
  別紙５附属書② 

 

 

－ 55 － 

セキュリティパッチ対象は、以下「表 ８-９セキュリティパッチ対象」の通りとする。 

 

表 ８-９セキュリティパッチ対象 

項番 サブシステム 対象 説明 

1  地図情報連携イン

ターフェース 

農委テーブル群（SQL Server

（IaaS）） 

（Windows Server） 

Windows アップデートを行う。 

2  農委テーブル群（Active 

Directory Domain 

Service/DNS Server

（IaaS）） 

（Windows Server） 

Windows アップデートを行う。 

3  その他 踏 み 台 サ ー バ （ Windows 

Server） 

Windows アップデートを行う。 

4  CI/CD 基 盤 （ Windows 

Server） 

Windows アップデートを行う。 

5  CI/CD 基盤（Linux Server） Linux セキュリティパッチ適用を行う。 

 

 ハードウェア保守 

本システムはクラウド環境に構築されているため、ハードウェアを利用していない。クラウド環境については、クラウドサー

ビス業者にて保守対応を行うため、システム運用業者では対応を行わない。 

 

 クラウドサービスのリリースに伴う対応 

本システムで利用するクラウドサービスにて更新が行われる場合、以下「表 ８-１０クラウドサービスのリリースに伴う

対応」の対応を行う。 

対応計画内容や対応フロー等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ８-１０クラウドサービスのリリースに伴う対応 

項番 業務名 説明 

1 リリースに伴う影響調査 クラウドサービス事業者が実施するリリースについて、本システムへの影響有

無について調査を行う。 

2 対応計画の立案 クラウドサービス事業者が実施するリリースについて、本システムへの影響があ

る場合、対応計画を立案しシステム管理者合意のもと対応を行う。 
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対象のクラウドサービスは、以下「表 ８-１１クラウドサービス一覧」の通りとする。 

 

表 ８-１１クラウドサービス一覧 

項番 対象 説明 

1 Azure 本システムを構成するクラウド環境。 

2 R-Cloud LGWAN と繋がったクラウド環境上の専用プライベートネットワーク。 

3 Mapbox 本システムで利用する SaaS の地図サービス。 

4 GRED 本システムの Web ページの改ざんを検知するサービス。 

5 クラウド型 WAF 

（Imperva App Protect） 

本システムへのインターネットを経由した悪意あるユーザからの Web サ

ーバへのサイバー攻撃を防止するサービス。 

6 地理院タイル 本システムで利用するタイル状の地図データ。 

7 GEOSPACE CDS for 

LGWAN 

本システムで利用する GEOSPACE コンテンツ （電子地図・航空写

真と衛星画像を用いたハイブリッド写真）を提供する LGWAN-ASP

サービス。 

 

 アプリケーションプログラム管理 

本システムにおけるアプリケーションプログラムのソースコード管理を行う。 

アプリケーションプログラム管理業務は、以下「表 ８-１２アプリケーションプログラム管理業務」の通りとし、管理対

象は、「表 ８-１３アプリケーションプログラム管理対象」の通りとする。ソースコードの管理ルールやバージョンルール等

については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

管理対象のアプリケーション及びリソースについては、CD（継続的デリバリー）の仕組みを用意する。CD 対象につい

ては、次頁「表 ８-１４ CD 対象一覧」の通りとする。 

 

表 ８-１２アプリケーションプログラム管理業務 

項番 業務名 説明 

1 ソースコード管理 本システムで使用するアプリケーションプログラムはソースコード管理サービス

（GitHub Enterprise Server）を利用して管理を行う。 

決められた管理ルール、バージョンルール等に基づき管理を行う。 

 

表 ８-１３アプリケーションプログラム管理対象 

項番 サブシステム 説明 

1 地図管理 Web 農業委員会サポートシステムや共通申請サービス等から送られた農地情報を一元管理

する。また、現地確認アプリで利用する現地確認の定義である現地確認要領を作成・

管理する。現地確認要領を元に現地確認行程は作成され、現地確認アプリで利用可

能となる。 

2 地図情報連携インターフ

ェース 

 

eMAFF 地図と外部システム間で、農地情報などの地図情報データの連携を行う。 

3 eMAFF 農地ナビ 一般ユーザ向けの農地情報の公開設定（公開可否や範囲指定）を行う。 

一般ユーザが公開された農地情報・オープンデータの参照・利用等を行う。 
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項番 サブシステム 説明 

4 現地確認アプリ タブレットアプリとして構築し、eMAFF 地図で作成された現地確認工程を元に、実

際の現地確認で利用され、現地確認結果（メモ、写真等）の登録・更新を行う。 

5 GIS 基盤 GIS ライブラリとして、eMAFF 地図や農林水産省のその他のシステムに GIS 機能

を提供する。 

６ 紐づけ管理 Web 座標系変換

ツール 

地図 XML（任意座標系）を公共座標系へ変換するツール 

位置情報付

与ツール 

地番位置参照データを用いて台帳データへ自動で位置情報を付与す

るツール 

紐づ け 補正

ツール 

台帳データへの位置情報の付与を手動で実施するツール 

農林水産省

地理情報共

通 管 理 シ ス

テ ム 形 式 変

換ツール 

位置情報を付与された台帳データと地番を付与された筆ポリゴンを、地

番を軸に紐づけて農林水産省地理情報共通管理システム形式へ変

換するツール 

 

表 ８-１４ CD 対象一覧 

項番 サブシステム 区分 リソース CD 対象 補足 

1 地図管理 Web Web WebApps コード一式 コード改修の度に実施 

2 地図情報連携 

インターフェース 

 

バッチ 

ETL 

Azure Data 

Factory 

各種エンティティ用

JSON ファイル 

(Pipelines,Data 

Sets, Data Flows 

等の定義ファイル) 

パイプライン構成変更の度に実施 

3 Functions コード一式 コード改修の度に実施 

4 eMAFF 農地ナビ Web Web apps コード一式 コード改修の度に実施 

5 現地確認アプリ Web Web apps コード一式 コード改修の度に実施 

6 ウイルス検査

サーバ 

Web App for 

Containers 

コード一式 

 

コンテナイメージ内の各種パッケージ 

(ClamAV, Nodejs 等) のバージョンアッ

プの度に実施 

7 GIS 基盤 Web Web apps コード一式 コード改修の度に実施 

8 Mapbox 

Atlas 

Azure 

Kubernetes 

Service 

Helm Chart、

Kubernetes マニフ

ェスト一式 

・構成変更 (Pod の CPU/RAM スペック

変更等) の度に実施 

・Mapbox Atlas のバージョンアップの度

に、Helm Chart 内で指定するコンテナイ

メージも変更 

9 紐づけ管理 Web Web WebApps コード一式 コード改修の度に実施 
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 証明書更新 

本システムにおける証明書更新業務は、以下「表 ８-１５証明書更新業務」の通りとする。 

対象のドメインについては、詳細設計後に記載する。 

 

表 ８-１５証明書更新業務 

項番 業務名 説明 

1 証明書の更新 本システムで利用する証明書の有効期限が切れないように、証明書の調達・

更新作業を行う。 

※証明書の発行時に、証明書発行機関より、確認のため、システム管理者

に連絡が行われる場合がある。 

 

証明書更新対象は、以下「表 ８-１６証明書更新対象」の通りとする。 

 

表 ８-１６証明書更新対象 

項番 サブシステム 対象 ドメイン 

1 地図管理 Web Azure App Service ※更新対象のドメインについては、詳細設計後に記載する。 

2 クラウド型 WAF ※更新対象のドメインについては、詳細設計後に記載する。 

3 地図情報連携インターフ

ェース 

対象無し ― 

4 eMAFF 農地ナビ Azure App Service ※更新対象のドメインについては、詳細設計後に記載する。 

5 クラウド型 WAF ※更新対象のドメインについては、詳細設計後に記載する。 

6 現地確認アプリ Azure App Service ※更新対象のドメインについては、詳細設計後に記載する。 

7 GIS 基盤 Azure App Service ※更新対象のドメインについては、詳細設計後に記載する。 

8 Azure Kubernetes 

Service 

※更新対象のドメインについては、詳細設計後に記載する。 

9 Azure Appliaction 

Gateway 

※更新対象のドメインについては、詳細設計後に記載する。 

10 紐づけ管理 Web Azure App Service ※更新対象のドメインについては、詳細設計後に記載する。 

11 クラウド型 WAF ※更新対象のドメインについては、詳細設計後に記載する。 
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 監査対応 

本システムに対する監査対応について、以下「表 ８-１７監査対応」の通りとする。 

監査対応の対象環境は、本番環境とする。 

監査方針や対応フロー等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ８-１７監査対応 

項番 業務名 説明 

1 監査計画の立案 監査を実施するにあたり、実施時期、適用範囲等、監査の実施および報告

の監査計画書を作成する。 

2 監査対応 監査計画書に基づき、監査を行う。 

3 監査結果の報告 監査報告書を作成し、対象組織へ監査結果の報告を行う。 

 

 運用管理業務 

 インシデント管理 

本システムの運用において、発生したインシデントの起票からクローズまでの対応状況を管理する。 

本システムにおけるインシデント管理業務は、以下「表 ８-１８インシデント管理業務」の通りとする。 

管理方針や対応フロー等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ８-１８インシデント管理業務 

項番 業務名 説明 

1 インシデント登録 インシデント、サービス要求に基づき、インシデントの受付情報を登録する。 

2 インシデントのクローズ 対応完了報告内容の承認に基づき、登録済みインシデントのクローズ処理を

行う。 

 

インシデント管理対象は、以下「表 ８-１９インシデント管理対象」の通りとする。 

 

表 ８-１９インシデント管理対象 

項番 大分類 小分類 説明 

1 インシデント アラート アラートメールにて受領した障害通知の管理を行う。 

2 サービス要求 問合せ 受領した問合せの管理を行う。 

3 作業 受領した運用作業依頼、システム設定作業依頼の管理を行う。 
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 インシデントの重大度 

インシデントの重要度について、以下「表 ８-２０インシデントの重大度」に示す。 

 

表 ８-２０インシデントの重大度 

重大度 状況 説明 

S サービス全面停止＋データ復

旧要 
サービスが全面停止した状態で、かつ、データ復旧が必要。 

A サービス全面停止 サービスが全面停止した状態。データ復旧は必要ない。 

B 縮退運転 サービスの一部機能が停止し、一部サービスを継続する。 

C お知らせ（サービス停止せず

に、復旧対応をユーザにお知

らせするのみ） 

サービスの機能に影響が出ているが、お知らせで告知し、復旧にいたるまで障

害状態そのままにサービス継続する。 

D ユーザ影響は無い障害 障害が起きているがユーザ影響はないもの。 

 

 情報漏洩の有無 

インシデントにおける情報漏洩の有無を以下「表 ８-２１インシデントにおける情報漏洩有無」に示す。 

 

表 ８-２１インシデントにおける情報漏洩有無 

区分 定義 説明 

1 情報漏洩あり インシデント起因で情報漏洩が発生した。 

2 情報漏洩なし インシデント発生したが、情報漏洩が無かった。 

 

 インシデントの分類 

重大度と情報漏洩有無の 2 つの定義を掛け合わせて、対応時の分類を以下「表 ８-２２インシデントの分類」に

示す。 

 

表 ８-２２インシデントの分類 

重大度 情報漏洩 

あり なし 

S S1 S2 

A A1 A2 

B B1 B2 

C C1 C2 

D D1 D2 
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 問題管理 

インシデント管理において、一次対応を行ったもので、二次対応(インシデントの恒久対応や、サービス要求において

発生した運用課題など)が必要な場合は、問題管理として起票し管理を行う。本サービスにおける問題管理について

記載する。 

本システムにおける問題管理業務は、以下「表 ８-２３問題管理業務、表 ８-１８インシデント管理業務」の通

りとする。 

管理方針や対応フロー等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ８-２３問題管理業務 

項番 業務名 説明 

1 問題管理登録 インシデント管理において、二次対応が必要な場合、または一定期間経過し

たがクローズされていない場合、問題管理として登録する。 

2 二次対応計画の策定 二次対応計画を策定し、システム管理者の承認を得る。 

3 問題管理のクローズ 対応完了報告内容の承認に基づき、登録済み問題管理のクローズ処理を

行う。 

 

問題管理対象は、以下「表 ８-２４問題管理対象」の通りとする。 

 

表 ８-２４問題管理対象 

項番 大分類 小分類 説明 

1 インシデント アラート 障害に対する暫定復旧後に恒久対応が必要なもの。 

2 サービス要求 問合せ システム管理組織から本システムに対する問題を受領したもの。 

3 作業 システム設定作業やメンテナンス作業において、手順書通りの対応を行

ったにも関わらず想定通りの結果とならず、計画の再検討が必要なも

の。 

 システム構成管理 

本システムの納品物に対して変更が発生した場合、更新物のバージョンを管理する。 

本システムにおけるシステム構成管理業務は、以下「表 ８-２５システム構成管理業務」の通りとする。 

管理方針や対応フロー等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ８-２５システム構成管理業務 

項番 業務名 説明 

1 構成管理資料更新 構成管理対象に変更が生じた場合、関係者合意のもと、構成管理資料の

修正を行う。 
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構成管理対象は、以下「表 ８-２６構成管理対象」の通りとする。 

構成管理対象については、運用計画時に再度見直しを行う。 

 

表 ８-２６構成管理対象 

項番 構成管理対象 説明 資料例 

1 システム構成情報 運用保守対象のシステムについて記載された情報 ・基本設計書 など 

2 運用保守資料 運用設計にて作成された成果物 

運用保守対象のシステムについて記載された情報 

・運用設計書 など 

3 アプリケーションプログラム 本システムで利用するアプリケーションプログラム ― 

4 提供ドキュメント システム管理組織から受領した、運用保守に必要な

資料・情報 

― 

5 クラウドサービスに関する

情報 

運用保守対象のシステムの契約内容などが記載され

たドキュメント 

― 

6 証明書 運用保守対象のシステムに導入している証明書 ― 

 

 変更管理 

インシデント管理または問題管理において本システムのシステム構成(システム設定、構成データ)やドキュメントの変

更が必要な場合、変更の起票からクローズまでの対応を管理する。本サービスにおける変更管理について記載する。 

本システムにおける変更管理業務は、以下「表 ８-２７変更管理業務」の通りとする。 

管理方針や対応フロー等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ８-２７変更管理業務 

項番 業務名 説明 

1 変更管理の登録 変更要求を変更管理に登録する。 

2 変更計画の策定 変更計画を策定し、システム管理者の承認を得る。 

3 変更の実装 変更計画に則り、変更を行う。 

4 変更管理のクローズ 対応完了報告内容の承認に基づき、登録済み変更管理のクローズ処理を

行う。 

変更管理対象は、「表 ８-２６構成管理対象」の通りとする。 

 

 リリース管理 

変更管理において、変更承認を得た場合、本番環境へのリリース計画からリリース作業の実施・報告までの対応を

管理する。本サービスにおけるリリース管理について記載する。 

リリース管理業務は、次頁「表 ８-２８ リリース管理業務」の通りとする。 

開発環境については、プログラム開発を行う環境であるため、リリース管理は行わない。また、ステージング環境につい

ては、本番環境へのリリース前に動作確認環境として利用するため、本番環境と合わせて管理を行う。 

管理方針や対応フロー等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 
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表 ８-２８ リリース管理業務 

項番 リリース分類 分類定義 

1 リリース管理登録 リリース管理の登録を行う。 

2 リリース計画の策定 リリース計画を策定し、システム管理者の承認を得る。 

3 リリースの実施 リリース計画に則り、リリースを行う。 

4 リリース管理のクローズ 対応完了報告内容の承認に基づき、登録済みリリース管理のクローズ処理を行う。 

 

システム運用業者が行う運用保守業務について、変更管理にて、承認された変更要求をリリース管理の対象とす

る。なお、システム運用業者が行わないリリース作業についてリリース管理対象としないが、システム運用業者の運用保

守業務への影響があるため、システム管理組織または当該サービス事業者より連絡をいただくものとする。 

 

 アカウント管理 

本システムで使用するアカウントの管理について記載する。 

本システムにおけるアカウント管理業務は、以下「表 ８-２９アカウント管理業務」の通りとする。 

管理方針や対応フロー等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ８-２９アカウント管理業務 

項番 業務名 説明 

1 アカウント棚卸 定期的に本システムで使用するアカウントの棚卸を行う。 

2 アカウント追加 本システムで使用するアカウントの追加作業を行う。 

3 アカウント変更 本システムで使用するアカウントの変更作業を行う。 

4 アカウント削除 本システムで使用するアカウントの削除作業を行う。 

5 アカウント無効 本システムで使用するアカウントの無効化作業を行う。 

6 パスワード変更 定期的に本システムで使用するアカウントのパスワード変更を行う。 
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アカウント管理対象は、以下「表 ８-３０アカウント管理対象」の通りとする。 

 

表 ８-３０アカウント管理対象 

項番 アカウントの種類 説明 

1  Azure 本システムを構築する Azure の管理画面へログインするため

のアカウント。 

2  Mapbox 本システムで利用する Mapbox の管理画面へログインするた

めのアカウント。 

3  Mapbox Atlas 本システムで利用する Mapbox Atlas のアカウントページ、

Studio へログインするためのアカウント。 

4  クラウド型 WAF 

（Imperva App Protect） 

本システムで利用するクラウド型WAFの管理画面へログインす

るためのアカウント。 

5  踏み台サーバ 

（Windows Server） 

踏み台サーバへログインするためのアカウント。 

6  農委テーブル群（SQL Server（IaaS）） 

（Windows Server） 

農委テーブル群の SQL Server の管理者アカウント 

7  農委テーブル群（Active Directory Domain 

Service/DNS Server（IaaS）） 

（Windows Server） 

農委テーブル群の AD/DNS サーバ、SQL Server へログイン

するための AD アカウント 

8  CI/CD 基盤 

（Linux Server） 

CI/CD 基盤へログインするためのアカウント。 

9  eMAFF ID(業務用特権ユーザ) 本システムの現地確認アプリ及び地図管理 Web 本番環境の

調査を行う場合に利用するための特権ユーザアカウント 

 

 API キーの管理 

本システムが提供する API の管理業務は、以下「表 ８-３１ API キーの管理業務」の通りとする。 

管理方法については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ８-３１ API キーの管理業務 

項番 業務名 説明 

1 API キーの発行 API キーの発行を行います。 

※新規システム連携時等 

2 API キーの削除 API キーの削除を行います。 
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 キャパシティ管理 

本システムのキャパシティ管理業務は、以下「表 ８-３２キャパシティ管理業務」の通りとする。 

管理方法や管理閾値、拡張の計画等については、運用計画及び保守計画にて記載する。 

 

表 ８-３２キャパシティ管理業務 

項番 業務名 説明 

1 キャパシティ情報の収集 本システムを構成する Azure リソースやネットワークの使用状況等の情報を

収集する。 

2 キャパシティプランニング 収集した情報に基づき、リソースの拡張・縮退等の計画を行う。 

 

  


