サービス記述書
IBM IoT for Insurance
本「サービス記述書」は IBM がお客様に提供する「クラウド・サービス」について規定するものです。お客様と
は、契約を結ぶ当事者、その許可ユーザーおよび「クラウド・サービス」の受領者を意味します。適用される
「見積書」および「証書 (PoE)」は、別途「取引文書」として提供されます。

1.

クラウド・サービス
IoT for Insurance Cloud Service は、お客様のエンド・ユーザー (以下「お客様の保険契約者」といいま
す。) のセンサー・データをお客様に転送する、統合された IoT 製品インスタンスで、お客様がセン
サー・データを使用できるようにして、さまざまなビジネス・プロセスおよび目標についてお客様を支
援します。 かかるビジネス・プロセスおよび目標には、個別のリスク評価、リアルタイムの保護、保険
契約費用の低減、早期のアラート、個別の助言について「お客様の保険契約者」のためにかかるデータ
を分析すること、および請求の処理および解決の効率化などがあります。
お客様は、管理対象の保険証書のタイプに合わせて「クラウド・サービス」をサブスクライブできます。
●

IBM IoT Vehicle Protection for Cloud

●

IBM IoT Workers Compensation for Cloud

●

IBM IoT Safer Workplace for Cloud

●

IBM IoT Home for Cloud

各「クラウド・サービス」には、「アイテム」使用許諾ごとに 1.5 GB のデータ・ストレージが含まれま
す。

1.1

従量課金サービス
従量課金サービスは、お客様が各「クラウド・サービス」に対して「アイテム」使用許諾ごとに含まれ
ている 1.5 GB のデータ・ストレージを超えた場合に使用されます。従量課金サービスは以下のとおりで
す。

2.

●

IBM IoT Vehicle Protection for Cloud Pay Per Use

●

IBM IoT Workers Compensation for Cloud Pay Per Use

●

IBM IoT Safer Workplace for Cloud Pay Per Use

●

IBM IoT Home for Cloud Pay Per Use

セキュリティーの内容
本「クラウド・サービス」は、IBM の「IBM SaaS」に関する「Data Security and Privacy Principles」
(http://www.ibm.com/cloud/data-security で入手可能) および本セクションの追加条件に従うものとします。
IBM の「Data Security and Privacy Principles」が変更される場合であっても、それにより「クラウド・
サービス」のセキュリティーのレベルが低下することはありません。
保護対象のデータの処理およびデータの特性により提示されるリスクに対して技術的および組織上のセ
キュリティー対策が適切であると、お客様がデータ管理者として判断する場合には、本「クラウド・
サービス」を使用して、個人データが含まれるコンテンツを処理することができます。お客様は、本
「クラウド・サービス」がセンシティブ個人データや追加の規制要件の対象となるデータを保護するた
めのフィーチャーを提供するものではないことを認識しています。お客様は、IBM がコンテンツに含ま
れているデータのタイプを把握していないこと、および「クラウド・サービス」の適合性や適用中のセ
キュリティー保護に関して評価を行えないことに同意します。

2.1

セキュリティー機能および責任
「クラウド・サービス」には、以下のセキュリティー機能が実装されています。
「クラウド・サービス」では、IBM ネットワーク外のデータ伝送中に、コンテンツの暗号化を行います。
「クラウド・サービス」では、データ伝送を待機中の静止時に、コンテンツを暗号化します。
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3.

サービス・レベル・アグリーメント
IBM は、「PoE」に記載するとおり、「クラウド・サービス」に関して、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。) を提供します。「SLA」は保証ではありません。
「SLA」はお客様にのみ提供され、実稼働環境における使用に対してのみ適用されます。

3.1

可用性クレジット
お客様は、「クラウド・サービス」が利用できず、業務に重大な影響が及んだことを最初に知り得たと
きから 24 時間以内に、IBM テクニカル・サポート・ヘルプデスクに対して「重要度 1」のサポート・チ
ケットを記録するものとします。お客様は、あらゆる問題診断および解決に関して IBM を合理的な範囲
で支援するものとします。
「SLA」の未達を申告するサポート・チケットは、契約月の末日から 3 営業日以内に提出するものとし
ます。有効な「SLA」の申告に対する補償は、「クラウド・サービス」の実稼働システム処理が利用で
きない時間 (以下「ダウンタイム」といいます。) に基づいた「クラウド・サービス」の将来の請求に対
するクレジットになります。「ダウンタイム」は、お客様が当該事象を報告した時点から「クラウド・
サービス」が復元される時点までの間で計測され、次のものに関連する時間は含まれません。保守のた
めの計画停止または発表された停止、IBM の支配の及ばない原因、お客様または第三者のコンテンツも
しくはテクノロジーの問題または設計もしくは指示、サポート対象外のシステム構成およびプラット
フォームまたはその他お客様による誤り、またはお客様に起因するセキュリティーに関する事故もしく
はお客様によるセキュリティー・テスト。IBM は、下表のとおり、各契約月における「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。各契約月の補償の合計額は、
「クラウド・サービス」に対する年額料金の 12 分の 1 の 10% を超えないものとします。

3.2

サービス・レベル
「契約月」における「クラウド・サービス」の可用性
「契約月」における可用性

補償
(申告の対象である「契約月」における
「月額サブスクリプション料金」* の割合)

< 99.8%

2%

< 99.0%

5%

< 95.0%

10%

*「クラウド・サービス」が IBM ビジネス・パートナーから取得されたものである場合、月額サブスク
リプション料金は、申告の対象である「契約月」に対して有効な「クラウド・サービス」のその時点で
の最新の表示価格に基づいて計算され、それを 50% 割引した額となります。IBM は、直接お客様に払い
戻します。
「可用性」は、以下のとおり算出されます。契約月における分単位の総時間数から、契約月における
「ダウンタイム」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。

4.

テクニカル・サポート
「クラウド・サービス」のテクニカル・サポートは、オンライン問題報告システムを介して提供されま
す。IBM は、テクニカル・サポートの連絡先情報ならびにその他情報およびプロセスを規定する IBM
Software as a Service Support Handbook を提供します。テクニカル・サポートは「クラウド・サービス」と
共に提供されるものであり、別個のオファリングとして提供されるものではありません。

5.

エンタイトルメントおよび課金情報

5.1

課金単位
「クラウド・サービス」は、「取引文書」に記載された課金単位に基づいて提供されます。
a.

「アイテム」は、「クラウド・サービス」を取得する際の課金単位です。「アイテム」とは、
「IBM SaaS」が処理、管理する、または「クラウド・サービス」の利用に関連する特定のアイテム
が 1 回発生することをいいます。お客様の「PoE」または「取引文書」に規定されている課金期間
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中、「クラウド・サービス」が処理、管理する、または「クラウド・サービス」の利用に関連する
各「アイテム」をカバーするのに十分なエンタイトルメントを取得しなければならないものとしま
す。

b.

5.2

●

IBM IoT Vehicle Protection において、「アイテム」とは、VIN (車両登録番号) や製造番号など
一意の ID 番号を持つ車両をいいます。

●

IBM IoT Workers Compensation において、「アイテム」とは、適用可能な作業者の保険証書の
対象となる人物をいいます。

●

IBM IoT Safer Workplace において、「アイテム」とは、お客様の作業員である人物をいいま
す。

●

IBM IoT Home において、「アイテム」とは、固有の実際の住所をいいます。

「ギガバイト」は、「クラウド・サービス」を取得する際の課金単位です。「ギガバイト」とは、
2 の 30 乗バイトのデータとして定義されます (1,073,741,824 バイト)。お客様の「PoE」または「取
引文書」に定める課金期間中に「クラウド・サービス」によって処理される「ギガバイト」の総数
をカバーするのに十分なエンタイトルメントを取得しなければならないものとします。

超過料金
課金期間中の「クラウド・サービス」の実際の利用が、「PoE」に記載されたエンタイトルメントを超え
る場合には、かかる超過が生じた月の翌月に、「取引文書」に記載された料金で超過料金が請求されま
す。

5.3

従量課金制
従量課金制の料金は、かかる使用の翌月に「取引文書」に記載された料金で請求されます。

6.

期間および更新オプション
「クラウド・サービス」の期間は、「PoE」に記述されるとおり、「クラウド・サービス」へのお客様の
アクセスについて、IBM がお客様に通知した日に開始します。「PoE」には、「クラウド・サービス」
が自動的に更新されるか、継続利用ベースで続行されるか、期間満了時に終了するかが記載されます。
自動更新の場合には、お客様が期間満了日の少なくとも 90 日前までに書面により更新しないことを通知
する場合を除き、「クラウド・サービス」は、「PoE」に定める期間につき自動更新されます。
継続利用の場合は、「クラウド・サービス」は、お客様が 90 日前までに書面により終了を通知するまで、
月単位で継続利用することができます。「クラウド・サービス」は、かかる 90 日の期間後の暦月末日ま
で引き続き利用することができます。

7.

追加条件

7.1

共通事項
お客様は、IBM が広報活動またはマーケティングのコミュニケーションにおいて、お客様を「クラウ
ド・サービス」の利用者として公に言及できることに同意します。

7.2

クラウド・サービスの有効期限
「クラウド・サービス」の満了または終了の前に、お客様は「クラウド・サービス」について提供され
た報告機能またはエクスポート機能を使用してデータを抽出することができます。

7.3

用途
お客様は、次のような危険性の高い活動をサポートするものとして、「クラウド・サービス」を単独で、
または他のサービスや製品と組み合わせて使用してはならず、また他人に当該使用を許可してはなりま
せん。核施設、公共交通システム、航空管制システム、兵器システム、医療機器、または航空機航行も
しくは通信の設計、建築、管理、または保守。あるいはプログラムの障害が生命の危険や重大な人身障
害を引き起こす可能性があるその他のあらゆる活動。
お客様は、IBM が情報技術プロバイダーとしてのみ従事すること、IBM が医療行為やその他の専門的な
臨床行為やライセンスを必要とする行為に従事することを意図していないこと、ならびに「クラウド・
サービス」および「クラウド・サービス」のすべてのコンポーネントが医療機器として、医療機器内で
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の使用または医療機器の付属品としての使用を目的に、専門的な診察、診断、治療、判断として、設計
されたものでも意図したものでもないことを了承します。
「クラウド・サービス」は、特定可能な「個人データ」の保管または受信を目的としたものではありま
せん。お客様は、「クラウド・サービス」を「お客様の保険契約者」のために使用する際に、適用され
るすべての法律要件および規制要件が満たされるように徹底する責任を負います。これについては、
「クラウド・サービス」によって直接サポートされない手順を講じることが必要な場合もあります。
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