
KDDI データセンター

日々増加・複雑になる社内システムの運用・管理に

対応できていますか？

ビジネスの継続に欠かせない社内システムの

災害対策は十分ですか？➠

KDDIのデータセンターが解決します。
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KDDIの確かな実績と高度なノウハウを集結させた、

『KDDI データセンター』が、

お客さまのビジネスをパーフェクトにサポート

システムやネットワークの管理が一段と複雑化するなかで、ASP事業

の展開、eビジネスの環境構築、イントラ／エクストラネットのアウトソ

ーシングには、従来にも増して高い信頼性や利便性が求められてい

ます。具体的には、信頼性の高いインターネットアクセス、セキュアな

ネットワーク、フレキシビリティに富んだ運用・監視・保守を、いかにコ

ストを抑えながら維持するか、これがビジネスにおける成長の鍵を握

ると言われています。

KDDIは、十数年にわたって700社以上のお客さまにサービスを提供

してきた実績と、それにより培った高度なノウハウを結集したデータセ

ンターサービスを提供することにより、高度化、多様化するお客さまの

ニーズに対応します。さらに、電源・空調設備等のインフラやネットワ

ーク、運用・監視・保守だけでなく、各サイトを結ぶデータセンターイー

サネットをはじめ、セキュリティ、ECサイト、コールセンター構築等のソ

リューションサービスまで、付加価値の高いサービスを提供してまいり

ます。

24時間365日の監視による
強固なセキュリティシステムを採用

監視カメラ、ICカードなどによる入退室管理、ラッ

クケージへの施錠、24時間×365日運用者の常

駐による監視など、強固なセキュリティシステムを

採用しています。また入退室においては、事前確

認・登録・記録も平行して実施しています。＊

通信キャリアならではの大容量・高速インターネット
バックボーンに直結

国内で最大級の大容量・高速インターネットバッ

クボーンに直接接続しています。日本国内の

JPIX、dix-ie（旧NSPIXP-2）、欧米の主要IXと

高速接続しているほか、国内外の主要ISPとも高

速接続しています。またその他にも広域イーサネ

ット、IP-VPN、インターネット、専用線、音声サ

ービスなどの多種多様なネットワークサービスの

ご利用が可能です。＊

監視カメラ Cカードリーダー

光ファイバーケーブル

潤沢なデータセンター専用フロアを確保

日本全国はもとより、海外の主要都市でもサー

ビスをご提供しています。また潤沢なフロアスペ

ースにより、お客さまのニーズに応じた柔軟な拡

張が可能です。

お客さまのあらゆるニーズを
トータルサポート

セキュリティ、ECサイト、コールセンター構

築、運用アウトソーシング等のあらゆるニー

ズを満たすトータルソリューションをご提供

します。

コロケーションフロア
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長年のノウハウを活かした
高度な運用・監視・保守

これまでの運用アウトソーシングのノウハウを活か

して、お客さま設備の高度な運用・監視・保守を

実現。お客さまのオペレーション業務の負荷軽減

を図ります。＊

オペレーションルーム

冗長構成のとれたノンストップ
空調・電源システムを完備

大規模サーバのご利用にも十分対応できる冗長

構成のとれた電源・空調システムを完備していま

す。さらに、万一停電が発生しても無停電電源装

置（UPS）や自家発電設備により、無瞬断でバック

アップします。 空調設備 自家発電設備 受配電設備

震度7にも耐えられる
耐震性と防火対策

データセンターの建物は、震度7クラスの地震に

も耐えられる耐震構造となっているほか、火災に

対しても、火災報知システムや延焼防止システム

に加え、超高感度煙検知システム（VESDA）の採

用により万全を期しています。＊

ハロン消火設備 VESDA

＊ご提供サイトにより条件が異なります。

「BS7799」および
「ISMS適合性評価制度」の認証について

KDDIは、サービス安全性・信頼性をさらに確実なものとし、お客さまに安心して

ご利用していただくために、データセンターにおいて、情報セキュリティマネジメント

システム（以下、ISMS＊）の国際規格である「BS7799:PART2」および国内規格

である「ISMS適合性評価制度」の認証をそれぞれ取得を推進しております。 ※上記は渋谷データセンターの認証番号です。

＊Information Security Management System
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安全性に優れた先進設備と柔軟な拡張性で、

お客さまニーズに応じた、きめ細かなサービスをご提供します。

コロケーションサービス
お客さまの用途に合わせて、コロケーションサービス（スペース貸し、ラック貸し、ケージ・ラック

貸し）をお選びいただけます。

また、コロケーションサービスをご利用のお客さまには、電源・空調のほか、入退室管理、お客

さま設備のランプ確認、電源のON／OFFを無償でご提供します。＊

データセンターイーサネット
コロケーションサービスをご利用のお客さまは、潤沢なバックボーンをベースとしたイーサネット

網により、当社サイト間で超高速のLAN接続環境がご利用いただけます。＊

●異なるサイト間を高速LANにより接続し、同一のLANセグメントを

構築可能です。

●レイヤー2サービスのため、上位のアプリケーションにまったく依存

しません。また、あらゆるルーティングプロトコルに対応可能です。

●VLANグループの設定により高度なセキュリティ環境が実現可能で

す。

●ゾーンをまたがる通信部分においてお客さま側で品目等を選択い

ただく「ゾーン設定タイプ」と、ゾーン間通信部分をあらかじめバンド

ルした「全国一律料金タイプ」のいずれかをご選択いただけます。

＊オープンコロケーションをご利用いただく場合、お客さまが持ち込むラックの仕様、
お客さま機器の実装方法については、事前にご相談ください。

＊同一ネットワークでの混在はできません。

ゾーン間通信
0.5Mbps／1Mbps／1.5Mbps／

2Mbps～10Mbps（1Mbps単位）

10Mbps／15Mbps／

20Mbps～100Mbps（10Mbps単位）

100Mbps～1Gbps（100Mbps単位）

データセンター内アクセスポート
LAN 10Mbps／100Mbps／200Mbps／

300Mbps／400Mbps／1Gbps
KDDI データセンター� KDDI データセンター�

ゾーン間通信網�

地域ゾーン網� 地域ゾーン網�

KDDI データセンター�

オープンコロケーション（スペース貸し） ラックコロケーション（ラック貸し） ケージコロケーション（ケージ・ラック貸し）

※一部サイトによっては、ご提供内容が異なる場合
があります。
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インターネットゲートウェイサービス
インターネット接続サービスにおいて安定した実績を誇るKDDIのバックボーン。

数十年にわたってビジネスバックボーンを支え続けた、高信頼性・高品質なインターネットゲートウェ

イサービスをKDDIがご提供。IXハウジングビル内で直接続という好立地条件を活かし、BGP接続

専門プロバイダとしての安定的なネットワーク運用をお約束します。

マネージドサービス ※一部サイトによってはご提供内容が異なる場合があります。

コロケーションサービスをご利用のお客さまに、機器の死活状態やリソースを監視すると共に、監視

情報レポートをご提供。また24時間・365日にわたり、高度なスキルと豊富な実績をもった運用者に

よるサービスをご提供いたします。

監視サービス
監視設備とお客さま設備の間を専用の回

線で接続し、定期的に稼働状況等を監視

します。

レポートサービス
お客さま設備のMIB情報の収集等により、

各種レポートをWeb上でご提供します。

・Ping監視

・リソース監視（CPU・メモリ・HDD使用率

など）

定期作業代行サービス
お客さま設備のリブート、メディアの交換等

の定期的な作業を代行します。

・トラフィックレポート

・稼働率レポート など

障害措置支援サービス
お客さま設備のステータスを確認し、障害

切り分け・復旧からベンダーへの手配まで

障害時のサポートを実施します。

LAN

The Internet

KDDIバックボーン�

KDDI�
ネットワーク�

KDDI データセンター�

ルータ�

お客さまルータ�

KDDI データセンター�

お客さま設備�

監視サービス�

定期作業�
代行サービス�

障害措置�
支援サービス�

メール通知（監視サービス）�

電話連絡（障害措置支援サービス）�

監視サービス�

監視サービス�

レポート�
サービス�

監視サービス�

KDDI�
運用窓口�

共通監視�
装置�

お客様設備�

お客さま宅内�

e
障害発生�

障害／アラーム検知�

Internet
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冗長構成による信頼性の高い電源・空調設備、24時間×365日運

用者の常駐による監視のもと、スペース、ラック、ケージ単位でのコ

ロケーションサービスをご提供します。

また、ご利用のお客さまに入退室管理、お客さま設備のランプ確認、

お客さま設備の電源ON／OFFを無償でご提供します。

コロケーションサービス

コロケーションサービスをご利用のお客さまに、機器の死活状態やリ

ソースを監視するとともに、監視情報レポートをご提供。また24時

間・365日にわたり、高度なスキルと豊富な実績をもった運用者によ

るサービスをご提供いたします。

マネージドサービス

データセンター内からLAN接続する、大容量・高速・高信頼のインタ

ーネットゲートウェイサービスをご提供いたします。

インターネットサービス

低速から高速、国内から国際までのあらゆるネットワークサービスをご

提供します。

ネットワークサービス

ソリューションサービス

オープンコロケーション

ラックコロケーション

ケージコロケーション

監視サービス

（データセンターイーサネットサービス）

KDDI Powered Ethernet

KDDI IP-VPNサービス

KDDI インターネット

KDDI 専用線サービス

KDDI DODサービス

レポートサービス

障害措置支援サービス

定期作業代行サービス

※一部サイトによってはご提供内容が異なる場合があります。

インターネットゲートウェイサービス

KDDI ホスティングサービス

KDDI 専用サーバサービス

※一部サイトによってはご提供内容が異なる場合があります。

簡単に、低料金でお客さまドメインのホームページの開設やメールア

ドレスの取得が可能です。また、メールウイルスチェック・Webメール

などの高機能付加サービスも充実しています。

ホスティングサービス

※一部サイトによってはご提供内容が異なる場合があります。

※一部サイトによってはご提供内容が異なる場合があります。

企業において、ウイルスの脅威や情報漏えいによる社会的信用の失

墜は大きな痛手となります。KDDIは、お客さまネットワークにおけるセ

キュリティ対策をトータルにサポートいたします。

セキュリティサービス

KDDI メールウイルス対策

KDDI セキュアライン（BOXタイプ）

KDDI ウイルス対策サービス（ゲートウェイ版）

KDDI ファイアウォール運用管理サービス

KDDI セキュリティ監視サービス

KDDI セキュリティ監査サービス

KDDI ISMS/セキュリティポリシー構築支援サービス

※一部サイトによってはご提供内容が異なる場合があります。

モバイルソリューション

ネットワークコンサルティング

運用アウトソーシング

パッケージソリューション

すべてのビジネスシーンに必要なネットワークサービスを、運用・監

視・保守を含めた幅広い範囲でご提供します。

サービスメニュー一覧
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ロケーション

国内外の主要都市で、お客さまに最適なサービスのご提供が可能です。

各サイトは、KDDIの陸上光ケーブルおよび海底光ケーブルを用いた

大容量・高速バックボーンで、日本全国・全世界とつながっています。

国内展開

海外展開

シンガポール�

バンコク�

台北�

香港�

上海�

北京�
ソウル�

シドニー�

ロサンゼルス�

サンパウロ�

ロンドン�

ノース�
イースト�
メトロ�

パリ�

ジュヌール�
ヴォルテール�

ニューヨーク�

スタッテン�
ブロードウェイ�
マンハッタン�

渋谷 新宿 大手町

お台場 江東

大阪
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http://www.kddi.com/business/�
sales@kddi.com

0605

●記載の内容・料金は2006年5月1日現在のものです。

http://www.kddi.com/business/
〔サービス内容についてのお問い合わせ〕
https://www.kddi.com/business/otoiawase/form_network.html


