ReportConnectionⅡ for クラウド

サービス仕様書

１． サービスの提供者
本サービス仕様書は、お客様(以下「甲」といいます。)に対して株式会社日立システムズ(以下「乙」といいま
す。)が提供する ReportConnectionⅡ for クラウド (以下「本サービス」といいます。)の内容、提供方法につい
て記述したものです。
２． サービス概要
乙は、甲に対し、以下に示す ReportConnectionⅡ for クラウドのサービスを提供します。
本サービスは、「Service Level Agreement（ＳＬＡ）」に定める運用基準に基づき提供されます。尚、本サー
ビス開始後、甲の依頼による本サービスの内容、運用基準等の変更及びサービス仕様書に定めの無い事項につい
ては、別途見積致します。また、その場合の費用については乙の請求に従い甲にお支払い頂くものとします。
（１） サービス商品名
サービス区分
1 ReportConnectionⅡ for
クラウド

2

オプションサービス

①

サービス商品名
・ReportConnectionⅡ利用ライセンス
・ReportConnectionⅡソフトウェア初期設定サービス
・バックアップ代行サービス
・ReportConnectionⅡソフトウェアサポートサービス
・管理者機能操作教育サービス
・本部機能操作教育サービス

ReportConnectionⅡ for クラウド

備考

概要

・ReportConnectionⅡ利用ライセンス
日立システムズデータセンター内に設置した仮想サーバと ReportConnectionⅡソフトウェアの利用ラ
イセンスをご提供します。
Edition により、ご利用いただける拠点数、ユーザ数の上限が異なります。
・ReportConnectionⅡソフトウェア初期設定サービス
日立システムズデータセンター内に設置したサーバに、ReportConnectionⅡの初期セットアップを行
います。
サーバの OS、データセンター内のネットワーク設定、ReportConnectionⅡソフトウェアの初期セット
アップを行います。
マスタデータの設定は、本サービスに含まれません。甲において実施いただきます。
・バックアップ代行サービス
ご契約頂いた ReportConnectionⅡソフトウェアのデータ領域をバックアップします。
バックアップされたデータを戻す場合は、甲のご指示により、乙指定のフォルダに戻します。
リストアの受付は「ReportConnectionⅡソフトウェアサポートサービス」の対応時間内とします。また、
すべてのデータをリストアするものとし、一部データのみのリストア対応は含まれません。
本サービスは、甲作業の代行サービスであり、データの内容、業務との同期を保証するものではありま
せん。
バックアップ実施時間：１回／日
保存世代：１世代（最大で１日前の状態までリストアされます。）
・ReportConnectionⅡソフトウェアサポートサービス
乙は、ReportConnectionⅡに関する甲の問い合わせに対し、乙が別途甲に提供する「利用ガイド」(以
下単に「利用ガイド」といいます。)に定める方法にて回答します。なお甲は、問い合わせを行う場合は、
乙のサービス窓口に対し利用ガイドに定める方法で行うものとします。
乙は甲に対し、ReportConnectionⅡソフトウェアの改良版を提供します。なお改良版とは、対象ソフ
トウェアに対し「機能の改善と追加」「性能の改善」または「問題点の改善」が施されたものをいいま
す。
改良版のセットアップは、甲の指示に基づき、乙が実施します。
ReportConnectionⅡソフトウェアサポートサービスの作業内容については、別紙、「ソフトウェア保

守サービス サービス仕様書」によるものとします。
②

オプションサービス概要
・管理者機能操作教育サービス
乙の作業員が甲指定の場所へ出張し、管理者に必要な事項の説明、およびマスタ作成方法の説明を行
います。（2 時間、1 回）
操作方法に関する説明は対象外となります。
・本部機能操作教育サービス
乙の作業員が甲指定の場所へ出張し、本部機能の操作教育を行います。（3 時間×1 回）
操作教育に必要な、会場、機器は甲においてご準備願います。
支店機能の操作教育については対象外となります。

３． サービス開始条件
（１） 甲の事前準備等
本サービス利用にあたり甲に実施していただく事項は以下の通りとします。
・本サービスを利用するための甲設備の準備
本サービスを利用するためのパソコン、インターネット環境等は、甲にご準備いただきます。
パソコンの動作環境は以下の通りとします。
項目
1

2

OS

Web ブラウザ

3

メモリ

4

ディスク容量

内容
Microsoft Windows 7 Professional、Enterprise、
Ultimate Edition (32bit 版/64bit 版) ※1
Microsoft Windows 8.1 Pro、Enterprise Edition (32bit 版/64bit 版)
Microsoft Windows 10 Pro、Enterprise Edition (32bit 版/64bit 版)
※1 本部機能を使用する場合は、ユーザーアカウント制御を通知しないに設定する必
要があります。
※ Global Edition 製品では、日本語 OS、英語 OS に対応します。
Microsoft Windows 7 の場合
Internet Explorer 9.0、10.0 、11.0
Microsoft Windows 8.1 の場合 ※1
Internet Explorer 11.0
Microsoft Windows 10 の場合 ※2
Internet Explorer 11.0
Microsoft Edge (支店機能のみ対応) ※3
※ Internet Explorer で本部機能を使用する場合は、セキュリティレベルを「中以下」
に設定する必要があります。
※ いずれの OS においても Internet Explorer は 32bit 版のみサポートします。
※1 デスクトップ環境からの利用をサポートします(Metro 環境はサポート対象外)。
※2 仮想デスクトップ環境、タブレットモードはサポート対象外となります。
※3 Microsoft Edge は支店機能(提出のみ実施するユーザー向け)のみ対応します
32bit 版 OS の場合 1GB 以上 (2GB 以上推奨) ※1
64bit 版 OS の場合 2GB 以上
※1 Microsoft Excel 2016 を使用する場合は 2GB 以上必須。
利用中の OS や Microsoft Excel の稼働要件を満たしているものとします。
また、本部機能を使用する場合は以下の空き容量が別途必要です。
Microsoft Windows 7 (32bit 版)の場合
1.2GB
Microsoft Windows 7 (64bit 版)の場合
2.1GB
Microsoft Windows 8.1, 10 の場合
600MB

5

ディスプレイ

上記は必須要件であり、2GB(32bitOS)、4GB(64bitOS)以上の空き容量がある動作環
境を推奨します。
解像度 XGA(1024 x 768)以上、High Color(65,536 色)以上

6

Microsoft Excel

Microsoft Excel 2007
Microsoft Excel 2010
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2016

※対応ファイル形式は「xls、xlsx、xlsm」となります。
※いずれの OS においても 32bit 版の Excel のみサポートします。
※Global Edition 製品では、日本語版と英語版の Excel に対応します。
・xls、xlsm 形式でマクロを利用する場合、すべてのマクロの動作について保証して
いません。マクロの使用については、事前に動作確認を行った上で使用してください
（なお、シートのマクロは引き継ぐことができません）。
・Excel の機能であるブックの保護は利用できません。
・合計値の集計は 10 桁までの整数を推奨します。
・言語切替機能を利用する場合は、英語 OS では、日本語で記述されたファイルや日
本語のファイル名を扱うことはできません。
・ 対象のデータが大量にある場合、集計処理速度が極端に遅くなる可能性があります。
より快適に集計処理を動作させるために CPU、メモリ性能が高いクライアントのご利
用を推奨します。
7 通信機器
インターネット接続が可能であること。
※上記の動作環境を甲が変更したことに起因し、本サービスが利用できなくなった場合、乙は一切責任を負い
ません。
※上記条件を満たす場合でも、利用者様固有の環境によっては、すべての機能がご利用頂けない場合もござい
ます。ご了承下さい。
・本サービスを利用するためのプロバイダ契約、回線使用料金の負担
本サービスを利用するためのプロバイダ契約、回線使用料金については甲にてご負担頂きます。
・本サービスを利用するための甲設備の利用環境設定
本サービスを利用するためのパソコン、インターネット環境等は、甲にて利用環境を設定頂きます。
また、インターネット環境は、本サービスを使用するに当たって必要十分な通信帯域が確保できているも
のと致します。
本サービスを利用するためのソフトウェア（集計ツール、ActiveX）のインストールは、甲にて実施頂きま
す。
・本サービスを利用するための甲設備の運用
本サービスを利用するための甲設備の運用は、甲にて運用いただきます。
４． サービス提供時間
「Service Level Agreement（ＳＬＡ）」に定めたサービス提供時間と致します。
５． データの保持期間
お客様により ReportConnectionⅡに登録されたデータは、過去データとして１年分を保持するものとし、１３
ヶ月経過した時点で削除致します。
また、データは最大 5GB 保持するものとし、最大容量を超えたことが確認された場合は、事前に甲へ通知のう
え、データの保持期間に関らず、過去データの一部を削除致します。
データの保持について、乙は責任を負わないものと致します。ご了承ください。また、本サービス利用終了後
は、データの保持は行わないものと致します。

６．

乙からの提供物

乙が本サービスで提供する提供物は以下の通りとします。
提供物
数
提供予定時期
量
１
報告書集計システム操作説
１ 申込完了から
明書本部編
３営業日
２
報告書集計システム操作説
１ 申込完了から
明書支店編
３営業日
３
報告書集計システム操作説
１ 申込完了から
明書管理者編
３営業日
４
報告書集計システムメッセ
１ 申込完了から
ージ一覧
３営業日
５
集計ツール操作説明書
１ 申込完了から
３営業日
７． ソフトウェアの提供
以下の方法で提供致します。
提供物
１
集計ツール

提供方法

備考

ダウンロード
ダウンロード
ダウンロード
ダウンロード
ダウンロード

数量
１

提供予定時期
提供方法
備考
申込完了から
ダウンロード
本部機能をご利用の場合
３営業日
２
ActiveX
１ 申込完了から
ダウンロード
本部機能をご利用の場合
３営業日
上記のうち提供方法が「ダウンロード」と記載されている場合、別途乙が指定するアドレスより、甲にてオペ
レーションいただくものと致します。
提供予定時期は、標準的な期間です。申込み状況等により日数がかかる場合がありますのでご了承ください。
８．作業・責任分担

１
２
３
４
５

作業分類
準備、
導入

６
７
８
９
１０
１１

１２

１３

作業内容
パソコン、インターネット環境等の準備
ReportConnectionⅡの初期セットアップ
集計ツール、ActiveX のインストール
マスタデータの登録
管理者機能操作教育
本部機能操作教育

運用

バックア
ップ
問い合わ
せ、回答

マスタデータの更新
OS パッチ(WindowsUpdate)の適用作業
ReportConnectionⅡの改良版セットアッ
プ作業
ReportConnectionⅡのデータバックアッ
プ実施
ReportConnectionⅡに関する問い合わせ
対応

○：作業・責任主体、△：支援、－：対象外
甲
乙
備考
○
―
―
○
○
―
○
―
管理者機能操作教育サービス
（△） （○）
をご利用の場合のみ行います。
本部機能操作教育サービスを
（△） （○）
ご利用の場合のみ行います。
○
―
△
○
※１（表外下を参照）
※１（表外下を参照）
△
○
△

○

―

○

○

―

―

○

調査資料の採取

甲への連絡（メンテナンス、障害等の連絡
を含む）

予め登録された甲のご担当者
からの問い合わせに対し受付
を行います。
乙からの依頼に基づき、調査資
料を採取いただき、乙指定の宛
先へ送付していただきます。
予め登録された甲連絡先へ連
絡を行います。

１４

障害対応

１５
１６
１７
１８
１９
２０

甲への連絡（メンテナンス、障害等の連絡
を含む）
甲以外への連絡（メンテナンス、障害等の
連絡を含む）
障害の検知
ReportConnectionⅡサーバの復旧
ReportConnectionⅡソフトウェアの復旧
集計ツール、ActiveX の再インストール
バックアップデータのリストア

―

○

○

―

○
―
―
○
△

―
○
○
―
○

予め登録された甲連絡先へ連
絡を行います。
甲以外の利用者がある場合は、
甲から連絡するものとします。
※２（表外下を参照）
※３（表外下を参照）
※３（表外下を参照）
※４（表外下を参照）

※１ 適用、セットアップ作業は、原則、乙にて定めた運用仕様（実施日時等）に基づき実施します。
※２ 本サービスでは、監視システムによる監視は行いません。甲からの連絡に基づき障害対応を行うものとし
ます。
※３ 初期導入時点（上記７．作業・責任分担表の項番２の当社作業範囲）までとなります。甲にて追加、変更
された環境、データ等は復旧されません。
※４ 最新のバックアップデータでリストアを行います。バックアップ後に追加、更新されたデータについては
復旧されません。甲において再度追加、更新いただくものとします。復旧結果については、乙は責任を負わ
ないものとします。ご了承ください。
９．その他
・パスワードについて
パスワードは、甲の責任において管理いただくものとします。
・監査依頼（センタの立ち入り、資料の提出等を含む）には対応しないものとします。
・本サービスへの接続回線はベストエフォート型サービスとなります。通信帯域について、乙は責任を負わ
ないものと致します。
・甲の要件にあわせた個別機能の追加は実施しないものとします。

別紙１
１．ReportConnectionⅡ for クラウドの概要

インター

日立システムズ 仮想サーバ基盤

ネット

ReportConnectionⅡ
サーバ

ファイアーウォール

ReportConnectionⅡ
サーバ

ReportConnectionⅡ
本部機能をご利用の
場合
集計ツール、ActiveX を
インストール

サーバ

ReportConnectionⅡ
ReportConnectionⅡ for クラウド Service Level Agreement（ＳＬＡ）
Agreement（ＳＬＡ）
第１条（契約における SLA の範囲）
（１） SLA 対象サービス
ReportConnectionⅡ for クラウド
（詳細は、ReportConnectionⅡ for クラウドサービス仕様書記載のとおりとします。）
第２条（サービス提供時間帯）
本契約に基づき、当社が提供するサービス提供時間帯は、以下のとおりとします。
（１）

サービス提供時間帯：24 時間 365 日（計画停止を除く）
ただし、時間帯により提供するサービスの範囲が異なります。（下表参照）
項番
サービス内容
基準値（設定値）
1
・ReportConnectionⅡ for クラウド
24 時間 365 日
（項番 2 に含まれるサービスを除く）
（計画停止および定期的なメンテナンス時間帯を
除く）
2
・ReportConnectionⅡソフトウェア初期設定サ
平日 9:00～12：00 13：00～17：00
ービス
ただし、「国民の祝日に関する法律」に定める
・バックアップ代行サービス
休日及び当社が定める休日を除きます
・ReportConnectionⅡソフトウェアサポートサ
（以下、当社営業時間と呼称します）
ービス
3
・障害、異常に対する復旧作業
当社営業時間
4
・管理者機能操作教育サービス（オプション）
当社営業時間
・本部機能操作教育サービス（オプション）

（２）

計画停止
サーバメンテナンスのため、毎月 1 回サービスが停止します。サーバメンテナンス日および時間につい
ては、利用開始ページのお知らせ画面にて通知を行います。
その他の日程で、サービス停止を伴う作業が必要となった場合には、作業実施日の 3 日前までに利用開
始ページのお知らせ画面にて通知を行います。ただし、当社が緊急と判断した場合は、事前にお客様に
通知することなく、サービスの全部または一部を停止することがあります。

第３条（SLA の設定）
（１）本サービスの SLA を以下の通り設定します。
本サービス品質が SLA 設定値を下回る場合は、当月サービス料金の返還申し入れに応じます。
返還額の上限は、減額の対象となる状況が発生した当月に、当社からご請求するサービス料金の１０分
の１を上限とします。
サービス項目名
サービス項目の説明
基準値（設定値）
項番
１
サービス提供時間帯
サービスが利用可能な時間
24 時間 365 日
ただし、計画停止および定期的なメ
ンテナンス時間帯を除く
２
障害対応時間帯
障害対応を行う曜日、時間帯
当社営業時間
３
障害復旧時間
障害が発生してから復旧までに要 8 営業時間
する時間
４
障害通知時間
障害通知時間＝障害を検出し、障害 3 営業時間
状況の一報を通知するまでの時間
（当社営業時間内に検知の場合）
５
計画停止の通知
定期的な保守停止の連絡を実施
3 日前までに利用開始ページのお知
らせで通知
ただし、緊急作業時を除く
６
通信の暗号化
システムとやりとりされる通信の 日 本 ベ リ サ イ ン 社 提 供 の セ キ ュ
暗号化
ア・サーバ ID による SSL 通信を実
施
７
サーバのセキュリティ対策 サービス提供サーバのセキュリテ ファイアウォールによる通信ポー
ィ対策
トの制限およびウイルス対策ソフ
トによる常時ウイルス監視を実施
８
情報取扱い環境
当社におけるデータ取扱環境
静脈認証および IC カードによる入
室管理を実施し、取扱者を制限

※定期的なメンテナンスとは、ReportConnectionⅡのデータ領域のバックアップ、および一定期間経過した過去
データの削除を指します。データの保持期間については、ReportConnectionⅡ for クラウドサービス仕様書に定
めた期間と致します。
※障害とは、全ての機能が連続して１時間以上利用できない場合とします。
※障害発生の起点時間は、お客様からの申告により当社が障害と認知した時点、または、当社からお客様に障害
の通知を行った時点とします。
※お客様への障害通知は、利用開始ページのお知らせで通知、または、事前登録されている担当者へメール送付
により、実施するものとします。
※復旧完了の時間は、当社が問題の回復を認知、または代替手段の提供を行った時点とします。
第４条（SLA の適用外）
・ 天災地変その他の不可抗力によるサービス停止
・ データの欠損や損失を伴う障害
・ サーバで稼働する当社の製造に係らないソフト、ＯＳに起因する障害
・

利用者の故意又は過失に起因するサービス停止

・
・

第三者の攻撃に伴う障害
その他、契約書に記載の当社責任外となる事象、現象

第５条（SLA の変更）
（１） 当社は、本書の内容を変更する場合があります。変更の場合は、事前に通知を行います。
─

以

上

─

