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下表はFOSSによって提供されるサービスの全構成要素を説明しています。以下に示すサービス内容を特定のサービス契約に適用するには、サービス見積書および請求書に

サービス内容が明記されている必要があります。このサービス内容は2020年10月20日から有効です。 

 

サービス内容 

 
 

 サービス内容 / 追加で必要になるFOSS

ライセンス 

サービスに含まれるもの / サービスに含
まれないもの 

お客様が実行する、または代理として
FOSSに実行を許可する必要がある処理 / 

終了 
デジタルサービス    

FossManager™ 
FossManager™ Pro 

サービス内容 

FossManagerはユーザーがリモートから接続装

置を構成できる装置管理サービスで、分析デー

タのバックアップとセキュリティ保護およびユ

ーザーによる分析データの管理、使用、レポー

ト、エクスポートを実現可能にします。 

サービスに含まれるもの 1) 

• 装置をFossConnectサーバーに接続するため

の手順書。 

• 装置の接続に関するリモートサポート（必

要に応じて）。 

• 装置構成および分析データのFossConnectサ

ーバーへの自動アップロード。 

• FossConnectサーバー上の装置ネットワー

クへのネットワーク管理者としてのログイン

アクセス。 

• FossConnectサーバー上の装置ネットワーク

への追加ユーザーの作成および招待を実行する

権利。接続装置1台につき最大5ユーザーアカウ

ント。 

• オンライン自習トレーニング資料へのアクセ

ス（ヘルプファイル、記事、チュートリアルビ

デオ、手順書）。 

• FossConnectサーバー上のアップロードデー

タのストレージ容量（限度は以下のとおり）1)
 

o FossManagerの場合は最大30,000

サンプル、FossManager Proの場合

は最大50,000サンプル 

• 機能（例）: 

o 装置ネットワーク内での接続装置の

構成。 

o 装置ネットワークに公開される分析製

品および設定の構成。 

o 装置がアップロードした分析データ

お客様が実行する、または代理としてFOSSに実

行を許可する必要がある処理 

• 装置オペレーティングソフトウェアを実行し

ているユニットからFossConnectサーバーへの

安定したインターネットアクセスの確保。 

• FossConnectサーバーへの適切な接続を実現

するための装置ソフトウェアの利用可能な最新

バージョンへの更新。 

• FossConnectサービスへの接続と登録を行

うための装置オペレーティングソフトウェア

の構成。 

• FossConnectサーバーにおけるユーザーアカ

ウント登録のための名前および電子メールア

ドレスの提供。 

• FossConnectサービスへの装置情報のアップロ

ードの許可。 

• FOSSまたはFOSSの代理を務めるディストリ

ビューターのアップロードされたデータに対す

るアクセスの許可。 

• FossAccountのセルフサインアップ。 

 

終了3) 

契約の終了時: 

• 装置とサーバーの接続は無効になります。

つまり、装置とFossConnectサーバーの間で

データは交換されなくなります。 

• ネットワーク管理者と装置ネットワークへの

アクセス権を持つ他のユーザーは、最低2か月
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の管理、使用、レポート、エクスポ

ート。 

o FossAccountによる装置情報へのWebア
クセス。 

 

1) 2つのストレージ限度のいずれかに達した場
合、アップロードされたデータは自動的に削
除されます。追加のストレージ容量が利用可
能です。FossConnect OnPremiseサーバーに
保管されているデータに対してストレージ限
度は適用されません。 

 

サービスに含まれないもの 2) 

• 現在の装置ソフトウェアからFossManagerへ

の既存の装置構成またはデータの移行。 

• 現在の装置構成の最適化。 

• 装置トレーニングまたはソフトウェアトレ

ーニング（「サービスに含まれるもの」に記
載されているオンライン資料へのアクセスを
除く）。 

 

2) サポートまたはトレーニング（リモートまた
は対面）はご要望に応じて個別に提供および請求
書発行が可能です。詳細につきましてはFOSS担
当者にお問い合わせください。 

 

間、アップロードされたデータと情報にアクセ

スできます。 

o ユーザーはサンプルデータのエク

スポート、レポートの作成と収

集、装置構成のエクスポート、セ

ルフテストデータのエクスポー

ト、ログファイルのエクスポート

が可能です（終了前にサーバーに

アップロードされた場合）。 

• アップロードされたデータと情報は契約の終

了後最低6か月間3)サーバーに保持されます。 

 

3) 6か月後にデータは自動的にサーバーから削
除されます。お客様は契約期間中または期間終
了後の任意の時点で、サーバーに保管されてい
るデータの削除をFOSSに依頼することができ
ます。 

FossAssure™ サービスの説明 

FossAssureは、分析ソリューションのパフォー

マンスをモニタリングし、稼働時間を最適化す

るためのレポートサービスです。 

 

追加で必要になるFOSSライセンス 

FossAssureには該当する装置に対する
LinkDiagnostic™またはFossManager™サービスの
インストールが必要です。 

サービスに含まれるもの 

• ガイダンスまたはコメントと装置ステータス

を含む、月1回のモニタリングレポート。 

• 接続および登録されている全装置の統一ビュ

ー（履歴レポートと装置の追加情報を含む）

を提供するFossAssureポータルへのログイ

ン。 

• FossAssureポータル上の完全なレポートへの

リンクを含む、月1回の通知電子メール。 

 

サービスに含まれないもの 1)
 

• 報告された装置の問題または装置や部品の修

理・交換に関する継続作業はFossAssureレポ

ートサービスに含まれません。 

 

 

お客様が実行する、または代理としてFOSSに実

行を許可する必要がある処理 

• FossConnectサーバーとFossAssure Webサー

ビス間の装置データおよび情報の共有の許可。 

• FossAccountのセルフサインアップ。 

• FossManagerアカウント（LinkDiagnosticまた
はFossManagerサービスの一部として作成され
る）とFossAccountの関連付け。 

 

終了 

契約の終了時: 

• 装置に関してFossAssureレポートは発行さ

れなくなります。 

• ユーザーは既に発行済みのレポートに最低6

か月間引き続きアクセスできます。 

japanlinguist
ハイライト表示
 ガイダンスまたはコメントと装置ステータスを含む、月1回の装置モニタリングレポート。   
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1) サポートまたはトレーニング（リモートまた
は対面）はご要望に応じて個別に提供および請求
書発行が行われます。詳細につきましてはFOSS

担当者にお問い合わせください。 

 

FossAssure™ Pro サービスの説明 

FossAssure Proは、分析ソリューションのパフォ

ーマンスをモニタリングし、稼働時間を最適化す

ることに加え、キャリブレーションと分析パフォ

ーマンスの検証と最適化を行うためのレポートサ

ービスです。 

 

追加で必要になるFOSSライセンス 

FossAssure Proには該当する装置に対する

FossManagerサービスのインストールが必要で

す。 

サービスに含まれるもの 

• FossAccountを登録するための手順

書。 

• ガイダンスまたはコメントと装置ステータス

を含む、月1回の装置モニタリングレポート。 

• ガイダンスまたはコメントを含む、月1回

のキャリブレーション検証レポート。 

• 接続および登録されている全装置の統一ビュ

ー（履歴レポートと装置の追加情報を含む）

を提供するFossAssureポータルへのログイ

ン。 

• FossAssureポータル上の完全なレポートへの

リンクを含む、月1回の通知電子メール。 

 

サービスに含まれないもの 1)
 

• 報告された装置の問題または装置や部品の修

理・交換に関する継続作業はFossAssureレポ

ートサービスに含まれません。 

• 報告されたキャリブレーションパフォーマン

スの問題またはキャリブレーションモデルの更

新に関する継続作業はFossAssureレポートサ

ービスに含まれません。 

 

1) サポートまたはトレーニング（リモートまた
は対面）はご要望に応じて個別に提供および請求
書発行が行われます。詳細につきましてはFOSS

担当者にお問い合わせください。 

お客様が実行する、または代理としてFOSSに実

行を許可する必要がある処理 

• FossConnectサーバーとFossAssure Webサー

ビス間の装置データおよび情報の共有の許可。 

• FossAccountのセルフサインアップ。 

• FossManagerアカウント（FossManagerサー
ビスの一部として作成される）とFossAccount

の関連付け。 

• 参照結果 

o お客様はモニタリング対象の製品の参

照結果を取得し、データを

FossConnectサーバーにアップロード

する必要があります。 

o お客様は参照成分が製品の検証に十分

なクオリティーであるよう確認する必

要があります。 

 

終了 

契約の終了時: 

• 装置に関してFossAssureレポートは発行さ

れなくなります。 

• ユーザーは既に発行済みのレポートに最低6

か月間引き続きアクセスできます。 
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LinkDiagnostic™ サービス内容 

LinkDiagnosticは装置が故障した際に各地のサー

ビスまたはサポート技術者がリモートからサポー

トを行うことを可能にするクラウドサービスで

す。 

サービスに含まれるもの 

• 装置をLinkDiagnosticサーバーに接続するた

めの手順書。 

• 装置の接続に関するリモートサポート（必要

に応じて）。 

• 装置診断データおよび関連する装置データ

のFossConnectサーバーへの自動アップロー

ド。 

• FossConnectサーバー上のアップロードデー

タのストレージ容量（限度は以下のとおり）1)
 

o 最大30,000サンプル。 
 

1) 2つのストレージ限度のいずれかに達した場
合、アップロードされたデータは自動的に削
除されます。 

 

サービスに含まれないもの 2) 
• 装置構成のバックアップ 

• LinkDiagnosticサーバー上の装置データへのお

客様によるアクセス。 

• 装置トレーニングまたはソフトウェアトレーニ
ング。 

 

2) サポートまたはトレーニング（リモートまた
は対面）はご要望に応じて個別に提供および請
求書発行が可能です。詳細につきましては
FOSS担当者にお問い合わせください。 

お客様が実行する、または代理としてFOSSに

実行を許可する必要がある処理 

• 装置オペレーティングソフトウェアを実行し

ているユニットからLinkDiagnosticサーバーへ

の安定したインターネットアクセスの確保。 

• LinkDiagnosticサーバーへの適切な接続を実現

するための装置ソフトウェアの利用可能な最新

バージョンへの更新。 

• LinkDiagnosticサービスへの接続と登録を行

うための装置オペレーティングソフトウェア

の構成。 

• LinkDiagnosticサービスへの装置情報のア

ップロードの許可。 

• FOSSまたはFOSSの代理を務めるディストリ

ビューターのアップロードされたデータに対す

るアクセスの許可。 

 

終了 

契約の終了時: 

• 装置とサーバーの接続は無効になります。つ

まり、データはLinkDiagnosticサーバーにアッ

プロードされなくなります。 

• 要求に応じてバックアップデータのコピーが送

信されます（契約の終了後2か月以内に要求があ

った場合）。 

• アップロードされたデータは契約の終了後最低

3か月間3)サーバーに保持されます。 

 

3) 3か月後にデータは自動的にサーバーから削
除されます。お客様は契約期間中または期間
終了後の任意の時点で、サーバーに保管され
ているデータの削除をFOSSに依頼することが
できます。 
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FossCalibrator™ サービス内容 

FossCalibratorはPCにシンクライアントがイン

ストールされるクライアントサーバーソリュー

ションです。クライアントはセキュリティ保護

されたインターネット接続を使用してクラウド

内のFossCalibratorサービスと通信します。

FossCalibratorはFOSS分析ソリューションに対

するキャリブレーション開発を行うためのサブ

スクリプションツールです。 

サービスに含まれるもの 

• FossCalibratorクライアントのインストール

に関する情報と手順書。 

• FossCalibratorは1ライセンスアカウント（1ユ

ーザーライセンスのみ）です。 

• PCA、PLS、mPLS、外れ値といった機能を

含む、キャリブレーションモデルを開発するた

めのツール。 

• FOSSの統一されたログイン資格情報である
FossAccountを使用したFossCalibratorサービス
へのアクセス。 

• サブスクライブされた機能レベルでサービ

スを使用する権利。 

• FossCalibratorクラウド内のデータストレージ

（最大データ許容量は2GB）。データの保管は

サブスクリプション期間全般を通じて、終了条

件に合わせて継続します。 

 

サービスに含まれないもの  

• トレーニング、装置またはソフトウェアのリ

モートサポート、コンサルタント業務は最新の

料金表に従って請求書が発行されます。 

 

お客様が実行する、または代理としてFOSSに実

行を許可する必要がある処理 

• 安定したインターネット接続の確保。 

• FossAccountのセルフサインアップ。 

 

終了 

• サブスクリプションが終了すると、保管され

たデータは30暦日後に削除されます。 

• お客様がサブスクリプション期間中にデータ

を削除すると、データの最終削除は30暦日後に

発生します。 

• お客様がデータの回復に関するサポートチケッ

トをFOSSに提起すると、3～5営業日以内にデー

タが回復されます（サポートチケットの提起が

30暦日以内に行われた場合）。 

• サブスクリプションの満了まで、モデル、キャ

リブレーションレポート、およびインデックスベ

クトルをFossCalibratorからファイルに直接エク

スポートできます。満了後にデータにアクセスす

るには、お客様は30暦日以内にFOSSに連絡する

必要があります。 
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FossCalibrator™ Pro サービス内容 

FossCalibratorはPCにシンクライアントがイン

ストールされるクライアントサーバーソリュー

ションです。クライアントはセキュリティ保護

されたインターネット接続を使用してクラウド

内のFossCalibratorサービスと通信します。

FossCalibratorはFOSS分析ソリューションに対

するキャリブレーション開発を行うためのサブ

スクリプションツールです。 

サービスに含まれるもの 

• FossCalibratorクライアントのインストール

に関する情報と手順書。 

• FossCalibratorは1ライセンスアカウント（1

ユーザーライセンスのみ）です。 

• PCA、PLS、mPLS、外れ値、LOCAL、ANNと
いった機能を含む、キャリブレーションモデルを
開発するためのツール。 

• FOSSの統一されたログイン資格情報である
FossAccountを使用したFossCalibratorサービス
へのアクセス。 

• サブスクライブされた機能レベルでサービ

スを使用する権利。 

• FossCalibratorクラウド内のデータストレー

ジ（最大データ許容量は2GB）。データの保管

はサブスクリプション期間全般を通じて、終了

条件に合わせて継続します。 

 

サービスに含まれないもの 

• トレーニング、装置またはソフトウェアのリモ
ートサポート、コンサルタント業務は最新の料
金表に従って請求書が発行されます。 

 

お客様が実行する、または代理としてFOSSに実

行を許可する必要がある処理 

• 安定したインターネット接続の確保。 

• FossAccountのセルフサインアップ。 

 

終了 

• サブスクリプションが終了すると、保管された
データは30暦日後に削除されます。 

• お客様がサブスクリプション期間中にデータ

を削除すると、データの最終削除は30暦日後に

発生します。 

• お客様がデータの回復に関するサポートチケッ

トをFOSSに提起すると、3～5営業日以内にデー

タが回復されます（サポートチケットの提起が

30暦日以内に行われた場合）。 

• サブスクリプションの満了まで、モデル、キャ

リブレーションレポート、およびインデックスベ

クトルをFossCalibratorからファイルに直接エク

スポートできます。満了後にデータにアクセスす

るには、お客様は30暦日以内にFOSSに連絡する

必要があります。 

FossConnect™ Private サービス内容 

FossConnect™ PrivateはFOSSがホスティングす

るサーバーに配置される装置管理ソフトウェア

で、特定のお客様専用です。ユーザーがリモー

トから接続装置を構成することを可能にし、分

析データのバックアップとセキュリティ保護お

よびユーザーによる分析データの管理、使用、

レポート、エクスポートを実現します。 

 

追加で必要になるFOSSライセンス 

接続される装置毎にFossManagerライセンスが必
要です。 

サービスに含まれるもの 

• セキュアな環境内の専用のFossConnect 

Privateサーバー。 

o FOSSによって実行されるインストー

ルと2回の年次ソフトウェアアップグ

レード。 

o 契約終了時までのデータのホスティ

ング（後述の「終了」を参照）。 

o 安定した動作を確保するためのサー

バーパフォーマンスモニタリング。 

o ネットワークの構築ならびに装置およ

びデータの編成に関するオンライント

レーニングとガイダンス。 

• サーバーに対するシステム管理者アクセス。 

 

サービスに含まれないもの 1)
 

• 現在のネットワークプラットフォームから

FossConnectへの既存の装置またはデータの移

行。 

• 装置構成の最適化。 

お客様が実行する、または代理としてFOSSに

実行を許可する必要がある処理 

• サービスの使用状況をモニタリングするため

の、FOSSによる全接続装置からの装置名およ

びシリアル番号の取り込みの許可。 

 

終了 

サーバーソフトウェアはライセンスが管理さ

れ、ライセンス期間は契約期間に一致するよ

う設定されます。契約が終了すると、ライセ

ンスは失効します。 

• 装置とサーバーの接続は無効になります。

つまり、装置とFossConnectサーバーの間で

データは交換されなくなります。 

• ネットワーク管理者と装置ネットワークへの

アクセス権を持つ他のユーザーは、最低6か月

間、アップロードされたデータと情報にアクセ

スできます。 
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• 装置トレーニングまたはソフトウェアトレー
ニング（前述の「サービスに含まれるもの」に
記載されている「ネットワークの構築ならびに
装置およびデータの編成に関するオンライント
レーニングとガイダンス」を除く）。 

 

1) サポートまたはトレーニング（リモートまたは
対面）はご要望に応じて個別に提供および請求書
発行が可能です。詳細につきましてはFOSS担当
者にお問い合わせください。 

o ユーザーはサンプルデータのエク

スポート、レポートの作成と収

集、装置構成のエクスポート、セ

ルフテストデータのエクスポー

ト、ログファイルのエクスポート

が可能です（終了前にサーバーに

アップロードされた場合）。 

• アップロードされたデータと情報は契約の終了

後最低6か月間2)サーバーに保持されます。 

 

2) 6か月後にデータは自動的にサーバーから削
除されます。お客様は契約期間中または期間終
了後の任意の時点で、サーバーに保管されてい
るデータの削除をFOSSに依頼することができ
ます。 

 

FossConnect™ Customer Cloud サービス内容 

FossConnect™ OnPremiseはお客様がホスティ

ングするサーバーに配置される装置管理ソフト

ウェアです。ユーザーがリモートから接続装置

を構成することを可能にし、分析データのバッ

クアップとセキュリティ保護およびユーザーに

よる分析データの管理、使用、レポート、エク

スポートを実現します。 

ソフトウェアはお客様所有のサーバーにインス

トールされ、サーバーの保守とセキュアなバッ

クアップの準備はお客様の責任で行われます。 

 

追加で必要になるFOSSライセンス 

接続される装置毎にFossManagerライセンスが必
要です。 

サービスに含まれるもの 

• FossConnect OnPremiseサーバーソフトウェ
ア。 

o FossConnect OnPremiseサーバーソ

フトウェアのリモートインストールと

セットアップ。 

o ネットワークの構築ならびに装置およ

びデータの編成に関するオンライント

レーニングとガイダンス。 

o FossConnect OnPremiseソフトウ

ェアの一般的なサポートおよびトラ

ブルシューティング。 

• FossConnect OnPremiseソフトウェアの年1

回のソフトウェアリリースの入手。 

o ソフトウェアアップグレードはFOSS

によってリモートからサポートされま

す。 

• 最新のFossConnect OnPremise構成への大幅

な変更（サーバー移行、SQL移行など）に関

するリモートサポート。 

• SQL構成ならびにデータの保守または増加

に関するガイダンス。 

 

お客様が実行する、または代理としてFOSSに

実行を許可する必要がある処理 

• インストールおよびサポートのための、FOSS

によるネットワークサーバーへのリモートアク

セスの許可。 

• FossConnectサーバーのサポートまたは更新

時の、FOSSによる全接続装置からの装置名お

よびシリアル番号の取り込みの許可。 

 

終了 

サーバーソフトウェアはライセンスが管理さ

れ、ライセンス期間は契約期間に一致するよ

う設定されます。契約が終了すると、ライセ

ンスは失効します。 

• 装置とサーバーの接続は無効になります。

つまり、装置とFossConnectサーバーの間で

データは交換されなくなります。 

• ソフトウェアアップグレードおよびサーバー

ソフトウェアのFOSSサポートの利用は拒否さ

れます。 

• アップロードされたデータは、お客様が保守さ

れる限り、サーバーに保持されます。 
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詳細につきましては、フォス・ジャパンにお問い合わせください。 

 
フォス・ジャパン株式会社 

東京都江東区青海2-4-24 

青海フロンティアビル11階 

電話: 03-5962-4811 

Email: info@foss.co.jp 
Web： www.fossanalytics.com/ja-jp 

サービスに含まれないもの 1)
 

• 現在のネットワークプラットフォームから

FossConnectへの既存の装置またはデータの移

行。 

• 装置構成の最適化。 

• 装置トレーニングまたはソフトウェアトレー
ニング（前述の「サービスに含まれるもの」に
記載されている「ネットワークの構築ならびに
装置およびデータの編成に関するオンライント
レーニングとガイダンス」を除く）。 

 

1) サポートまたはトレーニング（リモートまた
は対面）はご要望に応じて個別に提供および請
求書発行が可能です。詳細につきましては
FOSS担当者にお問い合わせください。 

 

• お客様が保守される限り、お客様はサーバー

上のデータにアクセスできます。 

mailto:info@foss.co.jp



