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【改訂履歴】 

版 改訂⽇ 改訂者 改訂内容 

1.0 2019/05/20 JBS 新規作成 

2.0 2020/03/02 JBS 「2.1. 標準サービス」の以下を変更。 
・「基本サービス」の 3. 監視ポータルサイト提供を、「監視サービス」に
追加。 
・「監視サービス」の「パフォーマンスレポート」のうち、レポート提出⽅法
を、Email から監視ポータルサイトへ変更。 
・「障害復旧⽀援サービス」を、「障害調査⽀援サービス」及び「障害
復旧⽀援サービス」へ分割。 
・「障害復旧⽀援サービス」に、オンサイト対応地域について追記。 
 
「2.2. オプションサービス」の以下を変更。 
・「オンサイト⽴会い」に、オンサイト対応地域について追記。 
・「オペレーション代⾏」に、原則リモート対応及びオンサイト対応地域
について追記。 
・「URL 監視」に、数量について明記。 
・「PaaS 監視」を削除。 
・「OneLogin 導⼊」のタイトルを「シングルサインオン導⼊」へ変更及
び数量について明記。 
・「オプション監視」を追加。 
 
「3.1. 標準サービスプラン」のパッケージを追記。 
「3.2. オプションセット」から「オンサイト⽴会い」を削除。 
「3.3. カスタマイズプラン」を追加。 

3.0 2022/03/01 JBS 「2.2.1. 基本サービス」の以下を変更。 
・1. 受付窓⼝に「Web サイト」を追加。 
「2.2. オプションサービス」の以下を変更。 
・「2.2.12 特権 ID 管理」を追加。 

4.0 2022/08/01 JBS 仕様書フォーマットを変更。 
 
「2.1. 標準サービス」の以下を変更。 
・「2.1.2. リモートアクセスサービス」を追加。 
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「3.1. 標準サービスプラン」の以下を変更。 
・「リモートアクセスプラン」を追加。 
 
「3.3. カスタマイズプラン」の以下を変更。 
・「リモートアクセスプラン」を追加。 
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1. はじめに 

本サービス仕様書は⽇本ビジネスシステムズ株式会社(以下、「当社」という)が「the MATRIX for マネージドシステム

サービス」のサービス(以下、「サービス」という)を提供するにあたってのサービス仕様を記載するものとなります。 

本仕様書の内容はサービス内容の更新等により、追加・変更されることがあります。 
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2. サービス内容 

本サービスのサービス項目及び内容について本項に記載します。 

本サービスは本項に記載のある内容となり、記載の無い内容はサービス範囲外となります。 

 

2.1. 標準サービス 

 
2.1.1. 基本サービス 

ご契約頂いた対象製品に対し、以下の基本サービスを提供します。 

 

1. 受付窓⼝ 

ご契約範囲内のお問い合わせ及び各種対応依頼受付のための下記窓⼝を設けます。 

障害受付窓⼝ 

窓⼝名 JBS マネージドサービスセンター 

受付時間 24 時間 365 ⽇ 

メールアドレス maintenance@jbs.com 

電話番号 03-4540-6505 

Web サイト 必要に応じて別途ご案内 

※⽇本語対応のみとなります。 

 

2. インシデント管理 

本サービスにかかる障害、問い合わせ、監視サービスによるアラート検知等の稼動について、その内容、対応履

歴を記録し、発⽣から対応完了までの進捗管理を実施します。 
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2.1.2. リモートアクセスサービス 

お客様が管理するホストへ、インターネットアクセスを介して⾏います。 

ご契約頂いたホストに対し、リモートアクセス環境を提供します。 

監視システムまでのネットワーク環境、設置箇所及び電源（クラウド環境の場合はクラウドリソース）等は 

お客様にご提供頂きます。監視対象ホストへのエージェントインストールや監視対象ホストに対する変更は、お客様と協

議の上、当社もしくはお客様にて実施するものとします。 

 

リモートアクセスサービスは以下のサービスで構成されます。 

 

1. ポータルサイト提供 

リモートアクセスサービスを利⽤されるホストの確認が⾏えるポータルサイトを提供します。 

ポータルサイトのログインユーザは 15 ユーザを上限として、ログイン ID は当社指定のものとします。 

ログイン ID、パスワードはアカウント発⾏時に Email にて通知します。 

インターネットアクセスを介しての提供になります。 

 

2. リモートアクセス設計 / 設定 

監視システムからリモートアクセスするホストの設計及び設定を⾏います。 

 

3. 監視システムの変更管理 

以下の変更について、本契約範囲内で監視システムのメンテナンスを実施します。 

・各対象ホストに対するリモートアクセスパラメータの適⽤や調整 

・ポータルサイトのアカウント追加/削除 

・リモートアクセス対象ホストの追加/削除 

 

4. アラート通報 

監視システムにより、リモートアクセス対象ホストとの通信が出来ないアラートを検知した場合は、監視システム

より Email による⾃動通知を⾏います 

 

5. リモートアクセス環境の提供 

本サービスの対象となるホストに対し、監視システム及びインターネットアクセスを介したリモートアクセス環境を

提供します。 
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なお、お客様及び当社は、本サービス実現に必要な情報を相互に提⽰するものとします。 

 

2.1.3. 監視サービス 

お客様が管理するホストへ、インターネットアクセスを介して⾏います。 

ご契約頂いた対象ホストに対し、監視サービスを提供します。 

特別な定めがない場合、監視サービスに必要となる監視サーバ、ソフトウエア及び監視システムは当社が提供し、監視シ

ステムまでのネットワーク環境、監視サーバの設置個所及び電源(クラウド環境の場合はクラウドリソース)等はお客様にご

提供頂きます。また、エージェントインストールや SNMP 設定等、監視対象のホストに対する変更は、お客様と当社間で

協議の上、当社もしくはお客様にて実施するものとします。 

 

監視サービスとは以下の各サービスで構成されます。各サービスの詳細仕様、サービス品目については、別途定める監視

仕様書に記載し、監視仕様書を優先するものとします。 

 

1. 監視ポータルサイト提供 

監視システムにて収集される各種統計情報、製品情報の確認が⾏えるポータルサイトを提供します。 

ポータルサイトへのログインユーザは 15 ユーザを上限とし、ログイン ID は当社指定のものとします。 

ログイン ID、パスワードはアカウント発⾏時に Email にて通知します。 

インターネットアクセスを介しての提供になります。 

 

2. 監視設計 / 設定 

監視システムで監視を⾏う監視項目の設計及び設定を⾏います。 

 

3. 監視システムの変更管理 

以下の変更について、本契約の範囲内で監視システムのメンテナンスを実施します。 

・お客様システムメンテナンス作業時の監視停⽌/再開 

・各対象ホストに対する監視パラメータの適⽤や調整 

・監視ポータルサイトのアカウント追加及び削除 

・監視対象ホストの追加/削除 

 

4. アラート通報 

監視システムにより、アラートを検知した場合は監視システムより Email による⾃動通知を⾏います。また、必

要に応じて電話でのアラート通知を⾏います。 
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5. パフォーマンスレポート 

監視システムにて取得しているメトリックデータを、監視ポータルサイトから提供します。 

レポートのフォーマットは監視システム標準で出⼒可能なものとし、出⼒対象とするメトリックデータはお客様と

当社間で協議の上決定するものとします。 

 

6. 死活監視 

本サービスの対象となる対象ホストの IP アドレスに対し、Ping 応答による死活監視を⾏います。 

 

7. トラフィック監視 

本サービスの対象となるネットワーク機器の指定されたネットワークインターフェースについて、その通信量の監視

を⾏います。トラフィックデータは SNMP の標準 MIB で取得するものとし、標準 MIB で取得可能な製品に限

定されます。 

 

8. リソース監視 

本サービスの対象となる Windows 及び Linux OS について、CPU、メモリ、ディスクのリソース監視を⾏いま

す。製品によって監視データで取得できる項目が異なりますので、監視対象についてはお客様と当社間で協

議の上決定するものとします。 

 

9. SNMP 監視 

本サービスの対象となる対象ホストについて、SNMP の Get Request/Get Response による状態監視を

⾏います。 

監視対象とする SNMP の値は当社指定のものを標準とします。 

 

10. サービス / プロセス監視 

本サービスの対象となる Windows 及び Linux OS のサービス⼜はプロセスの UP/DOWN 監視を⾏いま

す。 

 

11. TCP Port 監視 

本サービスの対象となる対象ホストに対し、指定した TCP ポートの応答を監視します。 

 

12. イベントログ監視 

本サービスの対象となる Windows OS のイベントログを監視します。 
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アラート発⽣条件としてイベントソース、イベント ID を指定するものとし、設定数の上限は 10 までとなります。 

 

13. テキストログ監視 

本サービスの対象となる Windows 及び Linux OS のテキストログを監視します。 

アラート発⽣条件として 10byte 以上のキーワードを指定するものとし、設定数の上限は 10 までとなります。 

 

なお、お客様及び当社は、本サービス実現に必要な情報を相互に提⽰するものとします。 

 

2.1.4. 定型対応サービス 

お客様が管理するホストへ、インターネットアクセスを介して⾏います。 

本サービスはリモート接続による対応を前提とし、リモート接続は監視システム標準のリモート接続機能⼜はお客様と定

めた⽅式にて⾏います。リモート接続環境がない場合、本サービスの提供対象外となります。また、本サービスはシステム

障害⼜はシステム障害の可能性がある場合のみを対象とし、通常運⽤におけるオペレーションはサービス範囲外となりま

す。 

 

定型対応サービスは以下の各サービスで構成されます。 

 

1. システム正常動作確認作業 

本サービスの対象となるホストに対し、お客様による要請⼜は監視サービスによるアラート検知後、予め定めら

れた⼿順に従い、システムが正常であることの確認を⾏い、結果を通知します。システム正常動作確認⼿順

はお客様と協議の上決定します。 

 

2. ナレッジ対応作業 

本サービスの対象となるホストに対し、お客様による要請⼜は監視サービスによるアラート検知後、予め定めら

れた⼿順に従い、対象ホストに対して定型オペレーションを実施します。また、その作業結果をお客様へご報告

します。アラート対応⼿順はお客様と当社で協議の上決定します。 

 

3. ナレッジ作成 

お客様提供資料⼜は別途定める障害調査⽀援サービスによる障害調査結果に基づき、障害回避⼿順のナ

レッジを作成し、監視システムに登録します。 

 

なお、お客様及び当社は、本サービス実現に必要な情報を相互に提⽰するものとします。 
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2.1.5. 障害調査⽀援サービス 

お客様が管理するホストへ、インターネットアクセスを介して⾏います。 

本サービスはリモート接続による対応を前提とし、リモート接続は監視システム標準のリモート接続機能⼜はお客様と定

めた⽅式にて⾏います。リモート接続環境がない場合、リモート接続を要するサービスについて提供対象外となります。ま

た、本サービスに利⽤するメーカサポート契約⼜はそれに準ずるサポート契約は本契約とは別にお客様にて締結するもの

とします。 

 

障害調査⽀援サービスは以下の各サービスで構成されます。 

 

1. 障害原因調査 

本サービスの対象となるホストに対し、以下のサービスを提供します。 

・障害機器の特定、当該機器の障害部位の特定、⼜は障害原因特定のために必要な各種情報をリモート

接続により取得します。リモート接続環境が無い場合、各種情報の取得はお客様に実施頂きます。 

・当社保有のナレッジベース及びマイクロソフト社の公開情報を利⽤した障害原因調査を⾏います。マイクロソ

フト社の有償サポートを利⽤した障害調査が必要と判断される場合、お客様の契約するマイクロソフト社の有

償サポート、もしくは当社の契約するマイクロソフト社の有償サポートを利⽤して原因の調査を当社に要請する

ことができます。なお、当社のマイクロソフト社有償サポートを利⽤する場合、その利⽤料⾦は本契約の委託

料と別に都度請求となります。 

 

2. 製品サポート⼿配 

本サービスの対象となるホストのサポート契約先への障害連絡や、対応要請、対応のための作業調整や、障

害原因究明のためのメーカより依頼された障害原因究明作業を⾏います。障害原因究明作業とは、対象と

なるホストの状態確認やログ取得を指します。 

 

2.1.6. 障害復旧⽀援サービス 

お客様が管理するホストへ、インターネットアクセスを介して⾏います。 

本サービスはリモート接続による対応を前提とし、リモート接続は監視システム標準のリモート接続機能⼜はお客様と定

めた⽅式にて⾏います。リモート接続環境がない場合、リモート接続を要するサービスについて提供対象外となります。ま

た、本サービスに利⽤するメーカサポート契約⼜はそれに準ずるサポート契約は本契約とは別にお客様にて締結するもの

とします。 

事前にお客様と当社間で協議の上、オンサイトでの対応を実施する場合、お客様は当社あるいは当社の⼿配した提携
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事業者に対し、本件業務遂⾏のため、お客様の管理する施設への⽴ち⼊りを許可するものとします。当社はお客様が

事前に説明したお客様の管理する施設の利⽤、安全管理等の諸規則を当社の従業員および当社の⼿配した提携事

業者に遵守させるものとします。 

 

障害復旧⽀援サービスは以下の各サービスで構成されます。 

 

1. OS リストア⽀援 

ハードウエア障害⼜はソフトウエアの不具合を起因としてデータの破損、システムの不具合が発⽣し、バックアッ

プからのシステム復旧作業が必要と判断された場合の、システム、データの復旧作業を⾏います。 

別途「障害復旧⼿順書」を事前に定め、予め定められた⼿順にてシステムの復旧作業を実施します。作業の

実施に現地オンサイトが必要な場合、当社もしくは当社が⼿配したベンダーがオンサイト作業を⾏います。オン

サイト作業を⾏う条件、オンサイト作業に際して発⽣する費⽤請求は、事前にお客様と当社間で協議の上定

めるものとします。 

なお、本作業に必要となるバックアップデータの取得、保管、その他「障害復旧⼿順書」にて定められたソフトウ

エア等の提供はお客様にて管理、実施頂きます。お客様からバックアップデータの提供がない場合には、本サー

ビスのご提供が出来かねます。 

 

2. 障害復旧を目的とした設定変更作業 

ソフトウエアの不具合がメーカサポート⼜はそれに準ずるサポートより提供された設定変更作業により、障害の

解決が期待される場合、その設定変更作業を⾏います。本作業はリモート接続にて⾏うものとします。また、

本作業にかかわる事前検証や現在障害が発⽣していない機器への予防を目的とした作業、パフォーマンスチ

ューニングは含みません。 

 

3. 障害復旧を目的としたソフトウェアアップデート 

ソフトウエアの不具合が修正プログラム等の適⽤により解決が期待される場合、その適⽤作業を⾏います。本

作業はリモート接続にて⾏うものとし、本作業にかかわる事前検証や現に障害が発⽣していない機器への予

防を目的とした適⽤作業、機能向上を伴うバージョンアップは含みません。 

 

なお、お客様及び当社は、本サービス実現に必要な情報を相互に提⽰するものとします。  
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2.2. オプションサービス 

標準サービスを提供しているホストに対し、追加のご契約により以下のオプションサービスを提供します。ただし、特権 ID

管理については標準サービスが必須ではないため、単独でのご契約可能です。 

 

2.2.1. レポート提出 

ご契約頂いた全ての対象ホストに対し、当社のインシデント管理で記録した、全ての作業記録を⽉次インシデントレポー

トとして取りまとめ、お客様へ提出します。また、「2.1.3. 監視サービス」をご契約頂いている場合は、システムパフォーマ

ンスレポートも併せてお客様へ提出します。 

 

2.2.2. ⽉次報告会 

「2.2.1. レポート提出」の項目で作成した資料を基にお客様と⽉次報告会を開催します。特別な定めがない場合、会

議は⽉に⼀度とし、リモート会議にて実施します。 

 

2.2.3. オンサイト⽴会い 

本サービスの対象となる対象ホストに対して、障害対応を目的としたメーカオンサイト作業実施時に、以下のサービスを提

供します。 

・メーカオンサイトのスケジュール調整及びオンサイト作業確定後の⼊館申請等の連絡を⾏います。 

・メーカオンサイトの現地⽴会い及び作業に必要なシステム停⽌、起動、動作確認を⾏います。 

 

オンサイトでの対応の場合、お客様は当社あるいは当社の⼿配した提携事業者に対し、本件業務遂⾏のため、お客様

の管理する施設への⽴ち⼊りを許可するものとします。当社はお客様が事前に説明したお客様の管理する施設の利

⽤、安全管理等の諸規則を当社の従業員および当社の⼿配した提携事業者に遵守させるものとします。 

 

なお、対応地域は原則東京都内とし、該当しない地域については対応可否含め、お客様と当社間で協議の上定める

ものとします。 

 

2.2.4. Cisco Config Backup 

本サービスの対象となる Cisco 社のネットワーク機器について、設定情報(Config)のバックアップを監視システムにて⽇

次で⾏います。バックアップスケジュールは別途定める監視仕様書に記載し、監視仕様書を優先するものとします。 
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2.2.5. Windows セキュリティ更新プログラム適⽤代⾏サービス 

本サービスの対象となる Windows OS について、以下のサービスを提供します。 

・マイクロソフト社より提供されるセキュリティ更新プログラムの適⽤作業を監視システムにて⾏います。 

・セキュリティ更新プログラム適⽤作業に伴うサーバ再起動を監視システムにて⾏います。 

・セキュリティ更新プログラム適⽤作業後の正常性確認を⾏います。なお、正常性確認は監視サービスのアラート継続発

⽣有無確認にて⾏います。本サービスの提供には Windows Update が実⾏可能である必要があります。 

上記作業以外のシステムのフェイルオーバー、フェイルバックや事前事後のバックアップ作業等は本サービスに含みません。

なお、お客様と当社間で協議の上、別途作業⼿順書を定める場合、作業⼿順書の記載を優先するものとします。 

 

2.2.6. オペレーション代⾏ 

お客様と予め取り決めされた⼿順書に基づき、定型オペレーションを実施します。対象ホスト、対応開始条件、対応回

数の上限、対応⼿順等はお客様と当社間で協議の上決定します。 

本サービスはリモート接続による対応を前提とし、オンサイトでの対応の場合、お客様は当社あるいは当社の⼿配した提

携事業者に対し、本件業務遂⾏のため、お客様の管理する施設への⽴ち⼊りを許可するものとします。当社はお客様

が事前に説明したお客様の管理する施設の利⽤、安全管理等の諸規則を当社の従業員および当社の⼿配した提携

事業者に遵守させるものとします。 

 

2.2.7. URL 監視 

本サービスの対象となる URL について、HTTP(80)、HTTPS(443)のレスポンス有無、レスポンスタイムを監視します。

1 オプション契約あたり設定数 10 を追加します。 

 

2.2.8. テキストログ監視 / イベントログ監視 

標準サービスのテキストログ監視⼜はイベントログ監視の設定上限を超える監視設定を提供します。 

監視内容は標準サービスのテキストログ監視⼜はイベントログ監視に準拠し、1 オプション契約あたり設定数 10 を追加

します。 

 

2.2.9. SNMP トラップ監視 

本サービスの対象となる対象製品からの SNMP トラップに対し、アラート検知を⾏います。 

特に定めのない場合、標準 MIB 以外のトラップは検知したトラップの OID での通知となります。 
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2.2.10. シングルサインオン導⼊ 

監視システムと OneLogin（IDaaS）との連携により、監視システムの認証を IDaaS の認証に変更します。 

OneLogin の認証制限機能により、接続ユーザの接続元 IP アドレスを制限することが可能です。 

1 オプション契約あたり 15 アカウントまで追加します。15 アカウントを超える場合は、10 アカウントごとに追加します。 

 

2.2.11. オプション監視 

監視サービスに該当しない監視を提供します。オプション監視のサービスの詳細仕様、サービス品目については、別途定

める監視仕様書に記載するものとします。 

 

2.2.12. 特権 ID 管理 

本サービスの対象となる対象機器に対して、申請に基づきリモートアクセス可能な特権 ID の付与とはく奪を実施します。 

申請に基づき、該当ユーザに対して時間制限をしたリモートアクセス権を提供することが可能です。 
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3. サービスプラン 

 

3.1. 標準サービスプラン 

各サービスプランに含まれる標準サービスは以下となります。 

 

サービスプラン名 含まれる標準サービス 

パッケージ 

リモートアクセスプラン 
2.1.1. 基本サービス 
2.1.2. リモートアクセスサービス 

ライトプラン 
2.1.1. 基本サービス 
2.1.3. 監視サービス 

スタンダードプラン 
2.1.1. 基本サービス 
2.1.3. 監視サービス 
2.1.4. 定型対応サービス 

エンタープライズプラン 

2.1.1. 基本サービス 
2.1.3. 監視サービス 
2.1.4. 定型対応サービス 
2.1.5. 障害調査⽀援サービス 
2.1.6. 障害復旧⽀援サービス 

 

3.2. オプションセット 

以下のオプションサービスをオプションセットとして提供します。 

 

含まれるオプションサービス 

2.2.1. ⽉次報告会 
2.2.2. レポート提出 
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3.3. カスタマイズプラン 

各サービスプランに含まれる標準サービスは以下となります。1 デバイスにつき複数プランを選択可能です。 

 

サービスプラン名 含まれる標準サービス 

リモートアクセスプラン 
2.1.1. 基本サービス 
2.1.2. リモートアクセスサービス 

監視プラン 
2.1.1. 基本サービス 
2.1.3. 監視サービス 

定型対応プラン 
2.1.1. 基本サービス 
2.1.4. 定型対応サービス 

障害調査⽀援プラン 
2.1.1. 基本サービス 
2.1.4. 定型対応サービス 
2.1.5. 障害調査⽀援サービス 

障害復旧⽀援プラン 
2.1.1. 基本サービス 
2.1.6. 障害復旧⽀援サービス 
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4. ご契約範囲外の作業 

以下に該当する場合は本契約に基づく保守サービスの範囲外となります。 

 

1. 下記に起因する不良状態が発⽣した場合 

(ア) 故意、過失 

(イ) 機器の取扱いに関する説明書に基づかない使⽤⼜は取扱い設置条件、使⽤電源条件等、機器の仕

様⼜は条件に反した使⽤ 

(ウ) 風⽔害、地震、落雷等の天災地変⼜はこれに準ずる災害 

(エ) ウイルス、不正アクセス、不正改ざん等 

2. お客様の要請による機器の移設、増設、撤去等に伴う技術員の派遣 

3. お客様の要請による機器の仕様変更とそれに伴う設定変更 

4. オーバーホール 

5. 機能向上を目的とするソフトウエアのバージョンアップ及びそれに伴う作業 

6. 厚⽣労働省令労働安全衛⽣規則に基づく、作業床より２メートル以上の作業箇所に設置された機器の交

換作業 

7. その他、甲の責に帰すべき事由に基づく作業 

 



the MATRIX for マネージドシステムサービス   
サービス仕様書  
 

 
     19 / 19 

5. 免責事項 

以下に該当する場合は、当社は原状復帰の義務、損害賠償の責任を負わないものとします。 

また、本サービスの利⽤が妨げられた期間についても、利⽤料⾦は課されるものとします。 

 

1. 通常講ずるべきセキュリティ対策では防⽌できないウイルス、ハッキング等により本サービスの提供に障害が発

⽣した場合 

2. お客様とメーカ間での保守契約の不備、それを起因としたサービスの遅延、停⽌、不履⾏等が発⽣した場合 

3. メーカサポート指定の⼿順もしくは事前に当社とお客様が合意した⼿順（いずれも不可逆のソフトウエア

UPDATE、パッチ適⽤等を含む）について、当社が実施前にお客様より承認を受け⾏った作業で障害が発

⽣した場合で、その実施過程で当社の指定する作業者の責めに帰す事由がない場合 

4. お客様が、⾃⼰の占有あるいは制御する建物・設備・機器等によって、または⾃⼰の役員・従業員・関係者

等の作為・不作為によって、障害が発⽣した場合 

5. 本書でご契約範囲外とした作業のうち、別途業務委託契約の締結を⾏わず、お客様の指⽰のもと、当社の

指定する作業者の作業により、障害が発⽣した場合 

6. 各号に定める事由が、当社の提携事業者に発⽣した場合 

 

5.1. サービスの停⽌ 

当社は以下の場合において、本サービスの全部⼜は⼀部を必要な期間停⽌することが出来るものとします。サービス停

⽌を⾏う際には、原則として当社からお客様へ事前に通知することを前提としますが、緊急を要する場合には事後の通

知になることがあります。 

 

1. 本サービスに係る機器の点検ならびに保守作業を定期的⼜は緊急に⾏う場合 

2. 本サービスに係る機器や通信回線に故障が⽣じた場合 

3. ⽕災、停電、天災地変などの不可抗⼒により本サービスの運営ができなくなった場合 

 

5.2. メーカ保守契約 

お客様と製品メーカ間での保守契約の不備、それを起因としたサービスの遅延、停⽌、不履⾏等については、当社は⼀

切責任を負わないとことします。 


