
Service Level Agreement

Service Level Agreement（以下「本SLA」といいます。）は、oVice株式会社（以下、「当社」といいます。）の定める「oVice利用規約」（以

下「本規約」といいます。）の一部を構成するものであり、契約者（本規約第1条第1号で定義されます。）と当社との間で締結された本

サービスの利用契約に対して適用されます。なお、本SLAに別段の規定がない限り、本規約において定義された用語は、本SLA上でも

同一の意味を有するものとします。当社は本SLAの条件を、本規約の定めに従い、本規約を変更する場合と同様の手続により変更する

ことができるものとします。

本SLAの適用範囲

本SLAは原則として、本サービスに対して一律に定められますが、特定の機能に対して独自のSLAが定められる場合があります。この

場合、機能ごとに個別に定められた独自のSLAは、本SLAに優先して適用されます。

保証稼働率について

当社は、毎月の請求期間における月間利用可能時間割合（以下に定義します）が、99.87％以上（以下「保証稼働率」といいます。）とな

るように最大限の努力を行います。本サービスの月間利用可能時間割合が保証稼働率を満たさない場合には、契約者は以下に定める

サービスクレジットを受領することができます。



本SLAにおける用語の定義

・月間利用可能時間：該当月の総時間数から、計画停止時間を除いた時間。なお、計画停止時間が当初の告知期間から延長された場

合、その延長時間分は月間利用可能時間に含まれないものとします。

・計画停止時間：定期的な保守・メンテナンス等のために、本サービスの稼働を停止する時間

・ダウン：5分（300秒）以上継続してバーチャルスペースへの入退室・スペース内での音声通話・管理画面のいずれかが利用不可能な状

態

・月間ダウン時間：該当月内の「ダウン」と認定された時間数の合計

・月間利用可能時間割合：月間利用可能時間に対する、月間利用可能時間から月間ダウン時間を減じた時間の割合。

※ ( 月間利用可能時間 - 月間ダウン時間 ) / 月間利用可能時間 × 100 (%)



サービスクレジット

月額利用可能時間割合が保証稼働率を満たさない場合、その割合に応じて、サービスクレジット（翌月分の利用料金に対する値引き）を

発行します。なお、1円未満の金額は切り捨てるものとします。

・サービスクレジットは次回の利用料金の支払い時自動的に適用されます。サービスクレジットの発行後に利用契約が終了となった場合

には、契約者からの要請に応じてサービスクレジットに相当する金額について別途返金の手続を行います。

・サービスクレジット金額の計算は、本サービスの利用料金のうち、サービスクレジット発行時における月額利用料金を対象とします。有

料オプションその他月によって金額の変動が生じる料金部分及びその他の費用についてはサービスクレジット金額の計算対象外としま

す。

月間利用可能時間割合 サービスクレジット率

99.0%以上 99.87%未満 5%

95.0%以上 99.0%未満 10%

90.0%以上 95.0%未満 15%

90.0%未満 20%



稼働状況の確認

本サービスでは、その稼働状況を常時にモニタリングしており、障害発生時には当社ウェブサイト上において障害状況を公開していま

す。

月間利用可能時間割合計算例
6月10日に3分、6月15日に20分、6月20日に30分の停止が発生した場合。

月間利用可能時間（単位：分）

月間総時間：60分 × 24時間 × 30日 ＝ 43,200分

計画停止時間：0分とする

月間ダウン時間（単位：分）

日付 ダウン時間 備考

6月10日 0分 5分に満たないため

6月15日 20分

6月20日 30分

6月合計 50分



月間利用可能時間割合

( 43,200 - 50 ) / 43,200 × 100 = 99.88 %

したがって、この月の稼働率は保証稼働率を満たしています。

保証制限

本サービスのインフラは、負荷状況に応じて自動でスケールするようになっており、通常利用における負荷の増減に対しては、自動でリ

ソースが最適な状態に調整されます。しかしながら、急激なトラッキング数の増加、データ取り込み量の増加、配信数の増加などが発生し

た場合には、リソースの追加が間に合わないことがあります。このような急激な利用増加に伴うダウンについては、SLAの対象外としま

す。



SLA仕様表

◆アプリケーション運用

種別 サービスレベル
項目

規定内容 測定単位 設定内容 備考

可用性 サービス時間 サービスを提供する時間帯（設
備やネットワーク等の点検／保
守のための計画停止時間の記述
を含む）

時間帯 24 時間 365 日
（計画停止／定期保守を除く）

計画停止時間は提供者が個々に設
定（月に一度程度）

計画停止予定通
知

定期的な保守停止に関する事前
連絡確認（事前通知のタイミン
グ／方法の記述を含む）

有無 計画停止の通知は行わない
日本時間午前4時頃実施

サービス稼働率 サービスを利用できる確率（（計
画サービス時間－停止時間）÷
計画サービス時間）

稼働率
（%）

99.87% AWSサーバー使用のため、稼働率
を下方調整している

ディザスタリカバリ 災害発生時のシステム復旧／サ
ポート体制

有無 各サーバー冗長構成によりホットス
タンバイサーバーを用意し、問題が
あればALBの設定にて切り替えが
可能
※RTOは6時間以内

障害時の早期復旧切り替え対策を整
備

重大障害時の代
替手段

早期復旧が不可能な場合の代替
措置

有無 有

代替措置で提供
するデータ形式

代替措置で提供されるデータ形
式の定義を記述

有無（フ
ァイル形
式）

RDSのバックアップ

アップグレード方針 バージョンアップ／変更管理／
パッチ管理の方針

有無 脆弱性に対する修正プログラムに
ついてはdailyで自動更新、ミドル
ウェアが多いサーバに関しては、
weeklyで目視で更新確認

頻度、事前通知方法、履歴管理／
公開、利用者の負担についても明
示されていることが望ましい



種別 サービスレベル
項目

規定内容 測定単位 設定内容 備考

信頼性 平均復旧時間 障害発生から修理完了までの平均
時間（修理時間の和÷故障回数）

時間 平均復旧時間(MTTR)1時間

システム監視基準 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

有無 AWS CloudWatchによるシステム
障害監視＆通知を実施、対応マ
ニュアル、管理体制を整備

障害通知プロセス 障害発生時の連絡プロセス（通知
先／方法／経路）

有無 SNS,メール、HPで告知
以後進捗があり次第随時更新

初期対応後の経過報告の方法・タイ
ミングについても明示されていること
が望ましい

障害通知時間 異常検出後に指定された連絡先
に通知するまでの時間

時間 検知後3時間以内 営業時間内／外で異なる設定を行
う場合がある

障害監視間隔 障害インシデントを収集／集計す
る時間間隔

時間
（分）

弊社システム管理者への通知は検
知後1時間以内、その後復旧まで随
時監視

営業時間内／外で異なる設定を行う
場合がある

サービス提供状況
の報告方法／ 間
隔

サービス提供状況を報告する方法
／時間間隔

時間 SNS,メール、HPで報告 報告内容／タイミング／方法は提供
者が個々に設定

ログの取得 利用者に提供可能なログの種類
（アクセスログ、操作ログ、エ
ラーログ等）

有無 アクセスログに関しては、アドミン
ロールのユーザは管理者メニュー
の「ユーザーログ」機能で下記項目
を確認することが可能
・各ユーザの入室
・退室のタイムスタンプ
・名前
・メール（ユーザID）
・IP Address
※CSVファイルでダウンロードも可
能

提供内容／方法

性能 オンライン応答時
間

オンライン処理の応答時間 時間
（秒）

データセンタ内の平均応答時間 ※以下基準応答時間以下を保証
・処理の応答時間：3秒
・処理の応答時間の遅延継続時間：
1秒

バッチ処理時間 バッチ処理（一括処理）の応答時
間

時間
（分）

10秒以内(CSVダウンロードを想定)



拡張性 カスタマイズ性 カスタマイズ（変更）が可能な事項
／範囲／仕様等の条件とカスタマ
イズに必要な情報

有無 有 サービス仕様（機能仕様）として契約
書／利用マニュアルに記載されてい
る場合は必ずしも SLA で定義される
必要はない



種別 サービスレベル
項目

規定内容 測定単位 設定内容 備考

外部接続性 既存システムや他の SaaS 等の
外部のシステムとの接続仕様
（API、開発言語等）

有無 SlackとWebhookで連携可能 API がインターネットの標準技術で
構成され、仕様が公開されており、
API の利用期限や将来の変更可能
性が明記されていることが望ましい

同時接続利用者数 オンラインの利用者が同時に接続
してサービスを利用可能なユーザ
数

有無
（制約
条件）

利用プランごとに上限あり 同時接続の条件（保証型かベストエ
フォート（最善努力）型か）、最大接続
時の性能について明示され
ていることが望ましい

◆サポート

サービスレベル項目 規定内容 測定単位 設定内
容

備考

サービス提供時間帯（障害
対応）

障害対応時の問合せ受付業務を実施
する時間帯

時間帯 検知後3時間以内 受付方法（メール）や営業時間外の
対応は対象業務の重大
性およびサービス内容／特性／
品質に応じて状況が異なる

サービス提供時間帯（一般
問合せ）

一般問合せ時の問合せ受付業務を実
施する時間帯

時間帯 年末年始・土日・祝祭日を除
く営業日
9時-18時：メール



◆データ管理

サービスレベル項目 規定内容 測定単位 設定内

容

備考

バックアップの方法 バックアップ内容（回数、復旧方法な
ど）、データ保管場所／形式、利用者
のデータへのアクセス権など、利用者
に所有権のあるデータの取扱方法

有無／
内容

・RDS をリアルタイムにバックアッ
プ
・スナップショットを定期的に取得
(世代数は2)
※バックアップはVPC上のみで取
得し、二次記憶媒体には保管して
いない

保証要件を設定している場合は、具
体的に明示。バックアップ内容は対
象業務の重大性およびサービス内容
／特性／品質に応じて状況が異な
る。
また、SaaS ベンダの民事再生、破
産等によりサービス継続が出来ない
場合についても明示されている
ことが望ましい。

バックアップデータの保存期
間

データをバックアップした媒体を保管
する期限

時間 １日 対象業務の重大性を考慮しつつサー
ビス内容／特性／品質に応じて個々
に検討

データ消去の要件 サービス解約後の、データ消去の実
施有無／タイミング、保管媒体の破
棄の実施有無／タイミング、および
データ移行など、利用者に
所有権のあるデータの消去方法

有無 要求があればクラウドに格納されて
いるデータを返却・物理消去可能
※要求がない場合、復帰要求に備
えて論理削除のみ実施

解約時には、CSV などの一般的な
フォーマットでデータ出力ができるこ
とが望ましい。

◆セキュリティ

サービスレベル項目 規定内容 測定単位 設定内

容

備考

公的認証取得の要件 JIPDEC や JQA 等で認定している
情報処理管理に関する公的認証
（ISMS、プライバシーマーク等）
が取得されていること。

有無 有 ISO27001を21年7⽉に取得

アプリケーションに関する第
三者評価

不正な侵入、操作、データ取得等へ
の対策について、第三者の客観的な
評価を得ていること。

有無／実
施状況

定期的(1年毎)に第三者機関による
セキュリティ監査を実施

セキュリティ監査、システム監査、ペネ
トレーションテスト等ネットワークから
の攻撃に対する検証試験、ウェブアプ
リケーションの脆弱性検査、データ
ベースセキュリティ監査などを想定。





サービスレベル項目 規定内容 測定単位 設定内容 備考

情報取扱者の制限 利用者のデータにアクセスできる利
用者が限定されていること。

有無／設
定状況

システム利用全般の管理に使用する
アカウント（特権アカウント）のみ可能

情報取扱い環境 提供者側でのデータ取扱環境が適
切に確保されていること。

有無／ ・個人情報を含むものは全てクラウ
ドに保存し、個人PCでの保存を禁
止
・秘密保持契約書は業務委託者含
め全ての情報接点を持ちうる者と締
結
・定期的に情報システムの内部監
査を実施
・従業員に対する教育や研修を実
施

通信の暗号化レベル システムとやりとりされる通信の
暗号化強度。

有無 全ての通信がSSLで行われており、
TLS1.2, DTLを使用

SSL の場合は、SSL3.0/TLS1.0（暗
号強度 128 ビット）以上に限定。


