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１ メディアコネクトサービスについて 

 

メディアコネクトサービスは、高品質なファシリティ環境、高いセキュリティを有する当社データセンター

内にお客様の設備をお預かりする「ハウジングサービス」と、情報配信利用に適した高速かつ高品質なイン

ターネット接続環境を提供する「コネクティビティサービス」を組み合わせたサービスです。 

 

１－１ 主なサービスの特徴 

 

（１）ハウジングサービス 

①ラック 

お客様設備をお預かりする当社のラックは、無停電電源の供給およびファン設置による安定した温湿度環 

境を提供します。大きさ別に 2種類、電源容量別に 2種類の計 4 種類のラックを用意しており、お客様の 

設備の規模や利用用途に合わせて最適なラックを選択することが可能です。 

②追加電源 

大容量電源やバックアップ電源を必要とするお客様のニーズにお応えするため、AC100V-40A のラックを既 

に利用しているお客様に AC100V-20A の電源を追加するサービスです。 

   ③リモートハンド 

データセンター内においてお客様設備の電源 OFF/ON 等の物理的な作業を、お客様に替わって実施するサー 

ビスです。予め決められた時間に実施する定期作業と、お客様の指示があった時に実施する随時作業の 2 種 

類があります。    

     ④ケーブリング 

データセンター内に点在するお客様の契約ラックとラック間をケーブルで接続するサービスです。ケーブル 

の種別ごとに、光ケーブルとメタリックケーブルの 2種類から選択することが可能です。 

 

（２）コネクティビティサービス 

  ①コネクティビティ 

情報配信利用に適したインターネット接続環境を提供するサービスであり、1つのインタフェースで接 

続するレギュラータイプと、2つのインタフェースで接続することにより、信頼性を高めたアクトスタ 

ンバイタイプがあります。また、物理インタフェース速度を 10Mbps／100Mbps／１Gbps、速度帯域を 

0.5Mbps から 1Gbps までを用意し、全 16 種類のバリエーションから選択することが可能です。 

②トラフィックレポート 

コネクティビティサービスをご契約のお客様に、当該コネクティビティのトラフィックの状況をレポート

させていただくサービスです。 

③DNS 関連 

インターネット上でドメインの名前解決（正引き）を行う機能を提供するサービス、IP アドレスからホス

ト名を逆引きする機能を提供するサービス、反復的に DNS 問い合わせを行うキャッシュサーバ機能を提供

するサービスがあります。正引きについては、プライマリ DNS とセカンダリ DNS を提供する場合と、セカ

ンダリ DNS のみを提供する場合の 2 種類があります。 

          ④IP アドレス登録 

お預かりするお客様の設備に必要な数の IP アドレスについて、お客様の申請に基づき、割り当て、JPNIC

データベースへの登録を行います。 

⑤ドメイン名関連 

お客様が必要なドメイン名の取得代行等のドメインに関する各種申請を代行します。また、取得したドメ 

     イン名について登録の更新等の維持管理を行います。 
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１－２ サービス構成 

 

メディアコネクトサービスの構成を以下に示します。 

 

メディアコネクトサービス 

  

ハウジングサービス  スタンダードラック 

 

ハーフラック 

追加電源 

リモートハンド 

ケーブリング 

 

コネクティビティサービス ※1  コネクティビティ 10 レギュラー 

 

コネクティビティ 10 アクトスタンバイ 

コネクティビティ 100 レギュラー 

コネクティビティ 100 アクトスタンバイ 

コネクティビティ 1000 レギュラー 

コネクティビティ 1000 アクトスタンバイ 

トラフィックレポート 

プライマリ DNS 運用代行 

セカンダリ DNS 運用代行 

逆引き DNS 運用代行 

DNS キャッシュ運用代行 

IP アドレス登録 

ドメイン名代行申請 

指定事業者・レジストラ変更 

ドメイン名維持管理 

  DDoS 対策サービス 

 

※1:メディアコネクトサービスはハウジングサービスの契約が必要です。コネクティビティサービス単独では  

ご契約頂けません。 

※2:ハウジングサービスにおいて、※2に示すサービスのみのご利用はできません。※2に示すサービスをご利用の

場合は「スタンダードラック」又は「ハーフラック」の契約が必要です。 

※3:コネクティビティサービスにおいて、※3 に示すサービスのみのご利用はできません。※3 に示すサービスを 

ご利用の場合は、「コネクティビティ 10 レギュラー」、「コネクティビティ 10 アクトスタンバイ」、「コネクテ

ィビティ 100 レギュラー」、「コネクティビティ 100 アクトスタンバイ」、「コネクティビティ 1000 レギュラー」、

※2 

※3 
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「コネクティビティ 1000 アクトスタンバイ」のうち何れかの契約が必要です。 

 

２ ハウジングサービス諸元 

 

２－１ データセンター環境 

 

(１) ファシリティ  

ファシリティ種別 内容 

電源設備 無停電電源装置及び自家発電装置 

空調設備 通信設備用大型空調（MACS）を冗長構成。床下吹き上げ方式。 

フロア床 二重床（高さ 300mm 以上） 

消火設備 ハロンガス消火設備、又は、窒素ガス消火設備 

 

(２)セキュリティ 

セキュリティ種別 内容 

入退室ルール 当社が定めた入退室規定に基づき管理 

入退室可能時間帯 24 時間 365 日 

受付方式 事前入室申請と有人受付による本人確認 

ルームゲート IC カード、又はバイオメトリックス及びとも連れ防止ドアによる入室制限 

ルーム内監視 遠隔監視カメラ 

 

 (３) サービス提供場所 

データセンター ロケーション 

大阪データセンター 大阪府大阪市北区堂島 

 

 

    ２－２ ハウジングサービス内容 

 

   （１）スタンダードラック 

品目 内容 

スタンダード

（100V-20A）ラック 

[ラック] EIA 規格 19 インチラック 

（外形 H：2000mm、W：700mm、D：900mm 又は 1000mm）1 架 

[電源]   AC100V-20A × 1 

スタンダード

（100V-40A）ラック 

[ラック] EIA 規格 19 インチラック 

（外形 H：2000mm、W：700mm、D：900mm 又は 1000mm）1 架 

[電源]   AC100V-20A × 2 

※原則としてラックの設置場所は当社より指定します。 

※ラック奥行きはご提供フロアによって異なります。 

 

   （２）ハーフラック 

品目 内容 

ハーフ 

（100V-10A）ラック 

[ラック] EIA 規格 19 インチラック 

（外形 H：2000mm、W：700mm、D：900mm 又は 1000mm）1/2 架  

[電源]   AC100V-10A × 1 

ハーフ 

（100V-20A）ラック 

[ラック] EIA 規格 19 インチラック 

（外形 H：2000mm、W：700mm、D：900mm 又は 1000mm）1/2 架  

[電源]  AC100V-10A × 2 

※原則としてラックの設置場所は当社より指定します。 

※ラック奥行きはご提供フロアによって異なります。 
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（３）追加電源  

 

 

 

 

   

※追加電源が必要になる可能性がある場合には、ラックの新規申込時に申し出て頂くことになります。 

 申出がない場合には、追加電源申込時にラックを移設して頂く場合があります。 

 

（４）リモートハンド 

①標準リモートハンド 

品目 内容 

随時作業 

電源 OFF/ON 契約者機器への電源 OFF/ON を実施  

ランプ表示状態の確認 契約者機器のランプ表示を確認・報告を実施 

ケーブルの抜き差し 契約者機器へのケーブル抜き差しを実施 

定期作業 目視確認 契約者機器の状態について目視確認を実施 

※事前に用意頂いた手順書に基づき双方で確認した作業内容を実施します。事前に作業内容の合意がなさ 

れない場合、リモートハンドの作業はお受けできません。 

※目視確認作業は、平日（月～金）に実施します。作業時刻の指定はできません。 

      ※随時作業については、契約者からの指示に基づき、24 時間 365 日ラック内にお預かりする設備に対し 

て作業を実施します。 

 

②拡張リモートハンド 

 

※事前に用意頂いた手順書に基づき双方で確認した作業内容を実施します。事前に作業内容の合意がなさ 

れない場合、リモートハンドの作業はお受けできません。 

      ※定期作業については、当社が指定する時間帯（①10:00～14:00、②14:00～20:00）の中から選択して 

       頂き、当該時間帯内で上記作業を実施します。 

      ※随時作業については、契約者からの指示に基づき、24 時間 365 日ラック内にお預かりする設備に対し 

て作業を実施します。 

 

（５）ケーブリング 

     ①光ケーブリング 

ⅰ.提供条件 

提供条件 内容 

配線形態 1 回線（２芯） 

伝送媒体 
シングルモード光ファイバケーブル 又は 

マルチモード光ファイバケーブル（コア径：50μm）  

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ条件 起点/終点 
F04 形単芯光ファイバコネクタ（単芯 SC コネクタ） 

JIS 規格 C5973 

責任分界点 起点/終点 
当社が用意するラック内のコネクタ（単芯 SC コネクタ）と、契約者が用意

するラック内のコネクタ（単芯 SC コネクタ）との接続点 

※原則として起点/終点ともメス口で提供します。ただし、契約者がオス口での提供を要望される場合、 

故障の切り分け作業等を契約者に依頼する場合があります。 

 

 

 

品目 内容 

追加電源（100V-20A） ス タ ン ダ ー ド (AC100V-40A) ラ ッ ク に AC100V-20A の 電 源 を 追 加 し 、      

合計 AC100V-60A の電源を提供します 

[電源]   AC100V-20A × 1 

品目 内容 

随時作業 

バックアップメディア交換 契約者機器のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾒﾃﾞｨｱの交換を実施 

機器リブート 契約者機器へのコマンド投入等による機器のリブートを実施 

ケーブル差し替え 契約者準備の予備機等へのケーブル差し替えを実施 

定期作業 
バックアップメディア交換 契約者から指定された時間帯にﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾒﾃﾞｨｱの交換を実施 

機器リブート 契約者から指定された時間帯に機器リブートを実施 
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ⅱ.提供区間 

品目 内容 

光ケーブリング（別ルーム間） 
当社データセンター内の異なるハウジングルームに設置されたラック

間を接続  

光ケーブリング（同一ルーム内） 
当社データセンター内の同一ハウジングルーム内に設置されたラック

間を接続 

ⅲ.監視及び故障対応 

・ケーブルの導通監視は実施しませんので、故障時は契約者から申告して頂く必要があります。 

       ・ケーブル故障の場合は、ケーブルの張り替え（有料）に合意頂き、工事を実施いたします。 

 

②メタルケーブリング 

ⅰ.提供条件 

提供条件 内容 

配線形態 1 本 

伝送媒体 CAT5 UTP ケーブル  

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ条件 起点/終点 UTP-MIC(RJ45)  (ISO/IEC603-7 準拠) 

責任分界点 起点/終点 
当社が用意するラック内のコネクタ（RJ45 コネクタ）と、契約者が用意  

するラック内のコネクタ（RJ45 コネクタ）との接続点 

※原則として起点/終点ともメス口で提供します。ただし、契約者がオス口での提供を要望される場合、 

 故障時の切り分け作業等を契約者に依頼する場合があります。 

ⅱ.提供区間 

  メタルケーブリングは、当社データセンター内の同一ハウジングルーム内に設置されたラック間を接続 

します。異なるハウジングルームに設置されたラック間の接続はできません。 

ⅲ.監視及び故障対応 

・ケーブルの導通監視は実施しませんので、故障時は契約者から申告して頂く必要があります。 

       ・ケーブル故障の場合は、ケーブルの張り替え（有料）に合意頂き、工事を実施いたします。
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コネクティビティサービス諸元 

 

３－１ コネクティビティサービス内容 

    

   （１）コネクティビティ 10 レギュラー 

①接続条件 

品目 帯域 利用形態 ポート数 インタフェース規格 インタフェース形状 

0.5M 0.5Mbps 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄへの 

情報配信 
1 ポート 

IEEE802.3 

10Base-T 準拠 

(half duplex) 

ISO 標準 8877 

 8 ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 

（RJ45） 

1M 1Mbps 

2M 2Mbps 

10M 10Mbps 

②責任分界点 

当社が用意する契約者ラック内へのコネクティビティケーブル(パッチパネルによる RJ45 メス口)と、契約

者が用意するケーブルとの接続点を責任分界点とします。 

③品目と帯域 

情報配信性能ごとに 0.5M １M 2M 10M の 4 品目があります。 

各品目ごとに、契約者ネットワーク接続装置から当社ネットワーク接続装置への伝送方向（上り※）に 

係る通信において、それぞれ 0.5M 1Mbps 2Mbps 10Mbps の帯域で符号伝送可能です。 

※上り：契約者ネットワーク接続装置からインターネットへの送信方向 

下り：インターネットから契約者ネットワーク接続装置への受信方向  

④ルーティング方式 

ルーティング方式はスタティックルーティングのみとします。 

⑤IP アドレス 

当社が割り当てた IP アドレスを使用するものとします。IP アドレスの割当は別途有料となります。契約者 

に割り当てられた IP アドレスのうち、当社指定の IP アドレス１つを当社のネットワーク接続装置に付与す 

るものとします。契約者 IP アドレスの持ち込みはできません。 

⑥監視及び故障対応 

コネクティビティの監視を 24 時間 365 日実施します。当社設備、もしくは当社ネットワーク接続装置と契 

約者ネットワーク接続装置間の接続状態の異常を検知した場合には、速やかに予め登録頂いた連絡先に通知 

します。当社は異常の検知後、速やかに故障切り分けを実施し、当社設備の異常を確認した場合は故障回復 

の措置を講じます。 

 ⑦契約者引き込み回線 

契約者はデータセンター外からデータセンター内の契約者設備をメンテナンス（コンテンツや機器の保守・

維持管理）する場合及びイントラネットを利用する場合に限り、通信回線（専用線や ISDN、その他ネットワ

ークサービス）をご契約ラック内に引き込み、使用することができます。（事前申請が必要です） 

当社のコネクティビティサービスはインターネットへの情報配信専用でありwebアクセスには利用できませ

んので、web アクセスを目的とした通信回線の引き込みはできません。 

⑧コネクティビティ変更 

     コネクティビティのサービス変更を実施する際に当社ネットワーク接続装置の収容替を伴う場合があります。 
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 （２）コネクティビティ 10 アクトスタンバイ 

①接続条件 

品目 帯域 利用形態 ポート数 インタフェース規格 インタフェース形状 

0.5M 0.5Mbps 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄへの 

情報配信 
2 ポート 

IEEE802.3 

10Base-T 準拠 

(half duplex) 

ISO 標準 8877 

 8 ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 

（RJ45） 

1M 1Mbps 

2M 2Mbps 

10M 10Mbps 

②責任分界点 

当社が用意する契約者ラック内へのコネクティビティケーブル(パッチパネルによる RJ45 メス口)と、契約

者が用意するケーブルとの接続点を責任分界点とします。 

③品目と帯域 

情報配信性能ごとに 0.5M １M 2M 10M の 4 品目があります。 

各品目ごとに、契約者ネットワーク接続装置から当社ネットワーク接続装置への伝送方向（上り※）に 

係る通信において、それぞれ 0.5M 1Mbps 2Mbps 10Mbps の帯域で符号伝送可能です。 

※上り：契約者ネットワーク接続装置からインターネットへの送信方向 

下り：インターネットから契約者ネットワーク接続装置への受信方向  

④ルーティング方式 

ルーティング方式はスタティックルーティングのみとします。 

⑤IP アドレス 

当社が割り当てた IP アドレスを使用するものとします。IP アドレスの割当は別途有料となります。    

契約者 IP アドレスの持ち込みはできません。 

⑥監視及び故障対応 

契約者ネットワーク接続装置（アクト側ネットワーク接続装置・スタンバイ側ネットワーク接続装置の外 

部ネットワーク側ポート）の 2ポイントを 24 時間 365 日監視し、異常を検知した場合、速やかに予め登録 

頂いた連絡先に通知します。当社は異常の検知後、速やかに故障切り分けを実施し、当社設備に異常を確 

認した場合は故障回復の措置を講じます。 

  ⑦アクトスタンバイサービスに関する注意事項 

a.契約者側設備の設定 

通常時はアクト回線でデータの送受信を行い、スタンバイ回線にはアクト回線故障時のみデータの送受 

信を行うよう契約者側設備の設定が必要となります。 

b.注意事項 

・アクトスタンバイサービスは故障復旧後、スタンバイ側からアクト側にデータの送受信が戻ります。 

・アクトスタンバイサービスは契約者の利用条件により、提供できない場合があります。 

 ⑧契約者引き込み回線 

契約者はデータセンター外からデータセンター内の契約者設備をメンテナンス（コンテンツや機器の保守・

維持管理）する場合及びイントラネットを利用する場合に限り、通信回線（専用線や ISDN、その他ネットワ

ークサービス）をご契約ラック内に引き込み、使用することができます。（事前申請が必要です） 

当社のコネクティビティサービスはインターネットへの情報配信専用でありwebアクセスには利用できませ

んので、web アクセスを目的とした通信回線の引き込みはできません。 

⑨コネクティビティ変更 

     コネクティビティのサービス変更を実施する際に当社ネットワーク接続装置の収容替を伴う場合があります。 
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（３）コネクティビティ 100 レギュラー 

①接続条件     

品目 帯域 利用形態 ポート数 インタフェース規格 インタフェース形状 

10M 10Mbps 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄへの 

情報配信 
1 ポート 

IEEE802.3u 

100Base-TX 準拠 

(full duplex) 

ISO 標準 8877 

 8 ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 

（RJ45） 

20M 20Mbps 

100M 100Mbps 

②責任分界点 

当社が用意する契約者ラック内へのコネクティビティケーブル(パッチパネルによる RJ45 メス口)と、契約

者が用意するケーブルとの接続点を責任分界点とします。 

③品目と帯域 

情報配信性能ごとに 10M 20M 100M の 3 品目があります。 

各品目ごとに、契約者ネットワーク接続装置から当社ネットワーク接続装置への伝送方向（上り※）に 

係る通信において、それぞれ 10Mbps 20Mbps 100Mbps の帯域で符号伝送可能です。 

※上り：契約者ネットワーク接続装置からインターネットへの送信方向 

下り：インターネットから契約者ネットワーク接続装置への受信方向  

④ルーティング方式 

ルーティング方式はスタティックルーティングのみとします。 

⑤IP アドレス 

当社が割り当てた IP アドレスを使用するものとします。IP アドレスの割当は別途有料となります。契約者 

に割り当てられた IP アドレスのうち、当社指定の IP アドレス１つを当社のネットワーク接続装置に付与す 

るものとします。契約者 IP アドレスの持ち込みはできません。 

⑥監視及び故障対応 

コネクティビティの監視を 24 時間 365 日実施します。当社設備、もしくは当社ネットワーク接続装置と契 

約者ネットワーク接続装置間の接続状態の異常を検知した場合には、速やかに予め登録頂いた連絡先に通知 

します。当社は異常の検知後、速やかに故障切り分けを実施し、当社設備の異常を確認した場合は故障回復 

の措置を講じます。 

 ⑦契約者引き込み回線 

契約者はデータセンター外からデータセンター内の契約者設備をメンテナンス（コンテンツや機器の保守・

維持管理）する場合及びイントラネットを利用する場合に限り、通信回線（専用線や ISDN、その他ネットワ

ークサービス）をご契約ラック内に引き込み、使用することができます。（事前申請が必要です） 

当社のコネクティビティサービスはインターネットへの情報配信専用でありwebアクセスには利用できませ

んので、web アクセスを目的とした通信回線の引き込みはできません。 

⑧コネクティビティ変更 

     コネクティビティのサービス変更を実施する際に当社ネットワーク接続装置の収容替を伴う場合があります。 
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   （４）コネクティビティ 100 アクトスタンバイ 

①接続条件     

品目 帯域 利用形態 ポート数 インタフェース規格 インタフェース形状 

10M 10Mbps 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄへの 

情報配信 
2 ポート 

IEEE802.3u 

100Base-TX 準拠 

(full duplex) 

ISO 標準 8877 

 8 ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 

（RJ45） 

20M 20Mbps 

100M 100Mbps 

②責任分界点 

当社が用意する契約者ラック内へのコネクティビティケーブル(パッチパネルによる RJ45 メス口)と、契約

者が用意するケーブルとの接続点を責任分界点とします。 

③品目と帯域 

情報配信性能ごとに 10M 20M 100M の 3 品目があります。 

各品目ごとに、契約者ネットワーク接続装置から当社ネットワーク接続装置への伝送方向（上り※）に 

係る通信において、それぞれ 10Mbps 20Mbps 100Mbps の帯域で符号伝送可能です。 

※上り：契約者ネットワーク接続装置からインターネットへの送信方向 

下り：インターネットから契約者ネットワーク接続装置への受信方向  

④ルーティング方式 

ルーティング方式はスタティックルーティングのみとします。 

⑤IP アドレス 

当社が割り当てた IP アドレスを使用するものとします。IP アドレスの割当は別途有料となります。    

契約者 IP アドレスの持ち込みはできません。 

⑥監視及び故障対応 

契約者ネットワーク接続装置（アクト側ネットワーク接続装置・スタンバイ側ネットワーク接続装置の外 

部ネットワーク側ポート）の 2ポイントを 24 時間 365 日監視し、異常を検知した場合、速やかに予め登録 

頂いた連絡先に通知します。当社は異常の検知後、速やかに故障切り分けを実施し、当社設備に異常を確 

認した場合は故障回復の措置を講じます。 

  ⑦アクトスタンバイサービスに関する注意事項 

a.契約者側設備の設定 

通常時はアクト回線でデータの送受信を行い、スタンバイ回線にはアクト回線故障時のみデータの送受 

信を行うよう契約者側設備の設定が必要となります。 

b.注意事項 

・アクトスタンバイサービスは故障復旧後、スタンバイ側からアクト側にデータの送受信が戻ります。 

・アクトスタンバイサービスは契約者の利用条件により、提供できない場合があります。 

⑧契約者引き込み回線 

契約者はデータセンター外からデータセンター内の契約者設備をメンテナンス（コンテンツや機器の保守・

維持管理）する場合及びイントラネットを利用する場合に限り、通信回線（専用線や ISDN、その他ネットワ

ークサービス）をご契約ラック内に引き込み、使用することができます。（事前申請が必要です） 

当社のコネクティビティサービスはインターネットへの情報配信専用でありwebアクセスには利用できませ

んので、web アクセスを目的とした通信回線の引き込みはできません。 

⑨コネクティビティ変更 

     コネクティビティのサービス変更を実施する際に当社ネットワーク接続装置の収容替を伴う場合があります。 
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   （５）コネクティビティ 1000 レギュラー 

①接続条件 

品目 帯域 利用形態 ポート数 インタフェース規格 インタフェース形状 

1G 従量制 1Gbps 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄへの 

情報配信 
1 ポート 

IEEE802.3z 

1000Base-SX 準拠 

(full duplex) 

F04 形単芯 

光ﾌｧｲﾊﾞｺﾈｸﾀｱﾀﾞﾌﾟﾀ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

②責任分界点 

当社が用意する契約者ラック内へのコネクティビティケーブル(パッチパネルに SC コネクタメス口)と、契

約者が用意するケーブルとの接続点を責任分界点とします。 

③帯域 

 契約者ネットワーク接続装置から当社ネットワーク接続装置への伝送方向（上り※）に係る通信において、

1Gbps の帯域で符号伝送可能です。 

※上り：契約者ネットワーク接続装置からインターネットへの送信方向 

下り：インターネットから契約者ネットワーク接続装置への受信方向  

④課金形態 

実際にご利用いただいた帯域（利用帯域）によって、利用料金が変動する従量課金形態でのご提供です。利

用帯域は、最大送信速度（上り）又は最大受信速度（下り）に 4を乗じて得た数値のうち大きい方の値です。 

      最大送信速度（上り帯域）：測定対象期間において、契約者ネットワーク接続装置から当社ネットワーク

接続装置への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その総

測定値から上位 5%の測定値を除外した残りの測定値の最大値 

最大受信速度（下り帯域）：測定対象期間において、当社ネットワーク接続装置から契約者ネットワーク

接続装置への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その総

測定値から上位 5%の測定値を除外した残りの測定値の最大値 

⑤ルーティング方式 

ルーティング方式はスタティックルーティングのみとします。 

⑥IP アドレス 

当社が割り当てた IP アドレスを使用するものとします。IP アドレスの割当は別途有料となります。契約者 

に割り当てられた IP アドレスのうち、当社指定の IP アドレス１つを当社のネットワーク接続装置に付与す 

るものとします。契約者 IP アドレスの持ち込みはできません。 

⑦監視及び故障対応 

コネクティビティの監視を 24 時間 365 日実施します。当社設備、もしくは当社ネットワーク接続装置と契 

約者ネットワーク接続装置間の接続状態の異常を検知した場合には、速やかに予め登録頂いた連絡先に通知 

します。当社は異常の検知後、速やかに故障切り分けを実施し、当社設備の異常を確認した場合は故障回復 

の措置を講じます。 

 ⑧契約者引き込み回線 

契約者はデータセンター外からデータセンター内の契約者設備をメンテナンス（コンテンツや機器の保守・

維持管理）する場合及びイントラネットを利用する場合に限り、通信回線（専用線や ISDN、その他ネットワ

ークサービス）をご契約ラック内に引き込み、使用することができます。（事前申請が必要です） 

当社のコネクティビティサービスはインターネットへの情報配信専用でありwebアクセスには利用できませ

んので、web アクセスを目的とした通信回線の引き込みはできません。 

⑨コネクティビティ変更 

     コネクティビティのサービス変更を実施する際に当社ネットワーク接続装置の収容替を伴う場合があります。 
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   （６）コネクティビティ 1000 アクトスタンバイ 

①接続条件 

品目 帯域 利用形態 ポート数 インタフェース規格 インタフェース形状 

1G 従量制 1Gbps 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄへの 

情報配信 
2 ポート 

IEEE802.3z 

1000Base-SX 準拠 

(full duplex) 

F04 形単芯 

光ﾌｧｲﾊﾞｺﾈｸﾀｱﾀﾞﾌﾟﾀ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

②責任分界点 

当社が用意する契約者ラック内へのコネクティビティケーブル(パッチパネルに SC コネクタメス口)と、契

約者が用意するケーブルとの接続点を責任分界点とします。 

③帯域 

 契約者ネットワーク接続装置から当社ネットワーク接続装置への伝送方向（上り※）に係る通信において、

1Gbps の帯域で符号伝送可能です。 

※上り：契約者ネットワーク接続装置からインターネットへの送信方向 

下り：インターネットから契約者ネットワーク接続装置への受信方向  

④課金形態 

実際にご利用いただいた帯域（利用帯域）によって、利用料金が変動する従量課金形態でのご提供です。利

用帯域は、最大送信速度（上り）又は最大受信速度（下り）に 4を乗じて得た数値のうち大きい方の値です。 

      最大送信速度（上り帯域）：測定対象期間において、契約者ネットワーク接続装置から当社ネットワーク

接続装置への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その総

測定値から上位 5%の測定値を除外した残りの測定値の最大値 

最大受信速度（下り帯域）：測定対象期間において、当社ネットワーク接続装置から契約者ネットワーク

接続装置への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その総

測定値から上位 5%の測定値を除外した残りの測定値の最大値 

⑤ルーティング方式 

ルーティング方式はスタティックルーティングのみとします。 

⑥IP アドレス 

当社が割り当てた IP アドレスを使用するものとします。IP アドレスの割当は別途有料となります。    

契約者 IP アドレスの持ち込みはできません。 

⑦監視及び故障対応 

契約者ネットワーク接続装置（アクト側ネットワーク接続装置・スタンバイ側ネットワーク接続装置の外 

部ネットワーク側ポート）の 2ポイントを 24 時間 365 日監視し、異常を検知した場合、速やかに予め登録 

頂いた連絡先に通知します。当社は異常の検知後、速やかに故障切り分けを実施し、当社設備に異常を確 

認した場合は故障回復の措置を講じます。 

  ⑧アクトスタンバイサービスに関する注意事項 

a.契約者側設備の設定 

通常時はアクト回線でデータの送受信を行い、スタンバイ回線にはアクト回線故障時のみデータの送受 

信を行うよう契約者側設備の設定が必要となります。 

b.注意事項 

・アクトスタンバイサービスは故障復旧後、スタンバイ側からアクト側にデータの送受信が戻ります。 

・アクトスタンバイサービスは契約者の利用条件により、提供できない場合があります。 

 ⑧契約者引き込み回線 

契約者はデータセンター外からデータセンター内の契約者設備をメンテナンス（コンテンツや機器の保守・

維持管理）する場合及びイントラネットを利用する場合に限り、通信回線（専用線や ISDN、その他ネットワ

ークサービス）をご契約ラック内に引き込み、使用することができます。（事前申請が必要です） 

当社のコネクティビティサービスはインターネットへの情報配信専用でありwebアクセスには利用できませ

んので、web アクセスを目的とした通信回線の引き込みはできません。 

⑨コネクティビティ変更 

     コネクティビティのサービス変更を実施する際に当社ネットワーク接続装置の収容替を伴う場合があります。 
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（７）トラフィックレポート 

お客様にご契約いただいた前述（１）～（６）の当社コネクティビティサービスのトラフィックを web 上に 

レポートさせていただくサービスです。当社設備側で取得したトラフィックデータをもとに、5 分間平均、

30 分間平均、2時間平均、1日平均のトラフィックを通信方向ごとにグラフで表示します。 

 

（８）プライマリ DNS 運用代行 

インターネット上でホスト名の名前解決（正引き）を行う機能を提供します。プライマリ DNS 運用代行は、

ゾーンファイルを持ってゾーン情報を運用するプライマリ DNS サーバと、プライマリ DNS サーバからゾーン

情報を取得してゾーン情報を運用するセカンダリ DNS サーバの両方を当社が運用します。 

 

（９）セカンダリ DNS 運用代行 

インターネット上でホスト名の名前解決（正引き）を行う機能を提供します。セカンダリ DNS 運用代行は、

お客様にてご用意のプライマリ DNS サーバからゾーン情報を取得してゾーン情報を運用するセカンダリ DNS

サーバのみを当社が運用します。 

 

（10）逆引き DNS 運用代行 

インターネット上で IP アドレスをドメイン名に解決（逆引き）する機能を提供します。メディアコネクトサ 

ービスにて当社が割り当てた IP アドレスの逆引きのみが対象となります（IPv6 アドレスの逆引きは原則  

対象外となります）。 

 

（11）DNS キャッシュ運用代行 

スタブリゾルバからの再帰問い合わせを受け、コンテンツサーバへの反復問い合わせを行う機能を提供しま

す。メディアコネクトサービスにて当社が割り当てた IP アドレスのスタブリゾルバからの問い合わせのみ

が対象となります。 

 

（12）IP アドレス登録 

メディアコネクトサービスで使用する IP アドレスの登録を実施します。新規契約時に必須の手続きです。

登録には新規登録と追加登録があります。なお、追加登録の場合既存の IP アドレスから変更(リナンバ)に

なる可能性があります。 

 

（13）ドメイン名代行申請 

メディアコネクトサービスで利用されるドメイン名の代行申請を行います。当社にて代行申請可能なドメイ 

ン名は、国際化ドメイン名(ひらがなや漢字など ASCII 以外の文字を使用したドメイン名)を除く以下のドメ 

イン名です。 

   ・右記の gTLD ドメイン名 （.com, .net, .org, .info, .biz） 

   ・属性型・地域型 JP ドメイン名（.co.jp, .ne.jp, or.jp, ac.jp, ad.jp, ed.jp, go.jp, gr.jp、地域型） 

   ・汎用 JP ドメイン名 

当社はドメイン登録申請を受け付ける組織(以下「ドメイン名上位組織」といいます。)を通してサービスを 

提供します。なお、現在当社が利用しているレジストラは下記のとおりです。 

Network Solutions, Inc.：ICANN より認定を受けたレジストラであるアメリカ法人 

Melbourne IT Limited (MIT)：ICANN より認定を受けたレジストラであるオーストラリア法人 

JPRS：JPNIC との間で締結した汎用 JP ドメイン名の登録に関する業務代行契約に基づいて、JP ドメイン名の 

登録管理業務などの関連する業務を行う会社 
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（14）指定事業者・レジストラ変更 

メディアコネクトサービスで利用されるドメイン名の指定事業者・レジストラを当社もしくは当社が利用す 

るドメイン名上位組織に変更することが可能です。指定事業者・レジストラの変更が可能なドメイン名は国 

際化ドメイン名(ひらがなや漢字など ASCII 以外の文字を使用したドメイン名)を除く以下のドメイン名です。 

・右記の gTLD ドメイン名 （.com, .net, .org, .info, .biz） 

・属性型・地域型 JP ドメイン名（.co.jp, .ne.jp, or.jp, ac.jp, ad.jp, ed.jp, go.jp, gr.jp、地域型） 

・汎用 JP ドメイン名 

＊レジストラ変更には同一レジストラ内での他事業者から当社への管理先変更も含みます。 

 

（15）ドメイン名維持管理 

当社が代行申請したドメイン名および当社もしくは当社が利用するドメイン名上位組織に指定事業者・レジ 

ストラ変更されたドメイン名の維持管理を行います。 

 

(16)DDoS 対策サービス 

当社のバックボーンネットワーク上に設置された DDoS 検知装置により、契約者ネットワークのトラフィッ 

クを監視します。DDoS を検知した場合、自動的に不正トラフィックを DDoS 緩和装置に引込み DDoS の 

緩和を実施します。 

・契約者ネットワークへの流入前に弊社 DDoS 検知・緩和装置にて検知・引込・緩和するので、契約者 

ネットワークへは DDoS に関する通信機器の追加・変更は必要ありません。 

・DDoS を受けた宛先のみを選択し、防御します。 

・DDoS 検知・引込・緩和まで自動的に実施されます（DDoS 設定値検知によるフィルタリング）。 

 

① サービスタイプ 

品目 帯域 内容 契約単位 

ベー 

シック 

10M 以下 ～10Mbps 

・当社で定める DDoS 検知・引込・緩和の 

設定値に基づき、複数の検知種別に対応 

する DDoS 引込・緩和サービスを提供 

します。 

・検知種別・設定値は、当社指定とさせて 

 いただきます。 

1 契約回線 

単位 

10M 超～

100M 以下 

10Mbps 超～ 

100Mbps 

100M 超～ 

1G 以下 

100Mbps超～ 

1Gbps 

1G 超 1Gbps 超～ 

カスタムオプション － 

・契約者環境への導入時にヒアリングを 

実施し、検知種別および設定値の個別 

設定を実施します。 

 

②対象 IP アドレスの指定 

使用出来る IP アドレスは IPv4 アドレス及び IPv6 アドレスとします。 

 

③検知／対策ポリシー 

ネットワーク上を流れるトラフィック情報を DDoS 検知装置にて常時収集し、登録したアドレスに対して 

悪意あるトラフィックを検知し、設定値を超過した DDoS 緩和装置にて DDoS を引込・緩和します。 
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説明 

ベーシック 
カスタム 

オプション 10M 

以下 

10M 超～

100M 以下 

100M 超～ 

1G 以下 
1G 超 

推奨帯域 「契約者の加入しているコネクティビティ帯域」に応じた帯域 

提供内容 DoS/DDoS 防御 
防御設定値 

個別設定 

 
SYN Protection 等 

・ 

・ 

・ 

当社推奨値 

個別設定 
*
 

 

Black/White list - 

月次レポート あり 

* bps または pps 単位で任意の値で設定可能です。 

 

④アクセスレポート 

1 カ月の検知・防御の実績を月次レポートとして、翌月の 10 日迄を目途に、指定のメールアドレスに送付 

します。 

※ DDoS 検知情報の当社側での保存期間は 3カ月です。 

 

〔アクセスレポート 検知項目説明〕 

項目 概要 

All Traffic 
インターネットから契約者ネットワークとして登録した IP アドレスブロックに 

対するトラフィックの通信総量に関する情報 

DDoS Alerts 
契約者ネットワークとして登録した IP アドレスブロックに対するインターネット

からの DDoS 兆候として検知したアラートレベル、日時、攻撃種別、通信量 

DDoS 

Mitigations 

契約者ネットワークとして登録した IP アドレスブロックに対するインターネット

からの DDoS トラフィックを緩和した日時、攻撃種別、通信量 

Applications 

Statistics 

契約者ネットワークとして登録した IP アドレスブロックに対するアプリケーショ

ンごとの通信量 
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⑤概念図 

概念図 説明 

 

 

 

・ご契約前は、正常なトラフィック、不正な  

トラフィック共に契約者ご利用環境へ直接

送信されます。 

 

 

・本サービスご利用の契約者は、不正通信を 

検知した場合、DDoS トラフィックの宛先  

アドレスを DDoS 防御装置に自動的に引込

み、不正トラフィックを緩和し、正常   

トラフィックを契約者へ送信します。 

 

⑥導入/運用保守 

項目 説明 ベーシック 
設定値設定 

オプション 

設定/

導入 

設定投入 
各種ポリシー(当社推奨値)を DDoS 検知・

防御装置に設定します。 
〇 － 

設定値の 

カスタマイズ 

各種ポリシーの設定値や通知方法を設定

します。 
－ 〇 

運用 

保守 

トラフィックの

引込・緩和 

DDoS 検知時、自動的に引込・緩和を実施 

します。 
〇 － 

トラフィックの

引込・緩和解除

(全自動) 

DDoS 終了判定後、自動的に引込・緩和を 

終了します。 
〇 － 

設定 

変更 
設定値等の変更 設定値の設定を変更します。 － 〇 

 

⑦保守/サポート：連絡先 

項目 担当窓口 受付時間 連絡先 

緊急問い合わせ 
NTT スマートコネクト 

オペレーションセンター 
24 時間 365 日 0120-802-030 

サービスに関する 

問い合わせ 

NTT スマートコネクト 

IDC ビジネス部 

平日 9：30～18:00 

（土日祝日・年末年始を除く） 
06-6147-5192 
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⑧導入フロー 

〔ベーシック〕 

 

 

〔カスタムオプション*〕 

 

* 運用開始日を 1 日目として、30 日間で 1 回まで設定値を変更可能です（サービス提供に必要な情報が全て 

揃ったお申込書の受領を以て変更受付とします）。以降の変更には、初期料金を申し受けます。 

 

⑨標準納期 

本サービスの標準納期は以下のとおりです。 

品目 標準納期 ご留意点 

ベーシック 5 営業日 

・お申込の内容によっては、別途日数が必要となる 

場合があります。 

・お申込書受領の翌営業日を 1営業日目として起算 

いたします。 

・サービスのご提供に必要な情報が全て揃っている 

ことが前提となります。 

カスタム 

オプション 

コンサルティング・ご提案・ 

双方の合意後、5 営業日 

 

⑩ご利用条件 

〔ご利用上の制限、及び注意事項〕 

・DDoS の検知・引込・緩和後、一定期間の経過観察を実施した上で対策設定を自動解除します。 

・本サービスの性質上、全ての DDoS 通信を防御出来るものでは無い旨、予めご了承下さい。 

 

〔最低利用期間〕 

・本サービスの最低利用期間は 1 カ月とし、その起算日は、課金開始日となります。 

・解約のお申し出がない場合、1 カ月ごとの自動更新となります。 

・ベーシックをご利用中の契約者が、新たにカスタムオプションをご利用の場合には、別途 1カ月の最低 

利用期間が設定されるものとします。 

 

〔免責等〕 

・外部からの DDoS が、本サービス提供に支障を来すと判断される場合、緩和出来ない場合があります。 

・当社が設置する電気通信設備に故障が発生、又は発生する恐れがあると認められるときは、DDoS 対策 

サービスの機能の一部を制限する場合があります。 

・DDoS 対策サービスは、指定サービス及び契約者が正常と認識する通信に対して影響を及ぼす場合があり 

ます。 

・DDoS 対策サービスは、対象ネットワークへの DDoS を全て検知し制御すること、及び DDoS が発生しない 

ことを保証するものではありません。 
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・当社は、本サービスについて、契約者が意図する特定利用目的への適合性・有用性等に関し、いかなる 

保証責任も負いません。 

・当社は、利用規約記載の免責事項に加え、本サービスの利用によって生じた契約者または第三者の損害に 

対して、いかなる責任も負わないものとします。 

・DDoS が発生した際、攻撃内容に対する調査は実施しておりません。 

・検知項目・設定値はお客さまへ通知することなく変更する場合があります。 

・インターネットから契約者ネットワークへの通信については、検知・緩和の対象となりますが、契約者 

ネットワークからインターネットへの通信については、検知・緩和の対象外となります。 


