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1. 調達

調達目的1.1.

独立行政法人都市再生機構（以下、「機構」という。）は、機構組織全体における業務・事務の効

率化を図り、顧客サービスの向上を推進する情報インフラ基盤として、地域に係わる情報収集及び

分析が可能な地域分析システム（以下、「地域分析システム」という。）の導入を検討している。

今般、試験運用として機構内対象ユーザーに地域分析システムを導入することから、本調達では、

同環境を構築するための機器等の調達を行う。

調達範囲・方針1.2.

本仕様書における調達の範囲は、以下の項目とし、構築した機能及び提供・供与する各種サー

ビス、ソフトウェア及びハードウェア等を含め全体の動作を保証したものとする。

また、地域分析システムの構築に必要となる機能、構成、運用管理等については最低限必要な

要件を示しており、本仕様書に明示されていない事項についても、受注者において要件を実現す

るために必要な機能や性能を判断し、適切な構成を提案し納入すること。

なお、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）」第 6

条第 1 項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成 13 年 4月 1 日施行）」

における対象製品については、定められた判断の基準を満たしていること。

地域分析システムの要件定義及び導入作業(1)

地域分析システム用サーバ環境 一式(2)

操作マニュアル等の提供(3)

全てのサービス、ソフトウェア及びハードウェアに関する導入日から契約期間終了までの(4)

適切な保証、運用保守及びサポートサービス

地域分析システム導入時の操作講習（システム導入時に１回程度を想定）(5)

契約期間終了後のデータ消去及び機器撤去(6)

機器の基本要件1.3.

本調達機器の基本要件は下記のとおりである。

標準・規格化要件(1)

将来における接続機器の増設及び拡張等が互換性、移植性及び接続性を確保でイ)

き、かつ柔軟に対応できるよう標準化が考慮されていること。

漢字コードは基本的に JIS X 0208 及び JIS X 0213 に規定される文字とし、これ以外ロ)

の文字の扱いについては機構と協議し決定することとする。なお、コードはシフト JIS

に準拠すること。

安全性・信頼性要件(2)

ハードウェア及びソフトウェアにおいては、製品の動作等十分に保証・確認されたもイ)

のとする。
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本調達機器のネットワークへの接続によって、ネットワークのセキュリティ水準が低下ロ)

することのないよう、十分な対策が講じられていること。

本調達機器は機械的及び電気的に人体等に危険のない構造であること。ハ)

通常の使用環境において、放電や雑音電圧の混入が発生しても、装置が容易に誤ニ)

作動しないこと。

セキュリティ要件1.4.

本調達のセキュリティ対策においては、民法、刑法、個人情報保護法、情報セキュリティ等の関

連法規を遵守することはもとより、政府機関統一基準等関連ガイドラインを理解した上で、機構情

報セキュリティ関連規定（以下、「情報セキュリティ関連法規」という。）を遵守すること。

また、システムの構成や特性に応じ、情報の機密性・完全性・可用性を各々適切に確保し、取り

組みを行うと同時に、万全な体制を整え維持していくものとする。セキュリティ対策における基本方

針については、以下に記載する各対策を実施することとする。

調達時に実現可能な技術を用いたセキュリティ対策を、システム構成等を考慮した上で(1)

実施すること。

市場で広く認知されている対策においては、全般的に網羅されている上で、情報セキュリ(2)

ティを取り巻く状況の変化に迅速かつ柔軟に実施すること。

本調達機器の稼働において、稼働開始時期を含め契約期間中は必要な機能の追加及(3)

び実証された上での最新セキュリティ対策を継続的に実施すること。

情報セキュリティへの技術的対策においては、運用・設備面を考慮した上で計画的に対(4)

策を実施すること。

情報セキュリティ規定及び関連ガイドライン1.4.1.

以下の規程及び各種ガイドライン等において、本調達で該当する事項について考慮すること。

また、機構情報システムに対する不正アクセス、情報漏洩及びデータ破壊を防止するため機密

性、完全性及び可用性の観点から対策を実装すること。

「独立行政法人都市再生機構情報セキュリティ管理に関する規程」(1)

「独立行政法人都市再生機構情報セキュリティ管理に関する達」(2)

「独立行政法人都市再生機構個人情報保護規定」(3)

「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（平成 30 年度版）」（内閣サイ(4)

バーセキュリティセンター）

「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一規範」イ)

「政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指針」ロ)

「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成 30 年度版）」ハ)

「政府機関等対策基準策定のためのガイドライン（平成 30 年度版）」ニ)

「高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドライン」（内閣サイバーセキュリティ(5)
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センター）

『高度標的型攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド（独立行政法人情報処理推進イ)

機構）

『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド（独立行政法人情報処理推ロ)

進機構）

納品物1.5.

共通事項(1)

受注者は、本調達機器等を納入する際に指定のドキュメントを紙若しくは CD-ROMイ)

等の媒体により日本語で提供すること。また、提出予定のドキュメントを一覧にまとめ

提出すること。

紙のサイズについては、A4 サイズとし必要に応じて A3 サイズを使用すること。また、ロ)

容易に差し替えができるようバインダー方式とする。

CD-ROM 等の媒体に保存する形式は、Microsoft Office 形式若しくは PDF 形式とすハ)

る。ただし、機構が別形式での提出を求めた場合はこの限りではない。

提出内容の修正(2)

提出したドキュメント等の修正が発生する場合においては、紙媒体は更新履歴及び修正を

行ったページ、CD-ROM 等の媒体は、修正後再編した媒体を速やかに提出すること。

マニュアルに関する納品物（各 1 部）(3)

ユーザ向け機器利用マニュアル（可能な限り日本語で記述されたもの）

その他の納品物（各 1 部）(4)

その他関連ドキュメント

保証等1.6.

保証(1)

受注者は契約期間中、次の事項について受注者の負担と責任により行うものとする。

本調達機器に関する機能保証及び各種装置の円滑な稼働に障害が生じた場合のイ)

調整等

本調達機器及びソフトウェア（自社製品以外のものも含む。ただし、フリーウェアは除ロ)

く。）に関する製品保証

上記（イ）、（ロ）の故障等の障害に関する修理、調整、整備、部品交換等ハ)

なお、ハードウェアに関しては、修理等が速やかに完了できず業務に支障をきたすと見込まれ

る場合は、代替物の無償貸与等の措置を講ずること。

また、保証等に関する本規定は、受注者の担保責任その他契約上の責任を免除するもので

はなく、機構は債権者としての権利を留保するものとする。
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データ消去及び撤去作業1.7.

契約期間が終了したときは、本調達機器内に保存されているデータを情報が漏洩することのない

ように消去した上で、本調達機器及び指定のマニュアル、媒体等を撤去すること。

なお、本調達機器の回収作業開始時から、データ消去を依頼した本調達機器より情報漏洩が

あったと証明された場合、損害賠償請求をすることもありうる。

機密情報の保持1.8.

受注者は機密情報の保持について以下の内容を遵守するものとする。

本仕様書における各作業の実施中はもとより作業の実施後も、本仕様書上のシステム構(1)

造、機器及びその他本契約を履行する上で知り得たすべての情報を第三者に開示、漏

洩することのないこと。また、そのために必要な措置を講ずることとする。

機構が提供する資料においては、原則として貸し出しとし、導入完了期限までに返却する(2)

こと。また、当該資料の複写及び第三者への提供はしないこと。

機構が提供した情報を第三者に開示する必要がある場合は、事前に機構と協議を行った(3)

上で承認を得ることとする。

知的財産権について1.9.

本仕様に関する産業財産権（工業所有権）の取り扱いにおいて生ずる一切の問題については、

すべて受注者の責任とする。

連絡指示事項1.10.

本仕様書の各項目に不明な点がある場合は、機構と随時打ち合わせを実施し、その指示に従う

こととする。

暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について1.11.

業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下、「不当介入」とい(1)

う。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速や

かに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

（1）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにそ(2)

の内容を記載した文書により機構に報告すること。

暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場(3)

合は、機構と協議を行うこと。

その他1.12.

ハードウェア及びソフトウェアのライセンス登録が必要な場合は、受注者が代行し登録を(1)

行い、かつ登録の証明を示すライセンス書等を一式にし、機構へ納めること。また、契約
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期間内でのライセンス登録情報の変更、ライセンス登録の継続等についても、機構の指

示に従い作業を行うこと。

本調達価格には、要求仕様及びそれに係る費用（搬入、据付、稼働調整、保守、撤去等(2)

の附帯経費を含む。）を含むものとする。

本仕様書に記載のない事項で、本調達に際し必要と認められる事項が発生した場合は、(3)

機構と協議し、その指示に従うこと。

2. 導入

想定作業日程2.1.

想定作業日程は、以下のとおりである。作業スケジュールの詳細については、機構と協議し決定

すること。

構築・運用テスト期間(1)

2019 年 10 月 1 日～2019 年 10 月下旬

導入完了期限(2)

2019 年 10 月 31 日

本番稼働(3)

2019 年 11 月 1 日

運用期間(4)

2019 年 11 月 1 日～2020 年 10 月 31 日

3. 運用・保守要件

運用業務要件3.1.

受注者は、情報システム部門からの本調達機器の運用に係わる各種問い合わせ及び調査依頼

等の稼働支援業務に応じること。

運用支援体制(1)

本調達機器及びソフトウェア、ライセンス等に関して、アフターサービス、修理、部品イ)

等の提供及び各種相談、問い合わせの受付等を行う体制を確保すること。

対応時間帯については、月曜日～金曜日の 10：00～12:00、13:00～17：00 とするロ)

（祝祭日、年末年始は除く）。

対応方法については、管理者と受注者の電話又は電子メールでのやり取りとする。ハ)

技術サポート(2)

本調達機器全般の質問に対する回答、助言を行うこと。イ)

本調達機器全般の問題発生時における迅速な原因調査、対策、報告を行うこと。ロ)

本調達機器のソフトウェアのバグ及びバージョンアップ、セキュリティアップデート等ハ)

の情報提供を行うこと。

その他、本調達機器を適正かつ効率的に使用するために機構が依頼する支援に対ニ)
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する回答、助言を行うこと。

保守業務要件3.2.

保守内容3.2.1.

受注者は以下の保守内容に対応すること。

本調達機器に関する機能保証及び各種装置の円滑な稼働に障害が生じた場合のイ)

調整等を行うこと。

故障等の障害に対する修理、調整、整備、部品交換等を行うこと。ロ)

納入検査後、本調達機器において正常な使用状態で不具合が発見された場合は、ハ)

速やかに当該機器の設置場所において修理を行うこと。なお、修理が速やかに完了

しないと見込まれる場合、受注者は代替機の無償貸与等の措置を講ずること。また

修理による品質保証がなされない場合は、契約期間中の無償給付を行うこと。

本調達で導入するソフトウェアのバグについては、機構と速やかに調整の上、受注ニ)

者の責任と負担で対応すること。

本調達機器の保守作業において、作業完了後正常に稼働することを確認すること。ホ)

その他詳細については、機構と協議・調整すること。ヘ)

4. 機能要件

地域分析システム機能要件4.1.

地域分析システムに要する機能については、別紙１「機能要件一覧」と別紙２「収録データ一

覧」に記載の機能を有すること。

ハードウェア要件4.2.

受注者が導入したハードウェア及びオペレーティングシステム（OS）、ネットワークについて、

初期導入時から本番稼働時までに設定値変更や修正プログラムの適用等の必要が発生した

場合は、機構と協議の上受注者にて実施するものとする。

受注者は、成果物を納入するに当たり、本システムが必要とするハードウェア要件及びハー

ドウェアの構成についてまとめ、機構の承諾を得ること。また、機構が行う基盤調達について、

請負者は適切な支援を行うこと。

なお、本調達においては、利用者用の新規クライアントパソコン及びプリンタの導入は行わず、

既存の UR-NET＊パソコンを使用することとする。使用予定のクライアント PC の主な仕様を

以下に示す。

*  UR-NET： パーソナルコンピュータネットワークシステム
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① クライアント 1

項目 主な仕様

ＣＰＵ
Intel Core i3-4170T
Processor 3.20GHz

Intel Core i5-4590
Processor 3.3GHz

メモリ 4GB

ハードディスクＣ 500GB

基本ＯＳ Windows10 Enterprise LTSC

Web ブラウザ Microsoft Internet Explorer 11

解像度 1,920×1,080 1,440×900

オフィスソフト Microsoft Office Professional PLUS 2019

帳票印刷ソフト JUST PDF ４[作成・編集]
Adobe Creative Cloud コンプ
リート版

② クライアント 2

項目 主な仕様

ＣＰＵ
Intel Core i3-4170T
Processor 3.20GHz

Intel Core i5-4590
Processor 3.3GHz

メモリ 4GB

ハードディスクＣ 128GB

基本ＯＳ Windows10 Enterprise LTSC

Web ブラウザ Microsoft Internet Explorer 11

解像度 1,366×768

オフィスソフト Microsoft Office Professional PLUS 2019

帳票印刷ソフト JUST PDF ４[作成・編集]

③ クライアント 3

項目 主な仕様

ＣＰＵ Intel Core i5 Intel Core i7

メモリ 8GB

ハードディスクＣ 500GB

基本ＯＳ Windows10 Enterprise LTSC

Web ブラウザ Microsoft Internet Explorer 11

解像度 1,920×1,080
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オフィスソフト Microsoft Office Professional PLUS 2019

帳票印刷ソフト JUST PDF ４[作成・編集]
Adobe Creative Cloud コンプ
リート版

④ クライアント 4（VDI 対応機）

項目 主な仕様

ＣＰＵ Intel Core i5 2vCPU（仮想CPU）

メモリ 8GB ４GB

ハードディスク SSD256GB 60GB

基本ＯＳ Windows10 Enterprise LTSC

Web ブラウザ Microsoft Internet Explorer 11

解像度 1,920×1,080

オフィスソフト Microsoft Office Professional PLUS 2019

帳票印刷ソフト JUST PDF ４[作成・編集] 未定

以上



別紙1 機能要件一覧

No 業務 アクション 機能

1 全般 使用端末 調達仕様書4.2.ハードウェア要件に記載のPC端末環境下での使用
2 地域分析システムのクラウド環境での提供
3 ユーザー数 ユーザーID発行（最低1名分）
4 システム要件 ログインする ログイン・ログオフ機能
5 ログイン・ログオフの履歴確認
6 検索・照会する システム画面上で、対象地点を住所、施設（駅、店舗等）でキーワード検索
7 15にて登録した物件のキーワード検索
8 分析地点、領域を設定する 分析地点、区域を円形で設定

（円形のサイズは任意で設定可能なこと。（直径:0.1km～50.0km程度を想定））
9 分析地点、区域をトラベルタイムで設定

（移動手段は自動車・自転車・徒歩の選択が可能であること。トラベルタイムは任意で設定可能なこと。（10分～120分程度を想定））

10 分析地点、区域を多角形で設定
（多角形の形状は任意で設定可能なこと。）

11 分析地点、区域を町丁目指定で設定
12 別紙2記載のデータを、地図上に表示（詳細は別紙2の通り。）
13 地図上にデータを表示（12記載の機能）した際、凡例の表示、非表示が選択可能
14 家屋形状が表示されている地図の表示（背景地図の切り替え機能でも可とする。）
15 UR資産等の物件情報を点（ピン）情報として登録
16 15記載の点（ピン）情報をCSV若しくはExcel形式のファイルから一括で登録可能
17 15にて登録した点（ピン）情報に別紙2記載のデータの割り当てが可能
18 17にてデータの割り当てを行った点（ピン）情報をCSV若しくはExcel形式のファイルでエクスポート
19 8～11で設定した地点、区域のデータ（別紙2記載（レポート出力可能項目））を集約したレポート（CSV若しくはExcel）の自動作成機能
20 19のレポートを作成する際、掲載対象とするデータ（別紙2記載（レポート出力可能項目））を任意で選択可能
21 GPS位置情報データ GPS位置情報データを日及び時間単位で指定し、データ化及び地図上での表示が可能（回数制限は無いこと）
22 (別紙2:40～42が対象) 別紙2：40の通行人口を移動手段別（歩行、自動車）に切り替え可能
23 使用許諾 システムの地図画面を機構内説明資料として閲覧、印刷し配布
24 12にて作成したレポートを機構内説明資料として閲覧、印刷し配布
25 12にて作成したレポートを第三者との打ち合わせ資料として閲覧、印刷し配布（商用利用は除く）

データを地図上に表示する

レポート作成

物件の登録



別紙2 収録データ一覧

地域メッシュ
（1㎞）

2分の1地域
メッシュ
(500m)

4分の1地域
メッシュ
(250m)

8分の1地域
メッシュ
(125m)

1 国勢調査 総務省 人口等基本集計 日本全国 2015 ○ ○ ○ ○ 〇
2 就業状態等基本集計 日本全国 2015 ○ ○ ○ ○ 〇
3 世帯構造等基本集計 日本全国 2015 ○ ○ ○ ○ 〇
4 従業地・通学地による人口・就業状態等集計 日本全国 2015 ○ ○ ○ ○ 〇
5 移動人口集計 日本全国 2015 ○ ○ ○ ○ 〇
6 国勢調査 総務省 2010年調査 日本全国 2010 〇 〇 〇 〇
7 2005年調査 日本全国 2005 〇 ○ ○
8 2000年調査 日本全国 2000 〇
9 1995年調査 日本全国 1995 〇
10 1990年調査 日本全国 1990 〇
11 商業統計 経済産業省 事業所数 日本全国 2014 ○ 〇
12 年間販売額 日本全国 2014 ○ 〇
13 売場面積 日本全国 2014 ○ 〇
14 開設時期別開業事業所数 日本全国 2014 ○ 〇
15 経済センサス 総務省 全産業及び産業別の事業所数 日本全国 2014 〇 〇
16 全産業及び産業別の従業員数 日本全国 2014 ○ ○
17 全産業及び産業別の開設時期別事業所数 日本全国 2014 ○ ○
18 昼間人口 総務省 昼間人口 日本全国 2015 〇 〇
19 （経済センサス、国勢調査等） 第2次・3次産業就業者数 日本全国 2015 〇 〇
20 在学者数 日本全国 2015 〇 〇
21 性別×年齢階級別昼間人口（推計も可） 日本全国 2015 〇 〇
22 将来人口 国立社会保障・人口問題研究所、総務省 性別×年齢階級別将来人口 日本全国 2018 〇 〇 〇 〇

（日本の地域別将来人口推計、国勢調査等）
23 年収階級別世帯数 総務省 年収階級別世帯数（推計も可） 日本全国 2015 〇 〇 〇
24 （国勢調査、住宅・土地統計調査、全国消費実態調査等） 住宅所有関係別年収階級別世帯数（推計も可） 日本全国 2015 〇 〇 〇
25 貯蓄階級別世帯数 総務省 貯蓄階級別世帯数（推計も可） 日本全国 2015 〇 〇 〇
26 （国勢調査、住宅・土地統計調査、全国消費実態調査、家計調査年報等） 純貯蓄階級別世帯数（推計も可） 日本全国 2015 〇 〇 〇
27 家計消費支出 総務省（国勢調査、家計調査年報） 品目別消費額（約600品目） 日本全国 2017 〇 〇 〇
28 自動車保有台数 一般財団法人自動車検査登録情報協会、軽自動車検査協会 車検証データを基にした登録車台数 日本全国 2015 〇
29 住民基本台帳 公益財団法人 国土地理協会 、日本統計センター 性年代別人口 日本全国 2018 〇 〇
30 世帯数 日本全国 2018 〇 〇
31 要介護・要支援認定者数 厚生労働省、総務省 要介護・要支援認定者数（推計も可） 日本全国 2015 〇 〇 〇
32 （介護保険事業状況報告、介護給付費実態調査報告、国勢調査等） 介護年間費用（推計も可） 日本全国 2015 〇 〇 〇
33 傷病別患者数 厚生労働省、総務省 傷病別入院患者数（推計も可） 日本全国 2010 〇 〇 〇
34 （患者調査、国勢調査等） 傷病別外来患者数（推計も可） 日本全国 2010 〇 〇 〇
35 築年数 総務省 建築年別住宅数 日本全国 2015 〇 〇 〇
36 （国勢調査、住宅土地統計） 住宅所有関係別・建築年別住宅数 日本全国 2015 〇 〇 〇
37 平均地価 国土交通省（地価公示、都道府県地価調査） 平均地価 日本全国 2018 〇
38 道路指標 国土交通省（一般交通量調査） 道路毎の交通量平均、旅行速度平均 日本全国 2018 〇 〇
39 自治体の公開情報等 任意 駅別の乗降客数（推計も可） 日本全国 2018 〇
40 GPS位置情報 任意（但し下記を条件とする） 時間帯別通行人口（属性分析（性別、年齢）を含む） 日本全国 2019 道路単位 ○
41 履歴データ スマートフォンのGPS（基地局データを除く）から収集した携帯電話契約者属性 時間帯別滞留人口（属性分析（性別、年齢）を含む） 日本全国 2019 〇 ○
42 （性年代）を含む位置情報履歴データ。（アクティブユーザー数 日本総人口の1%程度） 来訪者人口（属性分析（性別、年齢、居住地、勤務地）を含む） 日本全国 2019 〇 ○

■別紙2 収録データ一覧：収録データに係る補足
・緯度経度情報：世界測地系を基準とすること。
　　　　　　　　　　　（2005年以前の国勢調査（7～10）の緯度経度情報については、日本測地系も認めることとする。）
・地域メッシュ　　：本仕様書指定のメッシュサイズからより細分化されたメッシュサイズへの変更については認めることとする。
・収録データ　　 ：各データについて、指定年度から より新しいデータへの変更は認めることとする。
　　　　　　　　　　　（国勢調査（1～１０）については指定年度のデータを収録すること。（より新しいデータへの変更は認めない。））
・40～42　　　　：データの更新は、少なくとも毎月実施し3カ月前のデータが確認できること。
・その他     　　 ：内容欄にて「（推計も可）」と記載されている項目については、本番稼働までに算出方法を提出すること。

（6～10までの収録データは
国勢調査の2015年度データ
(1～3)までの項目を網羅す
ること）

レポート
出力可能
項目

地図上での表示形式
地域メッシュ

町丁目界 ポイント
（点） その他

年度 定期
更新No データの種類 データの出典 内容 地域


