 2012 R2 Endpoint Protection 日本語版 

監視機能 System Center 2012 R2 Operations Manager 日本語版 

バックアップ機能 System Center 2012 R2 Data Protection Manager 日本語版 

 

以上 

 

附則（2014 年 3 月 1 日） 

本サービス仕様書は、2014 年 3 月 1 日から適用されます。 

 


