サービス記述書
IBM Application Integration Suite on Cloud
本「サービス記述書」は「クラウド・サービス」について規定するものです。適用できる注文関連文書には、お
客様の発注に関する価格設定および追加的な詳細情報が記載されています。

1.

クラウド・サービス
IBM Application Integration Suite on IBM Cloud (AISoC) は、マルチテナント・サービスのクラウド・ベー
ス・スイートです。このオファリングでは、以下の主機能を組み合わせるソリューションを提供します。
a.

IBM App Connect Enterprise on IBM Cloud
現代のデジタル企業のために幅広い統合要件に対応する統合プラットフォームで、複雑な統合ニー
ズに応じた企業全体にわたる接続オプションを提供します。お客様は、IBM App Connect Enterprise
Toolkit を使用して、「統合サーバー」としてパッケージ化され、展開される統合資産を構築するこ
とができます。「統合サーバー」は、ワークロードの分離を確実にするために、個別のコンテナー
で実行されます。「コンテナー」は、お客様がそのすべての依存関係を含めてアプリケーションを
パッケージ化し、ソフトウェア開発のための標準ユニットを作成できるようにします。コンテナー
には、ランタイム、システム・ツールやライブラリーなど、お客様が統合ソリューションを導入で
きるようにするのに必要なすべてのコンポーネントが含まれます。コンテナーにはさまざまなサイ
ズ (例: 4GB) が用意されています。このサイズは、コンテナーがアクセスできるメモリー量を表し
ています。さらに、お客様は、アプリケーション間に「フロー」を構築し、RESTful API 操作とし
て「フロー」を公開することができます。「フロー」は、ソースとターゲット間で自動化された
データ移動です。
お客様が「クラウド・サービス」を始められるように、サンプルが提供されています。これらのサ
ンプルは単なる参考用ですので、実稼働目的では使用しないでください。

b.

IBM API Connect Professional on IBM Cloud
これにより、企業は API を採用したデジタル変革およびマイクロサービスを促進させることができ
ます。API の作成の自動化、システム・オブ・レコードのシンプルなディスカバリー、内部開発者
および第三者開発者のセルフサービス・アクセス、ならびに組み込みのセキュリティーおよびガバ
ナンスを有効化します。

c.

「API 呼び出し」は、プログラマブル・インターフェースによる API 管理サービスの呼び出しです。

アプリケーションおよびサービスを構築、実行、管理するための IBM のオープン・スタンダード・クラ
ウド・プラットフォームである IBM Cloud は、「クラウド・サービス」の技術上の前提条件です。プロ
ビジョニング時点で、お客様は IBM Cloud アカウントを所有していなければなりません。新規ユーザー
は、オンライン登録フォーム (https://console.bluemix.net/registration) によりアクセス登録ができます。

1.1

オファリング
お客様は、利用可能な以下のオファリングから選択することができます。

1.1.1

IBM Application Integration Suite on Cloud のレベル 1、レベル 2、レベル 3
「クラウド・サービス」は、お客様に以下の主機能を提供する、事前構成された 3 つの環境の中から選
んだ環境と共に提供されます。
主機能

レベル 1

レベル 2

レベル 3

統合サーバー

1 つの仮想プロセッ
サー・コア、8 GB メモ
リー

2 つの仮想プロセッサー・
コア、16 GB メモリー

3 つの仮想プロセッサー・
コア、24 GB メモリー

1 か月あたりの管理対象 API
呼び出し

350,000

700,000

1,050,000
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主機能

レベル 1

レベル 2

レベル 3

エンドポイント

無制限

無制限

無制限

ユーザー数

無制限

無制限

無制限

機能

すべて

すべて

すべて

100 万回

100 万回

100 万回

アウトバウンド・データ転送 1 テラバイト

1 テラバイト

1 テラバイト

ワークロード時間

2,000 時間

2,000 時間

2,000 時間

サポート

含まれる

含まれる

含まれる

1 か月あたりのフロー使用
フロー・ラン

IBM Cloud でホストされる「クラウド・サービス」では、以下を行うために各「レベル」で同じ豊富な
機能を提供します。

1.1.2

●

シームレスなハイブリッド統合のためにクラウド・アプリケーションとオンプレミス・アプリケー
ションを安全に接続します。

●

豊富なコネクターおよび統合テンプレートを使用して統合を作成します。

●

マイクロサービスを作成して、API として公開します。

IBM Application Integration Suite on Cloud – per Virtual Processor Core
「仮想プロセッサー・コア」の課金単位に基づいて資格が付与される上記「レベル 1」と同じ機能を提供
します。

1.2

オプション・サービス

1.2.1

IBM Application Integration Suite Hybrid Entitlement
Application Integration Suite Hybrid オファリングの使用許諾により、お客様は、クラウドを介して「クラ
ウド・サービス」オファリングを使用する、またはオンプレミスでソフトウェア (すなわち「IBM プログ
ラム」) をインストールすることができます。この使用許諾に含まれる「IBM プログラム」は、IBM
Application Integration Suite です。
お客様は、「クラウド・サービス」のサブスクリプションを継続している限り、「IBM プログラム」を
使用、テクニカル・サポートおよび「IBM プログラム」アップグレードへアクセスできます。
「仮想プロセッサー・コア」の課金単位に基づいて資格が付与される上記「レベル 1」と同じ機能を提供
します。

1.2.2

IBM Application Integration Suite Additional Flows
お客様が、「フロー」の使用について含まれた量を超える量を必要とする場合は、Additional Flows イン
スタンスにより、以下のアドオン月間量に対するサブスクリプションが提供されます。

2.

●

1 万回の「フロー実行」

●

10 ギガバイトのアウトバウンド・データ転送

●

20 時間のワークロード

データ処理およびデータ保護に関するデータ・シート
IBM のデータ処理補足契約書 (http://ibm.com/dpa に公開。「DPA」) のほか、下記リンクの「データ処理
およびデータ保護に関するデータ・シート」 (データ・シートまたは 「DPA 別表」) にも、「クラウド・
サービス」およびそのオプション (処理対象の「コンテンツ」の種類、発生する処理活動、データ保護機
能、および「コンテンツ」の保存および返却についての仕様書に関連) に関する追加的なデータ保護情報
が記載されています。EU 一般データ保護規則 (EU/2016/679) (GDPR) が「コンテンツ」に含まれる個人
データに適用される場合に、その適用範囲に限り、DPA が適用されます。
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適用される「データ・シート」へのリンク:
a.

IBM App Connect on IBM Cloud
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BDB070B0C02811E5BA010CF56D8211B6

b.

API Connect
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=4CA6AA20BAEB11E5843895D6F7A6FCC6

3.

サービス・レベルおよびテクニカル・サポート

3.1

サービス・レベル・アグリーメント
IBM は、以下の可用性のサービス・レベル・アグリーメント (以下「SLA」といいます。) をお客様に提
供します。IBM は、下表のとおり、「クラウド・サービス」の累積的な可用性に基づき、適用しうる最
大の補償を適用します。「可用性」は、契約月における分単位の総時間数から、契約月における「サー
ビス・ダウン」の分単位の総時間数を差し引き、それを契約月における分単位の総時間数で除すること
により算出され、結果はパーセントで表します。「サービス・ダウン」の定義、請求のプロセス、サー
ビスの可用性の問題に関して IBM に連絡する方法については、IBM の「クラウド・サービス」のサポー
ト・ハンドブック (https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html) に掲載されています。
可用性

クレジット
(月額サブスクリプション料金のパーセント*)

99.9% 未満

2%

99.0% 未満

5%

95.0% 未満

10%

*サブスクリプション料金は、請求対象月に関して約定した料金です。

3.2

テクニカル・サポート
「クラウド・サービス」のテクニカル・サポート (サポート窓口の連絡先情報、重大度レベル、サポート
利用可能時間、応答時間、その他のサポート情報およびサポート・プロセスなど) を参照するには、IBM
サポート・ガイド (https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/) の「クラウド・サービス」を選
択します。

4.

料金

4.1

課金単位
「クラウド・サービス」の課金単位は、「取引文書」に記載されます。
以下の課金単位が本「クラウド・サービス」に適用されます。

5.

●

「インスタンス」は、「クラウド・サービス」の特定の構成への各アクセスを意味します。

●

「仮想プロセッサー・コア」は、標準容量の仮想化されたプロセッサーで、「クラウド・サービス」
で利用できるか、または「クラウド・サービス」により管理されるものになります。

追加条件
2019 年 1 月 1 日よりも前に締結されるクラウド・サービス契約 (または同等のクラウド基本契約) につい
ては、https://www.ibm.com/acs に掲載されている条件を適用します。

5.1

検証
お客様は、i) IBM およびその独立監査人がお客様の本契約の遵守状況を検証するために合理的に必要と
なる記録、システム・ツールからの出力を保持し、要求に応じて提供し、ならびに ii) かかる検証の結果
必要と判断された使用許諾を、IBM のその時点で最新の料金ですみやかに注文して支払うほか、その他
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の料金および債務を、IBM の請求書の記載に従い支払うものとします。これらの遵守状況検証義務は、
該当する「クラウド・サービス」の有効期間中、およびその後の 2 年間有効に存続します。

5.2

イネーブリング・ソフトウェア
IBM Application Integration Suite on IBM Cloud では、「クラウド・サービス」の使用を促進するために、
お客様がお客様のシステムにダウンロードするイネーブリング・ソフトウェア (別途のライセンス条項に
基づいて使用許諾されたもの) の使用が許可されます。お客様は、「クラウド・サービス」の期間中に限
り、「クラウド・サービス」の利用に関連してのみ、イネーブリング・ソフトウェアを使用することが
できます。イネーブリング・ソフトウェアは現状のまま提供されます。
a.

IBM App Connect Enterprise (Developer Edition)

b.

IBM App Connect Enterprise 「スイッチ・モード」のオペレーション: オペレーションの「スイッチ」
モードにより、オンプレミス・エンドポイントへの接続が可能になります。IBM Integration Bus
v10.0.0.2 以降で利用できます。

c.

IBM App Connect Enterprise v11、WebSphere Message Broker v7 もしくは v8、または IBM Integration
Bus v9 もしくは v10 の使用許諾を別途得ているお客様は、IBM Integration Bus v10.0.0.2 以降を、既
存のオンプレミス使用許諾に影響を及ぼすことなく、それ以前のバージョンの IBM Integration Bus
と共に「スイッチ・モード」で実行するイネーブリング・ソフトウェアとしてダウンロードし、導
入することができます。

d.

IBM App Connect Studio: ユーザーがオフラインで統合プロジェクトを設計、テストし、「クラウ
ド・サービス」にこれを公開することを可能にする「フロー」を構築するための、IBM App
Connect Enterprise v11 のオプション・コンポーネントです。

e.

Secure Connector: 「クラウド・サービス」の「フロー」とファイアウォールの後に位置するエンド
ポイント間のデータ転送にセキュリティー対策を提供する、IBM App Connect Enterprise on IBM
Cloud のダウンロード可能なオプション・コンポーネントです。

イネーブリング・ソフトウェアに付随するライセンス条項に矛盾する場合、本「サービス記述書」が優
先します。

5.3

他社サービス (現状のまま提供)
「クラウド・サービス」は、第三者のデータ・サービス、データベース、Web サービス、ソフトウェア、
またはその他のコンテンツ (以下総称して「コンテンツ」といいます。) へのリンクを含めること、また
はそれらの「コンテンツ」にアクセスするために使用することができます。このコンテンツへのアクセ
スは、特定物として「現状有姿」で提供され、権原の保証、第三者の権利の非侵害または非抵触、なら
びに商品性および特定目的適合性に関する黙示の保証を含むがこれに限らない、明示もしくは黙示のい
かなる保証もされません。アクセスは、関連する第三者 (または IBM) の単独の裁量により、いつでも終
了させることができます。お客様は、かかるコンテンツにアクセスし、またはこれを使用するために、
第三者と別途契約を締結するよう求められる場合があります。IBM はかかる別途締結された契約の当事
者ではありませんが、お客様は IBM に対し、「クラウド・サービス」の一部としてかかるアクセスを提
供することを許可します。本契約の明示的な条件として、お客様は、かかる別個の契約の条件、および
第三者コンテンツに適用できる使用ガイドラインまたは使用制限を遵守することに同意します。また、
お客様は、当該の別個の契約、ガイドライン、または制限のお客様による違反に起因または関連する請
求に関して、IBM を免責することに同意します。特定のエンドポイント・アプリケーションには、アプ
リケーション・プロバイダーが課す使用制限が適用される場合があります。これは、アプリケーション
に対して関連する「クラウド・サービス」の月次制限を超える許可コールの数の低減につながる可能性
があります。

5.4

制限および公正な使用ポリシー
「クラウド・サービス」は、定義されたトリガー・イベントが発生次第、特定の「フロー」を実行する
よう設計されています。ただし、IBM はこれが設定期間内に発生することを保証するものではありませ
ん。
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例外的な状況においては、IBM が対策を講じて、合理的ではないお客様の「フロー」(その他のユーザー
やシステム性能全体に悪影響を及ぼしているもの) を中止または削除することが必要となる場合がありま
す。

5.5

安全なゲートウェイに関する制限
App Connect Designer エクスペリエンスのオプションであるこの安全なゲートウェイ・コンポーネントは、
ユーザーがそれぞれのファイアウォール内でローカル・アプリケーションに接続できる機能を提供しま
す。このゲートウェイ・コンポーネントの利用には、毎月 1GB の使用制限が適用されます。ゲートウェ
イ・コンポーネントは、ローカル・システムと「クラウド・サービス」環境間に暗号化接続を提供して、
ローカル・アプリケーションと「クラウド・サービス」間でのより安全なデータ送信を可能にします。
オプションの安全なゲートウェイ・コンポーネントの利用は、お客様の自己責任で行います。お客様は、
このコンポーネントの使用、またはアプリケーションと「クラウド・サービス」間の暗号化されていな
い通信、またはセキュリティーで保護されていない通信を使用するというお客様の選択に起因または関
連する損害および第三者請求につき、IBM を免責することに同意するものとします。
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