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1. 本 SLA の目的 

本 SLA は、株式会社デジタルソリューションズが利用者※に対して提供する IT サービスの仕様、

その品質レベル、および相互の責任を記載したものであり、IT サービスの成熟度向上と、コストに

見合ったサービスの提供を目指します。さらに、株式会社デジタルソリューションズと利用者の双方

の理解を深めることにより、ビジネス要件に対して戦略的パートナーに応える IT サービス提供に向

けて、自社ビジネスの永続的な発展に寄与することを目指すものです。 

※「利用者」とは、当社の定める手続きにより、本サービスを申し込み、当社が加入の申し込みを承

諾し、管理先として登録された法人をいう。 

 

2. 本 SLA の範囲 

本 SLA における規定内容の適用範囲は、株式会社デジタルソリューションズが提供する法人向

け仮想デスクトップサービス「smart.DaaS」サービス範囲内のものとします。 

 

3. 概要 

項 分類 SLA_No サービスレベル項目 

1 サービス時間 

SLA001 稼働時間 

SLA002 有人稼働時間 

SLA003 計画停止時間 

2 可用性 
SLA004 ディザスタリカバリ 

SLA005 重大障害時の代替手段 

3 信頼性 

SLA006 システム監視基準 

SLA007 障害通知プロセス 

SLA008 ログの取得 

SLA009 データ保証の要件 

SLA010 バックアップデータの保存期間 

SLA011 データ消去の要件 

4 性能基準 SLA012 同時接続ユーザ数 

5 セキュリティ 
SLA013 情報取扱者の制限 

SLA014 通信の暗号化 
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4. 内容 

4.1. サービス時間 

4.1.1. 稼働時間 

規定内容 

稼働時間： 24時間 365日（計画停止有り） 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

業務システムの使用可能な時間帯を規定するとともに、定期保守により使用できない時間を明確

化します。 

サービスは 4.1.3で規定する計画停止時間を除き、24時間 365日稼働します。 

 

4.1.2. 有人稼働時間 

規定内容 

有人稼働時間： 当社営業日 9:00～12:00及び 13:00～17:00 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

有人稼働時間とは、保守サービス提供時間を指します。障害対応及び問い合わせ対応はこの時

間帯において行います。 

 

4.1.3. 計画停止時間 

規定内容 

定期的な点検・保守の通知有無と通知方法： 数回／年 1か月前にメール通知 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

計画停止時間はサービス時間の一要素として規定されますが、停止予定を事前に通知することを

取り決めます。 

※計画停止時間は契約会社単位で個々に設けます。定期的な停止としては Windows Update が

あります。(原則として毎月 1回実施) 
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4.2. 可用性 

4.2.1. ディザスタリカバリ 

規定内容 

災害発生時のシステム復旧／サポート体制： オンラインバックアップからの復旧 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

サービス時間として規定された時間帯にサービス提供を受けることに関して、災害時の対応の考え

方を取りまとめます。 

※この取り決めに関しては、復旧方法により、レベルがあることに留意します。 

 

4.2.2. 重大障害時の代替手段 

規定内容 

早期復旧が不可能な場合の代替措置： 代替機を準備しバックアップをリストアする 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

計画停止以外のシステム停止は早急な復旧が求められますが、目標復旧時間内での対応が困難

な障害が発生した場合の、代替手段を用いた復旧方法を規定します。 

 

4.3. 信頼性 

4.3.1. システム監視基準 

規定内容 

システム監視基準（監視内容／監視・通知基準）の設定に基づく監視： 有り 

管理者画面（ユーザ管理）手段： AD管理コンソールの提供 

クライアント側ゲスト OS再起動手段： SCVMMの提供 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

サービスの安定的供給を受けることに関して、システム監視基準を設定し、監視を行うことを取り決

めます。 
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4.3.2. 障害通知プロセス 

規定内容 

障害発生時の連絡プロセス（通知先／方法）： 管理者へメール通知を行う。メールの送信をもって

連絡プロセスを完了とする 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

サービスの安定的供給を受けることに関して、障害発生時の連絡プロセスを取り決めます。 

 

4.3.3. ログの取得 

規定内容 

利用者に提供可能なログの種類： 以下 3つとする 

アクセスログ、エラーログ、セキュリティログ 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

ユーザが必要とするアプリケーション・ログ情報が 3 日分記録・保管されており、ユーザが必要とす

るときにログ取得時の形式（媒体は CD）で提供できるようにします。 

 

4.3.4. データ保証の要件 

規定内容 

バックアップ内容（回数、復旧方法）： 回数（1回/1日）、復旧手順準備 

データ所有権： 仮想デスクトップ内顧客データの所有権は利用者とする 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

サービスの安定的供給に関わるデータのバックアップやアクセス権の管理などデータの正確さや

安全性を保証する要件を規定します。 
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4.3.5. バックアップデータの保存期間 

規定内容 

OSバックアップした媒体を保管する期限： バックアップデータの保存期間は 3世代 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

万一データが破壊されるケースを想定して保存期間を規定します。 

 

4.3.6. データ消去の要件 

規定内容 

サービス解約後データ消去実施有無： 約款に基づき消去 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

データ機密保持の観点から、サービス解約後重要なデータ及び媒体は間違いなく破棄されること

を規定します。 

 

4.4. 性能基準 

4.4.1. 同時接続ユーザ数 

規定内容 

オンラインユーザが同時に接続してサービスを利用することができるユーザ数： 

1台の仮想デスクトップを 1ユーザが占有して利用することを保証する 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

オンラインユーザが同時に接続してサービスを利用することができるユーザ数を運用ルールに既

定します。 
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4.5. セキュリティ 

4.5.1. 情報取扱者の制限 

規定内容 

ユーザのデータにアクセスできる利用者の限定： 当社はユーザのデータにはアクセスしない 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

委託する情報へのアクセス権はその必要性、重要性に応じて適切なセキュリティ管理者のもとで管

理されていることを規定します。 

 

4.5.2. 通信の暗号化 

規定内容 

本サービスにおける全ての通信は暗号化する 

 

顧客システム要件の観点からの解説 

通信のセキュリティ確保を保証するために通信内容を暗号化することを規定します。 

 

5. SLA の変更 

SLAは恒久的なものではなく、必要に応じて変更するものとします。 

株式会社デジタルソリューションズは、本 SLAの変更（これに伴うペナルティ・インセンティブの変更

を含む）が必要となった場合は、変更の１ヶ月以上前に内容を本サービスのWebサイト内に掲示す

ることにより変更できるものとします。 

 

5.1. 変更の起点 

法律の改正又は災害その他やむを得ない理由により、本 SLA の内容を変更すべき状況が生じた

時 

 

5.2. 変更の通知と方法 

本サービスのWebサイト内に掲示 

本サービス契約者（管理者）へのメール通知 

 


