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FUJITSU セキュリティソリューション AZSECURITY BSTS 標的型攻撃対策  FFR yarai 
サービス仕様書 

 
１． サービスの実施  

乙は甲に対し、第4項に記載するサービス（以下「本サービス」とい
う）を提供します。 

 
２． サービスの構成  

本サービスは、乙が運営するクラウド型（SaaS型）のアウトソーシング
サービスです。以下の各項により構成されます。  
(1)AZSECURITY BSTS標的型攻撃対策  FFR yarai 初期設定サ
ービス （以下「初期設定サービス」という） 

(2)AZSECURITY BSTS標的型攻撃対策  FFR yarai 基本利用サ
ービス （以下「基本利用サービス」という） 
 

３． 本サービス実施の前提条件  
(1) 甲の作業  

甲は、乙が本サービスを実施する前提として、以下の作業を実施
するものとします。 
①乙所定のヒアリングシートへの必要事項の記入およびヒアリング
シートの乙への提出  

②乙が提供する株式会社FFRI（以下「FFRI」という）のFFR yarai
（以下「本ソフトウェア」という）の甲専用インストールモジュール
（以下「モジュール」という）を、甲が保有するサーバまたはクライ
アント端末（以下、総称して「対象機器」という）へインストールす
る作業  

(2) 本サービス実施の前提となる環境  
①ネットワーク 
甲は乙が本サービスを実施する前提として、以下のネットワーク

環境を甲の責任と費用負担で準備するものとします。 
 (ⅰ)対象機器をインターネットに接続すること 
 (ⅱ)対象機器からインターネット上にある本サービスのサーバ環

境へ接続する際に、プロキシサーバ等を経由せず下記ポート
の通信を可能とすること 
ポート番号：TCP80、TCP14400 

※Firewallの設定を行う際は、上記のポートは「対象機器→イ
ンターネット」の接続を可としてください。「インターネット→対
象機器」の接続設定は不要です。 

②プロキシサーバ 
インターネット接続経路上にプロキシサーバ（コンテンツキャッ

シュサーバ、Webウイルス対策、URLフィルタリング等）が設置さ
れている場合、必要に応じてプロキシサーバまたはネットワーク
機器、ファイアウォール等（以下、総称して「ネットワーク機器」と
いう）の設定変更を行うものとします。 

③対象機器  
本サービスをご利用頂ける対象機器環境については、添付

別紙「FUJITSU セキュリティソリューション  AZSECURITY BSTS 
標的型攻撃対策  FFR yarai お客様環境要件書」（以下「環境
要件書」という）に定める通りとします。  

 
４． 本サービスの内容  

(1) 初期設定サービス 
 本サービスをご利用いただくために必要な初期設定作業です。乙
は以下の①～②のサービスを提供します。 

①甲専用環境作成  
乙は本サービス上で甲専用の管理機能を実現するため、甲

専用管理環境を構築します。 
②モジュールの提供  

モジュールを生成し、CDまたはDVD媒体で甲に提供します。 
(2) 基本利用サービス 
 乙は以下の①～⑤のサービスを提供します。 
①本ソフトウェアの利用  
 (ⅰ)本ソフトウェアによるマルウェア検知機能  
 (ⅱ)本ソフトウェアの修正ファイルの提供  

ただし、修正ファイルの利用目的は本ソフトウェアのアップデ
ート、バグフィックス、セキュリティパッチの適用とします。  

②例外リストの登録・更新  
 (ⅰ)例外リストへの初回登録  

本サービスでは誤検知に対応するため、本ソフトウェアの例
外リストに、検知対象から外すファイル名を登録します。甲に
よる対象機器へのモジュールのインストール後、乙は誤検知
の有無を確認するために、評価モードでのログ記録を、原則１
か月間実施します。評価モードでのログ記録期間終了後、乙
は検知したファイル一覧（以下「検知リスト」という）を作成し、
甲に提供します。 
甲は、提供された検知リストをもとに、本サービスの検知対

象から外すファイル名を確定し、乙に提出するものとします。
乙は、本サービスの例外リストに、指定されたファイル名を登
録します。 

(ⅱ)例外リストの更新  
例外リストは、月2回まで更新できます。更新を希望する場

合は、甲は、乙に対し、乙所定の書式により例外リストの提供
を申請するものとし、乙は、最新の例外リストを甲に提供するも
のとします。甲は、乙から提供された例外リストをもとに、本サ
ービスの検知対象から外すファイル名を更新し、乙に提出す
るものとします。 
乙は、甲が提出した例外リストを乙営業日の17時までに受

領した場合は、原則として乙の翌々営業日までに本サービス
へ設定反映します。ただし、甲から提出された例外リストに不

備がある場合はこの限りではありません。  
なお、同一月中に3回以上の更新を行う場合は別途費用

が発生するものとします。 
③月次レポートの提供  

乙は、本サービスでマルウェア等を検出した際に出力されるロ
グ情報をもとに、乙所定の書式で月次レポートを提供します。 

④マルウェア検出の通知  
本サービスによりマルウェア等を検出した場合、甲が指定する

メールアドレス1つに対して検知内容をメールで通知します。検
知したマルウェアへの対応は、甲が実施するものとします。  

⑤QAサポートサービス 
乙は、本サービスに関する以下の質問・相談を、電話・

E-mailで受け付け、以下のサービスを実施します。  
 (ⅰ)受付時間  

電話：月～金  9:00～17:00 
   ※祝日および乙の指定する休業日を除く 

E-mail：24時間365日  
甲は、質問・サービスを行う場合には、乙所定の「ご利用 ID

通知書」（以下「ID通知書」という）に記載されているID番号を、
乙に対して告知するものとします。  
なお、QAサポートサービスの利用に際し、甲は電話・インタ

ーネット等の通信費を負担するものとします。  
(ⅱ)対応時間  

質問・相談への対応時間は、月曜日から金曜日まで（祝日
および乙の指定する休業日を除く）の9時から17時までとしま
す。 
なお、乙は、甲からの質問・相談について、ID通知書の「お

客様情報欄」記載の連絡先に、電話またはE-mailで回答す
るものとします。 

(ⅲ)対応言語  
日本語のみ対応します。 

(ⅳ)QAサポートサービスの対象範囲  
QAサポートサービスで対象とする質問・相談は、以下の範

囲とします。なお問題解決支援において、乙が必要と判断し
た場合、甲は、本ソフトウェアの不具合の詳細情報（ログファ
イル等）の資料採取を行い、乙に提供するものとします。 

  ・本ソフトウェアの操作方法・機能に関する質問・相談  
  但し、本サービスの提供範囲外の機能に関する質問・相談
を除く 
・本ソフトウェアに起因して生じたトラブルに関する質問・相談  
・本サービスで提供する例外リスト、月次レポート等の内容に
関する質問・相談  

  ・マルウェア発見時の対応方法に関する質問・相談  
  ・本ソフトウェアのアップグレードに関する質問・相談  
 (ⅴ)QAサポートサービスの範囲外  

以下はQAサポートサービスの範囲外とします。 
・本ソフトウェア以外のソフトウェア製品およびハードウェア／
ネットワーク製品の操作方法・機能に関する質問・相談  
・本ソフトウェア以外のソフトウェア製品およびハードウェア／
ネットワーク製品に起因して生じたトラブル対応  
・乙が保証しない動作環境や体験版、ベータ版等の質問・
相談  
・本ソフトウェアの使用許諾契約に反して甲が加工、修正も
しくは改造した本ソフトウェアについての質問・相談およびト
ラブル対応  
・リモート接続による支援  
・出張訪問（オンサイト）による支援  
・マルウェア感染が疑われるファイルの検体調査  
・マルウェア感染時の感染原因・経路の特定等の調査  
・本サービスの日本国外への提供および日本語以外での問
合せ 
・乙が本サービス用に甲に提供したモジュール以外から本ソ
フトウェアをインストールした場合  
・その他、本号（ⅳ）に記載以外の対応  

(ⅵ)免責事項  
QAサポートサービスは、お客様の質問・相談に対して解決を

保証するものではありません。 
(3) 基本利用サービスの留意事項  

①オフラインでの利用に関する制限  
乙が提供する管理サーバと、対象機器との間で、15日間通

信がなされない場合、対象機器にインストールした本ソフトウェ
アの動作が停止します。この場合、対象機器をインターネットに
接続し、本ソフトウェアと管理サーバの通信が再度確立したとき
に、本ソフトウェアの動作が再開します。  

②評価モードでのマルウェア検出時の動作  
評価モードでのログ記録期間中は、検知したマルウェア等の

動作の停止は行われません。また、対象機器上で本ソフトウェ
アによるマルウェア等検出の通知もされません。 

③誤検知に関する制限  
プログラムファイルを誤検知した場合には、以後、プログラム

ファイルの利用ができなくなります。当該プログラムファイルを利
用したい場合には、当該プログラムファイルのファイル名を例外
リストに登録する必要があります。 
なお、例外リストに登録されているファイルパスと、実際のプロ

グラムファイルのファイルパスが一致していない場合は、誤検知
が発生します。対象機器によってファイルパスが異なるプログラ
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ムファイルにつきましては、必要に応じて複数のファイルパスを
指定するか、ワイルドカードなどによるパス指定をする必要があり
ます。 
 

５． 初期設定サービスの検収  
乙は、甲に対し、初期設定サービス終了後、すみやかにID通知書
により、ID番号、QAサポートサービス所定の電話番号、E-mailアド
レスを通知し、作業の終了を報告するものとします。甲は、当該 ID
通知書の受領後すみやかにその内容を確認するものとし、当該確
認をもって初期設定サービスの検収完了とします。  

 
６． 本サービスで使用可能なライセンス数  

本サービスで使用可能なライセンス数は、ID通知書の「契約ライセ
ンス数」に記載された数量とします。 

(1) 仮想化技術またはマルチブート環境  
仮想化技術またはマルチブート環境等、1台の機器で複数のオ

ペレーティングシステムを稼働させているときは、1オペレーティング
システム当たり1ライセンスを契約するものとします。 

(2) シンクライアント環境  
シンクライアント環境で使用する場合、すべてのクライアントと同

数のライセンス数を契約するものとします。この場合、同時アクセス
数ではなく、アクセスすることが可能なクライアント数を契約するも
のとします。 

 
 

７． 禁止事項  
甲は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないもの

とします。 
(1) 乙の書面による事前の承諾なしでのプログラム・プロダクトに対す

る逆アセンブル、逆コンパイルを伴うリバースエンジニアリング  
(2) 他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為  
(3) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為  
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為  
(5) 基本利用サービスについて、契約したライセンス数を超えて利用

する行為  
(6) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が

義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該
法令に違反する行為  

(7) 上記各項の他、法令、条例もしくは公序良俗に違反する行為、
本サービスの運営を妨害する行為、乙の信用を毀損し、もしくは、
乙の財産を侵害する行為、または、他者に不利益を与える行為  
 

８． 免責  
本サービスに関し、以下の各項の事由は乙の責に帰すことが

できない事由（ただし、これに限らない）であり、乙は、当該事由に
起因して甲に生じた損害についてはいかなる法律上の義務も負
わないものとします。 

(1) 第３項 (2)号に定めるネットワーク、プロキシサーバ、対象機器等の
甲の設備（以下「甲設備」という）のトラブルおよび甲設備に起因
するトラブル 

(2) 甲が他の電気通信事業者から提供を受けているアクセス回線のト
ラブルおよび当該回線に起因するトラブル 

(3) 本サービス用電気通信回線および、ネットワークサービス用電気
通信設備に対して第三者が故意に当該機能を破壊したことに起
因するトラブル 

(4) 甲が本サービスを利用することにより第三者との間で生じたトラブ
ル 

(5) 天災地変、戦争、内乱、停電、ストライキ、法令の変更等の不可
抗力  

(6) 乙サービス環境や本サービス用電気通信回線またはアクセス回
線に高負荷がかかることによる、本サービスのレスポンス等の低下  
 

９． 本サービスの中断および停止  
乙は、次の場合には、本サービスの提供を中断もしくは停止す

ることができるものとします。この場合、乙はあらかじめその旨を甲
に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、乙は
甲に対し、当該停止の内容について事後に報告するものとします。
なお、これにより甲に損害が生じたとしても、乙は一切責任を負い
ません。 

(1) 乙サービス環境その他本サービス用設備の保守上または工事上
やむを得ないとき 

(2) 乙が提供を受けている他の電気通信事業者の都合により、本サ
ービス用電気通信回線またはアクセス回線の使用が不能なとき  

(3) 乙が本サービスを提供するために必要となる電気通信回線、電
気通信設備またはアクセス回線に対し、第三者が故意に当該機
能を破壊する場合、または、当該機能に支障をきたす行為を行っ
た場合  

(4) 天災地変、事故等により、本サービスの提供ができなくなったとき  
 

１０． 責任の制限  
(1) 乙は、本サービスの導入、使用、使用結果等について、原因の如

何に関わらず、いずれの保証をするものではありません。また、本
ソフトウェアの機能が甲の特定の目的に適合することを保証するも
のではありません。 

(2) 乙は、本サービスの利用により、甲におけるマルウェア感染等の
防止を保証するものではなく、甲のマルウェア感染等により、甲ま
たは第三者に生じた直接的、間接的な損害および逸失利益（利
益の損失、業務の中断、業務上の信用の喪失等による損害を含
むがこれに限られない）に関して一切の責任を負わないものとしま
す。 

(3) 本サービスに関して、乙が甲に負う損害賠償の範囲は、その理由

（瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任を含むがこれ
に限られない）の如何を問わず、甲に損害を与える原因となった
月の基本利用サービスの月額契約金額に相当する金額を超え
ないものとします。 
 

１１． 知的財産権の帰属  
本サービスおよび本サービスに使用するソフトウェア（本ソフトウ

ェアを含む）の著作権は乙または第三者に帰属します。また、本サ
ービスに関連して乙が甲に提供したドキュメントの著作権も乙に帰
属しますが、甲は本サービスを利用するために必要な範囲で、そ
れらのドキュメント（ただし、乙が秘密である旨表示したものを除く）
の全部または一部を複製することができます。  
 

１２． サービス仕様書の変更  
(1) 乙は、本書を随時変更することがあります。なお、この場合には、

利用条件その他サービス仕様の内容は、変更後の仕様を適用す
るものとします。 

(2) 乙は、前号の変更を行う場合は、30日以上の予告期間をおいて、
変更後の新仕様の内容を甲に通知するものとします。 
 

１３． 特記事項  
(1) 乙による本サービスの解約  

乙は、6か月前までに甲に書面により通知することにより、本サ
ービスを解約することができるものとします。その場合、甲が未実
施分の本サービスの契約金額を支払済みの場合には、乙は、甲
に対し、当該契約金額を返金するものとします。  

(2) 本サービス解約後の措置  
理由の如何に関わらず、本サービスを解約した場合、甲はすみ

やかに本ソフトウェアの使用を停止し、対象機器から本ソフトウェ
アをアンインストールするとともに、その複製物を破棄するものとし
ます。 

(3) 使用許諾契約条項  
本ソフトウェアの使用許諾契約条項（以下「使用許諾条項」と

いう。）と本サービス仕様書で異なる定めがある場合、本サービス
仕様書が優先して適用されるものとします。 

(4) 再販の禁止  
甲は有償・無償、営利・非営利目的を問わず、乙の許可なく第

三者に本サービスを使用させること、または提供することができな
いものとします。 

以  上  
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FUJITSU セキュリティソリューション AZSECURITY BSTS 標的型攻撃対策  FFR yarai  

お客様環境要件書 
 

１． 利用環境について 

甲は、「FUJITSU セキュリティソリューション AZSECURITY BSTS 標的型攻撃対策  FFR yarai」（以下、本サービスという）を、以下のハード

ウェア／ソフトウェア要件を満たす環境にて利用するものとします。甲が以下の要件を満たさない環境で利用する場合、乙は本サービスにおける

FFR yaraiの動作を保証しないものとします。 

(1) ハードウェア要件  

FFR yaraiのシステム要件に準じます。システム要件は予告なく変更となる場合がありますので、最新情報は株式会社FFRI（以下「FFRI」

という）のホームページでご確認下さい。 

・ プロセッサ 

Intel Core 2 Duo以上の x86 / x64 互換プロセッサ 

・ ハードディスク 

1GB以上の空き容量  

※ 上記はインストール時に必要とされる空き容量であり、修正ファイルやログ等により、さらに空き容量が必要となります。  

・ メモリ 

2GB以上  

※ オペレーティングシステム、アプリケーションの利用状況によっては、要件以上のメモリが必要となる場合があります。 

・ その他  

・ DVD-ROMが読み込み可能なドライブ 

※ FFR yaraiの甲専用インストールモジュールは、初回契約時にCDまたはDVD媒体で提供します。 

なお、インストール作業時に媒体を複製、または格納されているファイル類を複製し、インストールすることは可能です。 

 

なお、上記は本サービスにおけるFFR yaraiの動作に必要なハードウェア要件であり、甲の環境におけるコンピュータの完全な動作、お

よび性能を保証するものではありません。 

 

(2) ソフトウェア要件  

FFR yaraiのシステム要件に準じます。システム要件は予告なく変更となる場合がありますので、最新情報はFFRIのホームページでご確

認下さい。ただし、Windows XP、Windows Server 2003は本サービスのサポート対象外とします。また、日本語版OSのみをサポート対象と

します。 

【32bit版】 

・Windows Vista  : Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate  

・Windows 7   : Starter, Home Premium, Professional,  Enterprise, Ultimate 

・Windows 8 / 8.1  :Core, Pro, Enterprise 

・Windows 10  :Home, Pro, Enterprise, Education 

・Windows Server 2008  : Standard, Enterprise, Datacenter 

【64bit版】 

・Windows 7   ：Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate 

・Windows 8 / 8.1  ：Core, Pro, Enterprise 

・Windows 10  ：Home, Pro, Enterprise, Education 

・Windows Server 2008  ：Standard, Enterprise, Datacenter 

・Windows Server 2008 R2 ：Standard, Enterprise, Datacenter 

・Windows Server 2012  ：Standard, Datacenter 

・Windows Server 2012 R2 ：Standard, Datacenter 

 

(3) 同居が可能なウイルス対策ソフトウェアについて 

FFR yaraiのシステム要件に準じます。システム要件は予告なく変更となる場合がありますので、最新情報はFFRIのホームページでご確

認下さい。なお、仮想化環境での動作も可能です。  

  ・ウイルスバスター コーポレートエディション (10.0 ～ 10.6)  

  ・ウイルスバスター コーポレートエディション Plus (10.6)  
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  ・ウイルスバスタービジネスセキュリティ9.0 

  ・ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス 5.6 

  ・Symantec Endpoint Protection (11～12) 

   ＊・・・本ソフトウェアの例外リストに登録する必要あり  

  ・McAfee Virus Scan Enterprise (8.7.0i～8.8) 

   ＊・・・McAfee側のバッファオーバーフロー保護等の機能を無効にする必要あり  

  ・McAfee SaaS Endpoint Protection (5.2.0～6.0) 

   ＊・・・McAfee側のバッファオーバーフロー保護機能を無効にする必要あり  

  ・ESET NOD32アンチウイルス (Ver.4.2) 

  ・ESET NOD32アンチウイルス V4.2サーバ 

  ・ESET Smart Security (Ver4.2)  

  ・ESET Endpoint Security V5.0 （EES V5.0） 

  ・ESET Endpoint アンチウイルス V5.0 （EEA V5.0） 

  ・ESET File Security for Microsoft Windows Server (EFSW V4.5)  

  ・Windows Defender (Windows 8以降 ) 

 ・F-Secure クライアントセキュリティ (11.6) 

  ・F-Secure アンチウイルスWindowsサーバセキュリティ (11.0) 

  ・Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection  

  ・Trend Micro ServerProtect 5.8 

  ・ウイルスバスター コーポレートエディション (11.0) 

  ・ウイルスバスター コーポレートエディション Plus (11.0)  

  ・ESET NOD32アンチウイルス V8.0 

  ・ESET Smart Security 8.0 

 

 

２． 本要件書の内容について 

本要件書の内容は、予告なく変更される場合があります。本要件書の最新版は、更新時にメールで送付いたします。 

 

以  上  
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