
 

 

仕様書 

 
１ 業務の名称 

  都市再生事業の事業化検討に資する人流データ可視化ツール構築検討業務 

 
２ 業務の目的 

当本部で今後都市再生事業(市街地再開発、土地区画整理事業等)の検討を行う地区の

多くは、主要ターミナル駅周辺等人の流れが複雑な地区が多く、「人流の把握」は検討

に欠かせない要素と言える。 

  一方、人流把握の手法としては従来の人の手による交通量調査やパーソントリップ調

査等に加え、携帯電話端末等から得られるデジタルデータ(以下、「人流データ」とい

う)による人流把握も可能となってきており、今後事業化検討への活用が期待される。 

本業務は、「人流データ」を積極活用し、UR の事業化検討の精度向上及び効率化を目

的とした人流の現況把握・分析を可能とする人流可視化ツールの検討を行うことを目的

とする。 

 

３ 業務履行期間 

契約締結日の翌日から令和４年３月 28日（月）まで 

 

４ 業務内容 

① 人流データ活用に向けた要件の整理 

・ ＵＲが実施する都市再生事業の整備計画※の検討において、人流データの活用

を行うにあたり求められる条件の具体的な整理を行う。 

    ※整備計画とは、対象地区および地区周辺における基盤施設計画、土地利用

計画および建物配置計画のことを指す 

 

② 人流データの特性整理 

・ 複数企業が提供する各種人流データのうち、下記の項目について調査し、上記

①で求められる条件を満足する人流データを比較検証する。 

・ 想定する整理項目は下記の通り。 

 データ取得方法(携帯基地局、GPS、ビーコン、Wi-Fi 等) 

 データ取得が可能な最小単位(緯度経度、○mメッシュ、サンプル数等) 

 人の属性(年齢、性別、通行経路等)および属性判別方法 

 データ取得料金 

 

③ 分析および可視化手法の具体化 

・ 上記①②を踏まえ、ＵＲ社内での使用を想定し、具体的に活用できるソフトウ

ェアやクラウドサービスの仕様を調査し、人流可視化ツールとして導入できる

人流データのアウトプット手法、分析機能を検討し、整理する。 

・ 人流可視化ツールの導入検討にあたっては、別紙を要件として検討すること。 

 

④ 検討モデル地区における人流データ取得および可視化ツールの活用検証 

・ 上記の検討を踏まえて、発注者と調整の上、具体的な検討対象地区において人

流可視化ツールの活用検証での可視化を行うため、人流データ提供企業からデ

ータの取得を行う。 

・ なお、人流データは下記要件を想定し、検討モデル地区は発注者と協議の上決

定する。 

 都内主要ターミナル駅の周辺２地区 

 整備計画検討地区は 1ha 程度とし、データ取得範囲は検討地区中心部か



 

ら 500ｍから 1000m 

 人流データ取得期間は各地区 1か月程度 

・ 購入した人流データを活用し、人流可視化ツール案の整備及び活用検証を実施

する。なお、実施にあたっては、各種サービス等の調達前に発注者の了承を得

ることとし、クラウドサービスを利用する場合には、「政府情報システムのた

めのセキュリティ評価制度（ISMAP）」に登録されたサービスを利用すること

を原則とする。 

 

⑤人流可視化ツールの実装に向けた検討項目の整理 

・ 機能の拡充、データ基盤、データ保存方法及びUR内システム環境等次年度以降

のツールの実装等向けた課題および対応方法について複数パターン整理を行う。 

・ 各パターンにおける実現可能な機能や費用について整理する。 

・ 上記①～④を踏まえ、ＵＲ社内での使用を想定した各種データ特性、人流可視

化ツール内容・分析機能、モデル地区でのツール活用イメージをプレゼン資料

としてとりまとめる(レポート及び動画形式による)。 

 

 

５ 成果品 

（１） 調査報告書 A4 版 製本 5部および電子データ一式 

（２） その他、本調査で入手・作成した資料およびデータ一式 

なお、成果品はグリーン購入法に基づき作成すること。 

 

６ 提出先 

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部事業調整部 事業支援企画課 

 

７ 特記事項  

（１）本仕様書に記載の無い事項等、疑義が生じたときは、その都度機構担当者と協議

すること。 

（２）関係各所との打合せに必要な資料は、随時、機構担当者と協議の上作成すること。 

（３）法令及び条例等の関係法令を遵守すること。 

（４）本業務の履行上知り得た情報等を第三者に漏らさないこと。 

（５）本業務の完了は、成果品を提出し、検査に合格した時点とする。なお、検査合格

後であっても、誤りが発見された場合には速やかにこれを訂正すること。 

 （６）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 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。 

② 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

かにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 

③ 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

生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

以上 



 

別添 

積算基準について 

 

1 適用範囲 

この積算基準は、「都市再生事業の事業化検討に資する人流データ可視化ツール構

築検討業務」の発注に適用する。 

 

2 業務費用の算定 

業務費用   ＝ 業務価格 + 消費税相当額 

業務価格   ＝ 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費 

消費税相当額 ＝ 業務価格 × 消費税の税率 

諸経費    ＝ 直接人件費 × 諸経費率（110％） 

直接経費   ＝ 成果品作成に係る費用 

 

 

3 業務内容ごとの業務量の目安（単位：人・日） 

本業務に必要となる業務量（人・日）については、下表を参考とする。なお、業務

量はすべての職階を合計したものである。 

 業務内容 
業務量 

（人・日） 
備考 

1 人流データ活用に向けた要件の整理 17.0 人・日  

2 人流データの特性整理 17.0 人・日  

3 分析および可視化手法の具体化 21.0 人・日  

4 
検討モデル地区における人流データ取得および可視

化ツールの活用検証 
74.0 人・日  

5 人流可視化ツールの実装に向けた検討項目の整理 21.0 人・日  

 

以 上  



仕様書別紙 

１． 調達 

（１） 調達目的 

 「人流データ」を積極活用し、ＵＲの事業化検討の精度向上及び効率化を目的とした人流

の現状把握・分析を可能とする人流可視化ツールの検討を行うことを目的とする。 

 

（２） 調達範囲・方針 

本仕様書における調達範囲は以下の項目とし、構築する機能及び提供・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、開発及び運用保守に必要となる機能、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。 

 可視化ツールの要件定義、設計、開発、提供及び運用保守 

 可視化ツール用のデータ整理 

 可視化ツール用サーバの調達及び運用保守 

 操作マニュアル等の提供 

 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開発開始日から実証実験  

期間終了までの適切な保証、運用保守及びサポートサービス 

 実証実験終了後の可視化ツール用サーバからのデータ消去 

 実証実験中における定期的な分析及び報告 

 実証実験を総括した最終報告書の提出 

 

（３） 納入場所 

本調達にあたり、調達するサーバ等については、以下の要件を満たすデータセンターに納

入すること。 

① 本調達サーバは、受注者が準備する国内のクラウドデータセンターへ設置すること 

② なお、導入機器が設置及び設備条件を満たさない場合、必要に応じて受注者の負担

で設備工事を行うこと。また搬入時の立会費等は受注者負担とする。 

③ 特定非営利活動法人日本データセンター協会（JDCC）の「データセンターファシリ

ティスタンダード（JDCC FS-001 Ver.2.3）」以降においてティア 3 と同程度の基

準、若しくは Uptime Institute において、Tier Ⅲガイドラインに従って運営され

ていること。又は公益財団法人金融情報システムセンター（FISC）の「金融機関等

コンピュータシステムの安全対策基準・解説書（第 8 版）」以降に準拠しているこ

と。 
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２． セキュリティ要件 

（１） システムの提供にあたっての遵守事項 

受注者は、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。 

 

（２） 情報セキュリティ対策に関する事項 

受注者は、以下の情報セキュリティ対策を整備・規定しかつ実効性を担保すること。 

① 受注者に提供する情報の受注者における目的外利用の禁止 

② 受注者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制 

③ 本調達の実施に当たり、受注者若しくはその従業員又はその他の者によって、機構

の意図しない変更が加えられないための管理体制 

④ 受注者の資本関係・役員等の情報、本調達の実施場所、本調達従事者の所属・専門

性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報提供 

⑤ 情報セキュリティインシデントへの対処方法 

⑥ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の機構による確認方法 

⑦ 情報セキュリティ対策の履行が不十分と機構が判断した場合の改善手続（改善手続

は、受注者が改善策を提示し、機構の承諾を得た上で、その対策を実施すること。） 

 

（３） 機密保持に関する要件 

受注者は、機密情報の保持について以下の内容を順守するものとする。 

• 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

テム構造、機器及びその他本契約を履行する上で知り得た全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。 

• 機構が提供する資料については、原則として貸出しとし、最終報告書提出期限まで

に返却、もしくは、機構と協議の上、適切な方法で廃棄すること。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

行った上で承認を得ること。 

 

（４） 情報セキュリティ関連規定・ガイドライン 

政府機関統一基準等関連ガイドラインを理解した上で、次の機構の定めるセキュリティ

関連規程を遵守し、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

切に確保し取組を行うものとすること。また、契約締結時に規程等が改正されている場合

は、改正後の規程等を遵守すること。 
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【機構の定めるセキュリティ関連規程】 

• 独立行政法人都市再生機構情報化等管理規程（平成 21年規定第 21 号） 

• 独立行政法人都市再生機構情報化等管理に関する達（平成 21 年達 21号） 

• 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（平成 21年規程第 22

号） 

• 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（平成 21 年達第 22号） 

【政府機関統一基準等関連ガイドライン】 

• 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン（平成 26 年 12 月３日

各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定） 

• 政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン（平成 30年度版）（平成 30 年７月

25 日サイバーセキュリティ戦略本部決定） 

• 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）（平成 30

年７月 25日内閣サイバーセキュリティセンター） 

（イ) 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一規範 

（ロ) 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 

（ハ) 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（令和３年度版） 

（ニ) 政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン（令和３年度版） 

• 「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

キュリティセンター） 

（イ) 『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

推進機構） 

（ロ) 『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

処理推進機構） 

（ハ) 『標的型メール攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド（独立行政法人情報処

理推進機構） 

【政府機関統一基準等関連ガイドライン（クラウド関係）】 

• 「クラウドセキュリティガイドライン活用ガイドブック（2013 年度版）」（経済産業

省） 

• 「クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針（総務省）」 

（イ) 「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン（平成 26

年 4 月）」 

（ロ) 「ASP・SaaS 事業者連携ガイド（平成 24 年７月策定）」 

（ハ) 「データセンターの安全・信頼性に係る情報開示指針（平成 23年 12 月改定）」 

（ニ) 「IaaS・PaaS の安全・信頼性に係る情報開示指針（平成 23年 12 月策定）」 

（ホ) 「ASP・SaaS の安全・信頼性に係る情報開示指針（平成 19年 11 月策定）」 
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• 「安全なウェブサイトの作り方（2016 年 1月 27 日改訂第 7版）」（独立行政法人情

報処理推進機構） 

（イ) 付属：「セキュリティ実装 チェックリスト」 

（ロ) 別冊：「安全な SQL の呼び出し方（2010 年 3月 18 日公開）」 

（ハ) 別冊：「ウェブ健康診断仕様（2012 年 12 月 26 日公開）」 

• 「ISO／IEC 15408(CC) IT セキュリティ評価及び認証制度(JISEC) 」（独立行政法人

情報処理推進機構） 

• 「サイバーセキュリティ経済基盤構築事業クラウドセキュリティ監査制度の見直し

（平成 27年 2月）」（経済産業省） 

• ISMAP 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 

 

（５）可視化ツールの情報セキュリティ 

 情報漏洩等の事故発生時の連絡体制及び責任の範囲が明確になっていること。 

 取り扱う情報に対して、守秘義務、目的外でのデータ利用の禁止、罰則・規定等が明

確になっていること。 

 取り扱う情報に対して、国内法が適用されること。 

 取り扱う情報が、機構の意思により確実に削除・廃棄されること。 

 主体認証（ログイン時の ID・PW 入力等による人の判断を伴う認証方法）、アクセス制

御（ＩＰアドレスによる端末のアクセス制限設定）、権限管理等の情報セキュリティ

機能を備えていること。 

 通信方式は SSL 等の暗号化の対策が講じられており、利用者の登録及び作業担当者の

操作等による通信時の情報の漏えいを防ぐ仕組みが構築されていること。 

 保存されるデータは、AES 等の暗号化の対策が講じられていること。 

 ウイルス対策、脆弱性対策、不正侵入対策が講じられていること。 

 アクセスログ等の証跡を保存し、機構の求めに応じて提供できること。 

 法律又は政府機関の拘束力ある命令を遵守するために必要な場合を除き、第三者に対

してのデータプライバシー及びセキュリティが保証されること。 

 サービスの利用にあたり、受注者のストレージに蓄積されるデータ（顧客データ、ア

プリケーションデータ、文書データ、図面データ及びログデータ等）のオーナーシッ

プ（データを作成・改変・消去する権利）が保証され、受注者によるデータの二次的

利用（統計処理及びデータマイニング等）を許可しない等の選択ができること。ま

た、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者のサービスでは、「個人データを第三者

に提供」する場合の「本人の同意」若しくは「事前の通知」が実施されていること。 

 公開サーバは、外部からのデータ（サーバ更新プログラム及びウィルスパターンファ

イル）の取得を間接的に行う等の出口を設けない経路設計となっていること。 
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 受注者は、当該サービスを構築又は運用するプラットフォームとして、受注者自身が

管理責任を有するサーバ等を利用する場合には、ＯＳ、ミドルウェア等のソフトウェ

アの脆弱性情報を収集、また既知の脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施

し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。 

 サポート期限が切れた又は当該サービス提供期間中にサポート期限が切れる予定があ

る等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその利用を前提と

しないこと。 

 不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラム

の検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。 

 インターネット等外部のネットワークのセキュリティ技術等に問題が認められ、情報

資産に対する侵害等の発生が想定される場合には、速やかに提供する当該サービスと

外部ネットワークの接続をインターネット経路上で物理的に遮断可能であること。 

 受注者は、当該サービス提供にあたり使用される通信経路に対して暗号化の対策を講

じること。なお暗号化方式は 「電子政府推奨暗号リスト」 に記載がある方式を採用

すること。（危殆化する可能性があればＵＲに知らせること） 

 受注者は、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信

する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確

認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対

策等を講じること。 

 通信回線及び通信機器は冗長構成となっていること。当該サービス停止時には副系へ

の切り替え等の代替手段を用意すること。 

 クラウド基盤障害時に発生したデータ消失等の責任範囲を定めていること。 

基盤クラウドサービス上に当該サービスを提供するための環境を構築する場合、インシ

デント発生時の各関係者の瑕疵担保の範囲、基盤クラウドサービス業者との責任分界点

を明示可能であること。 

 当該サービス終了又は変更時、機構に帰属する情報資産は汎用性のあるデータ形式に

変換して機構に提供するとともに、クラウドサービス等において復元できないよう抹

消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 

 当該サービス利用に伴う操作履歴、アクセスログを当該契約終了時まで管理するこ

と。機構から申請があった際に、当該ログを提供すること。 

 当該サービスのアップデートの際、アップデートにより利用に影響のある場合は、事

前にアップデート時期を通達すること。 

 当該サービスの中断や終了時に機構が以降の業務を円滑に移行するため、当該サービ

ス終了又は変更時、事前告知の方法・期限を定めること。 

 受注者は、機構から申請時及びサービス解約時、バックアップも含め不要としたデー
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タを完全に削除し、その旨、書面にて機構へ通知すること。 

 不正アクセスからの保護に当たっては、ネットワーク、仮想基盤及びアプリケーショ

ンを多層で防御する構成とすること。また、公開サーバは、外部からのデータ（サー

バ更新プログラム及びウイルスパターンファイル）の取得を間接的に行う等、出口を

設けない経路設計とすること。 

 サーバのアクセス権限の保護に当たっては、指定ユーザのみがログインできるよう厳

密かつ局所的なアクセス制御を行うこと。 

 サービスに入力される値について、範囲、妥当性のチェック機能及び不正な文字列等

の入力を除去する機能を組み込むよう、設計すること。また、故意又は過失により情

報が改ざんされる又は漏えいするおそれがある場合にこれを検出するチェック機能を

組み込むこと。 

 サービスのアクセス権限の保護に当たっては、サービス事業者で管理された保守員及

び体制表に記載の専任技術者のみとし、それ以外の者は機構の許可を毎回得るものと

する。 

 

（６） クラウドサービスの利用環境 

 クラウドサービス提供者が、ISO/IEC 27001：2013（情報セキュリティマネジメント

システム）認証を取得していること。証明する資料を提出すること。もしくは、Ｉ

ＳＭＡＰクラウドサービスリストに登録されているクラウドサービスから選定する

こと。 

 クラウドサービス提供者が、ISO/IEC 27017：2015（クラウドサービスセキュリ

ティ）認証を取得していること。証明する資料を提出すること。もしくは、ＩＳＭＡ

Ｐクラウドサービスリストに登録されているクラウドサービスから選定すること。 

 クラウドサービス提供者が、ISO/IEC 27018：2014（パブリッククラウドでの個人情

報保護）認証を取得していること。その際は証明する資料を提出すること。※個人情

報を扱う場合 

 サービス事業者にサービス品質保証制度（Service Level Agreement 以下、「SLA」と

いう。）又はサービスレベル目標（Service Level Objects 以下、「SLO」という。）の

目標値の設定があること。なお、機構とは保証値を設定しないこととする。  

 稼働信頼性は、99.9％以上の稼働実績があること。（年間停止時間は 8.8 時間以内） 

 

（７）アプリケーションサービスの提供環境 

 SSL 等の暗号化技術を用い、利用者の登録及び作業担当者の操作等による通信時の情

報の漏洩を防ぐ仕組みが提供されていること。 

 データベースへのアクセスについて、参照可能なネットワークを限定できること。 
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 サービスの中断や終了時に円滑に業務を移行、もしくは移行させるための対策が構築

されていること。 

 サービス部分を含む情報の流通経路全般にわたるセキュリティが適切に確保されるよ

う、情報の流通経路全般を見渡した形でセキュリティ設計を行っていること。 

 サービスの監視が 24 時間 365 日で行われていること。また、最新のセキュリティ

パッチが随時適用されていること。  

 送信元メールアドレスとメールの送信サーバの関係性を確認する等、なりすましメー

ル対策を行うことができる機能を、サービス提供事業者にて有すること。 

 ファイアウォール、侵入防止システム（Intrusion Prevention System 以下、「IPS」

という。）、WEB アプリケーションファイアウォール（Web Application Firewall 以

下、「WAF」という。）により、サービス提供事業者にて外部からの不正アクセス等か

ら保護されていること。 

データベースが非公開の領域に設置され、アプリケーションプログラミングインター

フェース（Application Programming Interface 以下、「API」という。）等を介さな

い外部からの直接のアクセスがサービス提供事業者にて禁止されていること。 

 個人情報が含まれるデータベースが非公開の領域に設置され、アプリケーションプロ

グラミングインターフェース（Application Programming Interface 以下、「API」と

いう。）等を介さない外部からの直接のアクセスが受注者にて禁止されていること 

 

（８）試験運用 

 実証実験の開始までに、本番環境と同様に機能検証が可能な疑似環境による試験運用を

行うこととする。また試験運用の結果、機構が改修作業等の必要があると判断した場合

は、機構と協議の上、改修作業等を実施すること。 

 

（９）本番環境への移行 

 試験運用環境から本番環境への移行を行う際には、システム開発、保守及び試験運用環

境とシステム運用環境を分離すること。また移行時には「３．運用・保守要件」に沿っ

て、情報セキュリティの観点から必要な措置として、以下を含む手順を明確にするこ

と。 

 運用保守体制の整備 

 運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施 

 情報セキュリティインシデントを認知した際の対処方法の確立 

 

（10）サーバ（データ）の所在について 

 サービス上のユーザー所有データ（バックアップデータを含む。）の所在地が日本国
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内に限定されること。 

 準拠法・裁判管轄を国内であること。 

 海外の法律が適用される国内外の提供サービス機能に顧客情報、機密情報及び社内情

報を保存しないサービス機能の配置とすること。 

 

（11）情報セキュリティ監査の実施 

 機構による情報セキュリティ監査の実施 

 本調達に係る業務の実施にあたり、機構が必要と認めた場合は、機構の情報セキュリ

ティ監査を受入れること。 

 情報セキュリティ対策の改善 

情報セキュリティ監査の結果、機構が改善を求めた場合には、機構と協議の上、必要

な改善策を立案して速やかに実施すること。 

 その他監査の協力 

機構が外部からの監査を受けるにあたり、機構から指示があった場合には、受注者

は、監査の対応に関して協力をすること。 

 

（12）再委託に関する情報セキュリティ対策 

 受注者は、作業の全部を第三者に委託又は請け負わせてはならない。作業の一部を 

第三者へ委託する場合、機構の承認を得ること。 

 受注者が作業の一部を第三者に委託する場合、受注者は知的財産権、情報セキュリ

ティ（機密保持及び遵守事項）、ガバナンス等に関して本仕様書が定める受注者の債

務一切を再委託先事業者も負うよう、必要な処置を実施し、機構に報告し、承認を

得ること。なお、第三者に委託する場合も、再委託先事業者において同様の措置を

定め、その最終的な責任を受注者が負うこと。 

 

（13）情報セキュリティが侵害された場合の対処 

 本調達に係る業務の遂行において、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を報 

告するとともに情報セキュリティが侵害され又はその恐れがある場合には、直ちに機

構に報告すること。これに該当する場合には、以下の事象を含む。 

（イ）受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める機構の情報の外部への漏

えい及び目的外利用 

（ロ）受注者による本調達に係る業務の範囲を超えた、機構が認めない情報への不正

なアクセス 

 また、被害の程度を把握するため、受注者は必要な記録類を契約終了時まで保存し、

機構の求めに応じて成果物とともに機構に引き渡すこと。 
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（イ）情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ

侵害への対応策を立案し、機構の承認を得た上で実施すること。 

（ロ）発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成

し、機構へ納入して承認を得ること。 

（ハ）再発防止対策を立案し、機構の承認を得た上で実施すること。 

（ニ）上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、機構の指示に基づく措

置を実施すること。 

 

 

３． 運用・保守要件 

（１）運用業務要件 

 受注者は、可視化ツールの運用に係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。 

① 運用要件 

ｲ 利用可能時間は常時利用(24 時間 365 日)とする。 

ﾛ メンテナンスの実施日は平日・休日を問わない。事前の利用者への周知方策につい

ても確保すること。 

ﾊ 可用性に係る要件は、利用停止許容時間を 24 時間程度とする。 

ﾆ 可視化ツールの Web ページの公開にあたっては、機構ドメイン（ur-net.go.jp）を

使用すること。 

ﾎ 可視化ツールと機構情報システムは、全てのネットワークを非接続とすること。 

ﾍ 可視化ツールの運用に必要となる一般ユーザ用マニュアルや掲載データ一覧等資料

の作成・更新を適宜実施すること。 

② 運用支援体制 

ｲ 可視化ツール及び関連ソフトウェア、ライセンス等に関して、アフターサービス及

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。 

ﾛ 対応時間帯については、月曜日～金曜日の 10：00～17：00 までとする（祝祭日、

年末年始は除く）。 

ﾊ 対応方法については、モニターからの問い合わせについては、問い合わせ窓口を設

けて、電話により対応すること。また機構からの問い合わせについては、電話又は

電子メールでのやり取りとする。 

③ 技術サポート 

ｲ 可視化ツール全般の質問に対する回答、助言を行うこと。 

ﾛ 可視化ツール全般の問題発生時における迅速な原因調査、復旧、対策及び報告等を

行うこと。 
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ﾊ 可視化ツール等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

デート等の情報提供を行うこと。 

ﾆ その他、可視化ツール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 

する回答、助言を行うこと。 

④ 運用サポート 

ｲ 可視化ツール等の今後の運用に係る機能改修等に関して、市場調査及び機構の業務

効率化等の各種相談に対応できる体制を確保すること。 

ﾛ 実証実験終了までの間、1 時間の打合せを 1 回/月以上実施することとする。 

 

（２）保守業務要件 

① 保守内容 

受注者は以下の保守内容に対応すること。 

ｲ システム障害等が発生した際には、別紙〇「緊急事態発生時における連絡体制図」

に沿って迅速に対応すること。 

ﾛ 可視化ツール等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

調整等を行うこと。 

ﾊ システム障害等に対する原因調査、復旧、対策及び報告等を行うこと。 

ﾆ 納入検査後、可視化ツールにおいて正常な使用状態で不具合が発見された場合は、

速やかに修復を行うこと。なお、修復が速やかに完了しないと見込まれる場合、受

注者は代替システムの無償貸与等の措置を講ずること。また修復による品質保証が

なされない場合は、実証実験期間中の無償給付を行うこと。 

ﾎ 可視化ツール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、受注者の責任と負担で対応すること。 

ﾍ 可視化ツール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。 

ﾄ Web サーバ及び DBサーバには、アクセス過多等による障害の監視及び不正な攻撃の

監視のためにそれぞれ下記の監視を定期的に行うこと。（監視ツールの使用を想定す

る） 

[Web サーバ：死活監視、CPU 監視、Disk 使用状況監視、ネットワーク監視、プロ

セス監視、ポート監視、エラーログ・アクセスログの監視] 

[DB サーバ：CPU 監視、接続数監視、メモリ監視、ストレージ容量監視、ネット

ワーク監視] 

ﾁ Web アプリケーションに関わる OS、ミドルウェアのバージョンアップ情報や、脆弱

性に関する情報を収集し、必要な対策を提案及び実施をすること。 

ﾘ DB サーバ及びストレージのバックアップ管理を行うこと。 
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ﾇ Web サーバのスナップショットの定期的なバックアップを行うこと。 

ﾙ 運用及び保守において実施した作業の作業記録を作成し、機構に報告すること。ま

た、作業記録は窃取・改ざん等行われないように適切に管理すること。 

ｦ その他詳細については、機構と協議・調整すること。 

 

② セキュリティ保守 

受注者は、本番環境に実装する機能について、以下の Web セキュリティ診断を実施

すること。検査の結果、可視化ツールの全部または一部に不合格が生じた場合には、

受注者は直ちに正常稼働できるよう機構が定めた日時までに対処するものとする。 

なお、診断項目は以下の項目を必須とし、診断項目は 50 項目以上、画面遷移数

（基本リクエスト数）は 10 以上とし、既知の脆弱性を把握できるものとすること。 

イ ウェブアプリケーション診断（開発プログラム／改修・移行プログラム） 

a) SQL インジェクション脆弱性 

b) OS コマンドインジェクション脆弱性 

c) ディレクトリトラバーサル脆弱性 

d) セッション管理の脆弱性 

e) アクセス制御欠如と認可制御欠如の脆弱性 

f) クロスサイトスクリプティング脆弱性 

g) クロスサイトリクエストフォージェリ脆弱性 

h) クリックジャッキング脆弱性 

i) メールヘッダインジェクション脆弱性 

j) HTTP ヘッダインジェクション脆弱性 

k) eval インジェクション脆弱性 

l) レースコンディション脆弱性 

m) バッファオーバーフロー及び整数オーバーフロー脆弱性 

ロ プラットフォームリモート診断 

a) ポートスキャン検査（TCP:1～65535／UDP:1～1023） 

b) ポートスキャンによって確認されたサービスの情報取得及び挙動確認 

c) 市販の脆弱性診断ツールによる診断 

ハ サービスアクセス制御診断（外部サービス） 

a) 不正ログインの可否 

b) API の不正接続の可否 

c) VPN の不正接続の可否 

なお別途機構が実施する情報セキュリティ監査に応じるとともに、診断及び監査の結

果、脆弱性を把握した場合には必要な対策を講じ、再診断を実施すること。 
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【参考】システム参照権限 

 
主語 ユーザー 

管理者 

（受注者） 
担当職員 

制限先  

項
目 

ユーザー

情報 

〇〇    

〇〇    

〇〇    

〇〇    

〇〇    

〇〇    

（凡例）「―」：把握できるが参照は不可な情報、「可」：参照可能な情報、 

「不可」：参照できない情報 

 

 

４． 工程管理 

  受注者は契約締結後下記のドキュメントを機構に提出し、承認された後各作業を実施す

ることとする。 

（１） 工程表 

作業スケジュール、作業内容、作業担当者等作業工程に関する内容が記載されて

いる簡易なドキュメント。契約締結後 7日以内に提出し、機構の承認を得ること。

提出したスケジュールに対し、その後の定期的な進捗報告等のプロジェクト管理業

務も含むものとする。 

（２） プロジェクト計画書 

本調達に係る概要及び体制等を記載したドキュメント。 

（３） システム構成図 

   本調達において想定しているシステム構成図を記載したドキュメント。 

 

 

５． 納品物 

  可視化ツールの調達にあたっては、以下の納品物を紙及びデータ（Microsoft Office ま

たはＰＤＦ形式）を日本語で提出すること。なお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、データは修正後再編した

媒体を速やかに提出すること。 

（１） 工程管理に関する納品物 

 工程表 

 プロジェクト計画書 



13 
 
 

（２） 可視化ツールの開発に関する納品物 

 要件定義書 

 システム設計書 

 セキュリティ設計書 

 システム構成図 

 開発に使用したハードウェア及びソフトウェアに関する情報 

 運用保守等に関する報告書 

（３） 実証実験に関する納品物 

 プロジェクト計画書 

 工程表 

 定期分析報告書 

（４） その他納品物 

 実証実験の総括に関する最終報告書 

 

 

６． 検査及び引き渡し 

  受注者は、納品検査、その他本調達の遂行にあたり機構が必要と認める検査等について

対応すること。納品検査は、受注者立ち会いの上で、機構が総合動作状態、書類等の納品

検査を実施する。 

検査の結果、本調達サービス等の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は

直ちに機構が定めた日時までにその代替品を納入するものとする。 

 

 

７． 保証等 

受注者は、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。 

（１）可視化ツール等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

調整等 

（２）可視化ツール及びソフトウェア（自社製品以外のものも含む。ただし、フリーウェ

アは除く。）に関する製品保証 

（３）上記２点の障害発生時の原因調査、復旧、対策及び報告等 

 

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。 

 

８． データ消去及び撤去作業 
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  契約期間が終了したときは、本調達サービス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、データ消去作業を実施した証明として、作業報告書兼データ消

去証明書を発行すること。 

 

 

９． 機密情報の保持 

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。 

（１）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。 

（２）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。 

（３）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

行った上で承認を得ることとする。 

 

 

１０． 知的財産権について 

 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。 

可視化ツールにおいて作成される納品物の所有権については、機構に帰属するものとす

る。但し、本調達以前から作成され、受注者または開発者が従前より著作権を有している

ものは含まないものとする。 

 

１１． その他 

本仕様書の各項目に不明な点がある場合や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、機構と協議し、その指示に従うこと。 

 

 

 

以 上 


