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1. 業務・調達要件 

1.1. データ連携基盤 

データ連携基盤は、「1.2 モニタリング検査ダッシュボード」「1.3 人流情報ダッシュボード」の

各ダッシュボードおよびデータダウンロードの動作環境であり、各ダッシュボードに係るソースコ

ード、参照データ（外部システムから連携される場合を除く）、ダッシュボードおよびデータダウ

ンロードが動作するための各種ソフトウェア等から構成される。 

 

その 1（準委任契約）では、業務要件をもとに「要件定義書」を纏めた上で、今回開発するアプ

リケーションを基に将来の拡張、機能充足等の整備計画（本件に続く調達として位置付けられ

るその 2（請負契約）の期間も含む）を策定する。その上で、各ダッシュボードおよびデータダウ

ンロードを当該データ連携基盤で動作させるための設定を行う。また、その 2（請負契約）の仕

様策定に向けた運用設計を実施する。 

その 2（請負契約）では、稼働開始後の運用・保守を行うとともに、ユーザから挙げられる各種

要望で採用が確定したもののうち、ソフトウェア側ではなく基盤側の設定として必要となる各種

作業を行う。 

 

データ連携基盤に係る業務・調達要件は、別紙 4-1「業務要件書 （データ連携基盤）」を参照

すること。 

 

1.2. モニタリング検査ダッシュボード 

モニタリング検査ダッシュボードは、モニタリング検査に係る結果をダッシュボードとして可視

化し、国民に公開するものである。モニタリング検査結果は以下の 2 つから構成され、それぞれ

個別にダッシュボードを構築する。 

また、三菱総合研究所等が実施した PCR 検査のミクロデータについては政府の一部職員お

よび研究機関向けにデータのダウンロードにて提供するものである。 

 モニタリング検査結果 A 

 2021 年 10 月までを目途に当社及び協力各社が実施した検査(※1)の結果。属性情報と

結果情報から構成される。 

 モニタリング検査結果 B 

 2021 年 11 月以降は、別の検査会社から検査結果データを購入して蓄積していくことを

想定している。属性情報と結果情報から構成される。 

 

その 1（準委任契約）では、業務要件をもとに「要件定義書」を纏めた上で、モニタリング検査

 
(※1) 感染拡大の予兆の早期探知のためのモニタリング検査 
（https://corona.go.jp/monitoring/） 
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結果 A に係るダッシュボード（国民向け）を「1.1 データ連携基盤」の上に構築して、稼働可能

な状態とする。また、稼働開始後の運用・保守を行う。更に、本件に続く調達として位置付けら

れるその 2（請負契約）の仕様策定に向けた運用設計を実施する。 

その 2（請負契約）では、モニタリング検査結果 A に係るダッシュボードについて、稼働開始後

の運用・保守を行う。またモニタリング検査結果 B に係るダッシュボード（国民向け）を「1.1 デー

タ連携基盤」の上に構築して、稼働可能な状態とする予定である。更に、両ダッシュボードにつ

いて、ユーザから挙げられる各種要望のうち採用が確定したものについて、追加実装を行う。 

 

モニタリング検査ダッシュボードに係る業務・調達要件は、別紙 4-2「業務要件書 （モニタリン

グ検査ダッシュボード（A））」を参照すること。 

 

1.3. 人流情報ダッシュボード 

人流情報ダッシュボードは、国民に「各都道府県の主要地点、歓楽街における人出（2021 年

7 月 1 日の人出に対する増減比率）」に係るデータをダッシュボードとして可視化し、公開するこ

とを想定している。 

また、事業者等から取得したデータについては政府の一部職員および研究機関向けにデー

タのダウンロードにて提供するものである。 

 

その 1（準委任契約）では、業務要件をもとに「要件定義書」を纏めた上で、当該ダッシュボー

ドを「1.1 データ連携基盤」の上に構築して、稼働可能な状態とする。また、本件に続く調達とし

て位置付けられるその 2（請負契約）の仕様策定に向けた運用設計を実施する。 

その 2（請負契約）では、稼働開始後の運用・保守を行うとともに、ユーザから挙げられる各種

要望のうち採用が確定したものについて、追加実装を行う。 

 

人流情報ダッシュボードの概要は、別紙 4-3「人流情報ダッシュボードの開発・データ移行」を

参照すること。 

 

1.4. ラインリスト 

ラインリストは、現在地方自治体等の Web サイト上の公開情報を収集、取り纏めた新型コロナ

ウイルス感染状況のデータである。 

その 1（準委任契約）では、当該ラインリストを「1.1 データ連携基盤」上に格納出来る様、環境

を用意する。その後は、当該ラインリストの追加・更新の発生に応じて適宜運用・保守を行う。 

その 2（請負契約）でも、引き続き当該ラインリストの更新発生に応じて適宜運用・保守を行う。 

 

ラインリストについては、別紙 4-4「ラインリストデータ対応の概要」を参照すること。 
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2. 設計・構築等要件 

 以下に挙げる事項については、各ダッシュボードに共通の要件として位置付けられるも

のである。それぞれの事項について詳細を検討・決定し、決定した内容は別紙 4-1「業務要

件書 （データ連携基盤）」にて定めている「（仮称）データ連携基盤設計・構築ガイド」に纏

めた上で、開発の標準化、品質・生産性の向上を図ること。 

 

2.1. ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 

 利用者の種類とデータの公開範囲 

利用者の種類とデータの公開範囲については、以下のとおりである。 

表 1 利用者の種類とデータの公開範囲 

No. 利用者区分 データの公開範囲 補足 

1 国民 オープンデータの参照  

2 政府の一部職員 全情報の参照  

3 研究機関等 組織の研究内容等のレベルに応じたデータの開示  

 

 

 ユーザビリティ 

ユーザビリティ要件については、以下のとおりである。 

表 2 ユーザビリティ要件 

No. ユーザビリティ分類 ユーザビリティ要件 補足 

1 画面の構成 表計算ソフトの様な直感的に分

かりやすい画面構成であること。  

 

2 操作方法の分かりやすさ 表計算ソフトの様な直感的に分

かりやすい操作手順であること。 

 

3 指示や状態の分かりやすさ 表計算ソフトの様な直感的に分

かりやすい状態表示であること。 

 

 

 アクセシビリティ 

アクセシビリティ要件については、以下のとおりである。 

表 3 アクセシビリティ要件 

No. アクセシビリティ分類 アクセシビリティ要件 補足 

1 基準等への準拠 オープンデータ版環境について

はグラフ等の埋め込みまたはリ

ンク設定先 HP の基準に準拠し

た設計とすること。 
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No. アクセシビリティ分類 アクセシビリティ要件 補足 

2 指示や状態の分かりやすさ 色の違いを識別しにくい利用者

（視覚障害のかた等）を考慮し、

メッセージを表示する等、可能な

限り色のみで判断するような設

計は行わないこと。 

 

3 言語対応  本情報システムでは、日本語対

応のみとする。 

 

 

2.2. システム方式に関する事項 

 システムの構成に関する全体の方針 

システムの構成に関する全体の方針については、以下のとおりである。 

表 4 システムの構成に関する全体の方針 

No. 全体方針の分類 全体方針 補足 

1 システムアーキテクチャ 本情報システムのシステムアー

キテクチャは、前提事項である

外部サービス利用型とする 

 

2 アプリケーションプログラムの設

計方針 

本情報システムを構成する各コ

ンポーネント（特定単位の機能）

間は疎結合、再利用性を考慮し

た設計とすること  

 

3 ソフトウェア製品の活用方針 ・広く市場に流通し、利用実績を

十分に有するソフトウェア製品を

活用する 

・ダッシュボード等フロントエンド

側の BI ツールについては可能

な限りオープンソースソフトウェ

ア（ＯＳＳ）製品の活用を図る。た

だし、それらのＯＳＳ製品のサポ

ートが確実に継続されていること

を確認しなければならない 

 

4 データ連携基盤の方針 ・提案するクラウド環境が提供す

るサービス、機能を可能な限り

活用し、可用性に優れたシステ

ム構成とする 

・ただし、ベンダーロックインとな

らない様、移植性も考慮しなけ

ればならない。 

 

 

 開発方式及び開発手法 
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本情報システムの開発手法は、アジャイル開発を基本とする。ただし、アジャイル開

発、その他を含め、より良い具体的な開発方法があれば、提案すること。 

 

2.3. 性能に関する事項 

 応答時間 

今般の情報システムは Web サービスのアプリケーションであり、体感的に遅いと感

じない程度（２～３秒）を目標値とする。 

但し、大量データの処理、複雑な集計処理等、結果を出すまでに時間を要する理由が

明確な要求についてはあらかじめ、通知等を考慮すること。 

 

 スループット 

大量データの処理、複雑な集計処理等、結果を出すまでの時間について妥当性を評価

出来る様、ログ情報等を収集しておくこと。 

 

2.4. 信頼性に関する事項 

 可用性 

 受託者が用意するクラウド環境の SLA(可用性、他)について提案書に SLA の内

容等を明記し、選択の妥当性を説明すること。 

 上記を除く受託者が開発したシステム等に関しては、IPA が提示する「非機能要

求グレード」（https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/std/ent03-b.html）

を参考に、稼働率目標を 99%とする。 

 

 完全性 

 機器の故障に起因するデータの滅失や改変を防止する対策を講ずること。 

 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること。 

 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。 

 データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること。 

 データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも、毀損したデータ

及び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと。 
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2.5. 拡張性に関する事項 

 性能の拡張性 

クラウドサービスの拡張機能で対応する。なお、ファイルの配置・他、拡張の容易性

を確保した設計とすること。 

 

 機能の拡張性 

利用者ニーズ及び業務環境の変化等に最小コストで対応可能とするため、本情報シ

ステムを構成する各コンポーネント（特定単位の機能）の疎結合、再利用性を確保する。 

 

2.6. 上位互換性に関する事項 

クラウドサービスを前提とするため、特になし。 

 

2.7. 中立性に関する事項 

次期システム更改の際に、移行の妨げや特定の装置や情報システムに依存することを

防止するため、原則として情報システム内のデータ形式はＸＭＬ、ＣＳＶ等の標準的な

形式で取り出すことができるものとすること。 

 

2.8. 継続性に関する事項 

業務に用いるデータのバックアップ処理は業務への影響を排除した設計とすること。 

また、システム保守作業等で計画停止が必要な場合は、影響の少ない日時を前提に委託

者と打ち合わせの上、利用者への通知等、十分な時間を持って計画すること。 

 

2.9. 稼働環境に関する事項 

 クラウドサービスの構成 

今般構築する情報システムの稼働環境は、提案者の知見に基づき、最適なクラウド環

境および利用するサービス、機能を提案すること。 

 

 ソフトウェアの構成 

前提とするクラウドサービス以外で必要とするミドルウエア（DBMS、他）について

は、そのミドルウェアの使途、選定理由を明確にし、提案すること。 
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2.10. テストに関する事項 

テストの実施結果については、当社の承認を受けること。また、アジャイル型で開発を

進める場合には、スプリント単位で当社の承認を受けること。 

 

2.11. 引継ぎに関する事項 

運用事業者交代時は、引継書（運用設計書、運用作業手順書、残存課題等）を作成し、

十分な時間を掛けて引継ぎを行い、双方（引継ぎ元、引継ぎ先）合意の上、引継ぎ完了

報告を委託者に行うこと。 

 

2.12. 教育に関する事項 

 Web アプリケーション利用者に対する教育 

利用者区分毎に操作手順のガイド、ヘルプ機能（利用するクラウドサービスの QA,ヘ

ルプのリンクを含む）等、利用者が自己解決出来る様、ガイド、ヘルプ機能について画

面設計等で考慮すること。 

 

 システム運用要員に対する教育 

システム管理者用操作手順書等を整備し、十分な研修を行い、システム運用業務に従

事させること。 

 

 システム保守要員に対する教育 

システム保守（軽微な修正、ダッシュボードの追加）については、システム・アプリ

ケーション保守手順書等を整備し、十分な研修を行い、システム保守業務に従事させる

こと。 

 

2.13. 運用に関する事項 

 バックアップ 

重要なデータのバックアップの取得については、クラウドサービスプロバイダから

提供されるバックアップサービスを活用する。ただし、適用するサービスの種類、同時

被災しないことを前提としたバックアップサイトの場所、バックアップデータの取得

時期及び保管期間（世代管理を含む。）、自動化の程度等については、対象とするデータ

の性質等に応じて、業務に影響を与えず、かつコスト対効果が高いものを適宜選定する

こと。 
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 「その 2」に係る運用作業要件の整理 

今般構築するシステムを前提にその対応作業・体制等運用作業要件を整理すること。 

（例） 

 システム利用者からの問い合わせに関する対応 

 データ項目の不備等、入力ファイルの障害を検知した場合の対応 

 システム利用者（ユーザー）の追加/削除、権限設定/変更対応（ヘルプデスク

機能）等 

 

2.14. 保守に関する事項 

 ソフトウェア保守に関する事項 

本情報システムの修正等にあたっては、当社担当者と連携を図り、修正内容及び修正

箇所を特定すること。なお、修正方針及び方法等についてまとめた資料を作成し、当社

の承認を得ること。 

 

 「その 2」に係る保守作業要件の整理 

今般構築するシステムを前提にその対応作業・体制等保守作業要件を整理すること。 

（例） 

 DBMS システム等、MW を導入した場合は、その保守（アップデート、セキ

ュリティパッチ等） 

 障害受付窓口の設置 

 システム利用者から不具合の報告を受けた際にその原因究明（バグ調査等） 

 プラットフォーム課金情報を基にコスト低減に向けた施策の検討、提案 等 

 

 

3. 遵守すべきガイドライン等 

以下のガイドライン等の規定に準拠すること。なお、その他の規定についても、当社の指示に従

うこと。 

 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群（令和 3 年度版） 

 

  

以 上 


