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第１章 業務要件の定義
第１節 調達件名
統計処理システム更改及び運用・保守一式
第２節 次期統計処理システムの対象業務の範囲及び新規サービスの概要
次期統計処理システムは、当省の統計調査・報告に係る業務処理を行う個別システム
であり、クライアント PC と統計処理サーバを用いて、統計処理サーバ上に配置したデー
タに対して集計、編集、及び検索等を行うものである。また、次期統計処理システムは
統計調査・報告に係る業務処理を行う「分散型統計処理システム」及びこれらのシステ
ムの認証・運用・セキュリティ基盤等のサービスを提供する「共有基盤系システム」か
ら構成されている。
次期統計処理システムは、現行統計処理システムの運用コスト相当額を 3 割削減した
上で、現行システムにより提供される機能相当のストレートコンバージョンを行い、加
えて、政府方針実現に向けたシステムの機能強化のための機能を追加することを想定し
ている。
厚生労働統計の質の向上、情報システムの費用の適正化の成功要因は「表 １-1

更改

における目標及び主な成功要因」及び「参考資料 3 プロジェクト目標一覧」を参照する
こと。
表 １-1
項番

更改における目標

1

厚生労働統計の質の向
上

更改における目標及び主な成功要因
主な成功要因




2

情報システムの費用の
適正化




属人化している厚生労働統計に係る業務の実態を明らかに
し、明文化する。
統計処理システムにより提供されるサービスを踏まえ、各種
統計に最適なプロセス・ルールを確立し、業務に適用する。
各種統計ごとにプロセス・ルールの定着化を図る。
公平かつ競争力のある調達方式を実現し、費用の適正化を図
る。
SLA を含む運用・保守条件及び調達仕様の見直しによりコス
ト構造を最適化し、サービスに見合った費用とする。

１ 業務の範囲
(1) 分散型統計処理システム
職員は「表 １-2 分散型統計処理システムで提供する主なサービス一覧」に示され
るサービスを利用することで、統計調査・報告に係る業務を行う。
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表 １-2

分散型統計処理システムで提供する主なサービス一覧

項番

サービス

業務での主な利用方法

1

統計情報加工処理機構
サービス



TDF（Toujoushoki Definition File）メンテナンス機能及び
データメンテナンス機能から構成され、GUI を介してデータ
の加工、修正、削除処理等を行う。

2

人口動態統計サービス



出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の人口動態事象を把握する
ために行われる人口動態調査における集計業務を行う。

3

労働統計処理サービス



労働統計調査(雇用､賃金､労働時間､福利厚生､労使関係､労働
災害･労働安全衛生等)の集計業務を行う。

4

患者調査オートコーデ
ィングサービス



病院及び診療所を利用する患者について、その傷病状況等の
実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることを目的と
する患者調査で利用する傷病名の ICD コードの付与を行う。

5

介護給付費プログラム
サービス



介護サービスに係る給付費の状況を把握し、介護報酬の改定
等、介護保険制度の円滑な運営及び政策の立案に必要な基礎
資料を得ることを目的の統計調査における集計業務を行う。

6

政府統計共同利用シス
テム連携サービス



厚生労働省所管の統計調査データ（統計表及び調査票）につ
いて統計センターとのデータ連携処理を行う。

7

調査票データ管理サー
ビス



統計処理サーバから転送される調査票データをデータベー
スに登録し、蓄積管理する。また、データの抽出依頼に基づ
き、分散型統計処理サービスの統計処理サーバにデータを転
送する。

8

職員独自作成プログラ
ムサービス



FORTRAN、C、COBOL、SQL、シェル等を用いて職員が
独自にプログラムを開発し、統計調査・報告の作業を効率化
する。

9

共通サービス



SAMAS、DICS64（DICS）、FORTRAN、C、COBOL、SQL、
シェル、ISAM（Indexed Sequential Access Method）
ユーティリティ、ソートユーティリティ等のプログラム開発
環境やユーティリティプログラムを提供することで、職員が、
統計調査・報告の作業を効率化するための独自プログラムを
作成することを支援する。
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統計業務ポータルサー
ビス

※次期統計処理システムにて新規構築

課室や所管する統計の分野を横断し、統計業務に関する職員
同士の情報交換、ノウハウの共有可能とする。

統計調査に係る会議や委員会等での決定事項等の情報共有
を行う。

統計業務に係る各種文書等(実務/運用要領、ガイドライン、
マニュアル等)を一元管理する。

(2) 共有基盤系システム
職員は「表 １-3 共有基盤系システムで提供するサービス機能一覧」に示されるサ
ービスを利用することで安全に業務を遂行する。
表 １-3

共有基盤系システムで提供するサービス機能一覧

項番

サービス

1

認証・アクセス管理基
盤サービス

業務での主な利用方法


本人確認を受け、利用者の正当性を担保する。それにより、
権限を付与された利用者のみが統計処理システムのサービ
スを利用可能となる。

3

項番

サービス

業務での主な利用方法

2

統合運用管理サービス



サーバのサービスやリソースの監視等を行う。

3

情報セキュリティ管理
サービス




機密情報を安全に取り扱う。
セキュリティインシデントのリスクが少なく業務を遂行す
る。

２ 業務フロー
(1) 分散型統計処理システム
分散型統計処理システムにおける業務フローの概要を「図 １-1 分散型統計処理シス
テムを利用した業務フロー」に示す。また、本調達においては、原則として現行統計処
理システムの業務フローを踏襲するため、現行統計処理システムにおけるサービスごと
の業務フローについては、現行統計処理システムの設計書等を参照のこと。

調査票（個票）受付

企画




標本・調査設計
予算措置
法規上諸手続き

実査準備
 調査組織設置
 用品準備
 広報・協力依頼

実査（調査）
 調査票配布
 調査票記入
 調査票回収

データ確定

審査（プログラム作成・実行、データ編集・加工）
簡易チェック
(審査用職員独自作
成プログラム実行)

コーディング

関連チェック
(審査用職員独自作
成プログラム実行)

統計表確定

集計（プログラム作成・実行、データ編集・加工）
集計
(集計用職員独自作
成プログラム実行)

統計表作成
(作表、レイアウト調整等、印刷)

公表

公表・保管
政府統計共同利
用システムへの
公表データ登録
調査票データ管理
への保管

審査用プログラム作成
本システムの対象業務範囲

集計用プログラム作成

図 １-1

分散型統計処理システムを利用した業務フロー

(2) 共有基盤系システム
共有基盤系システムについては、運用管理ソフトウェア・セキュリティ対策ソフトウ
ェア等を想定した基盤業務であるため、業務フローを定義しない。
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第３節 利用時間及び利用場所
１ 利用時間
次期統計処理システムの利用時間は 24 時間 365 日とする。ただし、定期保守、法定停
電等による停止時間を除く。
２ 利用場所
次期統計処理システムが提供するサービスの利用拠点を「表 １-4 利用拠点と拠点数」
に示す。
表 １-4
項番
1

対象組織

利用拠点と拠点数
利用拠点

本省

拠点数
1

本省（5 号館）

第４節 管理すべき指標
「表 １-2

分散型統計処理システムで提供する主なサービス一覧」に示されるサービ

スを利用する業務に関連する目標は「表 １-1 更改における目標及び主な成功要因」に
示したところである。目標の達成に向けて、次期統計処理システムの設計・開発及び運
用においては、
「表 １-5 次期統計処理システムにおける指標」に示す指標の達成に寄与
することを目指すものとする。
表 １-5
項番
1

視点
統計の質の向上

指標



2

次期統計処理システムにおける指標

費用の適正化



職員作成プログラム等の削減（平成 29 年度のファイル数をも
とに算出）
正規化された統計業務プロセス及びルールの定着化（職員アン
ケート等により確認）
システム運用経費削減の達成（平成 25 年度の厚生労働省現行
統計処理システムの運用経費をもとに算出）

第５節 情報システム化の範囲
１ 分散型統計処理システム
次期統計処理システムの対象業務に対する情報システム化の範囲は、現行統計処理シ
ステムのシステム化範囲を踏襲するが、セキュリティ強化等については、必要に応じ、
受注者の提案による見直しを行う。
なお、分散型統計処理システムの現行システム化範囲は、現行統計処理システムの基
5

本設計書等を参照すること。
２ 共有基盤系システム
共有基盤系システムについては、原則として現行の情報システム化範囲を踏襲するが、
セキュリティ強化等については、必要に応じ、受注者の提案による見直しを行う。シス
テム化の範囲は、「別紙 3 全体概要図」、
「別紙 4 次期システムネットワーク構成図」、
「参考資料 3 現行ハードウェア一覧」、
「参考資料 7 現行ソフトウェア一覧」も併せて
参照のこと。
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第２章 機能要件
受注者は、以下の「第 1 節

機能要件」から、
「第 5 節 外部インタフェース要件」に

示す要件を遵守する次期統計処理システムを構築すること。
第１節 機能要件
次期統計処理システムでは、本要件定義書の「第 1 章 業務要件の定義」に示した「分
散型統計処理システム」及び「共有基盤系システム」を実現するための機能を実装する
こと。
１ 分散型統計処理システム
次期統計処理システムは、現行統計処理システムの運用コスト相当額を 3 割削減した
上で、現行システムにより提供される機能相当のストレートコンバージョンを行い、加
えて、現行システムの課題となっている機能改修を実施することを想定している。改修
する機能については、要件定義書及び「別紙 5 改修要件書（概要）
」を参照した上で、
当省と協議のうえ構築すること。
「表 ２-1 分散型統計処理システムで提供するサービスの概要」の項番 1～20 は、現
行統計処理システムの基本設計書等から参考情報として記載しているが、実装にあたっ
ては、現行統計処理システムの基本設計書、詳細設計書及び「別紙 6 機能一覧」を参照
した上で実施すること。
(1) 実装機能
分散型統計処理システムの各サービスの概要を「表 ２-1

分散型統計処理システム

で提供するサービスの概要」に示す。
表 ２-1

分散型統計処理システムで提供するサービスの概要

項番

サービス名

業務処理機能

概要

1

統計情報加工処
理機構サービス

統計情報加工処理
機構

TDF メンテナンス機能及びデータメンテナンス機
能から構成され、GUI を介してデータの加工、修正、
削除処理等の機能を提供する。

2

人口動態統計サ
ービス

死因オートコーデ
ィング

主に以下の機能を提供する。

調査票データを基に患者の死因に対する ICD
コードを付与することができる。

本機能で作成された中間ファイルを、クライア
ント PC より修正できる。

本機能で使用する各種 AC（Auto Cording）辞
書ファイルを、クライアント PC より修正でき
る。

7

項番

業務処理機能

概要

3

死産オートコーデ
ィング

主に以下の機能を提供する。

調査票データを基に死産の原因に対する ICD
コードを付与することができる。

本機能で作成された中間ファイルを、クライア
ント PC より修正できる。

本機能で使用する各種 AC 辞書ファイルを、ク
ライアント PC より修正できる。

4

データプロセッシ
ング

主に以下の機能を提供する。

各都道府県からの調査票を入力として、月報概
数 DB へのデータ投入を行える。(月次処理)

月報概数 DB から年報確定 DB へのデータ投入
を行える。(年次処理)

月報概数 DB、
年報確定 DB をクライアント PC
より修正できる。

毎月勤労統計調査
処理

主に以下の機能を提供する。

総務省から提供される事業所・企業母集団デー
タより毎月勤労統計調査の対象となる事業所
を抽出できる。

抽出した事業所データより、月例処理として、
集計、データの累積を行い、月報（速報・確報）
を出力できる。

月例処理で累積したデータを元にし、年報処理
で年報を出力できる

過去に遡って指数の水準の変更を行える。

6

季節調整計算処理

主に以下の機能を提供する。

担当職員から入手したファイルの情報を基に、
季節調整計算に必要な LDES 形式ファイルの
編集出力を行える。

LDES 型マスタファイル内の指定系列（複数系
列を指定可能）に対して、季節調整法プログラ
ム「X12-ARIMA」による季節調整を行い、そ
の計算結果を基に処理結果リストの作成を行
える。

提供ファイルの作成を行える。

7

労働組合基礎調査
システム

主に以下の機能を提供する。

調査票データを、DB にアップロードすること
ができる。

調査票、受付名簿等を印刷することができる。

調査票の前年度データに対して最新の全国主
要団体名簿の内容の反映ができる。

削除済みデータの一覧表示及び修正並びにエ
クスポート、組合名簿、構成組合名簿の一覧表
示及び修正、更新ログの表示及びエクスポート
が行える。

5

サービス名

労働統計処理サ
ービス

8

項番

サービス名

業務処理機能

概要

8

労働争議統計調査
システム

主に以下の機能を提供する。

クライアント PC から送信されたデータを基に
統計調査を行える。

外注データ、前年データを元に、一月処理で累
積データを作成できる。

外注データを元に、月例処理で累積データを作
成できる。

累積データを元に、春闘処理、年報処理で積上
データを作成できる。

9

その他ユーティリ
ティ

索引順編成ファイル（ISAM ファイル）のメンテナ
ンス、帳票作成、各種データ変換等の機能を提供す
る。

10

患者調査オート
コーディングサ
ービス

患者調査オートコ
ーディング

調査票データを基に傷病名に対する ICD コードを付
与する機能を提供する。

11

介護給付費プロ
グラムサービス

介護給付費実態調
査集計用データ加
工プログラム

主に以下の機能を提供する。

入力ファイル（台帳情報、給付情報）のデータ
に対する、データ内容の妥当性チェック、形式
変換／文字コード変換、マージ等の処理が行え
る。

受付を行った各種台帳情報を基に、台帳情報を
更新できる。

受付を行った各種給付情報に対し、各種コード
情報を付加、蓄積できる。

編集した各種給付情報を基に、名寄せ集計等の
加工、蓄積できる。

給付情報の集計データから必要項目を抽出、蓄
積できる。

蓄積した集計情報を基に、保険者番号・被保険
者番号で名寄せしたデータを作成できる。

各 デ ー タ に 対 応 す る FDC （ File Difinition
Command）を作成し、登録できる。

介護給付費実態調
査ファイル変換シ
ステム

主に以下の機能を提供する。

CSV ファイルの読み込み時、アプリケーション
の初期化時等に Shift＿JIS から EUC へ文字コ
ード変換ができる。

読み込んだ CSV ファイルの値が正しいか、チ
ェックを行える。

読み込んだファイルの内容を CSV 形式に変換
できる。

現時点での年齢計算及び名寄せが行える。

変換結果のファイル出力が行える。

処理経過結果をログとして記録できる。
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9

項番

サービス名

業務処理機能

概要

13

政府統計共同利
用システム連携
サービス

政府統計共同利用
システム連携

主に以下の機能を提供する。

統計表情報／収録用統計情報圧縮ファイルを
SFTP にて利用機関連携サーバへ送信できる。

統計情報送信機能にて送信した統計情報の取
込結果ログファイルを SFTP にて利用機関連
携サーバから受信できる。

調査票回答データファイルを利用機関連携サ
ーバから SFTP にて受信し、統計処理サーバへ
SFTP にて送信できる。

データの送受信履歴を日次及び月次で参照で
きる。

14

調査票データ管
理サービス

調査票データ管理

主に以下の機能を提供する。

利用者が作成した登録用ファイルを登録でき
る。

調査票名等から登録済み調査票データを取得
し、利用者に通知できる。

データ定義情報を作成又は登録済みデータ定
義情報を調査票管理サーバからダウンロード
できる。

不要データの削除及び有効期限の期限切れデ
ータの整理が自動で行える。

管理者マスタ、局名マスタ、課室名マスタ、調
査名マスタ、調査票名マスタ等のマスタデータ
を更新できる。

15

職員独自作成プ
ログラムサービ
ス

職員独自作成プロ
グラム

FORTRAN、C、COBOL、SQL、シェル等を用いて
職員が独自にプログラムを開発し、本表に記載した
各種統計業務を支援及び効率化する。

16

共通サービス

SAMAS
及 び
FORTRAN サブル
ーチン

主に以下の機能を提供する。

職員独自作成プログラムを読み込み、設定ファ
イルと実行シェルスクリプトを生成し、起動す
ることにより職員独自作成プログラムに記述
された SAMAS 言語より FORTRAN のソース
生成、コンパイル及び実行モジュールを作成で
きる。

入力ファイル（調査票）を読み込み、データの
チェック及びコード化等の確定データを作成
できる。

17

DICS64

パラメタ形式の簡易なコマンドを組み合わせること
により、様々な統計表の作成を行う機能を提供する。

18

PROC

データの出力、ディレクトリ／ファイルの複写、デ
ータのコード変換、ソート、マージ、ファイル転送、
ファイルの退避／復元、エディタの起動を汎用的に
画面操作により行う機能を提供する。

19

帳票出力制御ソフ
トウェア

SAMAS のコードリスト、確認リスト、エラーリス
ト及び DICS64 の出力結果を印刷情報に変換する等
の機能を提供する。
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項番

サービス名

20

21

統計業務ポータ
ルサービス

業務処理機能

概要

その他ユーティリ
ティ

主に以下の機能を提供する。

主キーファイル、副キーファイル、及びデータ
ファイルを基に、索引順編成ファイルの制御が
できる。

索引順編成ファイル等を基に、キーやオプショ
ンを指定し、データのソート及びマージができ
る。

統計業務ポータル

※次期統計処理システムにて新規構築
主に以下の機能を提供する。なお、機能のイメージ
を「図 ２-1 統計業務ポータルサービスの機能イメ
ージ」に示す。

利用者が統計業務ポータルの各機能・情報への
アクセスを行うための窓口となる各機能への
メニューやお知らせや新着表示を行うことが
できる。

利用者同士で統計業務や審査集計プログラミ
ングの技術的な事項について質問や議論を行
うことができる。

個々の利用者のもつ情報や資料を蓄積、共有、
活用することができる。

利用者が統計業務・システムに関する各種文書
を閲覧・登録・更新・削除することができる。

よくある問合せ（FAQ）の内容及び回答を閲
覧・登録・更新・削除することができる。

フォームを経由した、ヘルプデスクへの問合せ
及びヘルプデスクによる回答の登録並びに回
答の閲覧を行うことができる。

システム利用者に対して利用可能な機能及び
情報の参照範囲の制限及び設定を行うことが
できる。

図 ２-1

統計業務ポータルサービスの機能イメージ
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(2) 個別事項
ア 職員独自作成プログラム用バージョン管理ツールの導入
「調達仕様書」の「第 3 章 第 1 節 作業の内容」に記載しているとおり、本調達
において、職員独自作成プログラム及び関連するデータファイル（以下、
「職員独自
作成プログラムファイル等」という。
）について、不要ファイルの削除や外部媒体へ
の退避を含む正規化及び管理ルールの策定を行うことを想定している。これを受け
て、職員独自作成プログラムのバージョン管理を可能とするツールを導入すること。
また、バージョン管理の方式は集中型であること、一般職員でも容易に扱えるツー
ルであることが望ましい。
イ 元号改正対応
現行統計システムの運用期間中において、元号改正対応を実施する予定であるが、
新元号の発表時期によっては、現行統計処理システムの契約期間内で対応が完了し
ない可能性がある。元号改正対応に関する残作業が発生した場合、受注者は、現行
統計処理システム事業者から残作業を引継ぎ、対応を完了させること。
２ 共有基盤系システム
次期統計処理システムの共有基盤系システムは、
「(1)実装機能」に示す各サービス・機
能の提供に向け「別紙 6 機能一覧」の機能を実装すること。
(1) 実装機能
共有基盤系システムの各サービスの概要を「表 ２-2

共有基盤系システムのサービ

ス概要」に示す。
表 ２-2

共有基盤系システムのサービス概要

項番

サービス名

業務処理機能

概要

1

認証アクセス基盤
サービス

アクセス権管理シ
ステム

接続する利用者及びコンピュータの情報を基に、統
計処理システムに対する認証及びアクセス制御の機
能を提供する。なお、次期省内 LAN システムとのシ
ングルサインオンは必須ではない。また、統計処理
システム内のサービスを利用するにあたっては、複
数 OS が混在するシステム構成となる場合であって
も、統計処理システムに対して一回のログインで全
てのサービスを利用できることが望ましい。

2

統合運用管理サー
ビス

ジョブ管理システ
ム

システムやアプリケーションプログラムのジョブの
実行や実行結果を管理する機能を提供する。
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項番

サービス名

業務処理機能

概要

3

監視システム

次期統計処理システムのサービスを提供する機器の
障害検知やリソース監視、性能監視及びジョブ実行
状況の監視を行い、監視コンソールにアラートを通
知する機能を提供する。

4

構成管理システム

次期統計処理システムの情報資産や資産の構成情報
の管理やインベントリを収集する機能を提供する。

5

バックアップ管理
システム

次期統計処理システムの可用性を維持するために、
統計処理システムに係る各種システム・データのバ
ックアップを管理するための機能を提供する。障害
発生や操作ミス等でデータが消失又は破損した場合
に復旧可能とする。

6

ログ管理システム

ログ収集対象のサーバ、アプリケーション、ストレ
ージ及びセキュリティ対策機器等から出力されるロ
グを管理する。運用保守及びセキュリティインシデ
ント対応時に、ログの検索、分析することを可能と
する。

マルウェア対策
（サーバ）

次期統計処理システムのサーバにマルウェアが侵入
した際、早期に検知・駆除するための機能を提供す
る。

7

情報セキュリティ
管理サービス

第２節 画面要件
次期統計処理システムの画面要件の詳細については、「別紙 7 画面一覧」に示す現行
統計処理システムの画面一覧及び最新の現行統計処理システムの設計書等を参考にし、
必要な画面を実装すること。
第３節 帳票要件
次期統計処理システムで実装する帳票については、
「別紙 8 帳票一覧」に示す現行統
計処理システムの帳票一覧及び最新の現行統計処理システムの設計書等を参考にし、必
要な帳票を実装すること。なお、帳票については、現行統計処理システムにおける出力
結果と様式（印字位置も含む）
、フォント等を合わせること。
第４節 情報・データ要件
次期統計処理システムで管理・保有している情報・データについては、
「別紙 9

情報・

データ一覧」に示す現行統計処理システムの情報・データを参考にするとともに、最新
の現行統計処理システムの DB、ストレージ等を参照すること。
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第５節 外部インタフェース要件
次期統計処理システムにおける外部インタフェースについては、
「別紙 10 外部インタ
フェース一覧」に示す、現行統計処理システムの外部インタフェース及び最新の現行統
計処理システムの設計書等を参考にし、必要なインタフェースを実装すること。
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第３章 非機能要件
第１節 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
本調達は現行統計処理システムのストレートコンバージョンを前提にしているため、
本節の内容は、受注者の提案による改修、パッケージソフトウェアの入れ替え等でユー
ザインタフェースが変更される場合に適用するものとする。
１ 情報システムの利用者の種類、特性
次期統計処理システムの利用者は全て 5 号館職員であり、主な利用者の種類と特性を
「表 ３-1 利用者の種類と特性」に示す。
表 ３-1

利用者の種類と特性

項番

種類

特性

1

統計業務を実施するた
めにシステムを利用す
る職員



次期統計処理システムのサービスのうち、共有基盤系システム
以外を直接的に利用し、統計業務を実施する。

2

システムの運用管理を
行う職員



次期統計処理システムを運用管理するために、必要に応じて管
理者権限等を用いてシステムにアクセスする。

２ ユーザビリティ要件
アプリケーションの新規開発又は、大規模な改修を行う場合、
「表 ３-2 ユーザビリテ
ィ要件」に示す要件に 準拠すること。また、パッケージソフトウェアの選定に当たって
は「表 ３-2 ユーザビリティ要件」に示すユーザビリティを有したものを選定すること。
表 ３-2
項番
1

項目
画面の構成

要件




2

ユーザビリティ要件

操作のしやすさ、分りや
すさ




何をすればよいかが見て直ちに分かるような画面構成にする
こと。
無駄な情報、デザイン及び機能を廃し、簡潔で分かりやすい画
面にすること。
十分な視認性のあるフォント及び文字サイズを用いること。
無駄な手順を省き、最小限の操作、入力等で利用者が作業でき
るようにすること。
画面上で入出力項目のコピー及び貼付けができること。

15

項番

項目

要件

3

指示や状態のわかりや
すさ



業務の実施状況によっては、ショートカットや代替入力方法が
用意されること（例えば、片手だけで主要な操作が完了するこ
とが求められたり、マウスを利用することが困難であったりす
る場合が考えられる）。
操作の指示、説明、メニュー等には、利用者が正確にその内容
を理解できる用語を使用すること。
必須入力項目と任意入力項目の表示方法を変える等各項目の
重要度を利用者が認識できるようにすること。
システムが処理を行っている間、その処理内容を利用者が直ち
に分かるようにすること。




4

エラーの防止と処理



利用者が操作、入力等を間違えないようなデザインや案内を提
供すること。
入力内容の形式に問題がある項目については、それを強調表示
する等、利用者がその都度その該当項目を容易に見つけられる
ようにすること。
重要な処理については事前に注意表示を行い、利用者の確認を
促すこと。
エラーが発生したときは、利用者が容易に問題を解決できるよ
う、エラーメッセージ、修正方法等について、分かりやすい情
報提供をすること。






5



ヘルプ

利用者が必要とする際に、ヘルプ情報やマニュアル等を参照で
きるようにすること。

３ アクセシビリティ要件
次期統計処理システムは本要件定義書の「第 2 章 第 1 節 機能要件」に示したサー
ビスの実装に当たって、アプリケーションの新規開発又は、大規模な改修を行う場合、
可能な限り考慮するようにすること。
また、パッケージソフトウェアの選定に当たっては、
「表 ３-3 アクセシビリティ要件」
に示すアクセシビリティを有したものを選定すること。
表 ３-3
項番

アクセシビリティ要件

項目

要件

1

基準への対応



高齢者・障害者等が、支障なく操作又は、利用できるように
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報
通信における機器、ソフトウェア及びサービス」の品質基準
レベル A を基準に、可能な限りアクセシビリティに考慮した
設計を行うこと。

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、利用者への情報伝達や操作指示を促す手段はメッセージ
を表示する等とし、可能な限り色のみで判断するようなもの
は用いないこと。

第２節 システム方式に関する事項
本調達は、現行統計処理システムのストレートコンバージョンを前提に、以下のシス
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テム方式を定める。
１ 情報システムの構成に関する全体の方針
次期統計処理システム構築に当たり、システム構成に関する全体の方針を「表 ３-4

シ

ステム構成に関する全体の方針」に示す。
表 ３-4

システム構成に関する全体の方針

項番

全体方針の分類

全体方針

1

システムアーキテクチ
ャ



原則として、現行統計処理システムのシステムアーキテクチャ
の方針に従うこと。

2

アプリケーションプロ
グラムの設計方針



原則として、現行統計処理システムのアプリケーションプログ
ラムの設計方針に従うこと。
OS、アプリケーションサーバ、RDBMS、開発言語、コンパイ
ラ、フレームワーク、ライブラリ、ユーティリティソフトウェ
ア、出力機器等のバージョンがサポート終了等により変更され
る場合、変更前後の仕様差異及び現行統計処理システムの機能
（帳票やデータ連携も含む）への影響範囲を見極め、システム
の処理結果が変わらないようにすること。やむを得ず処理結果
が変わる場合は、代替策を検討し、当省と協議の上適切な対応
を取ること。また、FORTRAN77 のプログラム資産が相当数
残存していること、FORTRAN77 の純正コンパイラ製品はす
でになく、FORTRAN99 の互換モードで対応していることに
留意すること。



3

ソフトウェア製品の活
用方針






4

稼働環境の方針



次期統計処理システムに導入する全てのソフトウェア製品は、
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
を活用すること。
アプリケーションプログラムの動作、性能等に支障を来たさな
い範囲において、可能な限りオープンソースソフトウェア
（OSS）製品の活用を図ること。なお、その際にはそれらの
OSS 製品のサポートが確実に継続されているものを選定する
こと。
サーバの OS は可能な限り統一化を図り運用・管理面での管理
工数の削減を図ること。
データセンタを情報システム稼働環境とするオンプレミス型
とする。

２ 情報システムの全体構成
次期統計処理システムの分散型統計処理システムは、多種多様な開発言語で開発され
た業務システムプログラムと、時勢を踏まえた統計処理に対応するために蓄積された多
数の職員作成プログラムで構成されている。加えて、ソート／マージを行うユーティリ
ティソフト、帳票制御ツール、通信制御ソフト等の様々な市販ソフトウェアも使用され
ている。なお、全体構成については、本要件定義書「第 3 章 第 11 節 1（1） 全体構
成図」における「図 ３-1 全体システム構成図」に示す。
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３ 開発方式及び開発手法
次期統計処理システムの開発方式及び開発手法について、
「表 ３-5 開発方式及び開発
手法」に示す。
表 ３-5
項番

開発方式及び開発手法

項目

要件

1

開発方式

【分散型統計処理システム】

現行統計処理システムの開発方式を採用することを前提とす
る。
【共有基盤系システム】

各サービスは基盤に係るサービスであるため開発方式を定義
しない。

2

開発手法





各サービスの開発手法はウォーターフォール型を原則とし、受
注者が過去のシステム開発（設計・開発）案件において、豊富
な成功実績を有する設計・開発プロセスを採用すること。
また、ウォーターフォール型以外の受注者固有の設計・開発プ
ロセスを利用する場合は、ISO/IEC12207、共通フレーム SLCP
－JCF2013 等の標準的な開発手法との対応関係について当省
に説明し、必要に応じて成果物の名称等を標準的な開発手法に
基づき作成すること。

第３節 規模に関する事項
１ プログラム数
現行統計処理システムにおける、サービス別言語別のプログラム数を「別紙 11 サー
ビス別プログラム数一覧」に示す。
２ 機器数
当省は SLA として、
「別紙 12

SLA 一覧」で示す SLA を満たす範囲において、機器

の冗長化及び予備機器の確保数等は受注者の提案の範囲とする。
また、次期統計処理システムの専用機器として、カット紙プリンタ 1 台が本調達に含
まれる。
３ 設置場所
(1) ハードウェア機器
次期統計処理システムのハードウェア機器類の設置場所を、「表 ３-6

ハードウェ

ア機器等の設置場所」に示す。ハードウェア機器は、可能な限りデータセンタに機器
を集約すること。ただし、やむを得ず本省内の設備を利用しないと動作ができない機
器等については、本省の情報処理機器室の利用を認める。なお、情報処理機器室に設
置する場合は、当省と協議を行った上で、機器の設置場所を集約すること。
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表 ３-6

ハードウェア機器等の設置場所

設置場所

所在地

5 号館

東京都千代田区霞が関 1－2－2

メインデータセンタ

提案により決定する。

中央合同庁舎第 5 号館

(2) 周辺機器等
周辺機器等の設置場所については、全て 5 号館が設置場所となる。
４ データ量
次期統計処理システムのデータ容量は、
「別紙 9 情報・データ一覧」に示す現行統計
処理システムのデータ量（2016 年 3 月時点）を参照し、データ量の見積り及び設計を行
うこと。また、ストレージ容量の決定に当たっては、要件確認工程にて実施する移行デ
ータの調査並びに移行時に必要になる領域等も十分考慮し決定すること。加えて、運用
期間中におけるユーザ数やデータの増加に備え、余裕を持たせた設計を行うとともに、
本要件定義書の「第３章

第６節

拡張性に関する事項」に記載のとおり、データ量増

加への対応として機器等を追加する場合に、容易に対応可能な拡張性を有すること。
５ 処理件数
次期統計処理システムの想定処理件数は、現行統計処理システムと同程度を想定して
おり、現行統計処理システムにおいて、本要件定義書「第１章

第２節

(1) 分散

２

型統計処理システム」に示す審査、集計、公表・補完の業務フローを実施する統計調査
を年間約 80 本処理し、一つの統計調査につき 70 程度の帳票（統計表）を作成している。
また、現行統計処理システムにおける帳票の出力量については、
「参考資料 11

現行シス

テムの印刷量」を参照のこと。
６ 利用者数
次期統計処理システムの利用者数は、5 号館職員のうち最大 300 名が利用することを想
定している。
第４節 性能に関する事項
１ 基本事項
次期統計処理システムについての性能要件を、本要件定義書の「第５節

信頼性に関

する事項」の SLA において、応答時間として示す。
なお、応答時間は全てのサービスが稼働しており、対象となる利用者がログインして
いる状態で、対象となるサービス全てにおいて、利用者が何らかの処理を行った後、シ
ステムが処理を行い、再度、利用者に操作が委ねられるまでの時間を指す。
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上記応答時間を満たすことができない処理がある場合は、受注者はその根拠・考え方
（各システムの標準的な動作環境、前提等）を提示し、当省の承認を得ること。
受注者においては、当省が求める全てのシステムについて応答時間を満たすよう、機
器の冗長化及び予備機器の確保数等について検討すること。
２ 個別事項
次期統計処理システムについて「別紙 12

SLA 一覧」に記載された性能要件を満たす

こと。
第５節 信頼性に関する事項
信頼性の確保のため、本要件定義書の「第 3 章 第 5 節

1 SLA に関する規定」を遵

守し、本要件定義書の「第 3 章 第 5 節 2 可用性要件」と「第 3 章 第 5 節 3 完
全性要件」に示す要件を満たすこと。信頼性に係る指標と目標値は、
「別紙 12 SLA 一
覧」に示す。
１ SLA に関する規定
本調達では、次期統計処理システムを構成するハードウェア、ソフトウェア等の物品
と、運用・保守作業といった役務を合わせた全調達対象を全て「サービス」と捉えて調
達する。受注者から提供されるサービスの信頼性・品質・性能を確保するために、当省
が求める機能・サービスの内容は SLA として「表 ３-7

SLA に関する規定」を定義す

ることにより、当省が求める機能・サービスについての品質・性能等を維持する。SLA
に関する規定については、閲覧資料として開示する現行ネットワークシステムの「SLA 管
理規約書」も参照のこと。
表 ３-7
項番
1

SLA に関する規定

項目
目的

要件






SLM（Service Level Management）の目的は、業務に必要と
されるサービスレベルを当省と受注者が協力しながら、達成、
維持及び改善することにある。したがって、SLA で規定された
目標値を達成できなかった場合は、受注者はより一層の改善努
力を行うことにより、サービスレベルを達成させることが重要
である。
次期統計処理システムが提供するサービスにおいては、その重
要性を考慮し、サービスレベル目標値に対して未達成の場合、
金銭的なペナルティを課す。
当省の希望は、あくまで受注者が品質の高いサービスレベルを
継続してサービス提供をすることにあり、受注者に不当に厳し
い条件を課すことが目的ではない。
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項番

項目

要件

2

ディスインセンティブ
の考え方



落札金額の 100%を受注者の基本報酬とし、月次の SLA 達成状
況の報告をベースに評価した上、「達成度合い」に応じ減額を
行う。
「別紙 12 SLA 一覧」に記載した、SLA 項目のうち、項目番
号 1、3～8、17～19 について、対象となる次期統計処理シス
テムで提供する個別サービス・機器単位で、サービスレベル設
定値に対する達成状況を月次で評価する。また、サービスレベ
ル設定値の未達成項目の数より、当該月の「達成度合い」を 2
段階で評価する。
【達成度合いの定義】

達成度合い A：減額の割合なし。全項目で設定目標値を達
成できた場合。

達成度合い B：減額の割合 5％。設定目標値を達成できな
い SLA 項目が 1 つ以上ある場合。
ただし、評価月に未達成の SLA 項目があった場合、評価月か
ら遡って過去 6 ヶ月間連続して「達成度合い A」の評価の場合
は、評価月の SLA 未達成の 1 項目分について、免除した上で、
「達成度合い」を決定する。なお、翌月以降の評価においては、
免除前の評価結果をもとに「達成度合い」を決定する。

3

SLA の評価期間



SLA の遵守については、次期統計処理システム稼働開始日から
とする。ただし、支払額の変動は、サービス開始後 3 か月目か
らの開始とする。

4

SLA の達成評価



受注者は、月単位でサービスレベル目標値を設定した項目に対
して実績を報告し、当省と協議の上、SLA 達成度合いを評価す
る。その評価結果及び改善策等の内容を踏まえ、該当月の支払
予定額を決定する。

5

改善の実施



サービスレベル目標値が達成できていないサービスに対して
は、速やかに改善策及びその改善実行計画を検討し、当省に承
認を得た後、改善を実施すること。なお、サービスレベル目標
値が達成できない原因が本調達の範囲外（基幹 LAN、統合ネ
ットワーク等）にある場合は、当省と協議の上、情報提供等の
必要な対応を行うこと。
改善の実施に当たっては、その改善実行ログを取得し、改善の
効果、サービスレベル目標値への影響度を分析の上、サービス
レベル目標値に達成できる改善がなされるまで月次レベルで
報告すること。
改善に必要な人的リソースの追加、体制の変更、改善のために
必要なシステム・仕組みの導入等に費用が掛かる場合、受注者
の費用負担により、実施すること。
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項番

項目

要件

6

サービスレベル目標値
未達成が継続している
場合の措置

【契約の解除】

SLA の遵守率が著しく低く、改善の見込みがないと当省が判断
した場合、契約を解除する。この場合、受注者は当省に対して、
契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として支払わ
なければならない。
SLA の遵守率が著しく低いと判断する達成度合いの継続期間
及び回数は以下のとおりとする。

A「達成度合い B」の状況が、「5 か月以上連続」、「年
間 6 回以上」及び「稼働期間の通算で 18 回以上」のいず
れか一つ以上に該当する場合

B 障害発生等のために、業務遂行不可能な状況により、
落札額の 5%としたペナルティ相当額を上回る規模の損害
が発生した場合
【入札資格の剥奪】

上記「契約の解除」の状況にいたる場合は、当省の要求する品
質のサービスレベルを提供する能力がないものと判断し、受注
者としての資格の一定期間の剥奪、更には次回契約更改時の入
札資格停止等のペナルティを課すこともある。

7

平均故障間隔について
の SLA 遵守に関する規
定





8

サービスレベル評価に
当たっての免責事項



平均故障間隔に関する SLA 項目の評価は、受注者が取り纏め、
次期統計処理システム稼働後 1 年ごとに報告すること。
ただし、
平均故障間隔の推移については、月次で集計して報告するこ
と。
サービスレベル目標値を下回った場合は、原則、サービスレベ
ル目標値を下回る主な原因となった機器を、より高品質な上位
機種又は製造元の異なる機器へ、受注者の責任により無償で交
換すること。ただし、交換以上に有効な改善策があるために、
交換の必要がないと判断した場合にはこの限りではない。
サービスレベルの評価に当たって、以下の事項に該当する場合
は、SLA 規定の範囲外とする。

当省の都合によって障害復旧できなかった場合

当省の事由によって障害監視及び障害通知を受けること
ができなかった場合

クライアント PC のハードウェア、OS の不具合に直接起
因する場合

クライアント PC の保守業務の都合によって、障害復旧
できなかった場合

クライアント PC の保守業務の事由によって障害監視及
び障害通知を受けることができなかった場合

予見できない不測の事態（社会通念上、受注者に責任がな
いことが認められる事態）

２ 可用性要件
可用性に係る指標と目標値は、
「別紙 12
受注者は、
「別紙 12

SLA 一覧」に示す。

SLA 一覧」に示した目標値を達成するため、以下に係る対策を

採ること。


対策により得られる効果と対策に要するコストの両面を考慮し、目標値に見合っ
た最適な対策を選択すること。



システムへの障害対応について、組織的かつ計画的・予防的に行えるように準備
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し、実施すること。


アプリケーション、ハードウェアの障害発生時にシステム全体が停止せず、かつ
障害内容の調査が容易にできる構成とすること。

３ 完全性要件
受注者は、
「別紙 12

SLA 一覧」に示した目標値を達成するため、以下に係る対策を

採ること。


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。



電子データの送受信を行う際には電子署名やタイムスタンプを用いることで偽造
等から保護することが可能であること。

第６節 拡張性に関する事項
次期統計処理システムでは、今後のシステム利用の拡大又は契約期間の延長があった
場合に備え、以下に示す拡張性を持たせること。


処理能力やデータ保存領域を拡張するための CPU、メモリ、ハードディスク等、
導入後の拡張性を有すること。



次期統計処理システムの運用期間中に、情報システムを拡張する必要性が生じた
場合、ソフトウェアの追加ライセンス料や増設するハードウェアの単価は、初期
構築時の単価と同程度で提供すること。



ハードウェアの増設は、増加する利用者数、増加前の実使用量等を勘案の上、無
駄のない構成とすること。



拠点や利用者増加等に伴い、当初、端末・周辺機器事業者が導入したクライアン
ト PC 等の機器以外に別途、追加調達を実施する可能性がある。その場合、当初、
端末・周辺機器事業者が導入した機器以外の機器が導入される場合もあり得るた
め、当省と協議の上、必要な技術的支援を行うこと。なお、導入後の機器の運用
管理業務での取扱いについては、当省と協議の上、決定すること。



採用するハードウェア及びソフトウェアについて、保守期限に余裕を持った製品
を選定すること。
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第７節 上位互換性に関する事項
次期統計処理システムでは、今後のシステム利用の更改に備え、以下に示す要件を遵
守すること。


Web ブラウザ及び実行環境等のバージョンアップの際、必要な調査及び作業を実
施することで、バージョンアップに対応可能な情報システムとすること。



ソフトウェア製品の選定では、旧バージョンで作成したファイルを新バージョン
で自由に扱うことができることを考慮すること。なお、本要求仕様に合致しない
製品については、代替案（旧バージョンで作成したファイルを新バージョンで利
用可能な仕組み）を検討した上で、当省の承認を得ること。



調達時点において、OS、ミドルウェアを含むソフトウェアのバージョンアップ情
報が公開されている場合、バージョンアップに対応できるように構築すること。
また、バージョンアップは、受注者の責任と負担において、対応すること。



バージョンアップについて、技術的な問題等がある場合は、都度当省と協議し、
その指示に従うこと。

第８節 中立性に関する事項
本調達では、各サービスにおいて SLA を定義することにより、当省が求める機能・サ
ービスについての品質・性能等を規定する。したがって、機能・サービスを実現するた
めに必要な製品（ソフトウェア、ハードウェア等）等は受注者の責任と負担で構築する
こととなるが、その際には、特定の事業者、製品に依存することなく、他者に引き継ぐ
ことが可能なシステム構成とし、特定事業者に不必要に依存した情報システムとならな
いようにすること。
第９節 継続性に関する事項
当省は、「中央省庁における情報システム運用継続計画ガイドライン」に基づき、統計
処理システムにおいて情報システム継続性を強化し、適切に維持管理していくための具
体的な事項（対象範囲、事前対策計画、非常時の対応計画、教育訓練計画、維持改善計
画）を「厚生労働省ネットワークシステム運用継続計画」として定めている。なお、本
資料は閲覧資料対象であるため、「別紙 2 閲覧要領」に従い確認すること。
また、「政府業務継続計画（首都直下地震対策）」に基づき、当省では「厚生労働省業
務継続計画」を定めており、次期統計処理システムの構築は、これらの計画に着実に対
応できるように、更なる対策の強化を進めていく必要がある。
このため、受注者は、これらの背景を踏まえ、以下の要件を遵守して次期統計処理シ
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ステムの設計・開発を行うとともに、運用開始後における運用・保守体制を構築するこ
と。
また、今後、「厚生労働省ネットワークシステム運用継続計画」及び「厚生労働省業務
継続計画」が改定された際には、当省と協議の上、改定後の内容に準拠した対応を行う
こと。
１ 継続性に係る目標値
受注者は、以下に定める定常時及び大規模災害発生時の目標値に基づき設計・開発を
行うとともに、運用開始後における運用・保守体制を構築すること。
(1) 定常時
受注者は、定常時において、
「別紙 12

SLA 一覧」に定義されている、以下の目標

値を満たすこと。


稼働率（正常稼働時）



平均故障間隔



平均故障復旧時間



障害・問合せの発生から初期応答までのリードタイム

(2) 大規模災害等の非定常時
当省では「厚生労働省ネットワークシステム運用継続計画」にて、以下の範囲を非
定常時の対象と定義しているが、次期統計処理システムについては、その業務特性か
ら、目標復旧時間（RTO）及び目標復旧時点（RPO）は定めないこととする。


首都直下地震



マルウェア感染や不正侵入等のネットワークを介した外部攻撃による統計処
理システムの予期せぬ停止（以下、
「予期せぬ停止）という。
）



新型インフルエンザ

２ 継続性に係る対策
(1) 定常時
受注者は障害の発生等により、次期統計処理システムの機能が停止した場合には、
可能な限り速やかに参集し、調査の上、当省に状況等について速やかに一次報告を行
い、その後の指示を仰ぐこと。
また、業務継続上、影響を与える問題点を特定し、問題点を解消するために、当省
の指示に基づき運用において随時見直しを行うこと。
(2) 大規模災害等の非定常時
次期統計処理システムについては、その業務特性から、バックアップセンタの整備
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等による大規模災害等の非定常時対策は行わないこととする。
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第１０節 情報セキュリティに関する事項
受注者は、次期統計処理システムの設計・開発及び運用・保守に当たって、以下に示
す情報セキュリティ対策を講じること。対策の実施には、受注者の導入する総合運用管
理サービス及び情報セキュリティ管理サービスをはじめとしたサービスを活用すること。
ただし、当該サービスの機能で必要な対策を講じることができないものについては、
受注者において追加サービスの導入等を実施し、必要な対策を講じること。
１ 基本事項
受注者は、
「厚生労働省情報セキュリティポリシー」に準拠した情報セキュリティ対策
を講じること。なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政
府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参
照すること。「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の開示については、契約締結後、
受注者が当省に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。
また、
「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」、
「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」及び「「高度標的型攻撃」対策に向けたシステム
設計ガイド」を参照の上、必要に応じてその内容を取り込むこと。
２ 権限要件
利用者の操作権限は、現行統計処理システムの要件を引き継ぐこと。ただし、受注者
において現行統計処理システムを分析し、権限要件に対する提案を妨げるものではない。
３ 情報セキュリティ対策要件
受注者は、前述「１

基本事項」を踏まえた上で、以下に示す要件について遵守する

こと。
(1) 通信回線対策
次期統計処理システムの通信回線対策を実施するに当たって、「表 ３-8 通信回線
対策」に示す要件を遵守すること。
表 ３-8
項番

通信回線対策

項目

要件
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項番

項目

要件

1

通信経路の分離



不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との
通信を行う次期統計処理システム以外のシステムのサーバ装
置及び通信回線装置のネットワークと、次期統計処理システ
ムのサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離
するとともに、業務目的、所属部局等の情報の管理体制に応
じて次期統計処理システムのネットワークを通信回線上で分
離すること。
また、通信経路の分離に当たっては、以下の要件を満たすこ
と。

情報セキュリティ管理サービス、認証アクセス管理サー
ビス及び総合運用管理サービスについては、専用のセグ
メントを設け、業務系ネットワークの双方のネットワー
クにてその機能を利用できる形態で提供すること。

本項で定義する要件を基にネットワークセグメントを適
切に分割し、セグメント間の通信を最小限のサービスの
みに制限することで、攻撃者が侵害範囲を拡大しにくい
ネットワーク環境を構築すること。

2

不正通信の遮断



通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許
可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機
能を備えること。

3

通信のなりすまし防止



情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当
性を確認できる機能を備えるとともに、許可されていない端
末、サーバ装置、通信回線装置等の接続を防止する機能を備
えること。

4

サービス不能化の防止



サービスの継続性を確保するため、情報システムに掛かる負
荷が閾値を超えた場合に、通信遮断や処理量の抑制等によっ
てサービス停止の脅威の軽減する機能を備えること。

(2) 不正プログラム・ソフトウェア脆弱性対策
次期統計処理システムの不正プログラム・ソフトウェア脆弱性対策を実施するに当
たって、マルウェア対策等を活用し、「表 ３-9 不正プログラム・ソフトウェア脆弱
性対策」に示す要件を遵守すること。
表 ３-9
項番

不正プログラム・ソフトウェア脆弱性対策

項目

要件

1

不正プログラムの感染 
防止

不正プログラム（ウイルス、ワーム、ボット等）による脅威に
備えるため、想定される不正プログラムの感染経路の全てにお
いて感染を防止する機能を備えること。なお、新たに発見され
る不正プログラムに対応するために機能の更新を可能とするこ
と。

2

不正プログラム対策の 
管理

システム全体として不正プログラムの感染防止機能を確実に動
作させるため、当該機能の動作状況及び更新状況を一元管理す
る機能を備えること。
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項番
3

項目

要件

開発時及び構築時の脆 
弱性対策




運用及び保守時の脆弱 
性対策

4





次期統計処理システムを構成するソフトウェア及びハードウェ
アの脆弱性を悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時
に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正
の上で納品すること。
脆弱性の有無の確認に当たっては、本調達に基づく更改が影響
する範囲について、第三者による脆弱性検査を実施し、その結
果を当省に書面にて報告すること。
不要なサービス、アプリケーション及び機能は停止又は無効化
すること。
運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止す
るため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェ
アの更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、情報シス
テム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。
機器及びソフトウェアについて、公表される脆弱性情報を常時
把握すること。
把握した脆弱性情報について、対処の要否、可否につき当省と
協議し、決定すること。
決定した対処又は代替措置を実施すること。

(3) 証跡管理
次期統計処理システムの証跡管理を実施するに当たって、ログ管理サービス等を活
用し、本調達に係る情報システムにおける事故及び不正の原因を事後に追跡するため
の機能を含め「表 ３-10 証跡管理」に示す要件を遵守すること。
表 ３-10
項番
1

証跡管理

項目
ログの蓄積・管理

要件




情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用い
るために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関す
るログを蓄積し、1 年の期間保管するとともに、不正の検知、
原因特定に有効な管理機能（ログの検索機能、ログの蓄積不能
時の対処機能等）を備えること。
保管対象とするログは、サーバ、アプリケーション、ストレー
ジ、セキュリティ対策機器等の以下に示す監査証跡に係るログ
とする。

事象を発生させる主体となる利用者又は機器の識別コー
ド

事象の種類（ログイン・ログアウト、ファイルへのアクセ
ス、プリケーションへのアクセス、起動等）

事象の対象（アクセスしたファイル、アクセスしたアプリ
ケーション、機器等操作指令の対象等）

日付及び時刻

事象の結果（成功、失敗、エラー等）
なお、現行統計処理システムにおけるログのサイズは、10GB
／年である。（Syslog 等の 1 日あたりの平均サイズから年間サ
イズを算出）
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項番

項目

要件

2

ログの保護



ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアク
セス制御機能及び消去や改ざんの事実を検出する機能を備える
とともに、ログのアーカイブデータの保護（消失及び破壊や改
ざんの脅威の軽減）のための措置を含む設計とすること。

3

時刻の正確性確保



情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の
追跡において、ログの分析等を容易にするため、システム内の
機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。

(4) 不正監視
次期統計処理システムにおいて、不正行為に迅速に対処するため、以下に示す要件
を遵守すること。


本調達に係る情報システムに対する不正アクセス、ウイルス・不正プログラム
感染等への対策機能を有すること。



現状想定している不正監視の内容は「表 ３-11 不正監視」のとおりである。
これらの不正監視を行い、検知及び通知された内容に対し迅速な対応を行うこ
と。なお、
「表 ３-11 不正監視」に記載がない項目であっても、本要件定義書
の「第 3 章 第 10 節 情報セキュリティに関する事項」に示す要件を満たす
ために必要な監視対象がある場合は、適宜対象を追加し監視すること。
表 ３-11

項番
1

項目
不正アクセス監視

要件





2

不正監視

マルウェア監視



外部ネットワークから次期統計処理システムに対する不正ア
クセスについて、FW/IPS/IDS 等のネットワーク機器のログ
等を監視し、不正アクセス（踏み台、不正侵入等）の検知及
び通知する機能を備えること。
管理者権限によるシステムの操作履歴や各種サーバの挙動の
監視を実施すること。
認証アクセス管理サービスのセキュリティイベントにおい
て、トラップアカウントを用意し、そのトラップアカウント
の認証ログを監視すること。
次期統計処理システムのサーバ等にマルウェアが侵入した際
に、検知及び通知すること。

(5) 主体認証
次期統計処理システムにおいて、情報システムによるサービスを許可された者のみ
に提供するため、認証アクセス基盤サービス等を活用し、本調達に係る情報システム
へのアクセスを業務上必要な者に限るための機能及び情報システムにアクセスする
主体のうち次期統計処理システムにアクセスするシステム利用者の認証を行う機能
として、識別コード（ID 等）
・パスワード認証の方式を採用し、主体認証情報の推測
や盗難等のリスクの軽減を行う機能を提供すること。また、管理者によるログインは、
サーバコンソール上からのログインに限定すること。
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(6) アカウント管理
次期統計処理システムにおいて、アカウント管理の実施に当たって、認証アクセス
管理基盤サービス等を活用し、
「表 ３-12 アカウント管理」に示す要件を遵守するこ
と。
表 ３-12
項番
1

アカウント管理

項目

要件


ライフサイクル管理




主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウ
ント（識別コード、主体認証情報、権限等）を管理（登録、更
新、停止、削除等）するための機能を備えること。
主体のアクセス権の管理状況を確認できること。
人事異動等を踏まえた、アカウントの棚卸を定期的に行い、不
要なアカウントは削除すること。なお、不要なアカウントの定
義については、当省と協議のうえ決定するものとする。

2

アクセス権管理



情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するた
め、情報システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を
備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計するこ
と。

3

管理者権限の保護



特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を
制御する機能を備えること。受注者には、全ての管理者権限を
与えず、次期統計処理システムの運用において必要となる最小
限の機能のみを付与可能とすること。
受注者は、管理者権限を持つユーザを台帳管理し、台帳の内容
に変更がある場合には、その変更内容について当省の承認を受
けること。



(7) 機密性・完全性の確保
次期統計処理システムの機密性・完全性の確保に当たって、
「表 ３-13 機密性・完
全性の確保」に示す要件を遵守すること。
表 ３-13
項番

項目

1

通信経路上の盗聴防止

要件




2

保存情報の機密性確保

機密性・完全性の確保



通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏
えいを防止するため、通信回線を暗号化する機能を備えるこ
と。
運用・保守オペレーションにおいて運用管理端末からサーバ
にアクセスする際は、SSL、SSH、SCP、SFTP 等のセキュ
アなプロトコルを使用すること。
情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するた
め、情報へのアクセスを制限できる機能を備えること。また、
保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な物理的な機器
（ローカルドライブ、USB、HDD 等）への保存を設定により
制限する機能及び保存された情報を暗号化する機能を備える
こと。
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項番

項目

要件

3

保存情報の完全性確保



情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、
情報の改ざんを検知する機能又は改ざんされていないことを
証明する機能を備えること。なお、完全性を担保するために
確認する対象はログを範囲とする。

4

暗号アルゴリズム



前述の要件にて必要となる暗号化の際に使用する暗号アルゴ
リズムについては、暗号技術検討会及び関連委員会
（CRYPTREC）により安全性及び実装性能が確認された「電
子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号技術を利用するこ
と。

(8) 構成管理
次期統計処理システムにおいて、情報セキュリティインシデントの発生要因を減ら
すとともに、情報セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処するため、構築
時の情報システムの構成（ハードウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳
細情報）が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成とすること。
また、情報システムに関する運用開始後の最新の構成情報及び稼働状況の管理を行
う方法又は機能を備えること。なお、運用・保守工程における具体的な構成管理の方
法については、本要件定義書の「第 3 章 第 16 節 1

(3) エ サービス資産管理及

び構成管理」に示す手続きに従うこと。
(9) 機器等の調達における対策
次期統計処理システムの機器等の調達時における対策として、
「表 ３-14 機器等の
調達における対策」に示す要件を遵守すること。
表 ３-14
項番

項目

1

調達する機器に不正プ
ロラム等が組み込まれ
ることへの対策

機器等の調達における対策
要件



次期統計処理システムの機器等の製造工程において、当省が意
図しない組み込み及び変更が行われないよう適切な措置がと
られており、当該措置が継続的に実施されていること。また、
当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。なお、証
明書の提出が困難な場合は、「調達仕様書」の「第 8 章第 1 節
4 総合評価落札方式を採用する場合の要件」に示す「情報セ
キュリティ管理計画書（案）」に製品選定基準及び受注者内の
品質管理組織からの製品選定基準の妥当性証明等を示した上
で、資料を提出すること。
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項番
2

項目

要件


製品サポート期間




3

IT セキュリティ評価及
び認証制度に基づく認
証取得製品の採用



次期統計処理システムの構築等又は運用・保守・点検の際に導
入する製品（ソフトウェア及びハードウェア）については、当
該情報システムのライフサイクル（システム利用期間の終了ま
で）におけるサポート（部品、セキュリティパッチの提供等）
が継続される製品を導入すること。
サポートライフサイクルポリシーが事前に公表されていない
製品を導入する場合は、サポートが継続して行われるように後
継製品への更新計画を提出すること。なお、後継製品に更新す
る場合の費用は本調達に含むものとする。
なお、以上の要件には、ソフトウェア及びハードウェアに利用
するライブラリ及びフレームワークも含むものとする。
本調達に係る情報システムを構成するソフトウェア、機器等に
ついて、IT セキュリティ評価及び認証制度に基づく認証を取得
している製品を積極的に採用すること。採用に当たっては、以
下の資料を参照すること。


「ISO/IEC15408 を活用した調達のガイドブック」



「IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」

(10) 本業務の遂行時における対策
次期統計処理システムの設計・開発及び運用・保守を実施するに当たって、
「表 ３-15
本業務の遂行時における対策」に示す要件を遵守すること。
表 ３-15

本業務の遂行時における対策

項番

項目

要件

1

情報セキュリティ対策
の履行状況の報告



本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履
行状況について、当省から以下の報告を求めた場合には速やか
に提出すること。

本要件定義書において求める情報セキュリティ対策の実績

2

情報セキュリティ対策
の履行が不十分な場合
の対処



本調達に係る業務の遂行において、受注者における情報セキュ
リティ対策の履行が不十分であると認められる場合には、受注
者は、当省の求めに応じ、当省と協議を行い、合意した対応を
実施すること。

3

情報セキュリティ監査
への対応



当省が別途実施する第三者による情報セキュリティ監査に対
応すること。

4

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情報セキュリティが侵害さ
れ又はそのおそれがある場合には、速やかに当省に報告するこ
と。これに該当する場合には、以下の事象を含む。

受注者に提供し又は受注者によるアクセスを認める当省の
情報の外部への漏えい及び目的外利用

受注者による当省のその他の情報へのアクセス
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第１１節 情報システム稼働環境に関する事項
１ 全体構成
(1) 全体システム構成図
全体構成図を「図 ３-1 全体システム構成図」に示す。なお、同図は「別紙 3 全
体概要図」としても添付する。

図 ３-1

全体システム構成図

(2) 開発・検証環境等
本要件定義書に記載するサービス、機能を提供するに当たり、コーディング（現行
サービスのストレートコンバージョンを含む）を伴う開発を実施する場合には、開
発・テスト等を行うために必要十分な開発環境、検証環境等を受注者の負担と責任に
おいて用意すること。なお、現行統計処理システムにおいては、現行統計処理システ
ム運用事業者施設内に規模を縮小したサーバ、アプリケーション保守用の検証環境を
別途構築しているが、次期統計処理システムにおいては、運用中の機能改修等を想定
し、リリース前の検証等を実施可能な必要最低限の環境を構築すること。
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２ ハードウェア構成
次期統計処理システムに導入するハードウェアは、本要件定義書にて提示している要
件を満たす機能を有し、
「別紙 12

SLA 一覧」を満たすために十分な性能及び構成とす

ること。
(1) ハードウェア構成図
「図 ３-2

現行ハードウェア構成図（全体）」に示す、現行統計処理システムのハ

ードウェア構成を参考とし、次期統計処理システムのハードウェア構成について検討
及び提案すること。なお、現行統計処理システムでは統計処理システムデータセンタ
と 5 号館を直接接続しているが、次期統計処理システムでは、次期統計処理システム
データセンタと統合ネットワークを接続することを想定している。また、連続帳票プ
リンタは、現行統計処理システムの契約終了とともに廃止し、次期統計処理システム
では採用しない予定である。
加えて、現行統計処理システムのハードウェアを記載した「参考資料 3 現行ハー
ドウェア一覧」も参考にすること。
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図 ３-2

現行ハードウェア構成図（全体）

(2) ハードウェア要件
ハードウェア要件として「ア

ハードウェア共通要件」、
「イ サーバ要件」
、
「ウ

ス

トレージ要件」、
「エ ネットワーク機器要件」を定義する。
ア ハードウェア共通要件
ハードウェア選定に当たっては共通の要件として以下を満たすこと。


サーバ仮想化等の統合技術によって、ハードウェアの効率的な使用を積極的
に推進し、省スペース及びライフサイクル全般での環境負荷の削減等を考慮
すること。参考情報として、
「参考資料 4 現行 NW システムの消費電力量及
び消費熱量」を示す。



本要件定義書の「第３章 第１０節 ３ 情報セキュリティ対策要件」の「(3)
証跡管理」及び「(4) 不正監視」に記載された要件に対応するログ出力等が
可能であること。
36



ハードウェア機器の調達に当たっては、本要件定義書の「第３章
３

情報セキュリティ対策要件」の「第１０節 ３

第１０節

(9) 機器等の調達にお

ける対策」に示す要件を満たすこと。


EIA（米国電子工業会）規格の 19 インチラックに搭載可能な機器を選定する
こと。

イ サーバ要件
本調達においては、現行統計処理システムの運用コスト相当額を 3 割削減を実施
する必要がある。そのため、現行統計処理システムのリソースの使用率（CPU、メ
モリの使用率等）を踏まえ、仮想化技術等を活用して、CPU の価格対性能比の向上
や利用率の低い複数のサーバの統合・集積、十分な冗長性及びリソースの利用効率
の向上を図ること。
なお、本要件定義書に定義された機能が実現できない等の理由がない限りは、オ
ープン系（Windows、商用 Linux、商用 Unix）のサーバで構成すること。
また、負荷分散装置を含めた冗長化構成を採用すること。
加えて、以下の要件を満たすこと。なお、現行統計処理システムのリソースの使
用率の詳細については、
「参考資料 5 性能見積り用基礎データ」を参照のこと。


本節「3

ソフトウェア構成」、「(2)

ソフトウェア要件」、「イ

サーバ導入

ソフトウェア要件（OS）
」を踏まえて選定された OS が搭載可能なサーバで
あること。


運用管理・監視業務の実施時にサーバにアクセスする際、そのアクセス及び
操作ログを取得できる環境を有すること。



不具合やセキュリティ上の問題等が発生した場合を考慮し、仮想サーバ単位
のトラフィックに対し、パケットキャプチャや解析、アクセス制御が可能な
構成とすること。



仮想化環境の実現に当たって、サーバ全体の処理能力に影響を与える制御用
ソフトウェアを採用する場合、各論理区画で稼働する OS 環境の処理能力が
SLA 目標値を維持できるように、CPU、メモリ等のサイジングを行うこと。



仮想化ゲスト環境に構築したシステム領域については、構成変更後に取得し
た最新のシステム環境をファイルとしてバックアップし、システム障害時に
は、当該ファイルをフルリストアすることで、迅速な復旧を実現すること。



サーバのリソース（CPU、メモリ）を動的に割り当てることが可能で、サー
バ負荷が上昇した場合に、非稼働リソースを利用してサービスを継続できる
こと。



ブレードサーバを採用する場合、ブレードサーバを収容する筐体については、
あらゆる構成要素（電源、コントローラ、ネットワークスイッチ等）が冗長
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化され、一部の部品の故障でシステムが停止することのない仕組みを構築し、
原則として、無停止での部品の交換（ホットスワップ）が可能なこと。運用
性向上のため、単一のブレードシステムに収容することで、システム運用の
手順を共通化・標準化すること。
ウ ストレージ要件
ストレージの選定に当たっては、以下の要件を満たすこと。


ストレージのディスク構成（RAID 構成）は、対象サービスの SLA 等を踏ま
えて選択すること。



サーバからストレージへのパスに障害が発生した場合であっても、自動フェ
ールオーバー機能により復旧できること。



サーバからストレージへの接続については、複数パスの I／O 負荷の自動分散、
障害発生時の自動フェールオーバーを可能とするスイッチ機能を有すること。



次期統計処理システムで利用する全ての OS が接続できること。また、複数
の OS が混在する環境においても安定稼働した実績を有すること。



高い稼働率及び性能が求められる次期統計処理システムで提供する個別サー
ビス向けに、スナップショット等の高速バックアップ機能及び瞬時リストア
機能を有すること。



格納したデータを整理して応答時間を維持するために、ストレージ筐体内で、
再配置する機能を有すること。



ストレージシステムのファームウェアは、サービスを停止せずにアップグレ
ードできること。



電源のエラーを検知し、別電源で稼働を継続できること。



障害発生部品については、サービスを停止することなく、自動修復を行う機
能を備え、ディスクの交換が必要な場合は活性交換が可能なこと。また、RAID
のリビルド中でも「別紙 12 SLA 一覧」に記載した性能要件を満たせること。



ストレージ容量については、
「別紙 9 情報・データ一覧」に示すデータ及び
本要件定義書に示す各種要件を踏まえて受注者が容量見積りを行い、次期統
計処理システムの稼働期間全体に渡り、適正なディスク容量を提供すること。
なお、ユーザ領域と運用上必要になるバックアップ領域等を含め、物理構成
を少なくする工夫がなされていること。また、空きストレージ容量の不足を
検知した場合、当省と調整を行い、ストレージの追加を行うことが決定され
てから 2 週間以内に、業務に影響を与えることなく、増設が可能なこと。



ストレージを構成するハードウェア部材は、緊急停止スイッチ、バックボー
ド、筐体等を除き冗長化されていること。



以下の項目を参考に、システムの運用上重要と考えられる障害を検知し、障
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害発生箇所を特定して運用管理基盤等へのアラームが連携できること。


ディスク、SSD、Flash 等のモジュールの抜き取り



I／O エラー



リンクダウン、I／F ダウン



ストレージシステムを構成するコンポーネント障害



バックアップ、リストア処理の障害



リソースの利用状況に関する閾値の設定及びリソースの利用状況が閾値
を超えた場合の検知



電源障害

エ ネットワーク機器要件
ネットワーク機器の選定に当たっては、以下に示す要件を満たすこと。
また、SDN（SoftwareDefinedNetwork）を含む提案を行う場合は、物理機器で
構成した場合と同等以上の品質を担保すること。
なお、参考情報として現行ネットワークシステムにおけるネットワークトラフィ
ックデータ量を「参考資料 6 現行システムのトラフィックデータ量」に示す。

(ア) ネットワーク機器共通要件
ネットワーク機器の選定に当たっては、以下に示す要件を満たすこと。


利用帯域に応じた処理性能を有すること。



IPv4 及び IPv6 の両方のプロトコルに対応していること。



サーバ及びクライアントの仮想化に対応した機器であること。



原則、ネットワーク機器は、耐障害性を考慮し、全てにおいて冗長化構成を
取ること。また、単一機器内では、可能な限り電源を含む主要構成部品が冗
長化されていること。



選定機器は、メーカー推奨手順による電源の切断・投入・再起動等を繰り返
し行っても、信頼性を維持できる仕様を確保していること。



ホットスワップが可能である等、耐障害性についても十分に考慮した機器を
提供すること。



機器同士の相互接続性が十分考慮されたものを選択し、提供すること。



ネットワーク管理のために SSHv2、SNMPv2c、RMON 及び SSL（HTTP）
等をサポートし、GUI 又は、CUI（Character User Interface）により管
理できること。ただし、RMON については、他装置で機能を代替することも
可とする。



機器の障害が発生した場合、発生原因を解析するための機器情報を収集する
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こと及びサーバへの転送が可能であること。


監視（監査）に必要な機能を有すること。



機器の状態（CPU 使用率、稼働時間）及び設定情報を表示することが可能で
あること。



サーバへ設定情報のアップロードが可能であること。



サーバからソフトウェア及び設定情報のダウンロードが可能であること。



設定情報の更新／動作状況の確認を行うためのコンソールポートを有するこ
と。

(イ) ルータ及びレイヤー3 スイッチ
ルータ及びレイヤー3 スイッチの選定に当たっては、「(ア) ネットワーク機
器共通要件」に加えて、以下の要件を満たすこと。


DIXEthernetVer2 フレームによる通信ができること。また、IEEE802．
3 フレームを利用している場合は、IEEE802．3 フレームによる通信が
できること。



ルーティング機能（Static、RIPv1／v2、OSPFv2 等）を有すること。



マルチキャスト通信機能及びマルチキャストルーティング機能（PIM－
SM／DM、IGMP 等）を有すること。



同一ネットワーク（セグメント）内若しくは、異なるネットワーク（セ
グメント）間で中継されるパケットのアクセス制御を可能とする機能
（ACL（AccessControlList）機能、フィルタリング機能等）を有するこ
と。



送受信されるパケットを識別し、優先してパケット中継を行うことを可
能とする優先制御機能（QoS 等）を有すること。



IEEE802．1Q に準拠した VLAN 機能を有すること。



IEEE802．3ad に準拠したリンクアグリゲーション機能を有すること。



レイヤー3 スイッチにおいては、IEEE802．1D、IEEE802．1w、IEEE802．
1s に準拠したスパニングツリープロトコル機能を有すること。



不正接続防止等を目的として、ネットワーク認証機能（IEEE802．1X
認証、Web 認証、MAC アドレス認証等）を有すること。



ケーブルは、ポートに合わせた適切なタイプ（category5 等）を用意する
こと。



サーバやネットワーク機器等を接続できる適切なタイプ（10／100BASE
－TX、10／100／1000BASE－T、1000BASE－SX、1000BASE－LX、
10GBASE－SR、10GBASE－LR 等）のポートを必要な数備えること。



府省内で提供されるサービスが必要とするスループットを十分に処理で
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きる能力（バックプレーン性能、スイッチング性能等）を有すること。


2 台以上のレイヤー3 スイッチで同一のデフォルトゲートウェイアドレ
スを共有し、障害時にはホットスタンバイによるネットワークの冗長化
が可能となる機能（VRRP 等）を有すること。



物理ポートの故障に備え、運用に支障のない程度の予備ポートを有する
こと。



管理者権限を使用するための識別認証機能を有すること。



管理者による ACL（AccessControlList）等の設定、変更等の記録による
監視（監査）に必要な機能を有すること。



構成定義情報のバックアップを可能とする機能（FTP、TFTP 等）を有
すること。



WakeupOnLAN のフレームを中継できる機能を有すること。



宛先・送信元 IP アドレス及び TCP/UDP ポート番号等により指定した
IP パケットのフィルタリング機能を有すること。



リンクフラッピング、L2 ループによるネットワーク全体への影響を抑え
るため、ポートにて障害を検知した際、ポートを一時的に使用不可能な
状態にし、更に一定時間経過後、自動的に再利用可能にする機能を有す
ること。



レイヤー3 スイッチにおいては、ループ障害を防ぐため、Bridge Protocol
Data UnIT（BPDU）を予期していないポートで BPDU を受信した場合、
そのポートが自動的にダウンすることで、ルートブリッジが変更されて
しまう事態を防止する機能を用いること。



レイヤー3 スイッチにおいては、RMON プローブ及び LAN アナライザ
を接続してポートミラーリングが可能であること。



コアスイッチについては、電源の切断を行うことなく、インタフェース・
モジュール及び電源部の活線挿抜が可能なこと。また、拡張性を考慮し
た、モジュール型等のプラットフォームであること。

(ウ) スイッチングハブ（L2）
スイッチングハブ（L2）の選定に当たっては、
「(ア) ネットワーク機器共通
要件」に加えて、以下の要件を満たすこと。


IEEE802．3 フレーム及び DIXEthernetVer2 フレームによる通信ができ
ること。



府省内で提供される特定システムで送受信されるパケットを識別し、優
先してパケット中継を行うことを可能とする優先制御機能（QoS 等）を
有すること。
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IEEE802．1Q に準拠した VLAN 機能を有すること。



IEEE802．3ad に準拠したリンクアグリゲーション機能を有すること。



IEEE802．1D、IEEE802．1w、IEEE802．1s に準拠したスパニングツ
リープロトコル機能を有すること。



不正接続防止等を目的として、ネットワーク認証機能（IEEE802．1X
認証、Web 認証、MAC アドレス認証等）を有すること。



サーバやネットワーク機器等を接続できる適切なタイプ（10／100BASE
－TX、10／100／1000BASE－T、1000BASE－SX、1000BASE－LX、
10GBASE－SR、10GBASE－LR 等）のポートを必要な数備えること。



必要とするスループットを十分に処理できる能力（バックプレーン性能、
スイッチング性能等）を有すること。



設定情報の更新／動作状況の確認を行うためのコンソールポートを有す
ること。



構成定義情報のバックアップを可能とする機能（FTP、TFTP 等）を有
すること。



WakeupOnLAN のフレームを中継できる機能を有すること。



リンクフラッピング、L2 ループによるネットワーク全体への影響を抑え
るため、ポートにて障害を検知した際、ポートを一時的に使用不可能な
状態にし、更に一定時間経過後、自動的に再利用可能にする機能を有す
ること。



ループ障害を防ぐため、BPDU（Bridge Protocol Data Unit）を予期し
ていないポートで BPDU を受信した場合、そのポートが自動的にダウン
することで、ルートブリッジが変更されてしまう事態を防止する機能を
用いること。



RMON プローブ及び LAN アナライザを接続して、ポートミラーリング
が可能であること。



全二重及び半二重通信に対応すること。ただし、利用する通信規格が、
全二重又は半二重通信のいずれか一方のみに対応する場合は、利用する
通信規格に対応する通信方式のみに対応した機器も可とする。



光ファイバ利用の規格を採用する場合を除き、AUTOMDI/MDI－X 機能
又は、カスケードポートを有すること。

(エ) ファイアウォール
ファイアウォールの選定に当たっては、「(ア) ネットワーク機器共通要件」
に加えて、以下の要件を満たすこと。


インターネット、内部ネットワーク、及び利用システムの接続点には、
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ファイアウォール機能を有する機器を接続し、特定の通信のみを許可す
ること。


IP アドレスやポート番号を見て通過の可否を決めるパケットフィルタリ
ング機能を有すること。



通信フローを見てパケットの通過の可否を決めるステートフルインスペ
クション機能を利用できること。



TCP ポート番号変換機能（NAPT）を有すること。



アドレス変換機能（NAT）を有すること。



UDP 通信の監視もできるように、IP アドレス、ポート番号の組み合わ
せに対してタイマによる通過制御ができる機能を有すること。



複数台による冗長構成とし、障害発生により一つのファイアウォール機
能が停止しても、運用を継続できること。



多量のパケットを受信した時に通常の処理が続けられること。



不正侵入検知機能（ネットワーク型）と連携して不信なパケットを拒否
する機能を有すること。



TCP/UDP、RPC 及び ICMP 等のプロトコルをベースとしたアプリケー
ションプログラムサービスに対応できること。



RPC については、RPC プログラム番号と関連ポート番号を追跡する方法
等により、安全に通過させる機能を有すること。



IP アドレスのスプーフィングを検出する機能を有すること。



サービス妨害攻撃に対する防御機能を有すること。



パケットの許可、拒否等をアクセス履歴として記録する機能を有するこ
と。なお、アクセス履歴情報としては、通信の発信元と宛先、要求され
たサービス、使用されたプロトコル、日時、ソース・ポート及び実行さ
れたアクション等を含むこと。また、フィルタリング及びサーチによる
アクセス履歴情報の取り出し機能を有すること。



不正アクセスを検知する機能を有し、検知した際にはリアルタイムに警
報を出す機能を有すること。なお、警報としては、メッセージをコンソ
ールに表示する方式、特定のアドレスにメールを送信する方式、SNMP
トラップを発行する方式及び syslog に出力する方法等を採用できること。



ファイアウォールを構成する各機器が、SPAM メールサーバとして利用
されないように対応すること。



脅威への迅速な対応として、運用センタから新しいポリシーの定義と適
用が可能な仕組みが存在すること。



ISO/IEC15408 の EAL4 以上の認証を取得している、或いは今までに
EAL1 以上の認証を取得したことがある機器の後継であること。
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(オ) IDS/IPS
IDS/IPS の選定に当たっては、
「(ア) ネットワーク機器共通要件」に加えて、
以下の要件を満たすこと。


信頼性の高いパターンファイルが随時提供されるシグネチャ型の検出機
構を有すること。



ログの増加により機能停止しないこと。



ネットワーク型 IDS はステルスモードで動作ができること。



ファイアウォールへのモジュール、機器、ソフトウェアサブスクリプシ
ョン等の追加で対応することも可とする。



ファイアウォールと IDS/IPS 機能を同一筐体で同時利用した場合は、互
いのパフォーマンスに影響を与えないアーキテクチャを有すること。



不正侵入検知製品として、バックドア、DoS（DDoS、DRDoS 等） 、ポ
ートスキャン、バッファオーバーフロー、ワーム、スプーフィング、ブ
ルートフォースアタック、SQL インジェクション、クロスサイトスクリ
プティング等の不正アクセスを検知できる機能を有すること。



利用者がシグネチャの定義及びカスタマイズが可能であり、正規表現が
利用可能であること。



パターンファイル、マイナーリリース及びパッチを更新できること。な
お、パターンファイルは自動的に更新できること。



パターンファイルの更新は、オンラインで行うことができ、再起動せず
に最新の状態に反映されること。



任意に指定する TCP の通信及び既知の攻撃を遮断する機能を有するこ
と。



トラフィックを検査することで、ポリシー違反、脆弱性の悪用及び異常
な動作を検知できること。



異常なトラフィック量を検出可能とし、トラフィック量の検出の際、過
去の日常データを学習する機能を有すること。ただし、IDS/IPS とは別
の製品を用いて当該機能を満たすことも可とする。



プロトコルアノマリー検出及びトラフィックアノマリー検出機能を有す
ること。



P2P 通信の検知、当該通信の遮断及び監視サービスへ通知する機能を有
すること。



新たな P2P 通信プログラムが発生した場合には、リモートでパターンフ
ァイルが更新できる機能を有すること。



不審・攻撃トラフィックをリアルタイムに検知、特定し、当該トラフィ
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ックに対するドロップ、遮断等の適切なアクションを取ることが可能な
こと。


脅威への迅速な対応として、新しいポリシールールの適用が可能な仕組
みが存在すること。



不正アクセスを検出した際には、警報を出す機能を有すること。



警報として、メッセージをコンソールに表示する方式、特定のアドレス
にメールを送信する方式及び SNMP トラップを発行する方式等が実現
できること。



検知するアラームに対してプライオリティが設定できること。

(カ) 負荷分散装置
負荷分散装置の選定に当たっては、
「(ア) ネットワーク機器共通要件」に加
えて、以下の要件を満たすこと。


負荷分散装置を複数台設置し、冗長構成を作れること。また、負荷分散
装置の故障に対し、あらかじめ設定したもう 1 台の負荷分散装置が、他
方の負荷分散装置が保持していたセションを引継ぎ、ユーザのアクセス
を継続させる機能を有すること。



管理者権限を使用するための識別認証機能を有すること。



ストリーミングメディアのロードバランシングをサポートすること。



URL 又は Cookie に基づくスイッチングを含む複数のスイッチング方式
に対応していること。



SSL セション ID を含む複数のセション維持方式に対応していること。

オ プリンタ
(ア) カット紙プリンタ
統計処理用のプリンタとして、以下の要件を満たすカット紙プリンタ 1 台を
導入すること。なお、現行統計処理システムにおける一日あたりの最大印刷ペ
ージ数は約 33，000 ページであり、併せて「参考資料 11 現行システムの印刷
量」も参照のこと。


印刷機能については、縮小・拡大印刷、集約印刷、両面印刷、ステープ
ル、パンチ（2 穴）機能等の機能を有し、機能を組み合わせた詳細な設
定により出力が可能であること。



印刷を指示した執務用 PC（シンクライアント）から簡易に印刷状況を確
認でき、障害時（用紙切れ、トナー切れ、及び紙づまり等）にはプリン
タのコンソールにて障害状況、及び障害箇所を特定できること。



ネットワークを介した印刷データの授受を行うことを考慮し、100Mbps
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以上のネットワークに対応したインタフェースを有すること。


A3、B4、A4、及び B5 版のカット紙に印刷が可能なこと。



A3、B4、A4、及び B5 版のカット紙を収容したカセット、又は、トレイ
を三つ以上装着すること。また、手差しトレイを有すること。



合計 4,200 枚以上の給紙が可能であること。



両面印刷が可能であること。



ラベル用紙等の用紙種類に対応できること。また、環境への配慮を踏ま
え、再生紙に対応していること。



分散型統計処理サービス上の各アプリケーションからの出力が可能なこ
と。また、少なくとも純正 PostScript3 に対応した機種とすること。



印字解像度は、600dpi 以上であること。



印字速度は、毎分 110 枚以上（A4 横）であること。



カセット又はトレイ等を最大に伸ばした状態で、幅 2，810mm×奥行
900mm 以内であること。



最大消費電力は 3．2kw 以内であること。



国際エネルギースタープログラム、又は日本エコマークの複写機基準に
適合していること。
「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 5 月 31 日法律第 100 号）」（以下、「グリーン購入法」とい
う。）に適合していること。



設置場所は当省と協議の上、決定することとし、車椅子利用者でも操作
可能となるよう、設置に当たっては、十分なスペースを確保すること。



導入初期の段階においても当該機器を利用できるよう、消耗品（用紙を
除く、トナーカートリッジ等の各種消耗品）を 2 セット分（うち 1 セッ
ト分は機器に導入済みのものとする。）提供すること。

３ ソフトウェア構成
次期統計処理システムに導入するソフトウェアは、本要件定義書にて提示している要
件を満たす機能を有し、
「別紙 12

SLA 一覧」を満たすために十分な性能及び構成とす

ること。
なお、ソフトウェアのバージョンについては、原則として最新版のバージョンを採用
すること。ただし、最新バージョンのソフトウェアがシステム全体の安定稼働に影響を
及ぼすと認められる場合には、ソフトウェアベンダのサポート期間内であることを前提
として古いバージョンの採用を可能とする。
また、脆弱性が発見された時に、その情報を可能な限り早く入手でき、かつ可能な限
り早く対応策を講じられるソフトウェアを導入すること。
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(1) ソフトウェア全体構成図
「図 ３-3 現行ソフトウェア構成図」に示す、現行統計処理システムにおけるソフ
トウェア構成（
「別紙 13 ソフトウェア構成図」としても添付）を参考とし、次期統
計処理システムのソフトウェア構成について検討及び提案すること。
また、現行統計処理システムのソフトウェアを記載した「参考資料 7 現行ソフト
ウェア一覧」も参考にすること。
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(2) ソフトウェア要件
ソフトウェア要件として「ア ソフトウェア共通要件」、
「イ サーバ導入ソフトウ
ェア要件（OS）」、
「ウ サーバ導入ソフトウェア要件（OS 以外）
」及び「エ

仮想デ

スクトップ導入ソフトウェア要件」を定義する。
ア ソフトウェア共通要件


調達するソフトウェアについては、バージョン等を指定したもの以外、調達
時点において、最新で豊富な導入実績を持つ製品の組み合わせで提案し、構
築すること。
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選択した製品は、受注者において、動作保証できるものを提供すること。



次期統計処理システム運用期間において、サポートが継続されている製品を
選択すること。



ソフトウェアライセンス違反を犯さないように、受注者の責任において、調
達すること。



導入予定のソフトウェアについて、当省でのライセンスの保有状況を確認し、
ライセンスを保有している場合には、既存ライセンスを有効活用すること。
なお、既存ライセンスの一覧は「参考資料 7

現行ソフトウェア一覧」を参

照のこと。


ソフトウェア製品の調達に当たっては、本要件定義書の「第３章

第１０節

情報セキュリティに関する事項」の「(9) 機器等の調達における対策」に示
す要件を満たすこと。


ソフトウェア製品の選定に当たっては、本要件定義書の「第３章 第２節 １
情報システムの構成に関する全体の方針」に示すソフトウェアの活用方針に
関する要件を満たすこと。

イ サーバ導入ソフトウェア要件（OS）
原則として、次期統計処理システムにて採用する OS は、次期統計処理システム
で提供する個別サービスの動作を可能とし、選定したサーバに搭載されるプロセッ
サアーキテクチャに合わせた OS を採用すること。加えて、以下の要件を満たすこ
と。


選定した OS に障害又は、脆弱性が発覚した場合に、受注者の責任で、製造
元に迅速に対処させること。



OS は、2019 年（平成 31 年）6 月現在で販売、サポートされており、次期統
計処理システム運用期間完了まで発売元によるサポートが継続されている
OS であること。ただし、導入する OS について、保証期間の終了が避けられ
ない場合に限り、後続 OS での運用を許可することもあるが、その場合は、
利用者に影響を与えないように、受注者の責任と負担において、後続 OS へ
のアップデートを行うこと。



他省庁等での導入事例がある最新バージョンの OS を使用すること。原則と
して最新バージョンとするが、十分な実績を持たない場合には最新バージョ
ン以外でもよい。



ISO/IEC15408 の EAL3 以上の認証を取得している、あるいは、今までに
EAL3 以上の認証を取得したことのある OS の後継 OS であること。
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ウ サーバ導入ソフトウェア要件（OS 以外）
「参考資料 7

現行ソフトウェア一覧」に示す、現行統計処理システムに導入さ

れているソフトウェアを参考に、現行統計処理システムのサーバに導入されている
ソフトウェアにおいて実現されている機能を継承するソフトウェアを調達し、導入
すること。なお、ソフトウェアの販売終了等の理由により機能の継承ができない場
合は、受注者の責任において代替製品を選定し、当省の承認を得ること。特に、コ
ンパイラ及び RDBMS については、バージョン間の仕様差異が処理結果に大きく影
響するため、現行統計処理システムで採用するソフトウェアと仕様差異があるソフ
トウェアを導入する際は、サービスに対する影響範囲の確認やテストを十分に行っ
た上でシステムを構築すること。
エ 仮想デスクトップ導入ソフトウェア要件
「参考資料 7

現行ソフトウェア一覧」に示す、現行統計処理システムで用いる

執務用 PC に標準で導入されているソフトウェアを参考に、現行統計処理システム
を利用するために実現されている機能（各種言語ランタイム、実行環境、プラグイ
ン等を含む）を継承するソフトウェアを調達すること。なお、提案するソフトウェ
アは、事前に動作検証を行う等、当省が導入予定の仮想デスクトップ環境で問題な
く動作するものを調達すること。また、ソフトウェアの販売終了等の理由により機
能の継承ができない場合は、受注者の責任において代替製品を選定し、当省の承認
を得ること。
加えて、次期統計処理システムは、次期省内 LAN 事業者が構築・運用する仮想デ
スクトップを経由して利用されることから、調達したソフトウェアに係る仮想デス
クトップへのインストール（統計業務を行う職員の仮想デスクトップのマスタイメ
ージの作成を含む）、バージョンアップ等の管理・運用については、当省及び次期省
内 LAN 事業者（次期端末・周辺機器事業者を含む）と協議・調整を行った上で、実
施すること。
オ ライブラリソフトウェア要件
「参考資料 7

現行ソフトウェア一覧」に示す、現行統計処理システムで利用さ

れるライブラリソフトウェアを参考に、職員の申請に基づき利用可能とするライブ
ラリソフトウェアについて、現行統計処理システムにて利用されているソフトウェ
アの機能を継承するソフトウェアを調達すること。なお、ソフトウェアの販売終了
等の理由により機能の継承ができない場合は、受注者の責任において代替製品を選
定し、当省の承認を得ること。また、ライブラリソフトウェアのライセンスの数に
ついては、
「別紙 14 ソフトウェア一覧」を参照すること。加えて、以下の要件を満
たすこと。
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調達するライブラリソフトウェアについて、インストール環境、インストー
ル実行ファイル等のパッケージングが可能であること。



インストール作業については、自動化されたスクリプトファイルの実行等に
より実現するものとし、それを可能とするソフトウェアが別途必要な場合に
は併せて調達すること。



ライセンス違反等、不正利用とならない提供及び返却方法にて管理すること。



提供するライブラリソフトウェアに対して、運用期間中に新しいバージョン
がリリースされ、かつ、それが当該ソフトウェアの保守契約の一環として無
料で提供される場合、受注者の責任と負担により更新すること。



次期統計処理システムは、次期省内 LAN 事業者が構築・運用する仮想デスク
トップを経由して利用されることから、調達したライブラリソフトウェアに
係るソフトウェアの貸出、仮想デスクトップへのインストールを含むソフト
ウェアの利用、ソフトウェアの返却（アンインストールを含む）等の管理・
運用については、セキュリティ及び利用者負荷を踏まえ、当省及び次期省内
LAN 事業者と協議・調整を行った上で、実施すること。

４ ネットワーク構成
(1) 全体構成
次期統計処理システムは、5 号館、次期統計処理システムデータセンタ及び運用セ
ンタ等の拠点で構成される。
想定するネットワーク構成の全体像や、調達範囲等については、
「図 ３-4 次期統
計処理システムネットワーク構成図」を参照すること。なお、同構成図は「別紙 4 次
期システムネットワーク構成図」としても添付する。
次期統計処理システムは、次期省内 LAN（別調達）にて構築される仮想デスクトッ
プを経由して、使用することを想定している。
なお、5 号館における省スペース化及び省電力対応のため、原則として全てのサー
バ群を次期統計処理システムデータセンタに設置し、安定的に稼働できるネットワー
ク構成とする方針である。
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図 ３-4

次期統計処理システムネットワーク構成図

(2) ネットワーク回線要件
「表 ３-16

統合ネットワークとの接続回線要件」に示す次期統計処理システムと

統合ネットワークを接続する回線は別途、当省にて調達するものとし、統合ネットワ
ークとの接続に必要となる仕様（設置される機器構成、IP アドレス等）は担当職員か
ら提供する。なお、本アクセス回線は冗長構成であり、両系が同時障害となりにくい
構成であり、統合ネットワーク管理組織の回線工事に係る期間は約 6 ヶ月程度見込ん
でいる。
受注者は、統合ネットワーク管理組織と提供回線との相互接続に係る調整を実施す
ること。
また、平成 31 年 4 月より前に、各テストのために、統合ネットワークと接続する
場合、接続のための費用、回線費用等については、全て受注者が負担すること。
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表 ３-16
項番
1

統合ネットワークとの接続回線要件

拠点

回線種別

次期統計処理システム
データセンタ

広域イーサネット網

回線本数及び帯域
（1 系）

100Mbps×1 回線 予定

（2 系）

100Mbps×1 回線 予定

(3) 関連事業者との責任分界点
本業務における責任範囲及び責任分界点を「図 ３-5

統合ネットワークとの責任分

界点」に示す。
統合ネットワークの WAN 環境への接続においては、統計処理システムデータセン
タ及び 5 号館に設置する統合ネットワーク機器の接続ポートのケーブルまでとする。

図 ３-5

統合ネットワークとの責任分界点

(4) 接続要件
ア セキュリティ要件
各接続においては、
「(3) 関連事業者との責任分界点」及び本要件定義書の「第 3
章 第 10 節 情報セキュリティに関する事項」を参照し、必要な対策を行うこと。
イ 統合ネットワーク接続要件
次期統計処理システムにおいて、統合ネットワークへの接続に係り、受注者は以
52

下要件を遵守すること。


次期統計処理システムの各サービスの提供は統合ネットワークを使用するこ
と。



次期統計処理システムデータセンタに統合ネットワーク管理組織によって設
置された統合ネットワーク機器と L3 スイッチ等の相互接続を行うこと



セキュリティの観点より、統合ネットワークとの接続用に、次期統計処理シ
ステムデータセンタ、5 号館・情報処理機器室内に統合ネットワーク用の DMZ
を設けるとともに、ファイアウォール等を設置し、省内へ直接的なアクセス
を必要とするシステムを除き、原則として、外部及び他の利用機関から省内
へ直接アクセスさせないこと。



DMZ において、ネットワーク型 IDS/IPS 等を導入、かつ不正アクセス等の
通信を検知し、収集すること。



統合ネットワーク運営主体へ提出する各種申請（インターネット閲覧規制の
申請等）を当省の指示に従い実施すること。



本契約期間中に、統合ネットワークの接続仕様や設定環境に変更が生じ、次
期統計処理システムでの対応が必要となった場合には、当省が要求するタイ
ミングで、次期統計処理システムにおいて必要となる構成変更等の作業を実
施すること。



統合ネットワークの接続あるいは、接続点の変更に係る設計・開発、テスト、
移行・導入、運用・保守について、技術的な支援を実施すること。

ウ 運用センタ接続要件
次期統計処理システムデータセンタの運用監視を実施するに当たり、受注者の提
案によって、データセンタと異なる場所に運用センタを設ける場合、受注者は以下
の要件を遵守すること。


次期統計処理システムデータセンタと運用センタ間のネットワーク回線の敷
設を受注者の責任と負担で行うこと。



耐障害性を考慮し、ネットワーク回線及び接続するネットワーク機器につい
ては、冗長化構成とすること。

(5) 次期省内 LAN のネットワーク環境
次期統計処理システムは次期省内 LAN にて構築される仮想デスクトップ環境から
使用される個別システムの一つとなるため、関連調達である「厚生労働省 LAN シス
テムの更改整備及び運用・保守業務一式」の調達仕様書等を参考とすること。

53

５ 施設・設備要件
施設・設備要件として、
「(1) 建物」及び「(2) 機器室」を定義する。受注者は、当該
要件を満たす施設・設備を調達すること。
(1) 建物
ア 立地


行政機関の要保護情報を扱うため、国内にあること。



建物は、データセンタ専用に建設され、専らデータセンタの用途で使用され
ている又は JDCC-FS ティア 3 で規定する複数用途（主要基幹テナント）で
あること。



次期統計処理システムメインデータセンタについては、5 号館より直線距離
50km 以内とすること。



公共交通機関の最寄りの駅、バス停等から徒歩 20 分以内で到着可能である
こと。また、公共交通機関による複数のアクセス経路が確保できること。



統合ネットワークの通信回線及び、受注者が敷設する運用回線等、各々の専
用回線で接続することが可能な場所にあること。



内閣府等で想定している最大の地震においても津波の影響を受けない等、適
切に水害対策等が講じられていること。



建物直下に活断層が発見されていない地域であること。



隣接した建物から 10m 離れている等、延焼、共倒れ等の隣接物に起因する
危険性が低い場所にあること。



中央防災会議で想定する予防対策用震度分布の震度 7（気象庁震度階級、以
下同じ）に該当する地域に立地していないこと。詳細は、インターネット URL
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/h17/pdf/houkoku.pdf を 参 照 の こ
と。



国土交通省ハザードマップポータルサイトで公表する各種災害のハザードマ
ップにおいて被災想定区域に該当する地域に立地していないこと。ただし、
想定される被害に対し、当該被害を回避可能な措置を講じている場合は除く。
詳細は、インターネット URL http://disapotal.gsi.go.jp/ を参照のこと。



建物の周囲半径 100 メートル以内に、消防法による指定数量以上の危険物製
造所等がないこと。



東京都にある場合、東京都建設局作成の「洪水ハザードマップ」
、東京都土木
技術支援・人材育成センター作成の「東京の液状化予測図」において、
「液状
化がほとんど発生しない地域」であること又は液状化地域においても適切な
対策を講じられていること。
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イ 地震対策


建物は官庁施設の総合耐震基準で定める耐震安全性のⅡ類を満たすこと又は
400gal 程度（震度 6 強 相当）の地震に耐え得る耐震診断結果を受けている
こと、若しくは免震構造の建物であること。



地震により外部と接続されている電源、通信回線等に影響が及ばない対策が
施されていること。



提供される設備についても地震の影響を受けないよう対策が施されているこ
と。



現行建築基準法に基づいた耐震・防震等の構造上の安全性を配慮した設計・
施工がされていること。旧建築基準法に基づき設計・施工されている場合に
は、耐震安全診断を行い、現行建築基準法に基づいた耐震・防震等の構造上
の安全性を確保するための補強が行われていること。

ウ 火災対策


現行建築基準法に基づいた延焼防止を配慮した設計・施工が行われているこ
と。なお、延焼防止について、旧建築基準法に基づき設計・施工されている
場合には、現行建築基準法に基づいた延焼防止の措置が講じられていること。
また、防災についてデータセンタ内の監視部署により 24 時間 365 日監視し
ていること。



現行の建築基準法に規定する耐火性能を満たし、防災についてデータセンタ
内の監視部署により 24 時間 365 日監視していること。なお、耐火性能につ
いて、旧建築基準法に基づき設計・施工されている場合には、現行建築基準
法に基づいた延焼防止の措置が講じられていること。

エ 水害対策
建物に浸水しない対策が施されていること。また、浸水被害が発生した場合にお
いてもデータセンタとして必要な設備の使用に影響が無いよう対策が施されている
こと。
オ 雷害対策
避雷設備が設置され、雷サージによる電気設備機器の破損を防止できるような構
造になっていること。
カ 電力供給


電力会社より特別高圧ループ受電方式、マルチスポット方式、若しくは本線・
予備線方式により複数系統で受電し、冗長化対策が講じられていること。
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電源は電力会社から 2 系統以上で受電していること。異なる変電所から受電
していることが望ましい。



受変電設備は、次期統計処理システムを停止せずに法定点検や工事等を行う
ことが可能であること。



非常用自家発電設備が供給可能な電力量は、停電時に施設内のコンピュータ
システム、空気調和設備等を運用するために十分な容量であること。非常用
自家発電設備は、修理・点検に備え、冗長構成(N+1 以上)であること。



停電時に非常用自家発電設備が使用可能になるまでの間、瞬断することなく
機器室に十分な電力供給が可能な容量を持つ無停電電源装置(UPS)が設置さ
れていること。無停電電源装置(UPS)は冗長構成(N+1 以上)であること。



非常用自家発電設備は 24 時間継続運転が可能であること。72 時間以上継続
運転が可能であることが望ましい。



無給油で連続運転が可能な時間が経過した後も、燃料供給会社と優先的に燃
料供給が受けられる契約を締結していること。



非常用自家発電設備と燃料タンクの間では、複数の異なる燃料供給ルートの
確保を行い、トラブルが発生した際にも対応可能な仕組みを有すること。



非常用自家発電設備の運転中であっても、安全に給油が可能な構造であるこ
と。



非常用自家発電設備は年に 1 回以上の稼働テストを行っていること



無停電電源装置のバッテリー更改時には旧設備を稼働させたまま新設備を設
置し、無停止で設備を切替えられること。



電源設備は瞬電対策を行うこと。また、電源設備のバッテリーは、停電発生
時に発電用設備による供給が開始されるまでの間、電力を安定的に供給可能
な容量を有していること。



電源拡張性については、カバー率（＝総供給可能電力／総消費量）の 120%
以上とすること。

キ その他設備


敷地内に搬入搬出用トラックを 2 台以上駐車し、荷降ろし、荷上げが可能で
あること。また、災害等の緊急時において保守事業者等の車両が集中した場
合においても駐車可能であるよう、敷地内に余裕のある駐車スペースが確保
されていることが望ましい。



建築物である路外駐車場の場合は、自動車の駐車の用に供する部分のはり下
の高さを 2.1 メートル以上有すること。



機器類の搬入口では、データセンタ職員又は警備員立会いの下、入館セキュ
リティを保つこと。
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搬入用エレベータの積載重量は 1,500kg 以上であること。



機器室の外に施錠可能な媒体保管庫を有していること。



共用スペース等、水によるサーバ機器等の故障を考慮する必要のない場所に
おいては、人体の健康を損なわない消火設備（消火器等）が設置されている
こと。



機器設置時等に開梱作業が可能な区画を有していること。



設計・開発作業を行う際に必要な作業スペースを確保すること。また、設計・
開発に必要な什器（椅子及び机）を貸出、利用できること。

ク 設備保守
設備を常時集中管理及び制御する仕組みを有すること。また、非常用自家発電設
備等が故障した際には、目標復旧時間内に修理が可能な体制を整えていること。
(2) 機器室
ア フロア要件


電源配線及び機器間の配線について、床下又はラック上に配線できるような
設備を使用していること。



通信回線と、電力回線が干渉しないような仕組みが講じられていること。



機器室のラックを設置する床の耐荷重は 800kg/㎡以上であること。



機器を設置する床から天井までの高さは 2,500mm 以上とし、導入される機
器等が問題なく設置できること。



機器設置時の運搬、施工時の荷重に耐えられる床面であること。



提案に際し、算出根拠が具体的に示されたフロアレイアウト図を提出するこ
と。また、提案したフロア床面積が採用する機器に必要なフロア床面積を満
たせない場合には受注者の負担により賃貸借期間において対応すること。



保守用コンセントが設置されていること。



機器室には、機器設置時等に開梱作業が可能な区画を有していること。ただ
し、機器室外に同様の区画を有している場合はこの限りではない。



機器室には、機器の搬入及び定期保守等の作業を行うために必要となる十分
なスペースを確保すること。

イ ラック要件


「表 ３-17 ラック要件一覧」を満たすラックを構成すること。



ラックは施錠が可能であること。



ラックの鍵の保管場所、管理責任者を明確にすること。



ラックの電源は AC100V 及び AC200V の供給に対応できること。
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ラックに供給する電源は 2 系統の分電盤から電源が供給されること。



ラックは免震対策がされていること（建物又は床に免震対策がされていれば
その限りではない）
。



統合 NW 機器を設置するために必要なラックスペース（8U）及び電源（100V
2PE 付×1、最大消費電力 100W）を提供すること。
表 ３-17
要件

ラック要件一覧

対象システム

メインデータセンタ

ラック規格

統計処理システム

ラック数

統計処理システム

ハードウェア構成を考慮して提案するこ
と。

搭載荷重／ラック

共通

スラブ床荷重／ラック

共通

供給電力／ラック

共通
共通

ハードウェア保守に必要なスペース

共通

ウ 火災対策


水を使用しない、ガス消火設備を有していること。



機器室に、煙感知設備が設けられており、火災の早期発見が可能なこと。



機器設置フロアの直上階にスプリンクラー設備がなく、火災時に水が自動噴
出する危険性がないこと。



機器室の扉・枠・錠は耐火性の優れたもので十分な強度を有すること。

エ 漏水対策
空調機が水冷式の場合には、機械室には漏水検知装置、防水床を有していること。
オ 空気調和設備


機器室の温度は 20℃～26℃前後に適切に保たれていること。



機器室の湿度は 35％～65％前後に適切に保たれていること。



機器室の空気調和設備は機械室ごとに冗長構成（N+1 以上）であること。



空気調和設備は 24 時間 365 日連続して稼働可能であること。



フロア内の熱溜まり等により機器の冷却に影響を与えないように、空気を循
環させる対策が施されていること。



床下吹き出し方式又は床下吹き出し方式より効率の良い空気調和設備である
こと。



空気調和設備は、災害時においても 24 時間以上連続して運転が可能であるこ
と。72 時間以上連続して運転可能であることが望ましい。
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空気調和設備の配管、ダクト類は、圧力の変動や火災による機器の損傷を防
止するため耐圧性、耐火性に優れた材質を使用し、更に不燃材で被覆するこ
と。



空気調和設備が水冷式の場合は、漏水防止措置を講じるとともに、漏水の恐
れがある場所には漏水感知機器が設置されていること。



フィルタに使用する断熱材は、不燃性又は耐燃性とし、災害時の煙や有毒ガ
スから人命の保護を図るとともに、設備の損傷防止を考慮していること。

カ 環境配慮


空気調和設備及び電源設備の消費電力や発熱を抑え、CO2 排出量の削減が見
込める対策を施すこと。



空気調和設備において効率性の高い冷却システムを採用し、空気調和設備の
電力消費量を軽減する対策が施されていること。



電源設備において、効率性の高い電源供給システムを採用し、電力消費量を
軽減する対策が施されていること。



機器室は効率的な空気の流れを図るように、ホットアイルとコールドアイル
をラック列単位で交互に作ること。



機器室は暖気と冷気が混じり合わない様に気流制御の対策が施されているこ
と。

キ セキュリティ


「ISO/IEC27001 認証」又は「JIS Q 27001 認証」を取得している部門及び
組織が運営する設備であること。



24 時間 365 日、警備員により施設への入退者の監視・管理が行われている
こと。



施設への入館は、あらかじめ定められた申請者からの事前申請制とし、全て
の入館者が明らかにされること。入館申請は 24 時間 365 日受付可能なこと。



施設敷地の入口から機械室に至るまで、3 回以上の入退者の確認箇所が設け
られ、不審者が容易に立ち入りできない対策が講じられていること。また、
アンチパスバック等の共連れ防止措置が講じられていること。



入館者が持参する持ち物において、作業に関係のない鞄、書類等の荷物を一
時保管することができる施錠可能なロッカーを有していること。



施設の主要な出入口を赤外線センサーや監視カメラ等により常時監視し、不
正な侵入の有無が 24 時間監視及び録画されていること。



機器室は、個人識別機能による入退室管理システム等により、入退室の状況
について常に把握できること。
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不要な機械室への入室ができないよう、入室可能な機械室を制限できる入退
室管理の仕組みを有すること。



機器室への入退室が確認できる監視カメラが設置され、不正な侵入の有無が
24 時間監視及び録画されていること。なお、画像は最低 1 か月以上保存され
ていること。



入退室の状況の管理には、以下の機能を有すること。


個人識別機能（暗証番号、個人認証カード、生体認証等）



アクセス者、日時、鍵、アクセスの記録機能



扉の自動施錠、解錠機能



サーバ及びネットワーク機器等は施錠可能なラックに格納すること。



利用する電源ケーブル及び通信ケーブルを含む配線を、損傷及び盗聴を含む
脅威から保護するための措置を講ずること。



機器室への入退室者が記憶媒体（小型 PC、MT、CD、DVD、メモリカード
及びメモリスティック等）を不正に所持し、持出持込することをチェック可
能であること。



不正な機器の設置や取り外し、持ち出しを検知するため、申請どおり機器の
導入及び撤去が行われていることを警備員等により確認すること。



機器室は、施設外部から見えない構造になっていること。



ラックの鍵は、施設により管理され、本人確認作業後に開錠及び施錠を実施
すること。



無許可車両が不用意に立ち入れぬよう管理されていること。

(3) 情報処理機器室
ア 電源要件


限られた電源容量の情報処理機器室に設置するため、総じて省電力設計であ
るとともに、電源を効率よく活用できる構成とすること。



導入する機器については、電源電圧が 100V（±10%）又は、200V(±10%) （標
準周波数 50Hz 及び 60Hz）の範囲で誤作動を起こさないこと。



導入する機器については、一時的な停電が発生した場合でもサービスが継続
的に提供でき、停電が続く場合には、全ての機器を安全に終了させられるよ
う、必要な無停電電源装置等を整備すること。



電源容量が不足する場合には、受注者の負担にて工事を行うこと。

イ 空調要件


主要な機器については、周辺温度が 15～30℃の範囲で誤作動を起こさない諸
元を装備すること。
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主要な機器については、相対湿度が 45～70%の範囲で誤作動を起こさない諸
元を装備すること。

ウ 設置条件


システム標準構成における設置場所の条件として、床荷重は 500 ㎏／㎡を上
回らない諸元を装備すること。ただし、装置自体の荷重がこれを上回る場合
は、架台の設置面の調整等で満たすことも可とする。



耐震性については、震度 6 強での倒壊防止の耐震構造を装備すること。

エ 収容計画


情報処理機器室における機器設置スペースは、省スペースを考慮し、機器を
収容するラック及び保守用スペースを含め、幅 2100mm×奥行 3400mm 以
内とすること。ただし、設置機器構成によりこれを超える場合には、事前に
当省と協議の上、承認を得ること。また、設置する機器の収容構成及び以下
の項目に関しても、図面上に明記すること。





機器外形寸法



機器重量



機器発熱量



設置スペース（保守スペースを含む）のサイズ



配線



温度・湿度



電源・電力



必要な床の強度



耐震対策



防塵対策



防磁対策



その他（搬入路の必要サイズ等）

機器は省スペースを考慮し、鍵付きの 19 インチラックに収容、設置し、耐震
対策（工事を含む）を講ずること。
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第１２節 テストに関する事項
１ 基本方針
本節においては、システム構築における標準的なテスト要件を定義しているが、次期
統計処理システムが担う統計調査・報告に係る業務は、国民の経済及び政策の礎となる
統計情報を取り扱うことから、現行統計処理システムと次期統計処理システムにおける
OS、アプリケーションサーバ、RDBMS、開発言語、コンパイラ、フレームワーク、ラ
イブラリ、ユーティリティソフトウェア、出力機器等の仕様差及び現行統計処理システ
ムのプログラム資産に対する影響について、ベンダからの情報のみならず、受注者の知
見によって正確に把握し、効率的かつ網羅的な現新比較テストが重要となることに留意
すること。
現行統計処理システムへの更改時（平成 24 年度）においては、職員独自作成プログラ
ムに対して、1,000 本程度のプログラムを抽出して現新比較テストを実施し、その他のサ
ービスに対しては、数十万件規模のテストデータを作成した実績を参考にし、確実なス
トレートコンバージョンを達成するための適切なテスト規模を確保すること。また、テ
スト対象の抽出は、採用するソフトウェア等の仕様調査及び検証等によりプログラムへ
の影響を把握した上で、当省職員の協力も得ながら実施すること。
受注者は、テスト手法及び品質検証において、設計時の分析で得た業務理解及び過去
の類似案件（システムのストレートコンバージョン移行案件）の知見を活用するととも
に、豊富な成功実績を有する手法を利用すること。なお、設計・開発事業者固有のテス
ト手法及び品質検証手法を利用する場合は、ISO/IEC12207、共通フレーム SLCP－
JCF2013 等の標準的なテスト手法、ISO/IEC25040 等の標準的な品質評価規格との対応
関係について当省に説明すること。
単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内
容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載した「テスト計画書」
を作成し、当省と協議の上、承認を得ること。
各テスト実施時に「テスト計画書」に基づきテストケース、テスト項目、テスト手順、
テスト条件、想定するテスト結果等を含む「テスト仕様書」を作成の上、テスト実施期
間中には

当省に適宜進捗報告を行い、テスト終了時には、実施内容、品質評価結果及

び次工程への申し送り事項等について、テストごとに「結果報告書」を作成し、当省と
協議の上、承認を得ること。
必要に応じてテストツール、テスト管理ツールを活用し、効率良くテストを実施する
こと。
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２ テストの種類及び目的、内容
テストの種類と各テストの目的や内容を「表 ３-18

テストの種類及び目的、内容」に

示す。
表 ３-18
項番

テストの種類及び目的、内容

テストの種類

テストの目的、内容

1

単体テスト

プログラム及びモジュールが個別単体において正しく機能す
ることを確認するためのテストを実施する。

2

結合テスト

次期統計処理システムで想定される機能全体において、システ
ム内、システム間及び外部インタフェース接続等の順に、段階
的にプログラム及びモジュールを結合した状態でテストを行
い、アプリケーションの結合が完全であること、詳細設計の内
容を実現していることを確認するためのテストを実施する。

3

総合テスト

次期統計処理システム全体の欠陥除去及びシステムの要件の
充足を目的とし、システム全体として妥当であることを機能
性、使用性、運用性、性能、信頼性及びセキュリティ等の観点
から確認するためのテストを本番環境と同様の環境にて実施
する。

4

受入テスト

機能及び運用手順の確認を目的として、当省が受入テストを実
施する。設計・開発事業者は、受入テストの実施要件に従って、
当省が受入テストを実施する上で必要な支援を行う。

３ テスト実施要件
以下に示す「表 ３-19 テスト実施要件」は新規システム開発を前提にしたテスト要件
を記載しているが、次期統計処理システムは、現行統計処理システムからのストレート
コンバージョンを想定しているため、現行統計処理システムにおけるテスト計画、テス
ト仕様書等を参考に効率かつ確実なテスト計画を作成し、その計画に基づき作業を実施
すること。
表 ３-19
項番

テスト実施要件

項目

要件
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項番

項目

要件

1

単体テスト

受注者は、以下のとおり、システムを構成する機能別にテス
トを実施すること。

新規作成する機能（改修含む）
プログラムソースコードを網羅するホワイトボックス
テスト（命令網羅、分岐網羅、条件網羅）、関数又は機
能の入出力を網羅するブラックボックステストの双方
を行うこと。現行システムのプログラムソースコードを
改修した場合も同様に、変更コード部分のテストを行う
こと。

単純移行する機能
現行統計処理システムで稼働中の機能から変更がない
ことから、必要な動作検証を行い、結合テストを実施で
きる環境であることの確認テストを行うこと。

パッケージ化されている機能
パッケージソフトウェア製品を利用した新規作成機能
を対象とし、動作検証テストを実施すること。

2

結合テスト

結合テストの実施要件を以下に示す。

テスト対象機能について、同値分析、境界値分析、原因
結果分析を行い、その結果を踏まえてテストケース、テ
スト項目を設定すること。

次期統計処理システムに備えるユーザインタフェース
について、仕様どおりに操作できるか、誤った操作をし
ても適切なエラーメッセージが表示されるか等の操作
確認を行うこと。

テスト対象に対して異常データを含む様々なバリエー
ションのデータを投入し、動作及び処理結果を確認する
こと。

結合したプログラム及びモジュールが正常に問題なく
動作することを確認すること。

3

総合テスト

共通

総合テストにおける想定している各テストの種別及び実施
内容は以下のとおり。なお、総合テスト実施時には以下の要
件を遵守すること。

機能テスト、操作マニュアルテストは実運用を想定した
環境下でテストを実施し、障害時対応を含めて、各業務
シナリオの実運用で定められた手順・体制等により問題
なく運用できることを検証すること。

性能テスト、負荷テストにおいて、十分な性能を満たせ
ない場合は、当省と協議の上、速やかに性能改善に取り
組むこと。

4

機能テスト

業務フローに沿って、要件定義で定めた機能要件に適合して
いるかを確認するテスト

5

現新比較テス
ト

現行統計処理システムと次期統計処理システムのシステム
処理結果（帳票出力を含む）が一致しているか確認するテス
トを行うこと。帳票については、印字ずれやフォントイメー
ジについても確認すること。

6

外部連携テス
ト

外部連携テストは、本要件定義書の「第２章 第５節 外部
インタフェース要件」に示した外部システムと正常に連携可
能であること等のテストを行うこと。
また、テストを実施するに当たり、連携先システムとの調整
を行うこと。
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項番

項目

要件

7

負荷テスト

重い負荷をかけて、負荷のレベルに応じて想定どおりの動作
をするか確認するテスト
次期統計処理システムで予定している最大ユーザ数になっ
た場合であっても SLA をクリアできることを確認するこ
と。

8

互換性テスト

既存機能が想定どおりの動作をするか確認するテスト

9

機密保護テス
ト

プログラムの機密保護に対するチェック機能を確認するテ
スト

10

性能テスト

性能に係る要件（応答時間、スループット等）に適合してい
るかを確認するテスト
次期統計処理システムで予定している最大ユーザ数になっ
た場合であっても SLA をクリアできることを確認するこ
と。

11

信頼性テスト

信頼性に係る要件（平均故障時間、エラー数の目標値等）に
適合しているかを確認するテスト

12

運用・保守テ
スト

実運用を想定したシナリオを作成し、
「運用手順書」及び「保
守手順書」に沿った作業が全て滞りなく実施可能か確認する
テスト

13

操作マニュア
ルテスト

各「操作マニュアル」の内容に従って、情報システムの利用
者が操作を行うことができるか確認するテスト

14

ペネトレーシ
ョンテスト

対象となる情報システムについて、侵入、改ざん、情報漏え
い等の不測の事故が発生しないように、あらかじめ対象シス
テムに対して擬似的な侵入・攻撃等を仕掛けてみて、適切に
対応できることを確認するテスト

15

脆弱性テスト

対象となる情報システムにセキュリティホール（弱点、脆弱
性）や設定ミスが残存していないかを確認するテスト
セキュリティ診断サービスを提供しているベンダによる脆
弱性診断を実施し、その結果を当省に報告すること。なお、
脆弱性診断項目は、「府省庁対策基準策定のためのガイドラ
イン（内閣サイバーセキュリティセンター）」の「【基本対
策事項】7.2.2(2)-1」に示す項目に準拠すること。
また、脆弱性診断により検出された脆弱性の修正を行うこ
と。
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項番
16

項目
受入テスト

要件
受入テストの実施要件を以下に示す。

当省は、本調達の受注者が作成する、テスト体制、テス
ト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、
合否判定基準等を記載した「受入テスト計画書」の案の
内容を確認し、適宜修正の上、内容を確定させる。

受注者は、可能な限り本番環境に近いテスト環境を用意
すること。

受注者は、可能な限り本番運用に近いテストシナリオ
（案）を準備すること。

当省は提供されたテストシナリオ（案）に対し、業務の
実際のフロー等観点から追加する必要があるシナリオ
を補足し、上記実施要件を前提とした上でテストを行う
こと。

当省は、計画的かつ十分なテスト時間を確保すること。

当省は、必要と思われる受入テストの参加者を選定した
上で、受入テストの企画・周知をすること。

受注者は、当省が実施する受入テストに必要に応じて立
ち合いを行うこと。立ち合いを行う対象・期間はテスト
計画書において協議し・決定する。また、立ち合いを行
う受入テストについては、受注者がその結果を整理する
こと。

当省は、受入テストの結果を踏まえ、受注者に対し、必
要に応じ、課題等の指摘を行う。

受注者は当省からの受入テスト結果報告内容を取りま
とめ、必要に応じ指摘事項への対応を行うこと。

４ テスト環境
(1) 設計・開発中におけるテスト環境
受注者にて準備したテスト環境にて単体テスト及び結合テストを実施すること。こ
の際、結合テスト環境は、受注者が用意するキッティングセンタ等の施設において、
実際に導入する機器を仮設した環境とすること。
また、総合テスト及び受入テストは、実際に導入する機器をシステム運用する環境
（次期統計処理システムメインデータセンタ等）に移設した環境にて実施すること。
また、当省既設の機器等を使用する必要がある場合には、使用する機器等、その理由、
作業日時、作業担当者等をあらかじめ取りまとめ、当省、関係部局等と調整・協議の
上、当省の承認を得ること。なお、不足する機器等がある場合には、受注者にて準備
すること。
なお、設計・開発業務におけるテスト環境の実施場所と使用機器を「表 ３-20
スト環境構成（設計・開発期間）」に示す。また、本要件定義書の「第２章

第１節

機能要件」に記載されたサービスのテストを実施可能な環境を準備すること。
表 ３-20
項番

テスト環境構成（設計・開発期間）

テスト環境構成

設計・開発期間
単体テスト

66

結合テスト

総合テスト

テ

受入テスト

項番
1
2
3
4

テスト環境構成
場
所

受注者内テスト環境

機
器

テスト用機器

設計・開発期間

次期統計処理システム DC
本番用機器

○

○

-

-

-

-

○

○

○

-

-

-

-

○

○

○

(2) 運用・保守期間におけるテスト環境
受注者は運用・保守業務において、アプリケーションプログラム保守等の対応が発
生した際のテスト環境を構築する。なお、本要件定義書の「第２章 第１節

機能要

件」に記載されたサービスのテストを想定するが、テスト用に縮退を前提とする最小
構成にて構築すること。テスト環境の実施場所と使用機器を以下、
「表 ３-21

テスト

環境構成（運用・保守期間）」に示す。
加えて、次々期のシステム更改のテスト実施時に、テスト環境を含む次期統計処理
システムの機器を提供することを当省から求められた場合は、受注者は必要な対応を
行うこと。
表 ３-21
項番

テスト環境構成（運用・保守期間）

テスト環境構成

運用・保守期間
機能改修、追加要件の動作テスト時

1
2
3
4

場
所

受注者内テスト環境

○

次期統計処理システム DC

-

機
器

テスト用機器

-

本番用機器（最小構成）

○

５ テストデータ
各テストで用いるテストデータは、原則として、受注者が疑似データを作成すること。
ただし、外部の連携するシステムとの総合テストについては受注者が調整を行いテスト
データの作成分担を決定し、当省の承認を得ること。
各テストで使用したテストシナリオ、テストスクリプト、テストデータ等については、
受入テスト、運用業務期間における動作確認等において、それらを一部改変して再利用
できるようにしておくこと。

67

第１３節 移行に関する事項
次期統計処理システムは現行統計処理システムの全データを移行対象とする。
また、本番移行の対象範囲や移行時期等について、各統計業務は年次・月次スケジュ
ールが異なるため、職員による並行処理やデータ登録が発生しない単位でグルーピング
し、段階的にデータ及びサービスの移行を行う等、適切な移行計画を策定すること。
加えて、次期統計処理システムは、次期省内 LAN 事業者の構築する仮想デスクトップ
環境で動作することになるため、受注者は、当省及び次期省内 LAN 事業者及び端末・周
辺機器事業者と協議・調整を行った上で、仮想デスクトップの移行（統計業務を行う職
員のマスタイメージを作成、次期省内 LAN 事業者が指定するサーバへのセットアップ等）
を行うこと。
１ 移行手順
(1) 次期統計処理システム全体移行フロー（案）
本番移行の実施は、本番環境の構築が完了していることが前提条件とする。また、
「移行計画書」、「移行手順書」の作成、承認等の各種の作業プロセスにおいて、「移
行計画書」に記載したスケジュールに基づき作業を実施し、定期的又は当省の求めに
応じて進捗状況の報告を行うこと。
また、次期統計処理システムに切替え後、トラブルが発生した場合等に現行システ
ムへの切り戻しを可能とする仮運用期間を設け、仮運用期間の実績に基づき、最終的
な本運用の判定を実施する。
これらの移行作業の進め方について「図 ３-6

移行作業の進め方（案）」に示すが、

次期統計処理システム全体移行フローは現時点の案であるため、受注者はより安全か
つ効率的な移行方法がある場合は、提案すること。
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次期統計処理システム移行
移行調査・計画策定

移行作業準備

本番
移行の
実施

移行テスト計画書の作成
移行計画書の案の作成

移行データ
調査

移行手順書の作成

運用・
保守

移行・導入

移行テスト
移行
データ
加工

移行
リハー
サル

本運用
(H31.7)

並行
運用

移行ツール等の
開発・検証

移行データ整備

仮
運
用

移行データ抽出、収集

移行計画書確定

移行判定（テスト） 移行判定（本番）

本運用の判定

プリンタ本番移行

現行統計処理システム運用

図 ３-6

移行作業の進め方（案）

(2) 役割分担
移行に係る作業と関連する事業者との役割分担を「表 ３-22

移行に係る作業と役

割分担」に示す。
表 ３-22

移行に係る作業と役割分担
役割分担

○：作業実施に当たり一部作業を担う主体
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次
期
端
末
事
・
業
周
者
辺
機
器
等

統
合
管ネ
理
組ト
織ワ

ー

◎：作業を実施する主体

次
期
省
内
L
A
N
事
業
者

ッ

）

移行調査・計画策定
1 移行データ調査（現行 NWシステム、統合元システムの移行データ対象調査等）
2 移行計画書の案の作成
移行作業準備
3 移行テスト計画書の作成
4 移行手順書の作成
5 移行ツール等の開発・検証
6 移行テスト
7 移行データ整備（不備データの訂正、次期省内 LAN追加データ項目の設定等）
8 移行データ抽出、データ収集
9 移行計画書の確定
10 移行データ加工
11 移行リハーサル
12 移行判定（試験）
移行・導入
13 本番移行の実施
14 移行判定（本番）
15 並行運用
16 仮運用
運用・保守
17 本運用の判定
18 本運用（H31.7）
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△：作業を支援する主体

(3) 手順
ア 移行計画策定・調査
受注者は、
「表 ３-23 移行調査・計画策定」に示す実施要件を遵守した上で、
「移
行計画」策定・調査を行うこと。
表 ３-23

移行調査・計画策定

項番

項目

要件

1

移行データ調査（現行統
計処理システムの移行
データ対象調査等）

 受注者は、以下の観点で統計処理システムに移行が必要となるデ
ータ（現行統計処理システムのファイル、ファイルレイアウト、
データレイアウト、使用しているコード体系、外字の利用等）の
調査を行い、移行対象となるデータを確定すること。
 移行対象データの抽出に際し、対象データの提供方法、時期、フ
ォーマット、品質管理基準等を指定した上で、現行統計処理シス
テムに対して依頼、調整を行うこと。
 また、移行データ調査の結果を踏まえて、移行の方法、手順、リ
スク管理方法等について「移行手順書」に記載すること。

2

移行計画書の案の作成

 受注者は、移行対象、移行方式（データの一括移行、データの差
分移行等）、体制と役割、移行判定基準、切り戻しの方法、リス
クの識別、コンティンジェンシープラン、環境、ツール、スケジ
ュール等を記載した「移行計画書」の案を作成し、当省の承認を
得ること。
 移行・導入作業の実施中及び実施後においても、現行統計処理シ
ステム及び業務の継続に影響することがない移行計画とするこ
と。
 現行統計処理システムのサービスの運用時間、運用間隔、留意点
等を考慮し、可能な限り影響を少なくした移行計画とすること。
 受注者は、関連する調達の受注者及び周辺システムの担当者と調
整、協議を行い、移行及び運用保守における役割分担等を確定さ
せた上で、「移行計画書」に反映させること。
 策定した「移行計画書」の案は、次期統計処理システムの仕様検
討・設計内容の確定を踏まえて、再度各個別サービスの当省と協
議の上、必要に応じて内容を見直した上で、反映させること。

イ 移行作業準備
受注者は、
「表 ３-24 移行作業準備」に示す実施要件を遵守した上で、移行作業
準備を行うこと。
表 ３-24

移行作業準備

項番

項目

要件

1

移行テスト計画書の作
成

 受注者は、「移行テスト」及び「移行リハーサル」に関するテス
ト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナ
リオ等を記載した「移行テスト計画書」を作成し、当省の承認を
得ること。
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項番

項目

要件

2

移行手順書の作成

 「移行リハーサル」及び「本番移行の実施」で行われる一連の作
業を対象とした「移行手順書」を作成すること。移行・導入作業
の手順には、各作業が正しく行われていることの確認を含めるこ
と。なお、「移行手順書」において、関連する担当者との「体制
図」及び「連絡先一覧」も含めて作成すること。
 トラブルが発生した場合に、切り戻し（フォールバック）を行う
必要性があるか検討の上、必要に応じて、「切り戻し手順」を作
成すること。

3

移行ツール等の設計・開
発・検証

 データ移行について、正確性及び効率性を考慮し、必要に応じ、
現行統計処理システムから出力されたデータを次期統計処理シ
ステムに取り込むための変換並びに「移行ツール」等を設計・開
発すること。
 作成した「移行ツール」等は、十分な検証期間を設けること。

4

移行テスト

 受注者は、移行リハーサルに先立ち、「移行テスト計画書」に基
づき移行ツールや移行手順のテスト・確認を目的とした移行テス
トを行うこと。
 受注者は、移行テストの結果を受けて、必要に応じて「移行ツー
ル」及び移行データの修正を行うこと。

5

移行データ整備（不備デ
ータの訂正、次期統計処
理システム追加データ
項目の設定等）

 移行対象となるデータ抽出は現行統計処理システム側の作業と
なる。受注者はあらかじめ、移行データの形式や値について、当
省と調整し、これを決定した上で、データ抽出前のデータ整備を
現行統計処理システム事業者に依頼すること。
 受注者は、データ整備を依頼するに当たり、以下、観点を踏まえ
て現行統計処理システム事業者と調整すること。
 現行情報システムの移行対象データを次期情報システムのデ
ータとして過不足なく整備すること
 現行情報システムにおける不備データは適正に修正すること
 現行情報システム内のデータを用いて判断できる場合、次期
情報システムで追加されるデータ項目に正しい値を設定する
こと
 整備前データの確認、整備前後の整合性チェック、移行データの
システムとの親和性のチェック、基本的な整合性検査（件数チェ
ック、合計値チェック）等、移行データの正確性を保証すること

6

移行データ抽出、データ
収集

 移行データ抽出は、現行統計処理システム事業者により行われる
が、受注者は、現行統計処理システム事業者と調整を行い、各シ
ステムに合わせた「移行データフォーマット」を策定すること。
 現行事業者によるデータ抽出、収集作業に際して、受注者はその
支援を行うこと。
 また、 移行データの受け渡しに際して、受注者は、移送に必要
な媒体又は回線を用意し、機密保護対策を十分に行うこと。

7

移行計画書の確定

 受注者は、移行作業準備における作業結果及び、移行作業に関連
する現行統計処理システム事業者等との調整結果を踏まえて、
「移行計画書」を確定し、当省の承認を得ること。
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項番

項目

要件

8

移行データ加工

 受注者は、現行統計処理システムから抽出された移行対象データ
を受領し、設計・開発した移行ツールを利用し、以下の観点で次
期統計処理システムに移行が必要となるデータの加工を行うこ
と。
 現行情報システムの移行対象データを次期統計処理システムの
データとして過不足なく変換し、移行ツールにて次期統計処理シ
ステムに移行できる状態にすること。
 抽出されたデータに不備があることによって、データ加工が正常
に行えない場合は、必要に応じて現行統計処理システム事業者と
調整し、正しい移行データを再度入手すること。
 移行前データの確認、データ変換前後の整合性チェック、移行デ
ータのシステムとの親和性のチェック、基本的な整合性検査（件
数チェック、合計値チェック）等、移行データの正確性を保証す
ること。
 移行データに対する機密保護対策を十分に行うこと。

9

移行リハーサル

 受注者は、「移行テスト計画書」及び「移行手順書」に基づき、
移行リハーサルを行い、移行データ及び移行手順の検証、移行時
間の測定等を行うこと。その結果を受け、「移行手順書」を改善
すること。
 移行リハーサルは、移行テストと異なり本番移行の実施を想定し
た作業であるため、関係する事業者等と調整を行い、本番環境で
の実施を行うこと。

10

移行判定（テスト）

 受注者は、「移行計画書」に記載された移行判定基準に沿って移
行リハーサル結果、受入テスト結果に係る評価を行い、当省に報
告すること。当省は、当該報告内容を確認し本番移行工程の開始
判定を行う。
 また、移行判定は、移行・導入作業の実施が否決された場合でも、
本番稼働への影響がない日程で実施すること。

ウ 移行・導入
受注者は、
「表 ３-25 移行・導入」に示す実施要件を遵守した上で、本番移行作
業を行うこと。
表 ３-25
項番

移行・導入

項目

要件

1

本番移行の実施

 受注者は、当省の移行判定（テスト）を受けて、「移行計画書」
及び「移行手順書」に基づく本番移行作業を行うこと。

2

移行判定（本番）

 受注者は、「移行計画書」に記載された移行判定基準に沿って、
各システム、サービスの本番移行作業の結果に係る評価を行った
上で、「移行結果報告書」を作成し、当省に報告すること。当省
は、当該報告内容を確認し並行運用への開始判定を行う。また、
並行運用対象外のサービスについては仮運用への開始判定とす
る。

3

並行運用

 設置スペース、電源容量及び冷却能力等の問題が特に懸念される
ため、受注者は、現行統計処理システムの運用事業者との調整（現
行統計処理システムの部分停止・部分撤去と次期統計処理システ
ムの部分導入・部分稼働等）により、業務に影響を与えることな
く移行を実施すること。
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項番
4

項目

要件
 仮運用期間中は、現行統計処理システムと次期統計処理システム
のデータは同期しない前提であるため、切り戻し時の仮運用開始
後から切り戻し時までに生じた差分データの取扱いは「移行計画
書」においてサービスごとに定め、当省と協議の上、承認を得る
こと。
 仮運用中における切り戻しにおいて、クライアント PC の移行が
完了している状態からでも、現行統計処理システムへの接続が問
題なく行えるように必要な設定をすること。
 大規模なトラブル等により次期統計処理システムを用いた業務
遂行が困難である場合には、現行統計処理システムの運用事業者
と協力し、現行統計処理システムへの切り戻しを行うこと。

仮運用

エ 本運用開始
受注者は、
「表 ３-26 本運用」に示す実施要件を遵守した上で、本運用を開始す
ること。
表 ３-26
項番

本運用

項目

要件

1

本運用の開始判定

 受注者は、「移行手順書」に記載された本運用の開始判定基準に
沿って仮運用（並行運用）に係る評価を行い、当省に報告するこ
と。当省は、当該報告内容を確認し本運用の開始判定を行う。

2

本運用（H31.7 次期統計
処理システム）

 受注者は、本運用の判定以降、次期統計処理システムの運用開始
を行い、運用工程への引継ぎを行うこと。

(4) 移行マイルストーン
平成 31 年 7 月の本稼働に向けた移行期間は、平成 31 年 4 月～6 月の 3 か月間を想
定している。
受注者は、本節に記載した要件及び「第３章 第９節 継続性に関する事項」を踏
まえ、各システム、本番移行の実施時期、並行運用期間、仮運用期間の詳細について、
「移行計画書」に記載した上で、当省と協議の上、承認を得ること。
２ 移行要件
移行作業において以下に示す要件を踏まえた移行作業を行うこと。なお、より適切な
方法がある場合は、その旨、「移行計画書」又は「移行手順書」にて、当省に報告し承認
を得た上で、受注者の報告した方法により移行を行うことも可とする。
(1) 移行作業対象範囲
受注者は、
「第 3 章 第 11 節 4

ネットワーク構成」の「(3) 関連事業者との責

任分界点」を踏まえて作業を実施すること。

73

(2) 移行計画策定の考慮点
受注者は、
「表 ３-27 移行計画策定の考慮点」に示す移行計画策定時の考慮点を踏
まえた上で、移行作業の計画を立てること。
表 ３-27
項番

項目

1

業務継続性

要件







2

移行計画策定の考慮点

関連する連
携・個別シス
テムとの調
整に関する
方針





現行統計処理システムの安定した稼働及び業務の継続に影響を与えるこ
とがないよう、安全で確実な作業を優先すること。
当省が承認した日時を除き、現在稼働中のネットワーク及び「別紙 1 連
携システム一覧」に記載されたシステムを停止することなく、移行・導入
すること。
ネットワーク及びシステムの停止を伴う作業が避けられない場合には、利
用者への影響を最小限に抑えるため、平日においては、勤務時間外、その
他土曜日、日曜日、国民の祝日及び閉庁日を作業実施日の基本として検討
し、停止予定日より、原則 1 か月前に停止日時及び停止による影響（停止
するサービスの範囲）について、当省の承認を書面にて得ること。また、
各執務室内への機器の搬入及び設定についても、利用者の業務に支障を与
えないよう、同様に対応すること。
並行運用中において、滞りなく業務が継続できるように、仮想デスクトッ
プ環境移行の移行時期や作業手順等について、次期省内 LAN 及び端末・
周辺機器の受注事業者と密に情報連携及び協議を行うとともに、現行統計
処理システムと次期統計処理システムのデータ整合性の担保についても
検討の上、移行計画に反映すること。
本調達の対象とするシステム以外に、「別紙 1 連携システム一覧」に示
すとおり、統計処理システムと連携が存在する。そのため、次期統計処理
システムの停止を伴う作業が避けられない場合でも、関連するシステムの
停止時間に合わせて次統計処理システムの停止時間を設定する等の対応
により、連携システムの稼働に影響を与えないこと。
関連する連携システム管理組織と、移行計画の方針について、十分な説明
期間を設け、各システムの要望事項を取りまとめ、移行方針へ反映するこ
と。

(3) 移行・導入の個別方針
次期統計処理システムへの移行作業において特に留意する必要がある項目を「表
３-28 移行・導入の個別方針」に示す。受注者は、移行・導入作業時において本方針
を遵守した上で、作業を実施すること。
表 ３-28
項番

移行・導入の個別方針

項目

要件

74

項番

項目

要件

1

職員独自作成プログラ
ムの移行に係る方針







SAMAS 及び DICS64 環境は、現行統計処理システムと同様
に動作するように移行し、職員独自作成プログラムに変更を
加えないこと。
現状のサブルーチン等は、そのまま使用できることとし、OS
及びバージョン等の相違等により、実現できない場合は、変
換用のプログラム等を用意し、極力現状に近い状態で移行す
ること。
以上の方針によりがたい場合は、対応方針を検討し、当省と
協議のうえ、承認を得ること。

(4) 本番移行における接続切替えに係る関連事業者との役割分担等
関連事業者との本番移行における接続切替えに係る役割分担等を以下に示す。受注
者は、本分担を基本とした上で移行計画の策定時において、関連事業者と調整し、対
応範囲の承認を得た上で移行作業を実施すること。
なお、各システムにおける関連事業者との責任分界点は、本要件定義書の「第３章
第１１節 ４

(3) 関連事業者との責任分界点」を参照すること。

ア 共通


移行・導入のために利用者が行う作業は、「移行計画書」で作業範囲を明確に
した上で当省に説明し承認を得ること。



移行・導入のために、当省及び利用者の作業が必要となる場合は、作業内容を
「移行計画書」に記載するとともに、「作業説明書」を作成すること。



移行・導入のために必要な追加機器（移行用に一時的に使用する外部記憶装置、
外部記憶媒体又はその他必要な機器）については、移行期間中は受注者が提供
し、作業終了後に撤去すること。ただし、次期統計処理システムの実運用で利
用する機器を、次期統計処理システムに支障がない範囲において、移行・導入
のために使用することは差し支えない。



次期統計処理システムへ安全・確実に移行するために、本要件定義書の「第３
章

第１３節 １ 移行手順」に記載した項目において、現行統計処理システ

ム事業者に個別に作業依頼が発生する場合、必要に応じて調整を行うこと。
イ 統合ネットワーク管理組織との役割分担
(ア) 本業務の受注者


次期統計処理システムと統合ネットワークとの接続仕様を規定した「接
続仕様書」を作成し、それに基づいて必要なネットワーク設計及び機器
設定を行うこと。なお、
「接続仕様書」は「詳細設計書」と併せて作成す
ること。



当省及び統合ネットワーク管理組織と、テスト項目、役割分担、スケジ
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ュール等を調整の上、疎通確認及び接続テストを行うこと。


統合ネットワークへの接続に必要な回線及び機器については、統合ネッ
トワーク管理組織が提供する。受注者は、統合ネットワーク管理組織と
接続に必要な調整を行うこと。



移行作業を実施する上で、統合ネットワーク提供機器に設定変更等の作
業が発生する場合は、
「移行計画書」に該当作業を含め、当省の承認を得
ること。また、統合ネットワーク管理組織との作業調整は余裕を持って
（3 か月程度）依頼すること。

(イ) 統合ネットワーク管理組織


次期統計処理システムと統合ネットワークとの接続仕様を規定した「接
続仕様書」に基づき、統合ネットワークの設計及び機器設定を行う。



次期統計処理システムの受注者から移行作業を実施する上で、統合ネッ
トワーク提供機器に対して設定変更依頼を受けた場合、作業調整を行い
運用の範囲で対応する。



当省及び次期統計処理システムの受注者と、テスト項目、役割分担、ス
ケジュール等を調整の上、疎通確認及び接続テストを行う。

ウ 次期ネットワークシステム管理組織との役割分担
(ア) 本業務の受注者


当省及び次期ネットワークシステム管理組織と、テスト項目、役割分担、
スケジュール等を調整の上、疎通確認及び接続テストを行う。

(イ) 次期ネットワークシステム管理組織


受注者との調整結果に基づき、次期ネットワークシステム事業者ととも
に、次期統計処理システムと接続するシンクライアント端末及び仮想デ
スクトップを準備する。

３ 移行対象データ
移行対象データは、現行統計処理システムに関連する全データとなる。移行対象デー
タ及びそのデータ量については、「別紙 9 情報・データ一覧」に 2016 年 3 月時点の情
報を参考として示すが、移行計画の策定に当たっては、最新の DB、ストレージ等の状況
を確認するとともに、最終的に稼働に必要な移行データ量については、移行データの調
査を行い、要件確認工程において確定させること。
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第１４節 引継ぎに関する事項
次期統計処理システムの設計・開発等業務及び運用業務に当たり、発生する引継ぎ作
業を「表 ３-29 次期統計処理システム設計・開発等業務及び運用業務にて発生する引継
ぎ作業」に示す。また、次々期統計処理システムの調達時、設計・開発時において、調
達支援事業者や次々期統計処理システム設計・開発事業者からの質疑応答や情報・デー
タ提供依頼には協力を行うこと。また、以下の引継ぎ発生時以外においても、当省の要
求に応じて情報提供を行えるように引継ぎ内容は常に整理しておくこと。
なお、次々期統計処理システムや他のシステムへのデータ移行が必要となる場合、次
期統計処理システムからのデータ抽出は、受注者の責任と負担において実施すること。
表 ３-29

次期統計処理システム設計・開発等業務及び運用業務にて発生する引継ぎ作業

項番

引継ぎ発生時期

引継ぎ元

引継ぎ先

引継ぎ内容

1

次期統計処理シ
ステム設計・開
発時

現行統計処
理システム
事業者

受注者



次期統計処理システムの
設計・開発に必要な各種情
報

引継ぎ元と
調整のうえ
決定する

2

次々期統計処理
システムに向け
た調査研究実施
時

受注者

次々期統計
処理システ
ムの調査研
究を実施す
る事業者




引継ぎ資料一覧
設計・開発及び運用・保守
に係る各種資料・情報
本業務において実施した
各種調査の結果
課題、リスク引継ぎ事項（
残課題等がある場合に
は、対処に向けた作業内
容、作業スケジュール、作
業担当者 等）
案件特性及びシステム特
性に伴う個別引継ぎ事項
改善提案引継ぎ事項
PDSA による日々の運用業
務における課題やリスク
等の分析結果
民間企業や他省庁におけ
るベストプラクティスの
分析結果
政府方針や省で新たに作
成される規定等の分析結
果 等

受注者にて
作 成 す る
「 引 継 ぎ
書」に基づ
く
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引継ぎ手順

項番

引継ぎ発生時期

3

次々期統計処理
システム調達時

引継ぎ元
受注者

引継ぎ先
次々期統計
処理システ
ムの調達支
援を実施す
る事業者

引継ぎ内容

引継ぎ手順



引継ぎ資料一覧



設計・開発及び運用・保守
に係る各種資料・情報
本業務において実施した
各種調査の結果
課題、リスク引継ぎ事項（
残課題等がある場合に
は、対処に向けた作業内
容、作業スケジュール、作
業担当者 等）
案件特性及びシステム特
性に伴う個別引継ぎ事項
改善提案引継ぎ事項
PDSA による日々の運用
業務における課題やリス
ク等の分析結果
民間企業や他省庁におけ
るベストプラクティスの
分析結果
政府方針や省で新たに作
成される規定等の分析結
果 等

受注者にて
作 成 す る
「 引 継 ぎ
書」に基づ
く












4

次々期統計処理
システム設計・
開発時

受注者

次々期統計
処理システ
ム設計・開
発を実施す
る事業者



引継ぎ資料一覧



設計・開発及び運用・保守
に係る各種資料・情報
課題、リスク引継ぎ事項（
残課題等がある場合に
は、対処に向けた作業内
容、作業スケジュール、作
業担当者 等）
案件特性及びシステム特
性に伴う個別引継ぎ事項
改善提案引継ぎ事項
PDSA による日々の運用
業務における課題やリス
ク等の分析結果
民間企業や他省庁におけ
るベストプラクティスの
分析結果
政府方針や省で新たに作
成される規定等の分析結
果 等











5

次々期統計処理
システム又は他
のシステムへの
データ移行時

受注者

次々期統計
処理システ
ム設計・開
発を実施す
る事業者又
は他システ
ム事業者等

78

次期統計処理システムに格納
された各種データ

受注者にて
作 成 す る
「 引 継 ぎ
書」に基づ
く

引継ぎ先と
の調整にお
いて決定す
る
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第１５節 教育に関する事項
受注者は、次期統計処理システムの設計・開発期間及び運用・保守期間中に、利用者
に対する教育を実施し、本運用前及び運用中に利用者が次期統計処理システムに対する
理解を深める支援を行うこと。
１ 教育実施計画書の作成
受注者は、
「別紙 15 教育内容一覧」を参照し、教育の対象範囲、実施方針、スケジュ
ール、体制等を定める成果物として、以下に示す事項を「教育実施計画書」に定義し、
当省の承認を得ること。
（1） 教育方法及び理解度測定方法
（2） 教育内容、対象者、スケジュール及び教育場所
（3） 教育に係る体制、講師、役割
（4） 教育に係る成果物一覧
（5） 教育に利用するシステム環境
加えて、「教育実施計画書」の作成に当たっては以下の要件を遵守すること。


IT リテラシが高くない利用者が存在することを考慮した上で最適な教育対象及び
教育方法とすること。



各教育の受講者から理解度等に関するアンケートを取得し、理解度が一定の水準
に達するまで、再度教育を実施すること。なお、各教育に対する理解度の水準に
ついては、
「教育実施計画書」にて初案を検討の上、教育実施の前までに当省と協
議の上で確定するものとする。



集合研修に必要な機器等は、受注者が準備すること。



集合研修は、各教育項目及び次期統計処理システムに精通した講師を配置して実
施すること。



集合研修に必要な機器にクライアント端末が含まれる場合、受講者が教育専用の
ID（以下、教育用 ID という。
）及びパスワードを用いて研修を受講できるように
すること。



教育用 ID については、流出時のセキュリティ上の問題を回避するため、使用の都
度、当日中にパスワードを変更すること。

２ 教育の分類及び内容
教育の分類及び各教育分類で学習させる内容を以下に示す。詳細な内容は当省と協議
し、「教育実施計画書」として取りまとめた上で決定すること。
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(1) 個別サービスに関する教育
受注者は、次期統計処理システムで提供される個別サービスの利用方法に関する教
育を行う。なお、個別サービスに関する教育には以下の内容を含むこと。


SAMAS、DICS 初級編教育



次期統計処理システムにおける新規サービス及び現行統計処理システムから
の改修内容



統計業務に関するプロセス保証



職員独自作成プログラムファイル等の管理



職員独自作成プログラムに関するガイドライン

また、本調達において、新規に構築されるサービスがあること及び現行システムか
らの改修があることに配慮すること。
(2) 端末・周辺機器に関する教育
受注者は、次期統計処理システムにて利用するカット紙プリンタの利用方法に関す
る教育を行う。
(3) 端末に搭載されるソフトウェアに関する教育
受注者は、次期統計処理システムにて利用する統計解析システムに関する教育を行
う。
(4) バージョンアップ内容に関する教育
受注者は、運用・保守期間中に次期統計処理システムで提供するアプリケーション
プログラム及び各個別サービスのバージョンアップが行われた場合、個別に必要な対
応及び利用方法の変更点等に関する教育を行う。
３ 教育の方法、教育対象者の範囲
(1) 教育の方法
ア 資料配布
受注者はシステムを利用する際に参照する「操作マニュアル」等の資料を配布し、
利用者が配布された「操作マニュアル」等を通読することにより教育を行う。なお、
端末にインストールし、利用される統計解析システムについては、受注者自身が用
意するマニュアルの代替として、市販等のマニュアル及び独習用テキストにより教
育することも可とする。
イ オンライン研修
次期省内 LAN システムで用意する「オンライン研修（自習室）
」サービスを利用
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し、受注者が用意した教育用コンテンツにアクセスすることで教育を行う。
ウ 集合研修
本省内の研修室にて、1 回 30 人程度最大 3 時間を目安に、受注者が利用者に対し
講義を行い、座学形式での教育を行う。
エ FAQ
受注者が頻度の高い問合せとその回答やマニュアルに記載しきれない細かなシス
テム利用上のテクニック等を、次期統計処理システムの「統計業務ポータル」サー
ビスを利用して公開し、利用者が問題の自己解決やシステムのより便利な使い方を
知ることができるようにすることで教育を行う。
オ メール等による周知
受注者が利用者に対し、FAQ の内容等をメールで送ることで周知する。
４ 教育対象者の範囲
教育の分類ごとの教育対象者と教育方法を、
「別紙 15 教育内容一覧」に示す。詳細な
受講者数、回数等は当省と協議し、
「教育実施計画書」として取りまとめた上で決定する
こと。
５ 教材の作成
受注者は、教育に必要となる「研修教材（集合研修用資料、オンライン研修のコンテ
ンツ、理解度測定のテスト問題、FAQ 等を含む）
」及び「操作マニュアル」の作成及び教
育環境の提供を実施すること。
「研修教材」の詳細な種類、内容、提供方法等は、当省と
協議し、「教育実施計画書」として取りまとめた上で決定すること。加えて、以下に示す
要件を遵守する教材とすること。また、現行統計処理システムにおける教材の一例を「参
考資料 8 研修・教育業務関連資料例」に示す。


IT リテラシが高くない利用者であっても理解できるように、平易な表現を用いる
こと。



「職員独自作成プログラム」の作成方法に関する教材については、プログラム作
成演習を含むこととし、その内容にはプログラムに関する問合せの傾向を参考に、
プログラム修正及びデバッグ技術のノウハウを高めるものにすること。



本調達における新規サービス及び改修内容を反映すること。



「操作マニュアル」や FAQ については、運用中に発生するシステムに係る疑問を
利用者自身で解決できるようにすることを目的に、業務の流れに則した構成や検
索性を確保する等の工夫を行うこと。
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「操作マニュアル」等については、印刷した場合も可読性を担保すること。



オンライン研修のコンテンツは、次期省内 LAN システムで用意する「オンライン
研修（自習室）
」サービスで利用可能な形式で提供すること。また、現行統計処理
システム向けに作成済みのコンテンツ（SCORM 形式準拠）は、次期統計処理シ
ステムで導入する機器及びソフトウェアに合わせて、コンテンツの内容を更新又
は新規作成した上で用意すること。

また、教育対象となる次期統計処理システムで提供する個別サービス、機器及びソフ
トウェアが改修又はバージョンアップした場合は、並びに当省が指定する「情報セキュ
リティポリシー」の改正が行われた場合は、教材の修正を行うこと。
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第１６節 運用に関する事項
次期統計処理システムは、利用者の業務遂行に必要なサービス及び機器等の物品を安
定して稼働させるために十分な運用体制、運用手順を確立し、サービス及び物品の品質
の維持、改善に努める必要がある。そのため、運用・保守業務の遂行に当たっては、実
績のある運用フレームワークに基づく運用管理手法であり、IT 運用全体を対象としたベ
ストプラクティス集である ITIL(information Technology Infrastructure Library)2011
を基準として利用し、効果的、かつ効率的に実施すること。
なお、本節にて定義する運用とは、本要件定義書の「第３章

第１３節

移行に関す

る事項」に示した並行運用、仮運用及び本運用期間の全てを指し、並行運用及び仮運用
期間中であっても本運用期間中と同等のサービスを提供すること。ただし、並行運用及
び仮運用期間で運用の対象とするサービスは、利用者に対してサービスを提供している
ものに限る。また、並行運用期間及び仮運用期間並びに本運用開始から 3 か月までは重
点運用監視期間として、
「4

運用サポート業務 (1) ヘルプデスク業務」に記載のとおり

ヘルプデスク業務の提供時間の拡大等を実施し、運用監視や管理の強化をすること。
以下、運用に関する要件を各項にて示す。受注者は、これらの要件を基に本調達にお
ける運用の作業内容、体制について、運用設計等を通じて詳細に定義し、当省の承認を
受けた上で実施すること。その際には、
「別紙 16 運用・保守業務一覧」を参照し、現行
業務の棚卸しを実施した上で、連続性と現行と同等レベル以上のサービス及び品質を担
保した運用業務を提供すること。
１ 運転管理・監視等要件
次期統計処理システムの IT 運用管理に係り、運転管理・監視及びシステム操作等に係
る要件に関しては、ITIL 2011 で定義されているサービスストラテジ、サービスデザイ
ン、サービストランジション、サービスオペレーションを遵守し、以下に示す作業等を
実施すること。また、各作業を実施する中で、当省にとって有用であると考えられる情
報システム又は運用業務に係る改善事項を洗い出し、以下の「5 運用実績の評価と改善」
に示す手続きに従って積極的に提案すること。特に重要とする対象事項は以下のとおり
である。


IT サービス財務管理



需要管理



キャパシティ管理



情報セキュリティ管理
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(1) サービスストラテジに関する事項
ア サービスポートフォリオ管理
受注者は、サービスポートフォリオ管理に当たって、
「運用計画書」
、
「運用実施要
領」、「運用手順書」を作成し、受注者として提供するサービスメニュー及び運用方
法詳細を定義した上で、運用期間を通じて適切に管理すること。
イ IT サービス財務管理
受注者は、IT サービス財務管理に当たって、
「表 ３-30 IT サービス財務管理」
に示すコスト管理を実施すること。
表 ３-30
項番

項目

1

運用・保守に関するコス
ト管理

要件



2

システムの変更に関す
るコスト管理






3

コスト構造に関する分
析

IT サービス財務管理





運用・保守業務における投入工数について、実績値を把握し、
定期的に当省に報告すること。
なお、把握・管理する運用保守業務単位は、「運用計画書」に
記載し、当省と協議の上、承認を得ること。
ヘルプデスク等に寄せられた利用者からの要望等について、本
業務範囲として対応すべき事項か、追加範囲として対応すべき
かを判断する基準を策定し、当省と協議の上、承認を得ること。
該当する事象が発生した場合には、本要件定義書の「第３章
第１６節 １ (3) イ 変更管理」に示すプロセスに沿って対
応要否を検討し、対応すべきと認められた作業については、投
入工数の実績値を把握し、定期的に当省に報告すること。
策定した基準では合理的な判断が困難であると当省が判断し
た場合は、策定した基準について見直すことを可能とする。
日常的に実施する作業についてはその内容、回数とともに 1 件
当たりの工数を管理すること。その際には、運用体制（工数）
の見積との整合性を確認できるようにすること。
不定期に発生する作業についてもその内容、改修内容、工数を
管理すること。その上で、その発生傾向の分析及び今後の運用
業務における前提量見積を行うこと。

ウ 需要管理
受注者は、需要管理に当たって、以下に示す作業等を実施すること。


システムの利用者の利用状況を定期的に把握すること。なお、システムの利
用状況については、少なくとも以下の項目を把握し、利用状況の分析とその
後の改善策に資する項目を含めること。





機能単位での処理件数及びハードウェアの使用状況



プログラム別利用状況（職員独自作成プログラムを含む）



バッチ等の処理件数



帳票の出力数

「コスト削減計画取りまとめにあたっての手引き」に基づき、システムの利
用状況の調査が必要になる場合があるため、当省から指示があった場合は、
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利用状況を報告すること。
エ 事業関係管理
受注者は、事業関係管理に当たって、以下に示す観点から当省及び利用者と良好
な関係を築き、満足度の高いサービスを提供すること。


利用者の要求事項（緊急である等）、IT スキルを十分に考慮し、利用者の立
場に立った迅速で的確なサービス対応を行うこと。



標準化された実施手順及びルールに基づいた「運用計画書」、
「運用実施要領」
及び「運用手順書」に基づき、均一で質の高いサポートを提供すること。

(2) サービスデザインに関する事項
ア サービスレベル管理
受注者は、サービスレベル管理に当たって、以下に示す作業等を実施すること。


提供するサービスの範囲・内容及び前提となる諸事項を踏まえた上で、サー
ビスの品質に対する要求水準（以下、「サービスレベル」という。）を維持す
ること。サービスレベルの項目は「別紙 12 SLA 一覧」に示す。



サービスレベル管理に関する規定は本要件定義書の「第３章

第５節

１

SLA に関する規定」に従うこと。


サービスレベルの達成状況は、月次報告で報告すること。



本調達に直接関わらない受注者内の品質管理部門等の第三者において、SLA
報告内容について監査を実施し、結果を報告すること。



SLA 監査は年 1 回とし、その監査結果及び低評価項目への対応策・改善策に
ついて、検討し、報告すること。



SLA 監査の実施に当たっては、毎回監査担当者を変更すること。

イ サービス・カタログ管理
受注者は、サービス・カタログ管理に当たって、運用期間中に提供するサービス
について正確かつ最新の情報を提供するため、
「表 ３-31 サービス・カタログ管理」
に示す作業等を実施すること。
表 ３-31
項番

項目

1

事業サービス・カタログ
の管理

サービス・カタログ管理
要件



FAQ（Frequently Asked Question）、お知らせ情報（システ
ムの運用状況、リリース状況及び保守予定等の情報）を提供す
る仕組みを用意し、利用者への情報の公開と共有を図ること。
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項番

項目

2

技術サービス・カタログ
の管理

要件


設計・開発工程で納品した成果物を常に正確かつ最新であるよ
う必要に応じて修正し納品を行うこと。なお、成果物の最新化
を行うに当たって、本節の「(3) イ 変更管理」及び「(3) エ
サービス資産管理及び構成管理」プロセスとも連携すること。

ウ キャパシティ管理
受注者は、キャパシティ管理に当たって、
「表 ３-32 キャパシティ管理」に示す
作業等を実施すること。
表 ３-32

キャパシティ管理

項番

項目

要件

1

サービスキャパシティ
管理



IT サービスのキャパシティ不足によるサービス品質の低下を
防ぐため、SLA に定める応答時間の目標が達成できるよう、サ
ービスの性能について監視、記録、分析できるようにすること。

2

コンポーネントキャパ
シティ管理



総合運用管理サービス、各種シェル及び OS 搭載の性能監視ツ
ール（以下、「総合運用管理サービス等」という。）により、
ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等のシステム資源
（CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク帯域使用率等）の利
用状況を監視、記録すること。
監視対象項目の詳細は、「参考資料 9 監視・管理対象項目」
のキャパシティ管理に定める項目を参照すること。その他監視
対象に応じて、必要と考えられる項目についても適宜追加する
こと。
「コスト削減計画取りまとめにあたっての手引き」等に基づ
き、リソースの利用状況の分析を行う場合があるため、リソー
ス利用状況を適切に管理・記録し、当省から指示があった場合
は、運用・保守期間中の各リソースの平均使用率とピーク使用
率、繁忙期と閑散期の時期ごとの差異を報告すること。





エ 可用性管理
受注者は、可用性管理に当たって、以下に示す作業等を実施すること。


統計処理システムが提供する各サービスの停止を未然に防ぐため、総合運用
管理サービス等により、死活監視、プロセス監視、ログ監視等を行うこと。



監視対象項目の詳細については、
「参考資料 9 監視・管理対象項目」の可用
性管理に定める項目に従うこと。ただし、その他監視対象に応じて、必要と
考えられる項目は適宜追加すること。

オ 情報セキュリティ管理
受注者は、情報セキュリティ管理に当たって、本要件定義書の「第１０節

情報

セキュリティに関する事項」に定義した要件を満たし、次期統計処理システムの提
供する情報やサービスが安全に利用できることを確実にするため、
「表 ３-33 情報
セキュリティ管理」に示す作業等を実施すること。
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表 ３-33
項番

情報セキュリティ管理

項目

要件

1

不正監視



本要件定義書の「第１０節
視を行うこと。

2

セキュリティインシデ
ント対応



情報セキュリティインシデントが発生した場合は、「厚生労働
省セキュリティポリシー」、「情報セキュリティインシデント
対応手順書」及び「運用実施要領」に定めた手順に従ってイン
シデント対応を行うこと。対応に当たっては、当省、統合ネッ
トワークの関係者、関係事業者、厚生労働省 CSIRT と適宜調
整の上で対応を行うこと。

3

問合せ対応



当省からの以下のセキュリティに関する問合せ、調査依頼等が
あった場合は、調査・対応を行うこと。

セキュリティに関する技術動向調査依頼

内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）等の全省庁調
査依頼・対応要請

4

セキュリティ監査対応



当省が実施する情報セキュリティ監査について、セキュリティ
監査事業者との調整・ヒアリングへの協力を行うこと。
セキュリティ監査の結果、問題があった場合は、再発防止のた
めの是正活動・処置を実施すること


5



脆弱性診断



３

(4) 不正監視」に示す不正監

情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆
弱性を悪用した不正を防止するため、運用期間中において年次
で第三者による脆弱性検査を実施し、脆弱性の有無を確認する
こと。
上記の脆弱性診断及び第三者による脆弱性検査の実施の結果、
運用上対処が必要な脆弱性が発見された場合は、当省と協議の
上で修正を実施すること。

カ IT サービス継続性管理
受注者は、当省と協議の上、本要件定義書の「第３章

第９節

継続性に関する

事項」を満たすために必要となる IT サービス継続性管理に当たって、
「表 ３-34

IT

サービス継続性管理」に示す作業等を実施すること。
表 ３-34

IT サービス継続性管理

項番

項目

要件

1

大規模災害等の発災時
の対応



大規模災害等の発災時には、「中長期運用・保守計画書」に
定める「情報システム運用継続計画」に基づき対応すること。

2

災害対策訓練の実施



大規模災害等の発災時に円滑かつ迅速な対応ができるよう、
定常時から年一回（11 月頃）、「情報システム運用継続計画」
において定めた「教育訓練計画書」に基づき訓練を実施する
こと。
なお、訓練に際しては、本要件定義書の「第３章 第９節 １
(2) 大規模災害等の非定常時」及び「第３章 第９節 ２
(2) 大規模災害等の非定常時」の内容を踏まえること。

3

予期せぬシステム停止
訓練の実施



予期せぬシステム停止時に円滑かつ迅速な対応ができるよ
う、定常時から年二回（7、12 月頃）、「情報システム運用
継続計画」において定めた「教育訓練計画書」に基づき訓練
を実施すること。
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項番

項目

4

情報システム運用継続
計画の見直し

要件






項番 1 に示す大規模災害等の発災が収束後、発生事象の分析、
非常時対応の評価、「中長期運用・保守計画書」に定める「情
報システム運用継続計画」の改善点について整理した上で当
省に報告すること。また、これらの報告を基に「中長期運用・
保守計画書」に定める「情報システム運用継続計画」を更新
すること。
他の地域で大規模災害等が発生した場合、それら地域での対
応状況等を参考にして対応体制や対応手順等について見直し
を行い、「中長期運用・保守計画書」に定める「情報システ
ム運用継続計画」を更新すること。
項番 2、3 に示す各種訓練の実施結果について必ず評価を行
い、事前対策や非常時の対応計画等に解決すべき課題が発生
した場合、「中長期運用・保守計画書」に定める「情報シス
テム運用継続計画」を更新すること。

キ サプライヤ管理
受注者は、
「調達仕様書」の「第 9 章 再委託に関する事項」に基づき、再委託先
を適切に管理すること。
(3) サービストランジションに関する事項
ア 移行の計画立案及びサポート
受注者は、運用中に追加・変更されるサービスがある場合（※）は、見積もられ
た工数、スケジュールの範囲内で、適切な品質を担保した上で当該サービスを本番
環境に移行するため、
「サービストランジションに関する事項」に示す作業全体のス
ケジュール及び要員配備等の計画立案を実施し、必要となるリソースを調整するこ
と。
※例えば、現時点では、平成 33 年度に統合ネットワークのシステム更改や新たな
共通ネットワークの構築、平成 34 年度に統計処理システムを利用する端末環境（次
期省内 LAN システム及び次期端末・周辺機器の調達範囲）の更改が検討されている。
イ 変更管理
受注者は、変更管理に当たって、以下に示す作業等を実施すること。


インシデント管理プロセス、問題管理プロセス、情報セキュリティ管理プロ
セスから提出された変更要求の内容を「変更管理台帳」で管理すること。
「変
更管理台帳」は以下の項目を管理し、変更履歴を保持できる仕組みとするこ
と。


カテゴリ



発行者・管理者



記録日時・期限



分類（軽微な変更、重大な変更、緊急変更）
89





変更計画の内容



レビューの有無・レビュー担当者・レビュー内容



ステータス



クローズ日時

変更要求の分類を行う際には、変更要求の基準を明確にし、基準に従い内容、
優先度、影響度及びリスク等から評価・分類を行うこと。基準に関しては、
当省と協議の上、決定すること。



変更手続きの規則及び業務実施の手順を定義すること。その際、緊急変更、
重大な変更及び軽微な変更等の、各種変更に対応すること。なお、手順の詳
細については、受注後に当省と協議の上、作成すること。

ウ リリース管理及び展開管理
受注者は、リリース管理及び展開管理に当たっては、以下に示す作業等を実施す
ること。


当省とリリース作業の日程、作業内容、依頼事項等の調整を行い、実施の計
画を立てること。



リリースを実施した際、リリースに関する情報を「リリース管理台帳」にて
管理すること。
「リリース管理台帳」には以下の項目を管理し、履歴を確認す
ることとし、その管理が必要な項目についても管理する仕組みとすること。





実施計画の内容



リリーステストの実施有無及び結果



スケジュール



各種レビューの実施有無及び結果



リリース時期



リリース内容

変更要求に基づくリリースに際しては、リリースが与える影響等を考慮し、
利用者及び利用者との接点となるヘルプデスクに必要な情報を周知すること。



実施計画については、リリース予定日より十分な期間を確保の上、前もって
当省の承認をもって提出すること。なお、緊急なリリースを要する場合は当
省と協議すること。

エ サービス資産管理及び構成管理
受注者は、サービス資産管理及び構成管理に当たっては、以下に示す作業等を実
施すること。


構成情報については、前述の各運用管理機能と連携し、必要な構成情報を取
得すること。構成管理プロセス、スコープ、方針、手順、体制及び利用ツー
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ル等を定めた「構成管理計画書」の案を提出し、当省の承認を得ること。


サーバ機器の構成変更時には、その変更部分を含めバックアップを実施する
こと。



構成管理では、少なくとも以下の項目を「構成管理台帳」にて管理すること
とし、その他管理が必要と考えられる項目についても、管理できる仕組みと
すること。また、構成情報及び設定情報等の構成管理情報を更新した場合、
最新の構成情報を 5 開庁日以内に「構成管理台帳」に反映すること。なお、
運用・保守工程において ODB 格納データと情報システムの現況との突合・
確認を行うため、当該作業を効率的に行えるような管理項目、管理方法とす
ること。


ホスト（コンピュータ）名



OS に関する情報（OS、バージョン及び IP アドレス等）



ハードウェア情報（CPU、メモリ、物理ディスク、論理ディスク及び
MAC アドレス等）





インストールされているソフトウェア及びバージョン



インストールされているセキュリティパッチ



メーカー名・型番



接続機器



機器等の設置場所

構成情報は、任意のタイミングで、グループ単位及び利用者単位で収集する
こと。



構成情報には、受注者が納品した機器等のみならず省内 LAN 事業者及び端
末・周辺機器事業者が納品した機器等も含まれる。なお、省内 LAN 事業者及
び端末・周辺機器事業者が納品した機器等に関する構成情報については、端
末・周辺機器事業者が当省を経由し渡すので、フォーマットを示すこと。

オ ナレッジ管理
受注者は、ナレッジ管理に当たっては、以下の作業等を実施すること。


「ナレッジ管理台帳」等による情報を一元的に管理する仕組みを取り入れ、
本節にて定める運用業務のうち、特に利用者と対峙するヘルプデスク業務を
中心にノウハウ蓄積、品質の向上及び効率化を図ること。



インシデント管理プロセスにおける調査と診断から導いた暫定対応をナレッ
ジ管理台帳に登録し、類似インシデントが発生した場合に運用要員が参照で
きるようにすること。



問題管理プロセスにおける調査と診断から導いた恒久対応又は回避策を「ナ
レッジ管理台帳」に登録し、類似した問題が発生した場合に運用要員が参照
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できるようにすること。


ナレッジ管理において、職員に周知することにより、運用効率の向上等に資
すると考えられるものは、次期統計処理システムの「統計業務ポータル」サ
ービス等を利用して周知・共有すること。



「運用計画書」、「運用実施要領」及び「運用手順書」に定める運用作業のう
ち、ナレッジの蓄積により定型化された作業については、ツール導入等によ
る作業の自動化等の効率化・負荷軽減方策を検討し、
「運用計画書」
、
「運用実
施要領」、「運用手順書」の見直し案を提示し、当省と協議の上、承認を得る
こと。

(4) サービスオペレーションに関する事項
ア イベント管理
受注者は、イベント管理に当たって、以下に示す作業等を実施すること。


統計処理システムの各サービスのイベントについて、
「(2) ウ キャパシティ
管理」、
「(2) エ 可用性管理」、
「(2) オ 情報セキュリティ管理」等にて定
義した監視内容に基づき、総合運用管理サービス等を用いて検知、確認する
こと。



検知したイベントの内容を情報、警告、例外に明確に分類し、異常と判断さ
れる場合は「イ インシデント管理」にエスカレーションすること。



異常を検知した場合、フィルタリング等により分類し、必要に応じてインシ
デントとして自動的に記録すること。



当省から、監視情報の報告依頼があった際は、監視情報を整理・分析し、結
果を速やかに報告すること。

イ インシデント管理
受注者は、インシデント管理に当たって、以下に示す作業等を実施すること。


「ア

イベント管理」で検知したイベント、ヘルプデスクにおける利用者か

らの問合せ、当省からの調査依頼等から統計処理システムに係る計画外の中
断や品質の低下及び対処が必要となる事象をインシデントとして抽出し、
「イ
ンシデント管理台帳」に一元管理し記録すること。また、インシデントがセ
キュリティインシデントと識別された場合は、そのセキュリティインシデン
トの認識以後、しかるべき担当者間で連絡・対応が可能な時間は 24 時間 365
日とすること。なお、インシデントとして抽出されなかった利用者からのシ
ステムに対する要望等については、
「要望事項管理台帳」に一元管理し記録す
ること。


「インシデント管理台帳」ではインシデント種別（利用者からの問合せ、イ
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ベント管理における異常検知及び変更要求等）、登録者、記録日時、管理責任
者、期限、緊急度、優先順位、現在のステータス及びクローズ日時等を管理
し、常に最新の状態が把握できる仕組みとすること。


各種の障害・問合せを想定し、あらかじめ、利用者及び当省への報告・通知
の手順、体制、役割分担及び連絡方法等の計画を緊急度・優先順位に応じて、
策定すること。策定した計画は、当省の承認を得ること。また、運用におい
て、随時見直しを行うこと。



次期統計処理システムで異常を検知した場合、当省及び影響する関連システ
ムの事業者に第一報の連絡を行うこと。手順については、計画で策定した報
告手順に従って行うこと。



統合 NW や省内 LAN システム等の他システムの回線に障害が生じたり、こ
れらの障害が想定される場合には、受注者は、統合 NW 運営主体又は他シス
テムの事業者に速やかに連絡する等の措置を講じること。なお、具体的な対
応方法等について、統合 NW 運営主体、他システム保守業者及び担当職員と
協議の上、詳細を決定する必要があることに留意すること。



「イベント管理」において、検知した異常の他に、次期省内 LAN システム事
業者等からの障害問合せについても、統計処理システム側の障害の有無を確
認し、原因の切り分け、調査の支援を行うこと。



記録されたインシデントは、優先度及びカテゴリの分類を行った上で、既存
のインシデント・問題において、類似するものを検索する等の分類・照合を
行うこと。



インシデントの切り分けの結果、端末・周辺機器のハードウェア保守の利用
が必要な場合については、端末・周辺機器事業者にエスカレーションするこ
と。



調査・診断の結果、恒久的な対策が必要な場合、問題管理業務へエスカレー
ションすること。



調査・診断の結果、他のプロセスにエスカレーションしないインシデントに
ついては、ワークアラウンド（回避策、次善策）を実施した後にクローズを
実施すること。



セキュリティインシデントが発生した場合、当省幹部への迅速な説明、報告
及び報道発表等に係る当省職員の作業を支援すること。

ウ 問題管理
受注者は、問題管理に当たって、以下に示す作業等を遵守すること。


問題管理においては、問題（インシデントを発生させている未知の根本原因）
若しくは既知のエラー（問題の根本原因が判明した状態）を識別し、
「問題管
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理台帳」を用いて管理をすること。


「問題管理台帳」には、カテゴリ（ハードウェア、ソフトウェア、ネットワ
ーク）
、登録者、記録日時、管理責任者、期限、緊急度、優先順位、現在のス
テータス及びクローズ日時等を管理し、常に最新の状態が把握できる仕組み
とすること。



「問題管理台帳」において、問題の対応に要した時間と工数（人日）を記録
し、本節の「(1) イ IT サービス財務管理」との連携ができるようにするこ
と。



問題の調査と診断を行うこと。必要に応じて、当省又は利用者への協力依頼
を要請すること。また、連携システム側に対応要員を派遣する必要がある場
合は、連携システム管理組織との調整及び手配を行うこと。



根本原因が判明した問題は、既知のエラーとして管理すること。また、ハー
ドウェアの交換又はプログラムの修正が必要となる場合は、変更要求プロセ
スに基づき作業を行うこと。

エ 要求実現
受注者は、当省からの作業依頼及びヘルプデスク等に対する問合せのうち、予期
しないサービスの遅延や中断に起因するインシデント以外の、当省からの要求につ
いて、インシデント管理や変更管理と分離し「要求実現」として管理すること。
また、要求実現の対応内容、対応に要した時間と工数（人日）を記録し、本節の
「(1) イ

IT サービス財務管理」との連携ができるようにすること。

オ アクセス管理
受注者は、本要件定義書の「第１０節 ３

(6) アカウント管理」で定義された

要件を実現するために、ID 発行、パスワード変更、変更状況管理、パスワード初期
化、アクセス権限の変更等の作業を実施すること。
２ データ管理要件
受注者は、次期統計処理システムの継続性に係る要件を満たすため、
「表 ３-35 バッ
クアップの基本要件」に示すバックアップを実施すること。また、バックアップデータ
の保管世代数については、
「表 ３-36

データの保持期間に関する要件」に示す要件を参

照すること。
表 ３-35
項番
1

バックアップの基本要件

項目
バックアップ方式

要件


次期統計処理システムの特性を踏まえ、差分バックアップ、増
分バックアップ及びフルバックアップを適切に組合せること。
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項番

項目

要件

2

バックアップ頻度



データのバックアップの実施頻度については、受注者の知見に
基づき、適切な頻度とすること。

3

バックアップタイミン
グ



システム利用者に影響を与えないように、原則毎日 22 時から
翌日午前 6 時までにバックアップを完了すること。ただし、外
部保管用メディアを作成する場合等で共有ストレージへの影
響を与えない場合は、午後 6 時以降の任意のタイミングで行う
ことも可とする。

4

保管媒体



バックアップの取得に必要になるテープ媒体等の一切の消耗
品は受注者の負担とすること。
テープ媒体等の保管場所については、当省と協議の上、保管場
所までの輸送方法等も含めて、当省の承認を受けること。


5



保管場所

表 ３-36
項番
1

区分
データ領域

2
3

システム領域

バックアップデータは、最低限月次で統計処理システムデータ
センタ及び 5 号館以外の場所に遠隔保管すること。また、保管
場所は、「第３章 第１１節 ５ (2) キ セキュリティ」を
満 た す 場 所 又 は プ ラ イ バ シ ー マ ー ク 付 与 認 定 、 ISO ／
IEC27001、JIS Q 27001 のうち、いずれかを取得している
データ保管専門業者が管理する施設とすること。

データの保持期間に関する要件
対象データ

データの保持期間

分散型統計処理サービス

180 日

その他データ

3 世代（21 日）

システムバックアップ

2 世代（随時取得）

３ 職員独自作成プログラムファイル等の正規化業務
(1) 正規化手順書の作成
受注者は、最新版の「情報正規化ロードマップ」及び「職員独自作成プログラムフ
ァイル等管理方針」を踏まえ、正規化対象となる統計調査の調査・分析・検討を行っ
た上で、以下の内容を含む「正規化手順書」を作成し、当省の承認を受けること。


正規化対象となる統計調査の調査・分析・検討の結果



正規化完了までの詳細スケジュール



受注者、システム利用者（職員）等の役割分担



詳細な作業手順 等

(2) 正規化の実施
受注者は、作成した「正規化手順書」に基づき、受注者が実施することとした正規
化に係る作業及び職員が実施することとした正規化に係る作業の支援を実施するこ
と。
(3) 正規化の状況及び結果報告
受注者は、当省の求めに応じ、実施中の正規化作業の状況及びそれまで実施してき
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た正規化の結果について報告を行うこと。なお、正規化の結果に関する報告に際して
作成する「正規化作業報告書」には以下の内容を含めることとし、それ以外の内容に
ついては当省と協議のうえ決定するものとする。


正規化を実施した統計調査の目的、業務要件、業務フロー



正規化実施後の統計調査に係るプログラム処理フロー及びデータフロー



正規化前後の職員独自作成プログラムファイル等の数 等

(4) 統計業務に係る文書の見直し及び改訂
受注者は、正規化の実施結果を踏まえて、「情報正規化ロードマップ」、「プロセス
保証方針」、
「プロセス保証要領」、
「職員独自作成プログラムファイル等管理方針」、
「職
員独自作成プログラムファイル等管理要領」、
「職員独自作成プログラム作成ガイドラ
イン」等の各種成果物を見直し、必要に応じて改訂すること。
４ 運用サポート業務
(1) ヘルプデスク業務
次期統計処理システムにおいては、ITIL

2011 で定義されているサービスデスク

に該当する機能としてヘルプデスクを提供する。
受注者は、次期統計処理システムが提供するサービス、機器等に関する問合せ、障
害連絡等を一元的に受付け、初期サポートを行う窓口としてのヘルプデスクを核とす
るサポート体制を構築し、効率的で質の高い利用者支援を実現すること。ヘルプデス
クの提供に当たっては、以下の要件を遵守すること。


ヘルプデスクは、利用者を対象とした受付窓口業務を提供し、電話による受
付を行うこと。なお、当省にて受付に必要となる内線電話の回線の提供を行
う。



ヘルプデスクの要員数は、現行統計処理システムのヘルプデスク受付実績
（「参考資料 10 ヘルプデスク対応実績」を参照すること。
）及び利用者の増
加を踏まえ、呼損率が 5％以下となる要員を見積りの上で適切な要員数を配置
すること。



問合せ内容を FAQ に取りまとめて提供すること。



保守停止の連絡は、作業を実施する 1 か月以上前に連絡すること。



ヘルプデスクとしてサービスを提供する時間は平日 08:30～18:30（並行運用
期間及び仮運用期間並びに運用開始後三か月間は 08:30～20:00）とすること。



土曜日、日曜日、国民の祝日及び閉庁日はヘルプデスクの対応は不要とする。

(2) 統計業務ポータルへの文書掲載支援業務
受注者は、統計業務ポータルでの統計業務文書の一元管理を維持・推進することを
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目的とし、統計業務ポータルに掲載する文書について当省と協議・調整を行い、掲載
対象となった文書について、統計業務ポータルへの掲載作業を実施すること。
(3) 職員独自作成プログラムファイル等に係る外部記憶媒体管理業務
本調達で実施する職員独自作成プログラムファイル等の正規化の一環として、受注
者は、以下の業務を実施すること。なお、業務の実施においては、各種統計調査の実
施周期を考慮すること。


職員独自作成プログラムファイル等へのアクセス状況の確認



「プロセス保証要領」及び「職員独自作成プログラムファイル等管理要領」に
基づく職員独自作成プログラムファイル等に関する管理状況の確認



外部記憶媒体に補完する対象ファイル・データの洗い出し



対象ファイル・データの外部記憶媒体への格納及び外部記憶媒体の管理



外部記憶媒体の管理に伴う管理台帳の整備及び更新

また、外部記憶媒体に保存したファイル・データについて、
「別紙 17 申請・届出
一覧」に記載する申請に基づき、次期統計処理システムのサーバへ復元すること。
(4) 操作研修業務
受注者は、利用者の情報システムの理解度向上及び利用促進を目的として、本要件
定義書の「第３章 第１５節 １ 教育実施計画書の作成」にて作成した「教育実施
計画書」に基づき、利用者に対する教育を実施すること。また、運用期間中に実施す
る教育については、計画の都度、内容、教育方法及び対象者を見直した上で、「教育
実施計画書」を更新すること。
運用期間中の教育は、当省が指定する利用者に対し、人事異動時期（4 月、7 月及
び 10 月）に合わせて、各年度内に 2 回程度の集合研修を想定している。当該研修に
は、実際のプログラム作成実習を含む職員向けの SAMAS、DICS に関する初級編教
育カリキュラムを併せて行い、そのカリキュラム・テキストの作成に当たっては、日々
の運用での問合せ対応の傾向も考慮すること。
また、操作研修業務に付随して利用される次期省内 LAN の「オンライン研修（自
習室）」サービスについて、利用者が的確に研修サービスを利用できるように、次期
省内 LAN 事業者が実施する以下の作業について、必要な情報・データの提供等の支
援を行うこと。


オンライン研修システムのアンケート登録



研修室 研修ユーザパスワード変更



新規教材研修コース登録、修正



所属部局別コース教材配信



特定職員対象アンケート配信
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各種研修コースの受講履歴採取、提示

(5) 利用者満足度調査
受注者は、次期統計処理システムの利用者に対して、運用・保守に係る満足度につ
いて、定期的（年 1 回）に満足度調査を実施すること。満足度調査に当たっては、以
下の要件を遵守すること。


満足度調査の内容は以下の項目を含み、かつ調査以後のシステム運用に資する
データが得られるような項目を設定すること。なお、本項目は最低限必須と想
定しているものを示しているため、当省の要求に応じて満足度調査項目は適宜
変更可能であること。





問合せから回答までに要した時間



回答又は手順に対する説明の適切さ（分かりやすさ、正確性）



回答又は手順に対する結果（トラブル解決の有無、解決方法の適切さ）

満足度調査の結果及び低評価項目への対応策・改善策について、検討し、報告
すること。



上記対応策・改善策に基づく対応を、別途当省と協議の上、実施すること。



アンケート形式、内容、対象、実施タイミング等については、当省と協議の上
で決定すること。



当省の要求により、次々期統計処理システムのための調査等が必要と判断され
た場合には、満足度調査の実施等の支援を行うこと。

５ 業務運用支援
受注者は、次期統計処理システムで提供するサービスを利用して、当省が具体的な執
務・業務を推進する上で必要な業務運用作業について、「表 ３-37

業務運用支援」に示

す支援作業を実施すること。
表 ３-37

業務運用支援

項番

項目

要件

1

職員独自作成プログラ
ム作成・改修支援業務



主にヘルプデスク対応を通じて、当省職員が職員独自作成プ
ログラムの作成時及び改修時におけるエラー解消に向けた、
システム移行作業や言語仕様に関する知見を活かしたエラー
原因の切り分け、デバッグ等の技術的支援を行うこと。

2

申請届出受付・対応業
務



利用者から起票された申請届出に基づく作業依頼について、
当省からの承認後、所定の規定に従って対応すること。なお、
申請届出の内容については、「別紙 17 申請・届出一覧」を
参照すること。
申請届出に基づく作業には、次期省内 LAN 事業者との連携が
必要となる可能性があるため、作業に当たっては関係事業者
と十分協力の上で対応すること。
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項番

項目

要件

3

組織改編時対応



次期統計処理システムの各サービスについて、組織改編時（新
組織作成、旧組織変更、組織名称変更、組織改編 1 か月後処
理）であっても、統計処理システムが適正に利用できるよう
に、ユーザ情報や組織マスター情報等のメンテナンス等の作
業の支援を実施すること。

4

統計処理用カット紙プ
リンタに係るメンテナ
ンス




用紙の架け替え、補給、トナー切れ等の管理を行うこと。
カット紙プリンタに出力された帳票は、仕切り紙の挿入を行
うこと。
出力された帳票の紛失又は混在が発生しないよう、見回り、
出力帳票の整理等の運用を構築し、徹底すること。



６ 運用実績の評価と改善
受注者は、運用期間中において、半年に 1 回 PDSA サイクルを実施し、実施内容を継
続的に評価、改善することで、長期にわたっての安定的、効率的、かつ高品質なサービ
スの提供を行うこと。特に、「表 ３-38 改善提案を求める事項」に示す改善提案につい
ては、各府省や民間企業等の事例分析を踏まえたベストプラクティスを検討し、指定の
期日までに改善提案の対応を行うこと。
表 ３-38

改善提案を求める事項

項番

項目

要件

1

定常的な運用作業に関
する改善提案



年度末までに年間の運用実績を取りまとめるとともに、必要
に応じて「中長期運用・保守計画書」、「運用計画書」及び
「障害報告書領」に対する改善提案を行うこと。

2

システム利用率に関す
る改善提案



システム利用状況を確認し、利用率が一定の水準に満たない
サービスについて、利用率低下の原因を分析した上で、本要
件定義書の「第３章 第１５節 ３ 教育の方法、教育対象
者の範囲」で示す教育方法を参考に、利用率向上に向けた対
応策を実施すること。対応策検討対象サービス、対応策実施
内容、対応策実施時期等については、教育実施の前までに当
省と協議の上で「教育実施計画書」に反映すること。

3

情報セキュリティに関
する改善提案



情報セキュリティに関する点については、「厚生労働省情報
セキュリティポリシー」、「政府機関の情報セキュリティ対
策のための統一基準」等のガイドラインの最新情報及び脆弱
性やサイバー攻撃の事例とその対策等の技術動向を調査の
上、機器の設定変更等、必要な対策を適切に実施することが
できるよう、継続的な改善提案を行うこと。

4

運用等経費削減に関す
る改善提案



「政府情報システムコスト削減計画」に基づく運用等経費 削
減に資するため「コスト削減計画取りまとめに当たっての手
引き」を参照した上で、年度末までに運用等経費削減に資す
る改善案を提案すること。
改善案を検討する際は、需要管理、キャパシティ管理、可用
性管理により把握した事実に基づき定量的・定性的に分析し
具体的な削減見込み額の算出を行うこと。
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項番

項目

5

統計業務に係る標準文
書の見直し

要件


運用期間中における、職員独自作成プログラムファイル等の
正規化業務の結果及び「プロセス保証方針」、「プロセス保
証要領」に基づくプロセス評価の結果に基づき、必要に応じ
て以下の文書を見直すこと。
 「情報正規化ロードマップ」
 「プロセス保証方針」
 「プロセス保証要領」
 「職員独自作成プログラムファイル等管理方針」
 「職員独自作成プログラムファイル等管理要領」
 「職員独自作成プログラム作成ガイドライン」
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第１７節 保守に関する事項
次期統計処理システムの運用・保守期間中にあっては、利用者の業務遂行に必要なサ
ービスを正常かつ安全に稼働させるため、ソフトウェア製品及びハードウェア等の定期
的な保守、障害発生時の対応等を実施していく必要がある。
そのため、受注者は、保守業務の遂行に当たっては、以下に示す要件を遵守すること。
１ 基本事項
受注者は、本節に示す要件を踏まえて、
「保守計画書」、
「保守実施要領」、
「保守手順書」
を作成し、保守サービスメニュー及び保守方法の詳細を定義した上で、保守期間を通じ
て適切に管理すること。
また、以下に示す「２
アの保守要件」、「４

アプリケーションプログラムの保守要件」、「３

ソフトウェア製品の保守要件」及び「５

ハードウェ

データの保守要件」の

保守サービスについて、「表 ３-39 保守サービスの提供期間等の要件」に示す対応時間
等の要件を遵守すること。
表 ３-39
項番

保守サービスの提供期間等の要件

項目

要件

1

保守継続可能期間



2

保守受付・対応時間



本要件定義書「第２章 第１節 機能要件」に定義する個別サ
ービス及びネットワーク機器に関しては、24 時間 365 日の不
具合等の受付・対応を行うこと。ただし、これに該当しない場
合は平日（土曜日、日曜日、国民の祝日及び閉庁日を除く日）
の 8:30～18:30 の受付・対応とすること。

3

緊急時対応時間



当省が「緊急」と判断する事態の発生時に、しかるべき担当者
間で連絡・対応が可能な時間は 24 時間 365 日とすること。

4

保守対応方法



契約期間中の保守の実施は、追加費用が発生することなく、受
注金額内で対応すること。また、通常の使用状態で障害があっ
た場合、作業費用、出張費用等の追加費用が発生しないこと。
原則として、オンサイト保守とするが、必要に応じてセンドバ
ック保守等も可能とする。
本調達の対象となるハードウェアに付属する物品である細か
な構成機器等（各種ケーブル、キーボード、マウス、メディア
＆マニュアル等）についてはオンサイト保守の対象外とする。






5

保守応動時間



本調達の契約期間中において、本節に定義する保守サービスを
提供すること。
契約満了後から最大で 1 年間の契約延長が可能なこと。

応動時間（駆けつけ時間）は本調達において定義はしないが、
SLA 項目に定義された平均故障間隔等のサービス品質を満た
せるよう迅速に対応すること。
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項番

項目

6

保守作業において管理
すべき指標

要件


保守作業品質の指標値として、少なくとも以下の二つの指標に
ついて目標値を設定し努力すること。
 「受入確認即時合格率」
（保守作業が 1 度で検査に合格した数÷全保守作業数）
 「本番組込後の保守欠陥率」
（本番リリース後に欠陥が発覚した保守作業数÷全保守作業
数）について

２ アプリケーションプログラムの保守要件
受注者は、アプリケーションプログラムの保守作業を実施するに当たって、
「表 ３-40
アプリケーションプログラムの保守要件」に示す要件を遵守すること。
なお、アプリケーションプログラムの保守とは、
「職員独自作成プログラム」以外のア
プリケーションプログラムに対して、不具合や障害等に起因するものを対象とする。
表 ３-40
項番

項目

1

脆弱性及び不具合の対
応

アプリケーションプログラムの保守要件
要件



2

障害時対応



3

作業環境





アプリケーションプログラムの脆弱性及び不具合が確認され
た場合は、その対応について当省と協議し、修正プログラムの
提供等の対応を行うこと。
運用業務におけるインシデント管理と適切な連携を図ること。
アプリケーションプログラムの障害が発生した場合には、原因
調査、応急措置、報告等の対応について当省と協議し、修正プ
ログラムの提供等の対応を行うこと。
運用業務におけるインシデント管理と適切な連携を図ること。
保守に伴って実施するアプリケーションプログラムの変更や
テストは、受注者が用意する検証環境で実施すること。

３ ハードウェアの保守要件
受注者は、ハードウェアの保守に当たって、
「表 ３-41
に示す要件を遵守すること。
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ハードウェア保守の作業要件」

表 ３-41
項番

項目

1

脆弱性及び不具合の対
応

要件



2



障害時対応


3

ハードウェア保守の作業要件



ハードウェア点検




ハードウェアの脆弱性及び不具合が確認された場合は、その
対応について当省と協議し、ファームウェアへの修正パッチ
の適用・交換等の対応を行うこと。
運用業務におけるインシデント管理と適切な連携を図るこ
と。
ハードウェア障害が発生した場合には、原因調査、応急措置、
報告等の対応について当省と協議し、修理・交換等の対応を
行うこと。
運用業務におけるインシデント管理と適切な連携を図るこ
と。
「保守計画書」に記載の作業計画に基づき、ハードウェアに
関する点検を定期的に実施すること。
年一回実施する法定停電時においては、サーバの再起動等を
含めた保守点検を実施すること。
点検作業の記録を残し、管理すること。

4

バージョンアップ対応



ハードウェアのファームウェアのバージョンアップ等の情報
が公開された場合には当省と協議の上、適応等の可否を決定
すること。なお、当省と協議の結果、実施することとなった
バージョンアップに伴う機器・サービス等の停止は計画停止
に準ずるものとして扱う。

5

技術サポート



ハードウェアに関する技術的な問合せに対応すること。

４ ソフトウェア製品の保守要件
受注者は、ソフトウェア製品の保守に当たって、「表 ３-42 ソフトウェア製品の保守
要件」に示す要件を遵守すること。
表 ３-42
項番

項目

1

セキュリティパッチ、不
具合パッチ等の適用

ソフトウェア製品の保守要件
要件







OS、ミドルウェア等のソフトウェアの瑕疵、セキュリティパ
ッチについては受注者が調査の上、月次で調査結果を報告する
こと。
パッチ等の適用作業はクライアント PC・仮想デスクトップ・
仮想ブラウザに適用するものについては、事前検証を実施の
上、月次で実施することとする。緊急の対応が必要な場合は当
省と協議の上、実施すること。なお、パッチ等の配布には、次
期省内 LAN で構築する「ソフトウェア配布システム」を利用
することができる。
パッチ等の適用作業はサーバに適用するものについては、適用
時期等の調整を当省と協議の上で実施すること。

2

バージョンアップ対応



OS、ミドルウェア等のソフトウェア製品のバージョンアップ
等の情報が公開された場合には当省と協議の上、適用等の可否
を決定すること。

3

技術サポート



ソフトウェア製品に関する技術的な問合せに対応すること。
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５ データの保守要件
データのバックアップ作業等については運用作業として前述「第１６節

２

データ

管理要件」に記載している。また、
「保守計画書」及び「保守実施要領」に基づき、必要
に応じたバックアップデータからのデータ復旧やデータメンテナンスを行うこと。
６ 保守実績の評価と改善
受注者は、保守期間中において、半年に 1 回 PDSA サイクルを実施し、実施内容を継
続的に評価、改善することで、長期にわたっての安定的、効率的、かつ高品質なサービ
スの提供を行うこと。特に、「表 ３-43 改善提案を求める事項」に示す改善提案につい
ては、各府省や民間企業等の事例分析を踏まえたベストプラクティスを検討し、指定の
期日までに改善提案の対応を行うこと。
表 ３-43

改善提案を求める事項

項番

項目

要件

1

定常的な保守作業に関
する改善提案



年度末までに年間の保守作業実績を取りまとめるとともに、必
要に応じて「中長期運用・保守計画書」、「保守計画書」及び
「保守実施要領」に対する改善提案を行うこと。

2

運用等経費削減に関す
る改善提案



「政府情報システムコスト削減計画」に基づく運用等経費 削
減に資するため「コスト削減計画取りまとめに当たっての手引
き」を参照した上で、年度末までに運用等経費削減に資する改
善案を提案すること。
改善案の検討に当たって、アプリケーションプログラム保守、
ハードウェア保守、ソフトウェア製品保守、データ保守の実績
工数工数等の事実に基づき定量的・定性的に分析し具体的な削
減見込み額の算出を行うこと。
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