「物資調達・輸送調整等支援システム機能強化に係る設計・開発・保守運用業務」調達仕様書案等に対する質問への回答
項番

番号

ページ

行番号

種別

質問等

調達仕様書（案）

No.1 図1-3

調達仕様書（案）

No.2 2.1.3設計（１）基本設計及び詳細設計の実施

調達仕様書（案）

No.3 2.1.9 （２）操作研修の実施

調達仕様書（案）

No.4 2.1.10 （１）稼働支援の実施

調達仕様書（案）
No.5 3.5 （１０）①物理／論理資源の最新状況の把
握

要件定義書（案）

No.6 2-3 （１）図2業務フロー

6

1

理由

複数災害への対応とありますが、災害ごとに物資の移動や避難所のニーズを 災害単位で情報を分離するのか、キーとなる災害を１つにするかでシステ そのとおりです。発災後に日時と地域によるアーカイブ機能を持たせます。（別
管理するのではないという認識でよろしいでしょうか?
ム構成が変わるため。
紙１ p.5に記載）

本システムの提供にあたりクラウドサービスを利用する場合、そのクラウドが要
利用するクラウドサービスによっては、インフラ面に関する設計・構築の業
1 求仕様を満たしている旨を設計時のアウトプットとして示すことでよろしいでしょ
ご質問のとおり設計時のアウトプットとして示していただきます。
務自体は発生しないため。
うか?

10

3

13

23

操作研修について、集合研修の有無とある場合の開催会場、開催回数、対象
1 人数について教えてください。また、研修に必要な会場、端末等は本調達の対 見積に影響するため。
象外という認識でよろしいでしょうか?

13

29

1

38

物理資源として、ハードウェアやネットワーク、サーバ等の記載がありますが、
クラウドサービスの提供範囲となります。
1
見積に影響するため。
情報の範囲としては、クラウドサービス事業者から提供される範囲でよろしいで
しょうか？

23

新旧システムのデータ整合とありますが、現行システムの移行対象データの量
見積に影響するため。
とデータフォーマットについてご教示下さい。

平常時の在庫管理を行う場合、賞味期限/消費期限の管理は行わない想定で
よろしいでしょうか?救援物資を配送する場合、物資のデータが賞味期限/消費
1 期限別で分かれてしまうことから、情報管理が非常に複雑となり、災害対応時 見積に影響するため。
には致命的な作業労力を要してしまいます。

4

要件定義書（案）

No.7 3-1（１）表１サブシステムの概要

6

要件定義書（案）

要件定義書（案）

No.9 3-2画面要件

要件定義書（案）

No.10 4-2 性能要件（１）処理速度

要件定義書（案）
No.11 4-2 性能要件（２）処理能力

要件定義書（案）

No.12 ６ 情報セキュリティ要件

要件定義書（案）

No.13 7-3 ソフトウェア構成

要件定義書（案）

No.14 7-5 (4) ア

要件定義書（案）

No.15 ９－３教育訓練要件

集合研修は行わず、e-ラーニング、チュートリアル動画による操作研修を中心
に想定していますが、別途内閣府が実施する予定の説明会（ブロックごとを想
定）のサポートを依頼します。

現時点で1,000件程度のCSVデータの見込みです。

ご認識のとおりですが、要求仕様を満たすことについて資料を提供いただきま
す。

在庫管理において賞味期限／消費期限の管理は行います。また、ご認識のと
おり発災時においては混乱が見込まれるため、柔軟な対応ができるよう要件
定義時に協議することとさせていただきます。

1 QRコードの出力の目的と要求機能をご教示ください。

見積に影響するため。

別紙１p.5に記載のとおり、避難所等に到着する物資の受取確認において利用
することを想定してます。

見積に影響するため。

初見の者でも操作できるシステムとしますが、その具体的な手法等は提案内
容とさせていただきます。

調達・輸送状況管理

No.8 3-2画面要件

回答

7

11

マニュアルを必要としないUIについて、具体的な要件をご教示ください。
1 例えば、各項目に対するヘルプテキストが表示できる、また運用中により伝わ
るよう変更できるとするなど。

7

18

1

Excel シート等による一括でのデータ取り込みの対象はマスタ系の機能でよろ
しいでしょうか？

11

1

処理速度の測定方法については、ネットワーク回線に影響されない範囲での測
処理速度の要件について、明確にしたいため。
定でよろしいでしょうか？

そのとおりです。

11

５００リクエスト／秒のリクエストとは、データトランザクションが発生するリクエス
トという認識でよろしいでしょうか？
1
処理速度の要件について、明確にしたいため。
例えば、避難所からの物資要請が５００リクエスト発生するなどの場合を想定し
ております。

そのとおりです。

1

業務に関するデータは版数管理や他データとの連携があるため、単純な
入力者の負担軽減のため、業務データも入力可能とします。
Excel入力では実現が難しいため。

機器等の調達における対策については、調達した機器に関する要件でよろしい 機器を調達する場合と、クラウドサービスを利用する場合で対応可否が異
クラウドサービスを利用する場合においても同等の能力を要求します。
でしょうか？
なるため。

17

24

24

1

25

12

1

確認メッセージの表示場所は更新・削除に関する全ての画面ではなく、要件定
見積に影響するため。
義時に決定する内容という認識でよろしいでしょうか?

そのとおりです。

30

14

1

Eラーニングや操作研修の方法については、要件定義時に具体的な方法や内
見積に影響するため。
容を提案し、決定する認識で宜しいでしょうか?

そのとおりです。

2

15

1 No.6と同様。

No.6と同様。

No.6と同様

3

23

1 No.9と同様。

No.9と同様。

No.9と同様

6

6

1 No.6と同様。

No.6と同様。

No.6と同様

構築の想定となるソフトウェアですが、クラウドサービスを利用する場合はサー
クラウドサービスを利用する場合はサービス内に含まれるものがあるた
1 ビス内に含まれるものがあるので、クラウドサービス以外の環境に関する記述
め。
という認識でよろしいでしょうか?

クラウドサービスを利用する場合においても同等の能力を要求します。

'要件定義書（案）別紙１ 機能要件詳細

No.16 機能に関する事項
４物資管理機能
'要件定義書（案）別紙１ 機能要件詳細

No.17 機能番号１
CSV 等の一般的なデータ形式でのインポート
要件定義書（案）別紙１ 機能要件詳細

No.18 機能番号４
物資･防災備蓄在庫管理

注）１．ご提出頂きましたご質問の「番号」等につきましては、適宜修正させて頂きました。
２．「種別」欄の数字は、［１．調達仕様書に対する質問等。
２．その他］となります。
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「物資調達・輸送調整等支援システム機能強化に係る設計・開発・保守運用業務」調達仕様書案等に対する意見への回答
項番

番号
調達仕様書（案）

No.1 2.1.3設計（２）プロトタイプの作成
要件定義書（案）

No.2 2-3 （１）図3システム化対象範囲

ページ

行番号

10

31

4

種別

意見等
理由
プロトタイプの確認期間を明確にするため、提供時期を明示したほうが良いと考
えます。
プロトタイプの提供時期により、その後の要件整理のスケジュールに影響
2
現場ユーザのフィードバックの反映を想定するため、早めの時期（契約後2ヶ月 し、システム全体の構築に影響するため。
以内など）に提供するようご検討いただけますと幸いです。

6

1

要件定義書（案）

No.5 ６ 情報セキュリティ要件

13

1

17

8

無

受注業者の提案事項とし、工程表により発注後に提案いただくこととし
ます。

図に記載されるExcel入出力の機能ですが、本件でExcelでの入力はないと考え
見積に影響するため。
ますので、削除をお願いします。

無

p.7 3-2 17行目に記載しているとおり、Excelによる入力も必要として
います。

2

本システム上は論理的な移動ですが、現場は物理的な移動が発生するた
輸送時の情報に関する帳票を出力できる機能を有したほうが良いと考えます。
め、その物理的な移動を支援する情報として帳票が必要になります。（実
（どこからどこに何をが含まれる帳票）
際に運ぶ物資を格納した箱などに添付するイメージで運用できます。）

無

p.6 ２行目に記載しているとおり、帳票出力を行うものとします。

無

原案のとおりとします。中心利用者となる自治体関係者に事前ヒアリン
グ調査を実施したところ、自治体ではネットワーク利用において貸すデ
スクトップによる煩雑さがあるため、自治体で接続が容易なLGWANの
要望を受けて設定したものになります。

無

災害時に使用するシステムであることを踏まえ、現行のとおりとします。
なお、p.22（２）１）可用性要件②については、「復旧目標時間は」と修正させて
いただきます。

有

ご指摘のとおり、オンプレミス構築時の要件となっていたため、削除いたしま
す。

調達・輸送状況管理

要件定義書（案）
No.4 5 （５）事業継続性要件

回答

3

要件定義書（案）

No.3 3-1（１）表１サブシステムの概要

修正有無

「インターネット及び LGWAN 経由でシステム機能を利用でき」とあるが、
1
LGWAN経由のアクセスは不要と考えます。

・LGWANを利用することで、費用が発生するため。
・本システムは広域の物資拠点等LGWANが具備されない施設での利用も
見込まれるため。
・インターネットの方が、LGWANより耐災害性で優れているため。
・LGWAN経由のアクセスとインターネット経由のアクセスでシステムのURL
が異なり、利用者の混乱を招くため。

可用性確保
「復旧目標時間として6時間を超えることのない運用を可能」の記載について、
あくまで目標値であり、各ベンダによって復旧目標時間の定義や考え方が若干 あくまで目標値であり、各ベンダによって復旧目標時間の定義や考え方が
1
異なる可能性があることから、文末に以下の文言の追記を提案いたします。
若干異なる可能性があるため。
「＊目標値については、本省と協議の上、最終決定すること」

要件定義書（案）

No.6 7-2-1 （１）立地条件

20

19

「障害発生の際に、機器等の保守業者のサポート拠点から 30 分以内でアクセ
ス可能であること(サポート拠点リスト等を添付すること)」の記載を以下の変更
案に変更して、いただきたい。
＜変更案＞
「データセンター内の機器は冗長構成となっていること。また、メインセンターと
同一の論理構成を持つセカンダリセンターが存在し、メインセンターとデータを オンプレミス構築時の要件のような記載方法になっており、データセンター
3
全体としての可用性を担保できる記載としていただきたいため。
同期していること。
データセンターの運用は専門チームにより24時間365日体制で実施されている
こと。」
（１）立地条件 の内容と少しずれるようでれば、現記載は削除、以下記載の
（５）運用要件 への追記をご検討いただけないでしょうか？

要件定義書（案）

No.7 7-2-2 (1) 3)

要件定義書（案）

No.8 7-2-2 (1) 4)

要件定義書（案）

No.9 7-2-2 (2) 1)

要件定義書（案）
No.10 ７−４

要件定義書（案）

No.11 8-1 （４）テスト環境

要件定義書（案）

No.12 9-3（２）訓練モード

22

8

1

閉域網で接続可能なこととありますが、何の用途で必要でしょうか。「必要な場 閉域網での接続は、必ずしも必要ではないと考えます。
合におうじて」と記載変更をお願いします。
もしLGWANのことであれば、インターネット閉域網とは異なると考えます。

有

ご意見を踏まえ、閉域網は不要とし、記載を削除いたします。

22

10

1

本調達に必要ない要件と見受けられるため。
グローバル IP アドレスについて１０個以上継続した領域を利用できることとある
なお、クラウドサービスを利用する場合、本要件の実現は難しい場合があ
が、何の用途で必要でしょうか。記載の削除をお願いします。
るため、要求しているシステム方針とそぐわないと考えます。

有

ご意見を踏まえ、記載を削除いたします。

22

13

1 No.5と同様。

No.5に記載のとおり修正します。
No.5と同様。

無
「復旧目標時間は」

24

28

30

「本システムは、インターネット及びLGWAN経由でシステム機能を利用でき、イ
ンターネット経由で登録された情報もLGWAN経由で参照でき、双方のネット
現状の記載では、誤ってメインセンターだけに上記のネットワーク構成が
ワーク経由で情報共有できるシステム構成とする。」
3
との記載がありますが、東日本、西日本の両方のデータセンターで上記のネット 必要と解釈することができるため。
ワーク構成を採用することを想定されているのであれば、その旨を仕様書上に
も明記いただいた方がよいと考えます。

-

13

2

テスト環境については本番運用環境と分離する旨を明記ください。

本番環境の独立性を高めることで、よりセキュアにシステムを運用するた
め。

本番環境の独立性を高めることで、よりセキュアにシステムを運用するた
め。
また、本番環境と異なるアカウントを発行するなどユーザ側の混乱を避け
るため。

18

2 訓練環境については本番運用環境と分離する旨を明記ください。

19

「物資支援要請時に要請受領側の画面上にポップアップ通知を表示する」
「物資支援要請時に要請受領側の画面上にポップアップ通知を表示する」の記
3
の記載ですが、「画面上にポップアップ通知を表示する等」に変更くださ
載ですが、「画面上にポップアップ通知を表示する等」に変更ください。
い。

ご意見を踏まえ、以下のとおり要件定義書に追記いたします。
有

「なお、正副データセンターのいずれについても双方のネットワーク経由からの
接続を確保する。」

無

ご意見として承りました。ユーザーがテスト利用と本番利用の区別ができるよう
にすることは重要と認識していますが、その方策としてテスト環境の分離に限
定するものではありませんので、記載は現状のままとします。

無

ご意見として承りました。ユーザーがテスト利用と本番利用の区別ができるよう
にすることは重要と認識していますが、その方策としてテスト環境の分離に限
定するものではありませんので、記載は現状のままとします。
なお、訓練時には本番環境と異なる訓練用のIDを発行することでの運用を予
定しています。
ご意見を踏まえ、下記のとおり修正いたします。

要件定義書（案）別紙１ 機能要件詳細

No.13 ２物資支援要請

4

注）１．ご提出頂きましたご意見の「番号」等につきましては、適宜修正させて頂きました。
２．「種別」欄の数字は、［１．要求水準を下げる。 ２．要求水準を上げる。 ３．文章だけを修正する。

４．その他］となります。

1/1

有

「市町村、都道府県、国は、それぞれが所掌する範囲で物資支援要請の状況
を確認できるとともに、要請受領時に、画面上においてポップアップ通知等で
把握できる。」

