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1. はじめに 

 

1.1. SLAの目的 

SLAは、サービス品質に対する発注者の要求水準と受注者の運営ルールを明文化するもので

ある。SLAを制定し、サービスレベルの維持管理と改善活動を行う。これにより、利用者（住

民・企業）・職員への質の高いサービスを提供することを目的とする。奈良市ホームページ

構築業務の条件として奈良市からの要求水準を提示する。契約時には本内容について協議の

上、サービスレベル協定書を締結するものとする。 

 

1.2. 設定値の考え方 

SLAの評価は SLA設定項目ごとに数値化する等具体的な値を設定し、客観性を確保する必要

がある。 

本サービスにおいては、SLAの評価を行うための 「設定値」 を定義し、その評価を「評価

尺度」によって評価する。「設定値」「評価尺度」の考え方を次に示す。 

 

表 1－1 基準値と評価尺度 

設定値 サービス提供者としてその値を下回った場合、サービス利用者の満足度が著

しく低下すると考える値である。サービス提供価格内で保証する値であり、

これを下回ると是正措置が必要となる。 

評価尺度 サービスレベルの達成状況の評価は、各項目と満足度の関係を鑑みて行うべ

きである。各項目に対し、モニタリング（計測）方法を設定し、達成度合い

を数値化する。 

  

1.3. 対象期間 

サービス提供における SLAの対象期間は、サイト開設日から 5年間とし、以下のとおりとす

る。 

 令和 2年 2月 1日  ～ 令和 7年 1月 31日  

 

1.4. SLAの改訂方法 

受注者は、定めたサービスレベルを毎月測定／分析／評価し、毎月の評価結果を半年に１度

取りまとめる。その結果をもとに発注者と協議の上、総合的に評価する。 

総合評価により SLAの改訂が必要であればサービスレベルの改善を行う。その後も改善効果

の維持及び測定／分析／評価を継続的に実施する。 

 

1.5. 免責事項 

次に掲げる事由により本サービスの提供が不能となった場合、受注者はその責任を負わない

ものとする。 

 発注者における通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム構成機器等の障害また
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は瑕疵により、本サービスの提供が不能となった場合 

 発注者から届けられた連絡先が誤っていることにより、連絡先への連絡・通知が不能と

なった場合 

 ISP 要因における通信機器、通信回線等の障害により、本サービスの提供が不能となっ

た場合 

 

2. SLAの運用 

2.1. SLAの運用 

受注者は、サービス品質を継続的に向上させるため、定期的に SLA項目を測定し、報告を行

う。測定値が設定値を下回る場合は、プロセスの見直しを行い、運用改善を実施する。 

また、SLAについても発注者と受注者にて半年に１度見直しを行い、必要に応じて改版する。 

 

図 2－1 SLAの運用フロー 

 

 

 

3. SLA評価項目と測定方法 

 

3.1. サービスメニューと提供期間 

本サービスにおける SLA で規定するサービスメニュー及び提供期間は、次のとおりである。 

 

 

サービス 

利用者 

(発注者) 

 

サービス 

提供者 

(受注者) 

SLAの合意 

SLAの見直し 

実績評価 

機能追加・運用改善等 

目標設定 

提供内容設定 

サービス提供 

フィードバック 

モニタリング（報告） 
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表 3－1 サービスメニューと提供期間 

サービス名 サービス内容 提供期間 

アプリケーションサー

ビス 

（CMS機能）  

奈良市ホームページにおける職

員機能、及び閲覧者機能を提供

する。 

24時間 365日※1 

システム運用サービス  

（運用サービス※2） 

システム監視、運用、セキュリテ

ィ監視、データバックアップお

よび障害対応サービスを提供す

る。 

24時間 365日※1 

 

※1）24時間 365日とは、計画停止を除いた日時を指す。 

※2）運用サービスとは、システム運用管理サービス、セキュリティ管理サービスを指す。 

 

3.2. SLA評価項目と設定値 

SLAの評価項目及び設定値を次の表にまとめる。 

 

表 3－2 SLAの評価項目及び設定値一覧 

 サービスレベル

項目 

内 容 設定値 

サービス品質 稼働時間 サービス提供時間 24時間 365日 

（計画停止除く） 

稼働率 サービス提供時間の割合 99%以上※1 

（サービスに影響のな

い一部機能のみの停止

を除く） 

計画停止時間 計画停止／定期保守時間 12時間以内／回 

（20 時～最長翌 8 時ま

で） 

性能 オンライン応答

時間遵守率 

オンライン応答時間遵守率 平均 3秒以内 

95%以上 

障害対応 

 

障害報告一次 障害の覚知から発生を通知

（一次通知）するまでの時

間 

1時間以内 

障害報告二次 一次通知からから復旧予定

を通知（二次通知）するま

での時間 

状況が変わり次第、また

は 2時間以内 
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障害一時復旧期

間 

障害の覚知から代替案等に

よる一時復旧までの時間 

6時間以内 

障害完全復旧期

間 

障害の覚知から完全復旧を

報告するまでの時間 

12時間以内 

リカバリポイン

ト 

障害発生からさかのぼり、

どの時点のデータまでを復

旧するかのポイント  

1 日前（前日バックアッ

プ時点） 

セキュリティ マルウェア（ウイ

ルス等）定義ファ

イル更新時間 

公表からマルウェア（ウイ

ルス等）定義ファイル更新

までの時間 

ベンダーリリースから

24時間以内 

セキュリティ関

連のパッチ対応 

ベンダーによる公表からセ

キュリティパッチ適用方針

決定までの期間 

ベンダーリリースから 7

日以内 

セキュリティ以

外のパッチ適用 

累積パッチの適用頻度 四半期に一度 

 

※1 ・・・ 月間のサービス停止時間が 24時間を超過しないこと。 

 

3.3. SLA評価項目と測定方法 

（1） サービス品質 

ア. 稼働時間 

SLA設定値 24時間 365日 

規定内容 計画停止を除くサービス提供時間 

 

イ. 稼働率 

SLA設定値 月 99％以上 

規定内容 サービス稼働率＝｛1－（サービス停止時間／サービス時間）｝×100（単

位：％） 

測定方法 障害票の障害停止時間及び緊急停止時間をサービス停止時間として累積

する。 

評価サイクル 月１回報告、半年１回評価 

備考 サービス停止時間に、計画停止時間は含めない。ただし、サービス停止時

間が 24時間/月を超過しないこと。 

 

ウ. 計画停止時間 

SLA設定値 12時間以内／回 

規定内容 定期保守等のための停止時間 
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測定方法 計画停止の終了時間（ポータルの切り戻し時刻）－計画停止の開始時間（ポ

ータルの切り替え時刻）の 1ヶ月間分を累積する。 

評価サイクル 月１回報告、半年１回評価 

備考 計画停止は 20時～（最長）翌 8時まで、水曜日に実施 

 

（2） 性能 

ア. オンライン応答時間遵守率 

SLA設定値 3秒以内 95%以上 

規定内容 遵守率＝（期間内の測定数－期間内の遅延数）÷期間内の測定数×100 

測定方法 事前に選定したページの画面遷移に要する時間を、ツール等を用いて測定

し、3秒以内の測定数の割合を算出する。 

詳細条件 計測を行うページは次のとおりとする。 

利用者側（DC内 DMZセグメント）：トップページ及びジャンルページ 

職員側（DC内 DMZセグメント）：ログインページ 

評価サイクル 月１回報告、半年１回評価 

備考 内部ネットワークにおける画面遷移に要する時間が平均 3 秒以内である

割合 

 

（3） 障害対応 

ア. 障害報告一次 

SLA設定値 1時間以内 

規定内容 障害の覚知から障害が発生した旨を報告するまでの時間 

測定方法 障害が発生した場合、障害管理台帳に検知時間、報告時間、障害復旧予定

時間、報告時間、復旧時間、原因、対応内容等を記録する。 

詳細条件 通知は、発注者へ電子メールで通知する。 

評価サイクル 月１回報告、半年１回評価 

 

イ. 障害報告二次 

SLA設定値 状況が変わり次第、または 2時間以内 

規定内容 一次通知からから復旧予定、または状況を通知するまでの時間 

測定方法 障害が発生した場合、障害管理台帳に検知時間、報告時間、障害復旧予定

時間、報告時間、復旧時間、原因、対応内容等を記録する。 

詳細条件 通知は、発注者へ電子メールで通知する。 

評価サイクル 月１回報告、半年１回評価 

 

ウ. 障害の平均復旧期間  

SLA設定値 12時間以内 
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規定内容 障害の覚知から障害から復旧した旨を報告するまでの時間 

測定方法 障害が発生した場合、障害管理台帳に検知時間、報告時間、障害復旧予定

時間、報告時間、復旧時間、原因、対応内容等を記録する。 

詳細条件 通知は、発注者へ電子メールで通知する。 

評価サイクル 月１回報告、半年１回評価 

 

エ. リカバリポイント 

SLA設定値 1日前 

規定内容 障害発生からさかのぼり、どの時点のデータまでを復旧するかのポイント 

 

評価サイクル 月１回報告、半年１回評価 

 

（4） セキュリティ 

ア. マルウェア（ウイルス等）対策（マルウェア（ウイルス等）定義ファイルの更新） 

SLA設定値 ベンダーリリース後 24時間以内 

規定内容 公表からマルウェア（ウイルス等）定義ファイル更新までの時間 

測定方法 セキュリティベンダー等がマルウェア（ウイルス等）定義ファイル（パタ

ーンファイル）のリリースを発表した時間、対応時間等をセキュリティ管

理台帳で一覧にして記録する。 

詳細条件 マルウェア（ウイルス等）定義ファイル（パターンファイル）の更新は自

動更新で行う。 

評価サイクル 月１回報告、半年１回評価 

 

イ. セキュリティパッチ適用 

SLA設定値 ベンダーリリースから 7日以内 

規定内容 公表からセキュリティパッチ適用方針を決定するまでの時間 

測定方法 ベンダー等がセキュリティパッチのリリースを発表した時間、対応時間等

をセキュリティ管理台帳で一覧にして記録する。 

詳細条件 セキュリティパッチは、検証環境等にて確認後､適用する。 

評価サイクル 月１回報告、半年１回評価 

備考 設定値は、適用について影響度を調査し、適用時期を決定するまでの期間 

 

ウ. セキュリティ以外のパッチ 

SLA設定値 パッチ対応の必要性を精査し、必要と判断したパッチを四半期に一度まと

めて評価実装 

規定内容 累積パッチの適用頻度 

測定方法 ベンダー等が機能改善パッチ等のリリースを発表した時期及び対応を台
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帳にて記録する。 

詳細条件 累積パッチは検証環境等にて確認後､適用する。 

評価サイクル 月１回報告、半年１回評価 

備考 報告は計画停止作業内容に記載 

 

3.4. SLA遵守状況の報告 

SLA遵守状況の毎月の報告内容については、契約時に別途内容を確認するものとする。 

 

3.5. SLA未達成時の措置 

測定の結果、SLAの品質基準を満たさない項目がある場合には、受注者は、その原因及び

改善策を発注者へ報告し､システム環境の変更、代替手段の提供等、必要な是正措置を行う。

是正処置については、半年ごとの評価を実施した翌月以降に実施する。また、半年ごとに、

発注者と受注者にて、SLA設定項目の見直しを検討する。 

 


