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第１章 一般的事項 

 

１-１ 背景 

動物検疫業務は、外国から輸入される動物、畜産物を介して家畜の伝染性疾病が国内に侵

入することを防止するほか、外国に家畜の伝染性疾病をひろげるおそれのない動物、畜産物

などを輸出することによって我が国の畜産の振興及び海外の家畜衛生の向上に寄与すること

を目的としている。また、輸出入される犬、猫等を介して狂犬病が伝播されること並びに輸

入されるサルを介してエボラ出血熱及びマールブルグ病が伝播されることを防止すること等

により公衆衛生の向上を図ることを目的としている。 

動物検疫所は、横浜に本所を置き、全国に 7支所、17出張所を設置するとともに、職員を

471 名（平成 27 年）配置し、年間、輸入畜産物約 49 万件、輸入動物約 1 万件、輸出畜産物

約 1.4万件、輸出動物約 9千件（いずれも平成 26年実績）の検査を実施している。 

統計情報検索システム（以下、「本システム」という。）は、動物検疫所ホームページ上

において公開されており、動物の輸出入検査の件数・解放頭数又は畜産物の輸出入検査の合

格件数・合格数量の条件を指定し、その結果を閲覧・ダウンロードするものであり、平成 25

年６月から民間のデータセンターで運用を開始している。 

本システムを運用するにあたっては、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基

準」（平成 28 年８月 31 日、サイバーセキュリティ戦略本部策定）に基づき、情報セキュリ

ティの脅威への対策の一環としてソフトウェアに関する脆弱性対策を随時実施し、システム

の安定的な稼働に努めているところである。 

また、政府は、「世界最先端 IT国家創造宣言」（平成 28年５月 20日、IT総合戦略本部決定

・閣議決定）を踏まえ、各府省が保有する政府情報システムについて、統廃合や政府共通プ

ラットフォームへの移行等の改革を推進することとしており、今年度は本システムの政府共

通プラットフォームへの移行の可否について調査・検討を行っている。 

 

 

１-２ 目的 

本業務は、本システムのセキュリティ向上を目的として使用するソフトウェア等を政府共

通プラットフォームに移行する可能性を勘案したソフトウェア等に更改するものである。 
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１-３ 本調達における用語の定義 

 「政府情報システムの整備及び管理に関するガイドライン」（平成 26 年 12 月 3 日 各府

省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）（以下、「標準ガイドライン」という。）より抜

粋。 

（１） 政府情報システム管理データベース（Official information system total management 

Database） 

 政府における情報システムに関係する情報を一元的に管理するため、総務省において整備

及び管理し、各府省の用に供するデータベース。以下「ODB」と略称する。 

（２） 要件定義 

 情報システムに関する調達（情報システムの設計・開発、機能改修、運用若しくは保守等

業務の委託に関する調達又は情報システムを構成する機器若しくはソフトウェア製品等の調

達）を行うに当たって、必要な要件を明確に定める行為又はその定めた内容 

（３） 更改 

 ハードウェア、ソフトウェア製品、アプリケーションプログラム等の入替え又はその入替

え時に発生する一連の行為のまとまり 

（４） 業務運用支援（運用支援） 

 情報システムの稼働に当たって、業務実施部門に所属する職員が行う業務（データ作成（ホ

ームページや e ラーニングのコンテンツ作成等））、データ受付・登録等）について、作業

の支援を行う行為。 

  



4 

 

１-４ システムの構成 

本システムの構成は次のとおりである。 

 

 

※ 本システムは植物防疫所行政情報システム（以下、「PPS-LAN」という。）が稼働する民間デ

ータセンターで運用しており、本システムの Webアプリケーションは植物防疫所が管理するホ

ームページサーバで稼働している。そのため、ホームページサーバの OS 及びミドルウェアは

植物防疫所が所有することに留意すること。更改作業を進める上での前提条件は後述する。デ

ータベースサーバは動物検疫所が管理している。 

 

図１ 統計情報検索システムの構成図 

 

１-５ システム運用概要 

システムの稼働時間とシステム利用環境について示す。 

(１)運転日及び保守日 

24時間 365日稼働しており、インターネットに公開され広く利用されている。特定の保守

日は設けていない。 

(２)システム利用環境 

 本番用の環境を有する。 

 

１-６ 本調達の適用期間 

本調達の適用期間は、契約日から平成 29年 3月 30日までとする。 
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１-７ 本調達及び関連業務の調達スケジュール 

本調達及び関連調達業務の調達スケジュール、調達単位、調達方式等は以下のとおり。 

(１) 本調達 

ア 調達の方式 

一般競争入札（最低価格落札方式） 

イ 実施時期 

入札公告：平成 28年 11月 22日 

落札者決定：平成 28年 12月 19日（予定） 

 

(２) 関連調達業務 

① 統計情報検索システム運用保守業務 

ア 調達の方式 

一般競争入札（最低価格落札方式） 

イ 実施時期 

契約期間：平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

② 統計検索システムのデータセンター利用 

ア 調達の方式 

随意契約 

イ 実施時期 

契約期間：平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

③ 統計情報検索システムのソフトウェア等更改業務に伴うクラウド環境の提供 

ア 調達の方式 

随意契約 

イ 実施時期 

契約時期：平成 28年 12月頃 

④ 動物検疫所内システムの政府共通プラットフォームへの移行に係る事前調査 

ア 調達の方式 

一般競争入札（最低価格落札方式） 

イ 実施時期 

落札者決定：平成 28年 7月 22日 

契約期間：平成 28年７月 22日～平成 29年２月 29日 

 

 
図２ 本調達及び関連業務の調達スケジュール 

統計情報検索システム運用保
守業務

最低価格落札方式

統計検索システムのデータセ
ンター利用

随意契約

統計情報検索システムのソフト
ウェア等更改業務

最低価格落札方式

統計情報検索システムのソフト
ウェア等更改業務に伴うクラウ
ド環境の提供

随意契約

動物検疫所内システムの政府
共通プラットフォームへの移行
に係る事前調査

最低価格落札方式

平成28年度
調達案件名（予定名） 調達方式

11月 12月 １月 ２月 ３月

計画・調査

運用及び保守

データセンターの運用（クラウド環境の提供）

調達

調査研究

設計・開発・テスト等

クラウド環境の提供・依頼に基づく作業等調達

本調達
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１-８ 作業を進める上での前提条件 

本システムは農林水産省植物防疫所が運営・管理する植物防疫所行政情報システム（以下、

「PPS-LAN」という）と密接に関わっているため、請負業者は植物防疫所、PPS-LANシステム保守

業者、本システム運用保守業者、データセンター業者等（以下、「関係者」という）と調整を行

うとともに、システムの運転に支障を来たすことのないよう細心の注意をもって本業務を遂行す

ること。関係者との技術的な検討等が必要となった際には、請負業者が積極的に調整し、請負業

者の負担と責任において実施すること。万が一、PPS-LAN の現行環境に影響を与え、オンライン

業務停止等の障害が生じた場合には、損害賠償を求めることがある。 

(１) 請負業者は、作業を進めるに当たり、設計においては現行システムの設計書等、開発にお

いては現行システムのソースプログラムを流用することが可能である。設計とソースプログ

ラムに差異がある場合はソースプログラムを優先すること。その上で要修正箇所等を明確に

し、必要に応じて設計を変更する。なお、改修期間中に設計書及びソースプログラムが修正

された場合は、現行の設計書及びソースプログラムとマージを行うこと。 

(２) 設計、開発等については、現行の設計を変更しないことが原則であるが、変更を行った場

合は、設計書等の関連するドキュメントの修正を行うこと。納入工程について動物検疫所の

承認を得ること。 

(３) 本システムで使用している現行のオペレーティングシステム（以下、「OS」という。）、

ミドルウェア、Web アプリケーションフレームワーク、データベース等のソフトウェア（以

下、「OS等ソフトウェア」という。）の名称及びバージョンについては別紙１のとおりであ

る。なお、OS等ソフトウェアの名称及びバージョン等の開示については、応札希望者に対し

て機密保持契約を結んだ上で開示する。 

(４) 開発作業は、請負業者が用意する環境で行うこと。開発環境は、以下の条件を満たす環境

とする。 

ア 入室する際は電子錠等の認証が必要な環境であること。 

イ 本調達以外の部外者が開発環境に立ち入る場合は請負業者による立会又は監視があるこ

と。 

ウ 室内の出入り口付近のような、本調達以外の部外者が資料等を容易に見られる場所を避

けること。 

(５) 現行のデータベースサーバとは別に新しいデータベースサーバ（以下、「新データベース

サーバ」という。）をデータセンター内の本システムと同一のクラウド環境に構築すること。

ホームページサーバについては、停止させないために検証用 Web サーバを構築すること。な

お、新データベースサーバ及び検証用 Web サーバのクラウド環境の資源及び環境の提供は、

動物検疫所が別途契約するデータセンター業者が行う。 

(６) 請負業者は動物検疫所並びに植物防疫所に承認を得た上で、検証用 Web サーバからホーム

ページサーバへの Web アプリケーションの移行及び新データベースサーバへの切替（以下、

「システム移行」という。）並びに PPS-LAN システムへの影響確認にあたっては、PPS-LAN

システム運用保守業者に対応を依頼すること。PPS-LAN システム運用保守業者と契約を締結

し、作業を依頼すること。なお、これらにかかる費用は全て請負業者の負担とする。 

また、システムのリリースにあたっては、事前に検証サーバを用いてシステムが他システ

ムに影響を及ぼすことなく正常に動作することを確認すること。 

請負業者がリモート接続可能な環境は現行のデータベースサーバ、新データベースサーバ

及び検証用 Webサーバとし、現行のホームページサーバへはリモート接続不可とする。 

(７) 新データベースサーバの構築にあたり、現行環境に影響を与えないことに留意すること。 

(８) 新データベースサーバへのデータの移行にあたっては、既存のデータの消失等を起こすこ
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となく、かつシステムの運転を極力停止させない方法で行うこと。 

(９) 本調達における、新データベースサーバ及び検証用 Web サーバでの作業はデータセンター

内のクラウド環境下での作業となるが、当該環境の管理コンソールは、クラウドサービスの

性質上、外部の者の操作を禁止している。そのため、請負業者はデータセンター外部からリ

モート接続によって作業を行うこととなる。なお、リモート接続で実施出来ないデータセン

ター内の作業については、データセンター業者から示された様式を使用して請負業者が作成

した作業依頼書に基づき、下記（１１）のとおりデータセンター業者が実施する。 

(１０) リモート接続を行う場所は動物検疫所本所内とし、保守用回線及び保守専用端末を用いて

作業を行う。又は PPS-LAN にアクセスすることができる回線を所有している場合は、当該回

線を用いて作業することも可能とする。 

(１１) データセンター業者が実施する作業について、請負業者は作業依頼書を作成し動物検疫所

システム管理者（以下、「PJMO」という。）に提出すること。PJMOは、請負業者から提出さ

れた作業依頼書をデータセンター業者に提出し、当該依頼書を元にデータセンター業者が作

業を実施することとする。なお、データセンター業者が実施する作業は、クラウド上に新デ

ータベースサーバ及び検証用 Webサーバを作成するために必要な領域の作成、OSのインスト

ール、ネットワーク（ファイヤーウォールを含む）の設定等を行う。 

(１２) PPS-LAN保守業者が実施する作業について、請負業者は作業依頼書を作成し PJMOに承認を

依頼する。PJMOは植物防疫所に作業依頼書の確認を依頼する。PJMO及び植物防疫所の確認後、

請負業者は当該作業依頼書を PPS-LAN 保守業者に提出し、当該依頼書を元に PPS-LAN 保守業

者が作業を実施することとする。なお、PPS-LAN 保守業者が実施する作業は、上記（６）の

作業を行う。 

(１３) 切替え時のシステム停止許容時間は業務に与える影響が必要最小限度の時間とし、詳細な

時間は関係者との調整が必要となることから、システムを停止する場合は、時間帯等につい

て PJMOと事前に打ち合わせを行うこと。 

(１４) 本システムが稼動する PPS-LANホームページサーバは、横浜植物防疫所長が別途調達した

PPS-LAN 統計 DB の SW 等更改業務請負業者・PPS-LAN の SW 等更改及び機能改修業務請負業者

がその業務の中で改修を行う改修対象サーバに該当している。これら業務の総合試験以降の

工程においては、PPS-LAN ホームページサーバが必要となるため、請負業者は、PJMO の了解

のもと、各業務の請負業者とスケジュール等を調整する等、作業に遅延が発生しないように

管理すること。 

なお、各業務請負業者が行う総合試験の中で問題が発生した場合には、本調達の作業によ

る改修が原因となっていないか問題の切り分けを行い、現象の改善に協力すること。 

(１５) 本調達に明示されていない事項で、必要と認められる作業及び成果物については、PJMO

に報告し了承を得た上で、請負業者の責任において実施又は作成すること。 

(１６) 作業に当たり問題が生じた場合は、PJMOと協議の上、対応すること。 

(１７) 本調達に基づく作業のために必要となる機器等（開発用ハードウェア、ソフトウェア及び

ネットワーク機器等を含む。）及び消耗品等については、すべて請負業者が負担すること。 

(１８) 構築場所については、請負業者の負担において確保すること。ただし、実際のデータ等を

利用する作業については、PJMOが指定する場所（神奈川県）で行うこととする。外部へのデ

ータ持ち出しは禁止する。 

(１９) 本調達の実施により、動物検疫所の諸設備の破損等については、PJMOの指示に従い、請負

業者の負担と責任において修復等を行うこと。 

(２０) 本調達に起因して、正常な使用状態での動物検疫所の他の機器、他システムに不具合が発

見された場合は、請負業者の負担と責任で復旧のための措置を迅速に実施すること。 
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(２１) 作業を進める上で、業務を担当している職員への聞き取りなどは、必要最小限にとどめ、

効率よく実施すること。 
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第２章 更改業務の概要 

 

 本調達の請負業者が実施する作業の概要を以下に記載する。 

 

２-１ 設計・開発実施計画書の作成 

 請負業者は、PJMOの指示に基づき、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の案を作成

し、PJMOの承認を受けること。なお、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の記載内容

は政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン「第７章 設計・開発」で定義さ

れているものとする。 

２-２ 事前準備 

 現行システムの稼働環境の調査・分析を実施すること。 

２-３ 開発環境の構築 

 請負業者の社内に開発のための作業環境を構築すること。 

２-４ 調査・設計・開発 

以下のソフトウェア等を更改するにあたって必要な調査・設計・開発を行うこと。 

（１） 新データベースサーバの OS、データベースソフト 

（２） ホームページサーバの本システムアプリケーション及び Java クラスライブラリ 

２-５ 環境設計・設定 

クラウド環境で必要なシステム構成等を検討・整理し、確定すること。 

２-６ テスト 

 テスト要件を作成し、システムが稼働するために必要なテストを行うこと。 

２-７ 受入テスト支援 

PJMOが主体となって実施するアプリケーション等の受入テストの必要な情報提供、環境整備、

支援を行うこと。 

２-８ システム移行 

 PPS-LANに影響を与えずにシステム移行を完了させること。 

２-９ 本調達に伴う関連作業 

本調達に伴い発生する関連作業を行うこと。 

２-１０ 標準ガイドラインの遵守 

 本調達に関して標準ガイドラインの規定を遵守すること。 

２-１１ 作業スケジュール 

 本調達の作業スケジュールは以下のとおり。 

 

図３ 作業スケジュール 

12 1 2 3

 1. 設計・開発実施計画書の作成

 2. 準備・開発環境構築・調査・情報収集

 3. 調査・設計・開発

 4. システムテスト・公開前動作検証

 5. データ移行・公開後動作検証

作業項目
平成28年度
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第３章 更改業務の詳細 

 

 本調達の請負業者が実施する作業の詳細を以下に記載する。作業を行うにあたり、本システム

及び影響を与える可能性がある他システムの特性を考慮した上で、作業内容を明確にすること。

また、その内容について、PJMO及び関係者の承認を得た上で作業を実施すること。 

 

３-１ 作業・設計・開発計画及び事前準備 

(１) 請負業者は、改修にかかる作業全体の設計・開発実施計画書（業務概要、実施方針、業務

工程表、業務組織計画（組織図）・作業体制図、業務実施内容、各納入成果物の内容・部数、

使用する主な図書・資料、連絡体制（緊急時含む）、リスク管理計画含む）を契約締結後 10

日以内に作成し、当該計画書に沿って本調達を実施すること。なお、作成に当たっては、動

物検疫所の業務内容並びに本システムを理解した上で、設計・開発実施計画書の案を作成し、

PJMOの承認を得ること。なお、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の記載内容は

政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン「第７章 設計・開発」で定義さ

れているものとする。 

(２) プロジェクトの推進体制及び本調達請負業者に求める作業実施体制は次の図のとおりであ

る。なお、請負業者内のチーム編成については想定であり、請負業者決定後に協議の上、見

直しを行うこと。また、請負業者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施

体制とは別に作成すること。 

 
図４ 作業実施体制図 

(３) 設計・開発実施計画の変更の必要性が生じた場合は、変更の理由及び変更内容とともに修

正された設計・開発実施計画を担当者に書面にて届け出て承認を得るものとする。 

(４)最適なソフトウェア及びバージョンの選定 

動物検疫所が想定している新データベースサーバ更改後の OS等ソフトウェアについては、
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別紙１のとおりである。なお、ソフトウェア名、バージョン等の開示については、応札希望

者に対して機密保持契約を結んだ上で開示する。 

ア  請負業者は、自らが選定した OS等ソフトウェア及びバージョンが最適である理由等を

記載した選定理由書及び機能証明書を作成すること。 

（ア） 本システムは政府共通プラットフォームへの移行及び検討を行っている段階であ

ることから、原則として政府共通プラットフォームの非高可用性環境（PF-Lite）に

提供されるソフトウェアを選定すること。異なるソフトウェアを選定した場合はその

理由も併せて記載すること。 

※ 政府共通プラットフォームが提供するソフトウェア名等の開示については、4-5

のとおりとする。 

（イ） IA(Intel Architecture)系仮想サーバ上で稼働することが可能なものであり、開

発開始時点で使用可能で、かつ安定した最新のバージョン又はサポートの終了が明記

されていないバージョンを用いること。また、持ち込む際の詳細については PJMO と

協議の上決定すること。 

イ  選定理由書及び機能証明書は、契約締結後 10 日後以内に PJMO に提出し承認を受ける

こと。なお、4-4（８）において応札希望者が提出する選定理由書及び機能証明書から内

容に変更が生じない場合も、再度提出すること。 

(５) 本調達を実施するに当たって適切な作業管理を行うこと。 

 

３-２ 影響調査・要件定義・設計・開発 

 請負業者が主体となって、PJMO及び関係者と改修に必要な作業、手順、日程、作業分担等の確

認及び調整を行うこと。なお、関係者に作業等を依頼する場合は、請負業者の責任及び負担にお

いて実施すること。 

(１) 更改等に伴う影響範囲の調査及び要件定義 

ア 請負業者は、データベースサーバの OS等ソフトウェアの置き換え、バージョンアップ等

の更改に伴うシステムへの影響及びホームページサーバ上のアプリケーションで利用し

ている Javaクラスライブラリについて、対応が必要と思われる脆弱性が発見されている

もの、EOL を迎えているもの、その他対応が必要と思われるもの並びに PPS-LAN の影響

範囲を調査し、影響調査書を作成すること。アプリケーションの改修が発生する場合は、

これに伴う改修範囲も調査、特定すること。 

イ  当該調査書は、契約締結後 20日以内に PJMOに提出し承認を受けること。 

(２) 請負業者は、影響調査の結果を基に本システム及び PPS-LAN が正常に動作するために必要

な設定変更及び改修内容を検討し、要件定義書にまとめて報告すること。 

(３) 上記内容を踏まえシステム設計書を作成すること。システム設計書は、システム機能設計、

処理方式設計、ファイル設計、入出力設計、コード設計、信頼性設計、安全性設計、性能設

計、運用設計、拡張性設計、保守設計、設備設計、アーキテクチャ設計等の設計書類及び機

能仕様書、プログラム仕様書等の仕様書類等であって、他の業者がこれを参考として同様の

システムを構築できるレベルのドキュメントとすること。 

(４) システム設計書に基づき新データベースサーバの OS等ソフトウェアを更改すること。新デ

ータベースサーバの OS等ソフトウェアを更改することの影響により、新データベースサーバ

を参照するアプリケーションの改修が生じる場合はそれに対応すること。 

(５) 対象の Javaクラスライブラリに係る更新・修正・削除すること。 

(６) システム設計・開発に伴う変更がある場合、現行の操作説明書に必要な改訂を行うこと。 

(７) システム設計書（運用設計）に基づき、運用全般を網羅する管理項目を定めた上で、管理
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項目別にその方式設計を行い、システム運用手順書を作成すること。 

 

３-３ 環境設計・設定 

(１) 環境設計 

請負業者は、データセンター業者から提供を受ける資源（新データベースサーバ、検証用

Web サーバ等）について、システム移行の概要書（本システムの技術概要、スケジュール、

システム移行に係る必要な作業内容（概要）、システム公開後に必要な機器等構成要素の整

理（サイジング）内容等を記載した資料）を作成し、その資料を基に、システム構成等を確

定すること。また、環境設計として以下の作業を行うとともに、環境設計書を作成し、PJMO

の承認を得ること。 

ア パラメータ設計 

OS、ミドルウェアのパラメータの設計を行うこと。 

イ ネットワーク設計 

新データベースサーバの内部ネットワーク及びネットワークセキュリティ等に関する

ネットワーク設計を行うこと。 

(２) 設定 

ア  請負業者は、データセンター業者から提供を受ける仮想サーバ、OS、ミドルウェア等

を組み合わせて、システム稼働環境を設定すること。 

イ  設定作業に当たっては、事前に、スケジュール、手順、要領等について環境設定手順

書として取りまとめ、PJMOの承認を得た上で、同手順書に基づいてシステム稼働環境を

設定すること。 

新データベースサーバの内部ネットワーク及びネットワークセキュリティ等に関する

ネットワーク設計を行うこと。 

ウ  設定作業は、データセンター業者との調整を行い、他システム等への影響が発生しな

いように実施すること。なお、設定作業中に、他システムに影響を及ぼす事象が発生し

た場合には、請負業者の責任及び負担において速やかに対応すること。万が一、他シス

テムに影響を与え、業務停止等の障害が生じた場合には、損害賠償を求めることがある。 

 

３-４ テスト 

(１) テスト要件 

新データベースサーバのテスト要件について、基本事項を以下に記載する。 

ア テスト作業項目 

（ア） 単体テスト 

（イ） システム基盤テスト 

（ウ） 結合テスト 

（エ） 総合テスト 

（オ） 受入テスト 

イ テスト実施体制と役割 

請負業者は、各テストを円滑に実施するためにテスト実施責任者を設置し、PJMO との作

業調整、全体のとりまとめ及び管理を行い、進捗報告等を行うこと。 

各テスト工程については、可能な限り PJMOに負荷を与えることなく、請負業者が責任を

持って作業を実施すること。 

ウ テスト計画書の作成 

請負業者は各テストについて、テストの開始条件・終了条件、テスト管理方法、テス
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トスケジュール、評価基準、テスト実施体制、テスト方法(仕様ツール等含む)、テスト

データ、テスト環境、テスト運営方法等について記述したテスト計画書を作成し、PJMO

の承認を得ること。 

エ その他 

テストデータは各テストに有効な結果が得られると判断される件数を請負業者におい

て準備することとし、本番データが必要な場合は、PJMOの承認を得ること。 

(２) 単体テスト 

改修したアプリケーションの単体テストを、請負業者の準備した開発・単体テスト環境に

おいて実施すること。アプリケーションの改修が発生する場合は、請負業者の開発環境にお

いて単体試験を行い、正常に動作することを確認すること。 

ア  単体テストは、テスト計画書に基づき実施すること。 

イ  適切なテストツールの活用により、効果的に単体テストを実行すること。 

ウ  必要に応じて単体テスト結果を確認するための証跡を採取すること。 

エ  欠陥を検出した場合は、原因を明らかにし、当該欠陥を修正した上で、修正対象につ

いて回帰テストを行うこと。 

オ 単体テストの結果を、単体テスト結果報告書としてとりまとめ、PJMO に報告すること。 

(３) システム基盤テスト 

データセンター業者から提供された資源を用いて設定したシステム稼働環境について、動

作テストを実施すること。 

ア システム基盤テストは、テスト計画書に基づき実施すること。 

イ システム基盤テストの結果を、システム基盤テスト結果報告書としてとりまとめ、PJMO

に報告すること。 

ウ  PJMOにおいて、再テストが必要と判断した場合、請負業者は、再テストの計画を作成

し、PJMOの承認を得た上で、定められた期限内に再テストを実施すること。なお、再テ

ストの実施において、データセンター業者に追加の作業等を依頼する場合は、請負業者

の負担において実施すること。 

(４) 結合テスト 

新データベースサーバに関連するコンポーネント間を結合させたテストを実施すること。 

ア  結合テストは、テスト計画書に基づき実施すること。 

イ  OSのバージョンアップやミドルウェアの変更等があるため、アプリケーションとミド

ルウェアを接続した状態で、一連の機能が正しく動作することを確認すること。 

ウ  結合テストの結果を、結合テスト結果報告書としてとりまとめ、PJMOに報告すること。 

エ  PJMOにおいて、再テストが必要と判断した場合、請負業者は、再テストの計画を作成

し、PJMOの承認を得た上で、定められた期限内に再テストを実施すること。なお、再テ

ストの実施において、データセンター業者に追加の作業等を依頼する場合は、請負業者

の負担において実施すること。 

(５) 総合テスト 

データセンター業者から提供された資源を用いて設定したシステムにおいて、本番運用を

想定した総合テストを実施すること。総合テストの時点では検証用 Web サーバを利用し、一

連のテストを実施すること。 

ア  総合テストは、テスト計画書に基づき実施すること。 

イ  システム監視やバックアップ・リカバリ等、システム運用が正しく実施できることを

確認すること。 

ウ  総合テストの結果を、総合テスト結果報告書としてとりまとめ、PJMOに報告すること。 
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エ  PJMOにおいて、再テストが必要と判断した場合、請負業者は、再テストの計画を作成

し、PJMOの承認を得た上で、定められた期限内に再テストを実施すること。なお、再テ

ストの実施において、データセンター業者に追加の作業等を依頼する場合は、請負業者

の負担において実施すること。 

(６) 受入テスト支援 

テスト計画書に基づき、受入テスト計画書を作成し、PJMOが主体となって実施するアプリ

ケーション等の受入テストの必要な情報提供、環境整備、支援を行うこと。 

 

３-５ システム移行 

(１)  システム移行前の調整等 

システム移行の要件定義を行い、システム移行全体の計画を明確化したシステム移行計画

書を作成し、PJMO及び関係者の承認を得ること。特に、移行後の他システムへの影響確認に

おいては、システム停止リスクを最小限に抑えるよう、関係者への作業依頼等も含め、事前

に十分な調整を図ること。なお、関係者に作業等を依頼する場合は、請負業者の責任及び負

担において実施すること。 

また、システム移行が失敗した場合を想定し、切り戻しを実施した場合の作業計画書も併

せて作成すること。 

(２)  システム移行設計 

システム移行計画書に基づき、データ移行を含むシステム移行設計を行い、データ移行の

設計内容、システム移行リハーサル及び本番移行時における方針、スケジュール、実施体制、

実施手順、検証方法等を定めたシステム移行設計書を作成し、PJMOの承認を得ること。 

(３)  請負業者は、開発段階に応じて改修するアプリケーションプログラムの品質を確認するた

め必要となる各種テストを実施すること。今回構築する機能が全て正常に動作することを確

認するための各種テストを実施すること。 

(４)  データ移行ツールの開発 

ア  請負業者は必要に応じてデータ移行ツールの開発を行うこと。 

イ  データ移行ツールを開発する場合は、請負業者が用意する開発環境において、データ

移行ツールの開発（製造）及び単体テストを行うこと。 

ウ  開発及び単体テストが完了したデータ移行ツールについて、結合テストの計画の作成、

テスト環境の構築、テスト項目の抽出、テストデータ作成等を経てテストを行うこと。 

エ  データ移行ツールについて、テストの実施方針、スケジュール、体制、仕様データ等

を規定したデータ移行ツール総合テスト計画の作成を行い、総合テスト計画に基づき、

総合テストを実施すること。 

(５)  システム移行リハーサル 

システム移行設計書（システム移行リハーサル）に基づき、システム移行リハーサルを実

施し、本番移行に向けた課題等を明確にし、必要な対応を行うこと。 

(６)  システム移行 

ア  関係者との連携により、システム移行設計書に基づき、システム移行作業を実施する

こと。 

イ  関係者との連携により、システム移行設計書に基づき、システムに格納するデータを

新たなデータベースソフトウェアへ移行し、正常に動作することを確認すること。 

ウ  移行作業後、データの状況を含めた運用状況全般の確認、並びに他システムへの影響

確認を行い、システム移行結果報告書を作成し、PJMOの承認を得ること。また、不具合

等問題が発生した場合には、システム移行実施計画に記載する対応方針等に基づき、請
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負業者の責任において速やかに対応を行うこと。 

 

３-６ 本調達に伴う関連作業 

本調達に伴い発生する関連作業を行うこと。 

（１） 請負業者は、月１回以上の報告会を開催し、本調達にかかる進捗状況を報告書に取りまと

め、PJMOに報告すること。また、PJMOの要請に応じて、報告会を開催すること。この場合、

議事録を作成し報告会開催後３日以内に確認を受けること。 

（２） 別紙１で必要な OS 等ソフトウェア及びライセンスを購入すること。購入費用は本調達に

含めることとする。 

（３） 請負業者は、本調達に係るサーバで使用しているソフトウェア名、バージョン、ライセン

スの情報、サポート期限等の一覧表を作成すること。 

（４） 請負業者は、標準ガイドラインの「別紙２ 情報システムの経費区分」に基づき、契約金

額の内訳を記載した ODB登録用シートを契約締結後、速やかに PJMOに提出すること。 

（５） 請負業者は、次に掲げる事項のうち本調達に該当する事項について記載した ODB登録用シ

ートを平成 29年 3月 30日までに提出すること。 

ア 開発規模の管理 

情報システムの開発規模（工数、ファンクションポイント等）の計画値及び実績値 

イ ソフトウェアの管理 

情報システムを構成するソフトウェア製品の名称（エディションを含む）、バージョン、

ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等 

ウ 取扱情報の管理 

情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等 

エ 情報セキュリティ要件の管理 

情報システムの情報セキュリティ要件 

（６） 請負業者は、本システムの運用支援業者に対して必要な情報を提供すること。また、運用

支援業者からの問い合わせに対応すること。請負業者が提供する以外の情報について、運用

支援業者から求められた場合は、PJMOと協議の上、必要と認められた情報について提供する

こと。 

（７） 請負業者は、本調達の遂行に当たって本システムの設置場所への立入りが必要な場合に

は、PJMOの承認を得ること。立入りに関しては、動物検疫所が定めるルール等に従うこと。 

（８） 必要となる本システムの運用支援業者との調整、協議、手続や本システム設置場所への立

入り等に際して発生する費用は、全て請負業者が負担すること。 

（９） 本調達の内容及び解釈等に疑義が生じた場合、その他必要がある場合は、事前に PJMO と

協議し決定・解決すること。この場合、議事録を作成し当該協議開催後３日以内に確認を受

けることとし、本調達の要求について、独自に解釈して制限を設けないこと。 

（１０） 請負業者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、運用保守業者に

対して確実な引継ぎを行うこと。 
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第４章 納入成果物、応札要件及び情報セキュリティ 

 

４-１ 納入成果物・納入期限 

（１） 納入成果物は、以下のものとする。なお、納入成果物の詳細及び編集方法等については、

PJMOと別途協議の上決定すること。改修期間中に設計書が修正された場合は、現行の設計書

を更新すること。 

 

項番 納入成果物 納入期限 

１ 設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領 契約締結後 10日以内 

２ 選定理由書及び機能証明書 

３ 影響調査書 契約締結後 20日以内 

４ 要件定義書（※１） 平成 29年３月 30日まで 

５ 基本設計書（※１） 

６ 詳細設計書（※１） 

７ 操作説明書（利用者用マニュアル） 

８ システム運用手順書（登録者用マニュアル） 

９ 作業依頼書 当該作業開始の１週間前まで 

10 システム移行の概要説明書 当該作業開始の１週間前まで 

11 環境設計書 平成 29年３月 30日まで 

12 環境設定手順書 

13 テスト計画書 当該作業開始の１週間前まで 

14 単体テスト結果報告書（※２） 受入テスト前まで 

15 システム基盤テスト結果報告書（※２） 

16 結合テスト結果報告書（※２） 

17 総合テスト結果報告書（※２） 

18 受入テスト計画書 当該作業開始の１週間前まで 

19 システム移行計画書（切り戻し計画書を含む） 

（※３） 

20 システム移行設計書（※３） 

21 システム移行結果報告書 システム移行後速やかに 

22 業務進捗状況報告書 月１回以上開催される定例会の

都度 

23 ODB登録用シート 

（１）契約金額内訳 

（２）契約金額内訳以外 

 

（１）契約締結後 20日以内 

（２）平成 29年３月 30日まで 

24 プログラム及びソースプログラム一式 平成 29年３月 30日まで 

※１ 請負業者は、本調達において変更が生じた箇所を修正した書類を提出すること。なお、当

該書類は既存の書類と差し替えが可能である。 

※２及び３ 当該書類はそれぞれ１つにまとめて提出することも可能とする。 

 

１～23については、動物検疫所に電子媒体２式（正副）及び紙媒体１式を提出すること。 

24については、PJMO が指定する本番稼働機器上の媒体に、システムが正常に稼働する状態

で格納するとともに、電子媒体２式（正副）で提出すること。 
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（２） 成果物は、全て日本語で作成すること。 

（３） 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領（昭和 27 年４月４日内閣

閣甲第 16号内閣官房長官依命通知）」を参考にすること。 

（４） 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格（ＪＩＳ）の規定を参考にするこ

と。 

（５） 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格Ａ列４番とするが、

必要に応じて日本工業規格Ａ列３番を使用すること。 

（６） 電磁的記録媒体による納品について、PDF又は Microsoft Office 2010のファイル形式で

作成し、光磁気ディスク（CD又は DVD）に格納して納品すること。 

（７） 納品後動物検疫所において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品するこ

と。 

（８） 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。 

（９） 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよ

う、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 

（１０） 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を

行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。

なお、対策ソフトウェアに関する情報（対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、

確認年月日）を記載したラベルを貼り付けること。 

 

４-２ 納入場所 

（１） 納入期限：平成 29年 3月 30日 

（２） 納品場所： 

ア ４－１納入成果物（１）１～23 

動物検疫所企画管理部調査課 

〒235-0008 神奈川県横浜市磯子区原町 11-1 

イ ４－１納入成果物（１）24 

PJMOが指定する本番稼働機器上の媒体に、システムが正常に稼働する状態で格納する。 

ただし、発注者が別に場所を指定した場合は、この限りでない。 

 

４-３ 納入成果物に対する検収基準等 

（１） 本調達の請負業者は、成果物等について、納品期日までに動物検疫所に内容の説明を実施

して検収を受けること。 

（２） 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、

交換等を行い、変更点について動物検疫所に説明を行った上で、指定された日時までに再度

納品すること。 

 

４-４ 応札者の条件 

本調達の応札を希望する者（以下、「応札希望者」という。）は、本調達の円滑な遂行に必要

な経営基盤及び組織・要員を有し、かつ以下の能力及び認証資格（又は同等以上のもの）を有し

ていること。また、応札にあたっては事前の資料閲覧を必須とする。応札希望者は、入札公告で

指定する日までに下記（２）、（３）、（４）及び（６）の資格について証明し得る資料並びに

（８）の理由書を添付して提出すること。 

（１） 業務遂行能力に関する要件 

ア プロジェクト管理・推進能力 
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 業務要員（プロジェクトマネージャ）がシステム設計（基本設計以下）、システム開発

のプロジェクト管理実績を有すること。 

イ 情報技術の適用能力 

 システム実現方式に関わる適用技術選択や連携方式、データベース操作、アウトソーシ

ング等外部活用など、幅広い解決策の提案を行う能力を有すること。 

ウ 調整能力 

 PJMO、本システム運用支援業者等と各種調整を円滑に行う能力を有すること。 

エ 情報セキュリティに関する知識 

 電子署名、認証技術、暗号化技術、セキュリティ監査等情報セキュリティに関する知識

を有すること。 

（２） 請負業者は、本調達と同等程度の規模（WEB形式で利用者が 500名以上のデータベースシ

ステム）の情報システムの設計・開発業務を行った実績（委託事業として実施したもの及び

現在契約中のものを含む）を有すること。又は構築経験のある者が構築担当者に含まれるこ

と。 

（３） 請負業者は、ISO9001（産業分類は情報処理）又は CMMI（レベル 3）相当以上の認証を取

得していること。 

（４） セキュリティ体制について、プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001 認証（国際標

準）及び JIS Q27001（日本工業標準）のいずれかを取得している者であること。 

（５） 本調達を遂行する体制においては、上記（１）の能力・知識を保有し、上記（２）の業務

の主担当者でプロジェクト管理を含むコンサルティング又はシステム開発・運用管理等の実

務経験を５年以上有する者をリーダーおよびサブリーダーとして、一貫性を持って今回の当

省の業務の実施が可能な専任体制を構成すること。 

（６） 本調達に基づく作業には、「PMP（Project Management Professional）」又は「プロジェ

クトマネージャ」の有資格者が参加すること。 

（７） 参加者は、上記（１）、（５）及び（６）を満たす担当者が、契約期間中に本調達を遂行

する者として一貫して参画し、総合的かつ客観的な立場から本調達を遂行する体制を維持す

ることが可能であること。 

（８） 応札希望者は、導入を計画している OS 等ソフトウェアを選定した理由及びこれらのソフ

トウェアが適切であることを証明した書類を提出すること。 

（９） 共同入札については、以下の事項を参照すること。 

ア  複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を

持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。 

イ  共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、

業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の

調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決するこ

と。また、解散後の瑕疵担保責任に関しても協定の内容に含めること。 

ウ  共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加

を行っていないこと。 

エ  共同提案を構成する全ての事業者は、応札希望者に求められる全ての応札条件を満た

すこと。 

 

４-５ 資料の提供等 

本調達の遂行に必要となる要件定義書、設計書等の資料については、PJMOが請負業者に対

して開示するものとするが、その場所、方法については、別途協議の上決定するものとする。 
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本調達の参考資料として、本システムの基本設計書、詳細設計書、運用設計書、HWに関す

る資料等、本調達に必要な資料を、平成 28年 11月 28 日から平成 28 年 12月 14 日まで閲覧

に供する。本調達の入札参加希望者は応札前までに必ずこれらの書面を閲覧し、本システム

について、その内容をよく理解しておくこと。 

閲覧に当たっては、以下の点に留意すること。 

閲覧を希望する場合は、入札公告説明書を受領していることを前提とし、入札公告説明書

の受領時に PJMOの連絡先（電子メールアドレス）を確認すること。閲覧希望日の３日前（行

政機関の休日を除く。）までに希望日時、所要時間、訪問者の氏名及び連絡先を PJMO宛に電

子メールで連絡の上、PJMO と日程調整すること。閲覧に当たっては PJMO に機密保持に関す

る誓約書を提出すること。なお、資料閲覧場所は動物検疫所本所のみとする。 

 

４-６ プロジェクト管理・体制 

請負業者は、PJMOが承認した設計・開発実施要領に基づき、設計・開発業務に係るコミュ

ニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成

管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。 

 

４-７ 情報セキュリティ 

(１) 本調達の遂行に当たっては、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」

（平成 27 年３月 31 日付け農林水産省訓令第４号）の説明を担当職員から説明を受けるとと

もに、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」、「政府機関の情報セキ

ュリティ対策のための統一技術基準」、別紙２「情報セキュリティ共通仕様」及び別紙３「情

報システムのライフサイクル仕様」を参照し、定められている事項について遵守するととも

に、それらに基づいたシステム設計・開発を行うこと。 

(２) 請負業者は、情報セキュリティに係る事項の履行状況の報告を行うとともに履行期間終了

時までに関連する資料をすべて納品すること。また、情報処理を行う情報システムの情報が

請負業者から漏えいしたことが明らかな場合は、その漏えいによる損害について賠償させる

ものとする。 

(３) 受注により知り得た事実については、契約期間はもとより、契約終了後においても外部に

漏らさないこと。 

(４) 本調達の遂行に当たり、以下の内容を含む情報セキュリティ対策を実施し、情報セキュリ

ティ水準の低下を招かないこと。 

ア  提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。 

イ  提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。 

ウ  実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラム

の形式でコンテンツを提供しないこと。 

エ  電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がな

く真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・

コンテンツの提供先に与えること。 

オ  提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージョン

のＯＳやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設

定変更を、ＯＳやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーショ

ン・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 

カ  サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本

人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組
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み込まれることがないよう開発すること。 

キ 「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供すること。 

ク  詳細については、PJMOから「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する

規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及

び提供を行うこと。  
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第５章 その他特記事項 

 

５-１ 知的財産等 

(１) 本調達における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権（著作権法第 21 条から第

28条に定める全ての権利を含む。）は、請負業者が本調達の実施の従前から権利を保有し

ていた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、

全て動物検疫所に帰属するものとする。 

(２) 動物検疫所は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、

改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示でき

るものとする。また、請負業者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれ

らの利用を第三者に許諾すること（以下「複製等」という。）ができるものとする。ただ

し、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により動物検疫所がその業務を遂行

する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでな

いものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとす

る。 

(３) 本件プログラムに関する権利（著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。）

及び成果物の所有権は、動物検疫所から請負業者に対価が完済されたとき請負業者から動

物検疫所に移転するものとする。 

(４) 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物等」という。）が

含まれる場合には、請負業者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許

諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本調達の請負業者は、当該既存著作

物の内容について事前に動物検疫所の承認を得ることとし、動物検疫所は、既存著作物等

について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。 

(５) 請負業者は動物検疫所に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三

者をして行使させないものとする。 

 

５-２ 再委託 

本調達における再委託に係る要件は、以下のとおりとする。 

(１) 請負業者は、委託業務の全部又は主要部分を第三者に委託（以下、「再委託」という。）

することはできない。委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委

託先、再委託の必要性及び契約金額等を発注者に申請し、承認を受けること。なお、申請

に当たっては、書面を作成の上、請負業者と再委託先との委託契約書の写し及び委託要領

等の写しを発注者に提出すること。 

(２) 請負業者は、機密保持及び知的財産権等に関して、本調達が定める請負業者の責務を再

委託先も負うよう、必要な措置を実施し、発注者に報告し、承認を得ること。その場合の

様式は、任意とする。 

(３) 再委託する場合は、その最終的な責任を請負業者が負うこと。 

 

５-３ 遵守事項 

本調達における遵守事項は、以下のとおりとする。 

(１) 請負業者が実施する作業等を動物検疫所内で実施する場合は、発注者と協議の上、動物

検疫所が規定する必要な手続を実施し、承認を得ること。 

(２) 本調達の実施において、動物検疫所が保有する他システムの設計書等を参照する必要が

あると判断する場合は、作業方法等について動物検疫所の指示に従い、必要な場合機密保
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持契約を締結する等した上で作業すること。作業場所は、動物検疫所本所内とする。 

 

５-４ 瑕疵担保責任 

(１) 請負業者は、本調達について検収を行った日を起算日として１年間、成果物に対する瑕

疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があることが判明した場合には、

その瑕疵が動物検疫所の指示によって生じた場合を除き（ただし、請負業者がその指示が

不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りで

ない。）、請負業者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時まで

に再度納品するものとする。なお、修正方法等については事前に動物検疫所の承認を得て

から着手するとともに、修正結果等についても動物検疫所の承認を受けること。 

(２) 前項の瑕疵担保期間経過後であっても、成果物等の瑕疵が受注事業者の故意又は重大な

過失に基づく場合は、本調達について検収を行った日を起算日として２年間はその責任を

負うものとする。 

(３) 動物検疫所は、前各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常生

ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、瑕疵を修正しても

なお生じる損害に対しても同様とする。 

 

５-５ その他  

請負業者は、本調達に疑義が生じた時、本調達により難い事由が生じた時、あるいは本調

達に記載のない細部事項については、動物検疫所と速やかに協議し、その指示に従うこと。 


