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第１章 はじめに 

 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室では、基本的対処方針を踏まえ、感染再拡大や感染源

を早期に探知するよう、人流データ、モニタリング（PCR検査）、地方自治体等の公表データ等を基にデータを

分析し、感染拡大の予兆や感染源を早期に探知し、早期の対応につなげていくこととしている。 

今般整備する「データ連携基盤」は、収集したデータを国民、各種研究機関等により広く提供し、データの利

活用を促進するためのシステム基盤として整備するものである。 

   なお、今般整備する「データ連携基盤」のプラットフォームについては、今般想定している業務（別紙４－2～

別紙４－4）および今後の拡張性を考慮し、提案すること。 

 

【データ連携基盤の整備の進め方】 

データ連携基盤の整備については、現在予定されている新規開発の業務システムを俯瞰し、アプリケーシ

ョンの開発と併行して行い、類似アプリケーションの短期間対応、統一したユーザビリティの提供等を目指す。 

 また、保守業務の中で発生する新規開発案件対応についても標準化等を行い、データ連携基盤の整備を継

続し、維持・管理する。 
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【データ連携基盤のイメージ】 ※この図はイメージであり、提案するプラットフォーム/システム構成等を妨げるものではない。 

図 1 データ連携基盤のイメージ 

      

      

      

      

  

 【購入データ/他】 

事業者等提供 

データ 

【オープンデータ環境】 

ダッシュボード 

データダウンロード 

【政府の一部職員/研究機関】 

※１ 事業者等提供データダウンロード環境については利用者の目的に応じ、グループ化し、参照権限の設定、管理を行う。 

 

（オープン 

データ群） 

【データマート】 

（政府の一部職

員/研究機関用デ

ータ群） 

（参照分析用 

データ） 

※一括移行 

データ等 

（新規発生・ 

更新分） 

【原本管理】 【マスター管理】 

【参照履歴管理】 

 

参照ログ 
ファイル 

マスター群 
（マスター更新型/ 

データ累積型等） 

※機微なデータについては暗号化領域として

管理を行う。 

【Web】 

データダウンロード 

データダウンロード 

【内閣官房】 

（参照情報の収集） 

【事業者等提供データダウンロード環境】※１ 



データ連携基盤 業務要件書 

 
 

Confidential 5  
 

第２章 標準化するに関する事項 

今般整備する「データ連携基盤」の整備項目は、以下の事項とする。 

なお、整備事項を纏め、「（仮称）データ連携基盤設計・構築ガイド」として開発の標準化、品質・生産性の向上を図ること。 

１．整備事項一覧 

表 1 整備事項一覧表 

No 整備事項 概要 補足 

１ 各種ガイドライン ・データ連携基盤のプラットフォーム（以降、「プラットフォーム」と言う）を前提とした

ETL、ＢＩ環境設計の標準化およびプラットフォームの各サービス、機能の適用方針 

・開発手法方針 

・開発言語の適用方針およびコーディング規約 

・各種定義体の命名規約 

・共通モジュール使用手引き 

・ドキュメント一覧（ドキュメント体系として纏めたもの） 等 

― 

２ フレームワーク ・プラットフォームを前提とした ETL、ＢＩ環境設計の標準化およびプラットフォームの各

サービス、機能の適用方針を基にし、データ収集から蓄積、配布・プレゼンに至る各処

理工程のパターン毎に必要最低限のツールとして整備する 等 

注）フレームワークの考え方はプラットフォーム、その他サービスの活用を踏まえ、新

たなツールの開発は最小限とすること。 

― 

３ サンプルプログラム フレームワークに組み込むアプリケーションプログラムのサンプルおよびコーディング

要領 等 

― 

４ 共通モジュール システムで共通使用する機能のモジュール化 等 ― 
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第３章 ダッシュボードに関する事項 

今般構築する各ダッシュボードについては、既存のホームページ等へグラフ等の埋め込みまたはリンクを設定することとし、 

ダッシュボード上にシステムのデータの更新日時およびデータの最新日(例：直近の検査日等)を表示し、データの状況を確認出来る様、画面設計

で考慮する。 
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１．画面設計ポリシー 

・国民向け（オープンデータ）についてはグラフ等の埋め込みまたはリンク設定先ホームページの画面設計ポリシーに準拠とする。 
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第４章 データのダウンロードに関する事項 

※以下の「１．処理方式」「２．アクセス権の管理」「３．抽出条件・抽出項目指定の概要」「４．データダウンロードの概要」「５．データダウンロードの性

能に関する事項」は理想としての要件である。 

なお、以下の説明はディレードオンライン方式を前提に要件を説明しているが抽出データを保存せず、毎回実行する案も選択肢としてあり、提案

者の知見から判断し、開発スケジュール、運用コスト等を鑑み、代替案も含めた最適な実現案の提示を求めるものである。 

 

１．処理方式の概要 

   ※図 3 ディレードオンライン（突き放し型）概要図の①～③の流れおよび③データダウンロードについては、多様なデータ連携（データ提供）処理

を考慮し、汎用的な機能としてプラットフォーム環境での実現を想定している。 

     

・ダウンロード処理については、 

  ・アクセス権の管理 

  ・抽出条件、抽出項目の詳細設定 

・大量データ、資源負荷の大きい抽出 

・ダウンロード専用ファイル（ファイル転送単独機能） 等 

の処理についてディレードオンライン（突き放し型）の機能として設ける。 
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２．アクセス権の管理 

・ファイル単位については「図 2 ユーザーと参照権限」の管理方式として実装するものとする。 

・フォルダー単位についてもファイル単位と共通の管理方式として実装するものとする。 

 

図 2 ユーザーと参照権限 

データマート一覧に該当する 

（フォルダー単位も共通管理方式とする） 
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【ディレードオンライン（突き放し型）の概要】 

 

図 3 ディレードオンライン（突き放し型）概要図 

 

 

 

 

 

 

リクエスト 

キュー 

抽出・編集処理 

（逐次処理） 

※多重度の制御を行う 

抽出/編集

済データ 

② 

①  

③ 

②抽出/編集完了通知 

① 抽出/編集依頼 

③データダウンロード 
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３．抽出条件・抽出項目指定の概要 

 

図 4 抽出条件・抽出項目指定の概要図 

４．データダウンロードの概要 

     ・ダウンロード画面は以下（図 5 ダウンロード画面(イメージ)）の様な表示とし、ユーザー毎の参照権限を元にフォルダー構成として表示する。 

    ・画面遷移等はエクスプローラー的な動きを想定している。 

    ・ダウンロード処理についてはWeb（HTTPS）および FTPツール（SFTP等）でのダウンロードを想定している。 

 

・抽出条件・抽出項目指定は、表計算ソフトの表イメージで抽出項目選択、抽出条件（オートフィルター）

の様な機能を想定している。 

・抽出/編集が完了したファイルはフォルダ「抽出・編集済データ」（図 6 ダウンロード画面(イメージ）へ保

存する。 

・抽出対象ファイルは DBMS、CSV等を対象とする。 

・ダウンロードデータのファイル形式：CSV 

UTF-8 BOM BOM  

▼ 

▼ ▼ ▼ ☑ ▼ ☑ ▼ 

抽出項目選択 

抽出条件設定 

（フィルター機能） 
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※各ファイルには作成日、更新日、ファイル容量等のファイル情報も合わせて表示すること。 

 

 

参照権限のある 

データマートを表示する 

参照権限のある 

フォルダー全体を表示する 

その他(zip等)はダウンロー

ド確認画面へ遷移。 

CSV形式（View含む）のファ

イルは抽出条件・抽出項目指

定画面に遷移する。 

抽出・編集済保管、ダウンロ

ード用フォルダー 

（共通） 

ログイン画面 

図 5 ダウンロード画面(イメージ) 
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５．データダウンロードのファイル容量に関する事項 

  ・「２．抽出条件・抽出項目指定の概要」での抽出結果は１リクエスト当たり、最大１５GB1以下の想定である。 

 ・稼働当初は１ユーザー毎に最大使用可能容量２０GBの抽出・編集データ保管エリアを設定し、 

抽出・編集データ保管エリアの総容量は５００GB（1ユーザ当たり平均５GB×１００ユーザー）を限度とする。 

また、稼働後は利用状況を見て総容量およびユーザー毎に使用可能容量を調整出来る仕組みを用意しておくこと。 

  ・将来的には１リクエスト当たり５００GB程度、総容量２５TB（1ユーザ当たり平均５０GB×５００ユーザー）まで段階的に拡張可能なプラットフォーム 

を選択すること。 

   ・将来的にはデータ保管有効期限等の設定でファイルの自動削除が可能な仕組みを考慮し、設計までしておくこと。 

   ・将来的にはユーザーの日毎のダウンロード回数で警告、制限等が出来る仕組みを考慮し、設計までしておくこと。 

     

 
1 モバイル空間統計データ 1時間当たりのファイル容量が最大の性年代ファイル（1時間当たり７MB）を９０日分抽出した想定での試算。 
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第５章 共通機能に関する事項 

・ダッシュボード共通機能として以下の機能を組み入れること。 

なお、他に利用者の利便性、システムの維持・管理等に寄与する共通機能があれば、提案すること。 

 

1. 共通機能一覧 

表 2 共通機能一覧 

No 整備事項 概要 補足 

１ ダッシュボードに表示する日

付、インフォメーション管理 

・ダッシュボード上にシステムのデータの更新日時およびデータの最新日(例：直近の

検査日等)を表示するための日付管理およびデータのインフォメーション管理を行う。 

・各データマート、ダッシュボードデータのシステム更新日時 

・各データマート、ダッシュボードデータに含まれるデータの状態を表す日付（各アプリ

ケーションで日付を求め設定とする） 

・各ダッシュボードに表示するコメント（データ障害等一部データに不備が発生した場合

の通知等を想定） 等 

― 

２ 履歴管理 ・データのダウンロードにおいて指定された抽出項目、抽出条件のログを管理する。 

主な収集情報 

・参照ユーザー（ユーザーIDなど） 

・参照日時 

・参照ファイル 

・参照項目 

・抽出条件 等 

― 

３ 会計情報 ・業務（ダッシュボード毎等）、ファイル等での課金情報収集およびレポート機能 

（プラットフォームの基本機能を元に収集、レポート作成を想定） 

各ダッシュボード毎の費用対

効果、システム保守時のコス

ト低減策策定等で使用する。 
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第６章 帳票に関する事項 

・各ダッシュボードにて表示するグラフ、表等はプラットフォーム標準機能を活用し、PDF出力を行うものとする。 
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第７章 データに関する事項 

各ダッシュボードで取り扱うデータは、個人情報等、機微な情報を扱うダッシュボードも含まれるため、以下のデータの取り扱いに関する基本方針

に基づき、環境を整備する。 

１．環境整備方針 

⚫ 情報セキュリティ（データの機密性） 

・個人情報データ等は、その特性上、機微な情報とし、厳密な管理を行う。 

そのため、一般的なセキュリティ対策をした上でデータを暗号化した状態で維持、管理出来る環境も整備する。 

⚫ 文字コードの扱い 

・文字コードについては「文字環境導入実践ガイドブック」（政府 CIOポータル 標準ガイドライン群 文字環境導入実践ガイドブック）に準拠

し、以下の文字環境を基本とする。 

・取り扱う日本語文字集合の範囲：JIS X 0213 

・文字コード：ISO/IEC 10646 

・文字の符号化形式：UTF-8 

注）データの提供（ダウンロード）については、利用者の利便性を考慮し、BOM付き、BOM無しの UTF-8を選択出来る様、考慮する。 
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第８章  外部インターフェースに関する事項 

※今後のデータ連携機能の利便性、拡張等を考慮し、システムの特性を鑑み、有効と思われる API等の提案を求めるものである。 
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第９章 情報セキュリティに関する事項 

 

１．情報セキュリティ対策要件 

表 3 情報セキュリティ対策要件 

No. 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 補足 

１ 主体認証 ・二要素認証とすること 

・なお、ログイン失敗３回以上で一旦停

止とする 

実装方式については、代替

案を含め、提案を求めるも

のである 

２ アクセス制御 利用者により、データの参照範囲（公

開範囲）の制御を行う 

同上 

なお、アクセス制御につい

てアプリによる管理表等の

制御を行う場合は OS/SW

等のアクセス制御と併用し、

二重化を行うこと。 

また、OS/SW等の監査証

跡を取得し、承認を得る手

順とすること。 

３ 権限管理 利用者によりファイルの登録、削除、

参照権限の管理を行う 

No.1に同じ 

４ データの暗号化 ・暗号化キー等での管理とする。 

なお、一つの暗号化キーにより暗号化

対象データソースすべての管理を想定

している。 

 ・管理者の人事異動等、担当者が変

更となる場合を考慮する。 

※１ 暗号化についてはプラットフォー

ム、他等の活用を含め、実装案の提案

を求めるものである。 

No.1に同じ 

・システム運用における障

害対応も考慮し、必要最低

限の範囲で運用責任者等

への開示・運用・管理方法

について提案に含めるこ

と。 

５ ログ取得及びログ管理 ログイン、ログアウト、ログイン失敗等 No.1に同じ 
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の取得 

 

以上 

 


