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【eMAFF 概要図： eMAFF 令和 5 年度開発】 

 
 

 

 

 

【汎用受信等システム】 
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【MAFF クラウド概要図】 
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2.5. システム稼働環境 
本システムに必要な環境は、下表【システム稼働環境】に示す 2022 年度の環境を参考に本要件の実

施及び障害リスクを極力排除し、受注者の負担と責任において構成を検討/準備を行うこと。準備した環

境にて、本システムの構築、開発、テスト等を行う。 

本番環境以外は、必要な時のみの稼働を想定する。なお、昨年度の環境構成を変更することも要件

実現の範囲で可能とするが、環境の変更、その他環境を追加する場合は、受注者の負担と責任を前提

に、当省と協議の上、影響が小さいように実施することとする。 

なお、稼働環境については、以下を満たすこと。詳細については別添「農林水産省クラウド利用ガイド

ライン」を参照すること。 

(ア) MAFF クラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダーを利用すること。 

※2022 年度利用しているクラウドサービスプロバイダーは：Amazon Web Services、Microsoft 

Azure である 

※MAFF クラウドで利用するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評

価制度（ISMAP)の ISMAP クラウドサービスリストに登録されている 
(イ) MAFF クラウド共通機能については利用を前提とし、詳細については MAFF クラウドの関係者

と協議の上決定する 

(ウ) MAFF クラウドを利用する情報システム構築においては、クラウドサービスプロバイダーが提供

するサービスを活用することを基本とするが、提供サービス以外に必要な機能に関しては、

MAFF クラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダー上に独自にシステム構築を行う 

(エ) Azure を採用する場合は、サブスクリプションの紐づけ先に MAFF クラウドが用意した AzureAD

テナントを設定すること。また、契約種別は原則として CSP 契約とすること 

 

【システム稼働環境】 

項番 環境名 概要 該当システム 

1 本番環境 システムが本番稼働している環境。 

 

・共通申請プラットフォーム 

・eMAFF 営業支援ツール 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

・データ連携サーバ 

・IdP 認証基盤 

・LGWAN-ASP サービス 

・MAFF アプリ 

・チャット基盤 

 

2 ステージング

環境 

本番環境に展開する前に動作確認テスト

などを行う環境。 

・共通申請プラットフォーム 

・eMAFF 営業支援ツール 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

・IdP 認証基盤 

・LGWAN-ASP サービス 

・MAFF アプリ 

・チャット基盤 

 

3 移行環境 既存システム等からのデータ移行を行う

環境。 

 

・共通申請プラットフォーム 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 
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項番 環境名 概要 該当システム 

4 開発環境 プログラム開発を行う環境。必要に応じ

てテスト環境として用いる。 

 

・共通申請プラットフォーム 

・eMAFF 営業支援ツール 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

・データ連携サーバ 

・IdP 認証基盤 

・MAFF アプリ 

・チャット基盤 

 

5 研修環境 行政機関等職員やその他審査機関担当

者がシステムの使用方法を習得するた

めの環境。 

・共通申請プラットフォーム 

・eMAFF 営業支援ツール 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

 

6 習熟環境 行政機関等職員やその他審査機関担当

者がシステムの習熟のために研修後に

利用する環境。 

・共通申請プラットフォーム 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

7 職員実装 

環境 

制度担当者が職員実装機能を利用して、

申請手続画面を作成し、作成した申請手

続のテストを行うための環境。 

・共通申請プラットフォーム 

・eMAFF 営業支援ツール 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

・IdP 認証基盤 

・LGWAN-ASP サービス 

 
  



    
 

13 
 
 
 

3. 機能要件の定義 
 機能要件の詳細は、各要件に関連する付属書を参照のこと。なお、調達の区別については、付属書内

の開発期間区分を参照のこと。 
3.1. 機能に関する事項 
（１） 既存機能の改修 

既存の機能の改修の要件については、「付属書①機能一覧」、及び「付属書②システム化業務フ 

ロー」を参照すること。 

なお、当該資料の各機能は、設計工程において当省と協議の上、具体化されるものとする。また、要件

が記載されていても、効率的な申請、審査手続が行えるように、要件の趣旨に照らして受注者にて見直

しを行うこと。 

 

（２） 令和 5 年度追加開発(新規開発) 

令和 5年度開発で新規に開発する機能の要件については、「付属書①機能一覧」及び「付属書②シス

テム化業務フロー」を参照すること。なお、当該資料の各機能は、設計工程において当省と協議の上、

具体化されるものとする。また、要件が記載されていても、効率的な申請、審査手続が行えるように、要

件の趣旨に照らして受注者にて見直しを行うこと。 

 
3.2. 画面に関する事項 
汎用機能の機能に必要と想定される画面の概要については、「付属書③画面一覧」を参照すること。

記載がある対象についは、画面構成等については、設計工程において、具体化されるものとする。なお、

設計工程で「付属書③画面一覧」に記載はないが、「付属書①機能一覧」の対象で機能要件を実現する

際に必要となる画面については、当該一覧に追記の上、対象とすること。また、効率的な申請、審査手

続が行えるように、要件の趣旨に照らして受注者にて見直しを行うこと。 

 
3.3. 帳票・ファイルに関する事項 
本システムにおいて汎用的に必要となる帳票、及び 2022 年度から 2023 年度にかけてオンライン化さ

れる制度の帳票の概要については、「付属書④帳票・ファイル一覧」を参照すること。帳票・ファイルにつ

いては、設計工程において、具体化されるものとする。なお、設計工程で「付属書④帳票・ファイル一覧」

に記載はないが、「付属書①機能一覧」の対象で機能要件を実現する際に必要となる帳票・ファイルに

ついては、当該一覧に追記の上、対象とすること。また、効率的な申請、審査手続が行えるように、要件

の趣旨に照らして受注者にて見直しを行うこと。 

 
3.4. 情報・データに関する事項 
令和 5 年度開発で必要な情報・データの概要及びデータ定義については、「付属書⑤ 情報・データ一

覧」を参照すること。これらはダッシュボード等の機能を活用することで保守性、拡張性を高める工夫を

すること。なお、情報・データについては、設計工程において、具体化されるものとする。なお、設計工程

で「付属書⑤ 情報・データ一覧」に記載はないが、「付属書①機能一覧」の対象で機能要件を実現する

際に必要となる情報・データについては、当該一覧に追記の上、対象とすること。要件が記載されていて

も、効率的な申請、審査手続が行えるように、要件の趣旨に照らして受注者にて見直しを行うこと。 
 
3.5. 外部インターフェースに関する事項 
システムの連携パターン、接続先システム、要件、2023 年度の対応方針及び開発に係る詳細につい

ては、「付属書⑥ 外部インターフェース一覧」を参照すること。外部インターフェースについては、設計

工程において具体化されるものとする。なお、設計工程で「付属書⑥ 外部インターフェース一覧」に記

載はないが、「付属書①機能一覧」の開発、及び個別アドオン開発において機能要件を実現する際に必

要となる外部インターフェースについては、当該一覧に追記の上、対象とすること。また、要件が記載さ

れていても、効率的な連携が行えるように、要件の趣旨に照らして受注者にて見直しを行うこと。 
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4. 非機能要件の定義 
4.1. ユーザビリティ・アクセシビリティに関する事項 
（１） 情報システムのユーザの種類、役割、特性 
本システムのユーザの種類、役割、特性については、下記のとおり。 

 
No ユーザ 役割 特性 

1 行政機関等職員 申請者から提

出された申請

の受理・承認

及び閲覧を行

う。また、新規

の行政手続等

が加わる場合

の他、制度改

正等で様式内

容等に変更が

あった場合等

にも、職員自

身が画面レイ

アウトの作成

や申請経路の

設定変更等を

行う 

· PC スキル：パソコン上で基礎的な Excel 操作

等をほぼ問題なく完遂できるが、データベー

スの操作まではできない 

· 利用機器：パソコン、タブレット 

· 機器の用途：申請及び各種情報参照・集計、

並びに各種設定及びアカウント紐付等 

· 機器の設置場所：不定 

· 市町村、都道府県職員の場合、LGWAN また

はインターネット端末から接続する 

2 申請者 本システムを

利用し、当省に

係る各種申請

を実施する 

 

· PC スキル：パソコン上で基礎的な Excel 操作

等をほぼ問題なく完遂できるユーザから、パ

ソコンを触ったことがないユーザまで多様 

· 利用機器：パソコン、タブレット、スマートフォン 

· 機器の用途：申請情報の確認及び各種情報

参照並びに各種設定等 

· 機器の設置場所：不定 

  3 その他審査機関等 申請者から提

出された申請

の受理・承認

及び閲覧を行

う 

 

· PC スキル：パソコン上で基礎的な Excel 操作

等をほぼ問題なく完遂できるユーザから、パ

ソコンを触ったことがないユーザまで多様 

· 行政機関等職員を含む場合がある 

· 利用機器：パソコン、タブレット、スマートフォン 

· 機器の用途：申請及び各種情報参照・集計 

· 機器の設置場所：不定 

4 システム運用事業

者 

本システムの

保守・運用作

業及び報告作

業等を行う 

· 円滑かつセキュアにシステム運用を実施でき

る IT スキルを持つ 

· 利用機器：パソコン 

· 機器の用途：本システムの保守・運用作業 
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（２） ユーザビリティ要件 
本システムに求めるユーザビリティ要件については、下記のとおり。 

なお、要件の具体化は設計フェーズで実施することとし農林水産省と合意の上進めること。 
 

No. ユーザビリティ分類 ユーザビリティ要件 
1 画面の構成  ユーザが想定する流れに沿った手順(画面遷移・タブの移動順

等)にすること 

 ユーザが必要な操作を想起しやすい画面構成とすること 

 出来る限り、最小限の操作、入力で届出・申請等ができるよう

な画面構成とすること 

 無駄な情報、デザイン及び機能を排し、簡潔で分かりやすい画

面であること 

 基本的なデザインには一貫性を持たせること 

 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 

 タブレットやスマートフォンからのアクセスが想定されることか

ら、アクセスした端末に合わせて適切な画面構成で表示される

こと 

2 操作方法の分かりや

すさ 

 無駄な手順を省き、最小限の操作、入力等でユーザが作業で

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り付けができること 

 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） 

 タブレットやスマートフォンからのアクセスが想定されることか

ら、タブレットやスマートフォンにおいては操作性を考慮し、適

度な表示サイズとなる画面構成にすること 

3 指示や状態の分かり

やすさ 

 操作の指示、説明、メニュー等には、ユーザが正確にその内

容を理解できる用語を使用すること 

 基本的な用語には一貫性を持たせること 

 必須入力項目と任意入力項目の表示方法を変えるなど各項

目の重要度をユーザ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、その処理内容をユーザが直

ちに分かるようにすること 

 操作する内容がすぐに分かるように、画面内に適度な説明を

記載し、ユーザが分かりやすく操作できること 

4 エラーの防止と処理  ユーザが操作、入力等を間違えないようなデザインやガイド(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、ユーザ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 

 必要に応じて確認画面等を設け、ユーザが行った操作または

入力の取消し、修正等が容易にできるようにすること 

 重要な処理については事前に注意表示を行い、ユーザの確認

を促すこと 

 エラーが発生したときは、ユーザ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  ユーザが必要とする際に、ヘルプ情報やマニュアル等を利用
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No. ユーザビリティ分類 ユーザビリティ要件 
できるようにすること 

 
（３） アクセシビリティ要件 
本システムに求めるアクセシビリティ要件については、下記のとおり。 

なお、要件の具体化は設計フェーズで実施することとし農林水産省と合意の上進めること。 
 

No. アクセシビリティ分類 アクセシビリティ要件 
1 基準等への準拠  JIS X 8241-3:2010「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第 3 部：ウェブコンテン

ツ」等に準拠していること 

2 指示や状態の分かり

やすさ 

 入力内容の形式に問題がある項目の強調表示やエラーメッセー

ジ等については、色の違いを識別しにくいユーザ（視覚障害者の

方等）を考慮し、可能な限り色のみで判別するようなものは用い

ないこと 

3 操作画面や操作手順

の分かりやすさ 

 申請者には、情報端末の操作に不慣れな方や情報システムの

仕組みに詳しくない方が存在すると想定されるため、操作画面

や操作手順の分かりやすさに配慮すること 

4 使用環境  一部の行政担当職員が使用する環境のネットワーク回線が脆

弱である場合があることを考慮すること 

 一部行政担当職員が使用する端末はインターネット接続が無

く、LGWAN 環境にあることを考慮すること 

 
 
4.2. システム方式に関する事項 
情報システムの構成に関する方針については「2. システム方式要件」を参照とする。 

 
 
4.3. 規模に関する事項 
 
（１） データ量 
【共通申請プラットフォーム】 
共通申請プラットフォームで取り扱うデータ量として、2023 年度末時点におけるデータ量は、下記の

とおり。データ量は、導入計画と各制度のテーブルごとの最大レコード数、レコード数(経年経過)から

算出した。なお、あくまで現時点での概算によるデータ量のため、受注者は実績に応じてデータ容量

及びレコード数の正確な数字を把握すること。また、データ統合環境に必要なデータ容量として考慮す

ること。 
データ名 2022 年度末 2023 年度末 

データ容量 6,208,701.67 MB 10,621,947.79 MB  

レコード数 807,741,949   1,382,563,948   

*上記の数値については、共通申請プラットフォームで利用する SaaS 本体に格納されるデータ容量、

レコード数となる。 
 
【拡張 DB（データレイク領域相当）】 

拡張DB（データレイク領域相当）試算の参考値として、格納想定の、6台帳(農地台帳 、水田台帳、

農業共済台帳、中山間地域等直接支払に関する台帳、多面的機能支払に関する台帳、環境保全型

農業直接支払に関する台帳)分のデータ量及び共通申請プラットフォームで各制度の台帳データの対

象となる申請データ量の試算値は下記のとおり。概算によるデータ量のため、受注者は実績に応じて
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データ容量及びレコード数の正確な数字を把握すること。 
提供元 農業委員会

制度 （各農

業委員会等利

用システム）  

経営所得安

定対策  

   

農業共済  

  

 

多面的機能

支払  

 

中山間地域

等直接支払  

 

環境保全

型農業直

接支払  

 

データ内容 農地台帳 水田台帳 農業共済台

帳 

中山間地域

等直接支払

に関する台

帳 

多面的機能

支払に関す

る台帳 

環境保全

型農業直

接支払に

関する台

帳 

デ ー タ 容

量（GB） 
182 80 5 3 1 0.1 

レコード数 

（万件） 
7,600 1,737 1,237 757 264 24 

*上記の数値については、農地情報紐づけ手法開発支援等業務仕様書別表「対象とする農地関係制

度及びデータについて」作成時点の数値を参照。制度により、地域ごとに運用が異なっているため実

態把握が難しいケースがあることや、既存の情報からの推計等も含んでいることに留意のこと。 
 

提供元 eMAFF 

データ内容 

 

データベース格納の申請

データ 

データ容量（MB） 2,800 

レコード数（万件） 147 

*上記の数値については、令和 4 年 9 月末時点で過去 1 年間の eMAFF の申請データを確認した数

値を記載。2022 年 9 月 30 日時点の本番移行済み制度数 2,855 制度。制度数および利用者数の増

加については過渡期である中の数値である点に留意のこと。 

 
（２） データ保管期間 
本システムのデータ保管期間は、原則 5 年間とする。ただし、制度・手続によって保管期間・対象範囲

が異なる場合はそれら制度・手続に準じること。なお、サービス提供終了時にデータを引き継ぐ際は、引

継ぎ後のデータ保管期間等及びデータレイクに格納した台帳データの保管期間については、別途農林

水産省等と協議することとする。 
 
（３） 処理件数 
本システムにおける一定期間の業務処理量の目安として、2023 年度の想定処理件数は以下の通り。な

お、あくまで現時点での概算による処理件数のため、受注者は実績に応じて正確な処理件数の数字を

把握すること。 
 
（４） 利用者数 
本システムのサービス提供開始時、及び、2023 年度申請受付終了(2023 年 3 月末時点)等における

想定ユーザ数を以下に示す。なお、あくまで現時点での概算による利用者数の参考値であるため、受注

者は運用保守事業者と連携し、実績および実情に応じて利用者数を把握し、システム利用に支障がな

いように計画的かつ柔軟に対応をすること。ただし、記載の利用者数と大きく乖離が生じた場合は当省と

協議により対応を決定すること。 
 

【共通申請プラットフォーム】 

項目 2022 年度末 2023 年度末 

申請者 約 200,000 人 約 350,000 人 

審査者 約 75,000 人 約 80,000 人 
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管理者 約 15,000 人 約 16,000 人 

 

【MAFF アプリ】 

項目 2022 年度末 2023 年度末 

利用者数 約 275,000 人 約 430,000 人 

 
【eMAFF 営業支援ツール】 

項目 2022 年度末 2023 年度末 

ライセンス数 約 5,500 人 - 

ライセンス数(当省職

員) 

- 約 1,000 人 

ライセンス数(地方農

政局職員) 

- 約 4,000 人 

 
【コールセンター・ヘルプデスク】 

項目 2022 年度末 2023 年度末 

合計人数 

(電話、メール対応) 

約 168 人月  約 168 人月 

メンバー 

(身元確認対応含む) 

約 36 人月 約 24 人月 

リーダー 約 36 人月 約 24 人月 

技術支援 約 24 人月 約 12 人月 

 
【無害化情報ダウンロード数(時間当たりファイル数)】 

項目 2022 年度末 2023 年度末 

最大時間当たりファイル数 約 5,000 約 3,000 

 

【LGWAN-SaaS 間 VPN 利用者数/月)】※月当たり審査者の 40%が利用する想定 

項目 2022 年度末 2023 年度末 

利用審査者数 約 7,500 人 約 10,400 人 

 
【LGWAN ASP 回線帯域】 

項目 2022 年度末 2023 年度末 

回線帯域(単位/Mbps) 約 200 約 200 

 
 

 

4.4. 性能に関する事項 
（１） 性能要件 

本システムのオンライン処理の性能として求める要件については、下記のとおり。 
  

No. ユーザ 要件 
1 行政機関等職員  応答時間について、基本的なリクエスト（20 項目・100 文字程度）に

対し 3 秒を基本の目標時間とすること 

 システムの応答時間については、ユーザにストレスを感じさせない

十分なレスポンスを確保すること 

※オンラインレスポンス値は、ユーザのネットワーク帯域の影響を

受けるため、サーバのアプリケーション処理時間とすること 
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No. ユーザ 要件 
※LGWAN 接続をする自治体に関しては、LGWAN との接続に鑑み

てストレスを感じさせないレスポンスに留意すること 

※目標値の達成率は 90％とすること 

 

2 申請者  応答時間について、基本的なリクエスト（20 項目・100 文字程度）に

対し 3 秒を基本の目標時間とすること 

 システムの応答時間については、ユーザにストレスを感じさせない

十分なレスポンスを確保すること 

※オンラインレスポンス値は、ユーザのネットワーク帯域の影響を

受けるため、サーバのアプリケーション処理時間とすること 

※レスポンスタイムに外部システム連携処理は含まないものとする

こと 

※目標値の達成率は 90％とすること 

 

3 その他審査機関等  システムの応答時間については、ユーザにストレスを感じさせない

十分なレスポンスを確保すること 

※オンラインレスポンス値は、ユーザのネットワーク帯域の影響を

受けるため、サーバのアプリケーション処理時間とすること 

※その他審査機関等の内、例えば地域農業再生協議会の中には

自治体職員を兼ねる担当者も存在しており、LGWAN を介した接続

が想定される。そのため、LGWAN 接続をする自治体に関しては、

LGWAN との接続に鑑みてストレスを感じさせないレスポンスに留意

すること 

 

4 システム運用事業者  円滑かつセキュアなシステム運用が実現できるレスポンスを確保す

ること 

 

 
 

4.5. 信頼性に関する事項 
（１） 可用性要件 

本システムの可用性に係る指標とその目標値については、下記のとおり。 

 

項番. 設定対象 指標分類 指標名 目標値 

1 eMAFF 稼働率 稼働率 年 99.5% 

 

（２） 可用性に係る対策 

本システムの冗長化等に対して求める対策要件については、下記のとおり。 

 アクセス頻度が高くなる 4 月～6 月の交付金を申請する期間に限らず、申請状況などを把握す

るために集計処理を実施することから、円滑に業務を遂行できる可用性の対策を実施すること 

 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 

 365 日 24 時間の運用を目標とすること 

 通常時の負荷分散及び障害発生時の縮退運転を可能とすること 

 障害発生時にも業務が継続できるよう環境を整備し、待機系への切替えを可能とすること 

 障害時のデータ消失対策として、サーバ上のデータベースファイルは、冗長構成をとるものと

すること 

 業務に用いるデータのバックアップ処理は業務への影響を排除した設計とすること 
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 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 

 標準メンテナンスは、開始から 5 日前までに連絡すること 

 フェールソフト（障害発生時に、早期に原因を特定し縮退運転で動作させ続ける考え方）を念頭

に既存の環境において継続性を優先した開発設計及び保守・運用設計に努めること。また、フ

ェールソフトの実施にあたり費用を伴う大幅な変更が必要な場合、受注者は改善へ向けた提

案を行うこと 

 

（３） 完全性要件 

機器の故障や誤操作に起因するデータの滅失や改変の防止、処理結果の信頼性確保、データの真

正性確保に係る対策要件については、下記のとおり。 

· 30 日分のアプリケーションログをいつでも閲覧可能とし、30 日以前のログも請求・取得可能と

すること 

· 自動でデータベースファイルのバックアップを取得し、必要に応じ手動バックアップも可能であ

ること 

· SaaS のサービス提供者側におけるバックアップ・リカバリを活用し、SaaS のシステム障害にお

けるリカバリは SaaS の提供内容を整理し、報告すること 

· アプリケーション不具合やオペレーションミス等でデータを復旧したい場合を想定し、バックアッ

プを取得し、取得したバックアップを元にリカバリできること。なお、取得するバックアップの保

持期間は、農林水産省と協議の上、決定すること 

· バックアップの取得方法やバックアップにかかる時間はサービス停止等も含め農林水産省と

協議の上、決定すること 

· リリース作業等における作業前のバックアップを行い、作業に失敗した際必要に応じてリカバリ

できること 

· 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 

 

（４） リスク低減施策 

· データの紛失や改ざんからデータを保護し、データの正確性及びデータの一貫性を保証するこ

と 
· プロバイダー提供による暗号化にてデータ保護が行われていること 
· ノード、リソース(CPU・メモリ・ディスク)、プロセス、ジョブ、データベースの監視を実施すること 
· 不正な通信を遮断する対策を講じることができること 
· 不正アクセスが無いか、攻撃検知・不正検知・防止ができること 
· マルウェアや Dos 攻撃に代表される、外部からの攻撃に対する対策が講じられていること 
· アプリケーション特有の脅威、脆弱性について対策すること 
· 権限設定により機能やデータに対する認可を制御できること 
· メジャーなブラウザの新しいバージョンが公開された際はテストを行うこと 

 
4.6. 拡張性に関する事項 
（１） 性能の拡張性 

本システムの性能の拡張性として求める要件については、下記のとおり。 

· 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
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性を有すること 

· システムユーザ数、データボリューム等の増大、ユーザ別業務システムの追加にも容易に対

応可能な拡張性を有すること 

· サーバ負荷軽減の為、分散処理可能な構成であること 

 

（２） 機能の拡張性 

本システムの機能の拡張性として求める要件については、下記のとおり。 

· 令和 5 年度以降の電子化対象手続の追加（約 3,000 の法令にも基づく申請等手続及び補助

金・交付金申請手続）、省内外の接続先システムとのインターフェース、バッチ処理の追加、及

びユーザ種別の追加に対応できること 

なお、手続の追加に際しては、画面や経路設定等を行政機関等職員にて行う可能性がある点

に留意すること 

· 将来的に行政機関が保持する審査系業務システム、マスターデータ系システム、データ活用

基盤系システム、申請系システム、自治体システム等やその他民間サービスとの連携が必要

になった際、柔軟に対応できること 
· 本システムを介したデータ活用を図るため、申請者が自己の経営情報の管理・活用を可能と

する機能や申請者自身に適した申請の表示機能、補助金メニューなどの情報提供等の追加

に対応できること 

· 本システムに依らずに個別に申請機能を設ける場合があることが想定されるため、その場合

に申請データについては申請システムで一元的に集約管理し、データ活用及び分析が可能と

すること。また、申請者を一意に特定するためのユーザ ID の発行・管理をできること 

 
 
4.7. 上位互換性に関する事項 
（１） 上位互換性の要件 

本システムの上位互換性として求める要件については、下記のとおり。 

· クライアントOSのバージョンアップに備え、OSの特定バージョンに依存する機能が判明してい

る場合は、その利用を最低限とすること 

· 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できること 

· 契約期間中にアプリケーション稼働環境として導入しているソフトウェアのバージョンアップが

発生した場合は、原則、バージョンアップ後の環境を前提として開発を行うこと。なお、バージョ

ンアップの決定時期によって対応が困難な場合には、当省と協議の上、その指示に従うこと 

· 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、当省と協議の上、その指示に従う

こと 

· OS やブラウザのバージョンアップ等に伴い、大幅な改修が見込まれる場合は、対応要否や範

囲等を別途当省と協議の上、決定すること 

 
 
4.8. 中立性に関する事項 
（１） オープンな標準的技術又は製品に関する事項 

本システムのシステム中立性としてオープンな標準的技術又は製品の要件については、下記のとお

り。 

· 提供するソフトウェア等は、原則としてオープンなインターフェースを利用して接続又はデータ

の入出力が可能であること 

· サービス提供開始後のシステム更改の際に、移行の妨げや特定の装置や情報システムに依

存することを防止するため、原則として情報システム内のデータを標準的な形式で取り出すこ

とができるものとすること 

·  



    
 

22 
 
 
 

 

（２） 引継ぎに関する事項 

他事業者への円滑な引継ぎとして求める要件については、下記のとおり。 

· 特定の事業者に依存することなく、他者による保守、追加開発が可能なシステム構成であるこ

と 

 
4.9. 継続性に関する事項 
（１） 想定するリスク 

本システムの継続性について想定されるリスク（SaaS 等サービス提供元の環境も含む）については、

下記のとおり。 

· 地震、火災、風水害等、攻撃等による直接的なセンター設備及びシステムの損壊 

· センター周辺のライフライン（電力、通信、交通等）の機能不全による情報システムの長時間停

止  

· 感染症等によるパンデミック、及び人員や交通機関の被災等によるセンターの運用者不在 

 

（２） 事業再開の定義 

本システムの事業再開の定義（SaaS 等サービス提供元の環境も含む）については、下記のとおり。 

· システム運用をメインセンターからバックアップセンターへ切替え、システム資源及び要員体制

の範囲内での縮退運用により業務を継続できること 

· 冗長化構造やホットスタンバイ状態の予備機の提供等の対策を講じることで、大規模障害発

生時もサービスを継続できること 

 

（３） 目標値 

本システムの継続性目標値として求める要件については、下記のとおり。なお、各目標値については

当省と協議の上決定すること。 

 

【目標復旧水準】 

項

番 
障害内容 RLO(目標復旧レベル) RTO(目標復旧時間) 

1 データの損失

を伴う障害

（共通申請シ

ステム） 

・構成データ・通知などのデー

タを正常な直近のバックアッ

プ取得時点の状態まで遡って

復旧する。 

・バックアップ取得時点から、

障害発生までの更新分は復

旧の対象外となる。 

・12 時間以内に、ログイン前画面に

eMAFF が使用できない旨を表示し

て、利用者に eMAFF が使用不可で

あることを伝える。 

・3 日間以内に申請及び審査に必

要なサービスを復旧する。 

・7 日間以内に全てのサービスを復

旧する。 

2 ネットワーク

からの接続

不可となる障

害（ネットワ

ーク） 

障害発生直前の状態に復旧

する。 

障害発生から 12 時間以内を目標

とする。 

 

 

4.10. 情報セキュリティに関する事項 
（１） 情報セキュリティ対策要件 

情報セキュリティに係る対策については、以下の資料等の最新版に従い、必要な対策を講じることと

する。 
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· 「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」 
（内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター） 
· 「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」（農林水産省） 
また、個人情報（「個人情報の保護に関する法律」第 2 条第 1 項に規定する情報をいう。以下同

じ）の取り扱いに関し、個人情報保護に関する法令の趣旨に従えるよう設計し、取り扱い及び管理

を行えるようにする。なお、技術的制約等により実現が特に困難である場合は、当省と協議の上、

所要の代替措置をとることを条件に下記によらない対策を認める場合がある。 
 
本システムの情報セキュリティに係る対策要件は以下の通り。SaaS 等サービスを利用している場合

は、受注者の責務においてサービス提供元へ開示可能な範囲で以下、情報セキュリティ対策に係る要

件を確認すること。 
項番 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 

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

通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内

部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上やファイ

アウォール等により DMZ を構築するなどで分離すること 

2 不正通信の遮断  不正アクセス等の通信回線を介した不正を防止するため、ファ

イアウォール等による通信制御、サーバ装置の不要な通信プロ

トコルを遮断するなどして、外部とサーバ装置及び予備サーバ

装置間の通信を必要な通信のみに制限すること。また、IPS 等

による不正通信の検知・遮断対策を行うこと 

  

 

 なりすましを防止するため、政府ドメイン名（.go.jp で終わるドメイ

ン名）を利用するとともに、事前にルート証明書のインストールを

必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局（GPKI 等）

により発行されたサーバ証明書を導入し、TLS（SSL）機能を適

切に用いること 

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、構成機器が備えるサービス

停止の脅威の軽減防止に有効な機能を活用して当システムを

構築すること 

 また、輻輳などサービス停止攻撃の回避のため、ネットワークの

負荷を継続的にモニタリングした上で、必要な対策を行うこと 

5 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、及び当システ

ムを構成するコンピュータを対象において感染を防止する機能

を備えること 

 防止機能において定時スキャン設定のみならず、個別ファイル

をアクセスする都度スキャンが可能であること 

 最新のソフトウェア及びパターンファイルの自動更新が可能で

あること 

 電子媒体へのアクセス時にコンピュータウイルスチェックが可能

な機能を有すること 

 コンピュータウイルス対策ソフトウェアは、サーバ機器等の起動

時に常駐させること 

6 不正プログラム対策

の管理 

 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

が可能であること 

 コンピュータウイルス検知（ユーザ、担当職員への通知）、コンピ

ュータウイルス駆除を自動化し、コンピュータウイルス感染・隔

離・駆除の一元監視機能を有すること 
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項番 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 
 サーバ機器等へのウイルス対策ソフトウェア及びパターンファイ

ルの配布状態管理機能を有すること 

7 構築時の脆弱性対策  当システムの脆弱性を悪用した不正を防止するため、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

の上で納入すること 

 web アプリケーション特有の脅威、脆弱性に関するアプリケーシ

ョン脆弱性対策を行うこと（WAF を想定） 

 また、構築時において当システムに必要な脆弱性診断（ネットワ

ーク、WEB、ペネトレーション等）を実施すること、または関係省

庁及び当省（それぞれが別途選定した事業者による監査を含

む）が実施する場合はそれに対応すること 

8 運用時の脆弱性対策  当システムの運用時において、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、当システムの更新を効率的に実施

し、当システム全体の更新漏れを防止する機能または運用体制

を備えること 

 また、脆弱性の存在が明らかになった場合は、修正プログラム

を適用するなど、速やかに情報セキュリティを確保するための

措置を講ずること 

 また、運用時において定期的に当システムに必要な脆弱性診

断（ネットワーク、WEB、ペネトレーション等）を実施すること、ま

たは関係省庁及び当省（それぞれが別途選定した事業者によ

る監査を含む）が実施する場合はそれに対応すること 

9 ログの蓄積・管理  当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、当システムの利用記録、例外的事象の発生に関する

ログを蓄積すること。具体的には、アクセスログ(eMAFF へ接続

したログ)、オペレーションログ(eMAFF のシステム管理者、シス

テム利用者、運用・保守事業者によって行われた操作のログ)、

システムログ(eMAFF を構成するシステム稼働に関するログ)等

を蓄積すること。 

 ログの保管期間は、システム稼働期間中のものをすべて保管

すること 

 データ形式は、テキストデータ等の汎用性のある形式であること 

10 ログの保護  ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに関するアク

セス制御機能等必要な機能を揃えること 

11 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、正確な時刻に

同期する機能を備えること 

12 侵入検知  不正行為に迅速に対処するため、通信回線を介して、当システ

ムと外部間で送受信される通信内容を監視し、不正アクセスや

不正侵入を検知及び通知する機能を備えること 

13 サービス不能化の検

知 

 上述の「サービス不能化の防止」にある対策を講じるとともに、

その検知が可能であること 

14 主体認証  管理者権限を持つ主体は、当省内からのみの接続に限定し、

ID・パスワードによる二要素認証を行うこと 

 本書に記載された以外の接続方法を提案する場合は、認証方

法を提案する場合は、認証機能についても安全な方式を用いる

こと 

 ユーザ ID の登録、変更、削除ができること 
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項番 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 
 パスワードは十分な長さ、複雑性を指定できること 

 ユーザが自らのパスワードを設定（変更）できる機能を有するこ

と 

 仮パスワードが発行された場合、初回ログイン時に仮パスワー

ドを変更すること 

 ユーザが設定したパスワードは、暗号化等を行って保管し、他

者が知ることができないように保持する機能を有すること 

 ユーザの登録においては監査証跡のため、個人が特定できる

よう氏名や所属を入力できるようにすること 

 一旦ログインしたユーザは、そのユーザが利用可能なシステム

を再ログインなしに利用できること 

 5 回前までのパスワードの再利用を不可とすること 

 無効なパスワードで連続して 10 回のログイン試行があった場

合、アカウントをロックすること 

15 ライフサイクル管理  当システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポー

トが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選

定し、可能な限り最新版を採用するとともに、種類、バージョン

及びサポート期限について報告すること 

 なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報シ

ステムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継

ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること 

16 アクセス権管理  想定されたアクセス経路からの認証されたユーザに対して、必

要最小限のプログラム実行、コマンドの操作、ファイルへのアク

セス権限を付与することで不正アクセス対策を施すこと 

 認証されたユーザ以外の者による、システム及びデータへの不

正なアクセスを禁止する対策を施すこと。また、全体システム管

理者、各組織のシステム管理者、各組織の担当者のいずれか

の権限を有するユーザを作成できること 

 ユーザ ID の登録・更新状況を確認できること 

 設計・開発事業者には、全体システム管理者権限を与えず、本

システムの運用において必要となる最小限の機能を利用可能と

すること 

17 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 

18 通信経路上の盗聴防

止 

 伝送データはすべて HTTPS 等で暗号化を施し、通信経路上の

盗聴を防止すること 

 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 

19 保存情報の機密性確

保 

 認証情報、個人情報及び口座情報等に対し暗号化を施し、機

密性を確保すること 

 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 

 サーバ機器等が有するストレージ全体を暗号化もしくは情報の

機密度に応じて必要な箇所の暗号化を施すこと 

 当システム上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確

保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに
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項番 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 
管理を確実に行うこと 

20 保存情報の完全性確

保 

 改ざん監視をすること 

 当システム上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確

保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに

管理を確実に行うこと 

21 情報の物理的保護  情報の漏えいを防止するため、データセンターにおける厳格な

入退室管理、施錠可能なサーバラックの採用、通信ケーブル及

び通信回線装置の物理的保護（床下への埋設等）等によって、

物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機

能を備えること 

22 侵入の物理的対策  物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、当システ

ムの校正装置（重要情報を扱う装置）については、外部からの

侵入対策が講じられた場所に設置すること 

23 システムの構成管理  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、開

発時及び構築時の当システムの構成（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 

24 委託先において不正

プログラム等が組み

込まれることへの対

策 

 当システムの構築において、当省が意図しない変更や機密情

報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質

保証体制の下でなされていること 

 当該品質保証体制を証明する書類（例えば、品質保証体制の

責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制

図）を提出すること 

 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

状況を確認するために、当省が情報セキュリティ監査の実施を

必要と判断した場合は、受注者は情報セキュリティ監査を受け

入れること。また、役務内容を一部再委託する場合は、再委託

されることにより生ずる脅威に対して、情報セキュリティを確保

すること 

25 調達する機器等に不

正プログラム等が組

み込まれることへの

対策 

 最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェ

ア等によるスキャン、内部監査等により不正な変更が加えられ

ていないことなど、調達する機器等に不正プログラム等が組み

込まれることへの対策状況を確認し報告すること 

26 情報セキュリティ水準

低下の防止 

 当システムのユーザの情報セキュリティ水準を低下させないよう

に配慮した上で当システムを提供すること 

27 プライバシー保護  当システムにアクセスするユーザのアクセス履歴、入力情報等

を当該ユーザが意図しない形で第三者に送信されないようにす

ること 

 
 
4.11. 情報システム稼働環境に関する事項 
本システムの稼働環境要件については、原則として調達仕様書に準ずるものとするが、設計工程で

詳細化するものとする。 
 
（１） ソフトウェア要件 

本システムのソフトウェア要件については、下記のとおり。 
· 「拡張性に関する事項」、「中立性に関する事項」を踏まえたソフトウェアを導入すること 
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· 既知の脆弱性が存在するソフトウェアをシステムの構成要素としないこと 
· システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期

間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新バージョンを採用すること。古いバージョ

ンを採用する場合は、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すること 
· 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

講じられること 
 

（２） クラウドサービスの要件 

「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」を踏まえて、クラウドサービス

を利用する場合の要件は、下記のとおり。 

· 情報システムの保護 

(ア) 情報資産を管理するデータセンターの物理的所在地が、日本国内であること 

(イ) 当省の指示によらない限り、一切の情報資産について日本国外への持ち出しを行わないこと 

(ウ) 障害発生時に縮退運転を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンターに移管されない

こと 

(エ) クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、日本の地方裁判所を専属的合

意管轄裁判所とするものであること 

(オ) 契約の解釈が、日本法に基づくものであること 

(カ) クラウドサービス事業者の管理によって、情報資産に対し適法にアクセスし、その利用をコント

ロールできる事実上の地位を失うものでないこと。したがって、当省が要求する任意の時点又

は契約終了時点において、情報資産を他の環境に移管させることができること 

(キ) 法令や規制に従って、クラウドサービス上の記録を保護すること 

(ク) 情報資産が残留して漏えいすることがないよう、必要な措置を講じること 

(ケ) 自らの知的財産権について、クラウド利用者に利用を許諾する範囲及び制約を、クラウド利用

者に通知すること 

(コ) 運用段階において、当省又は当省の委託等を受けた第三者が行うクラウドサービス提供者へ

の情報セキュリティの監査の受入れを認めること、又はクラウドサービス提供者が受けた情報

セキュリティに係る外部機関による監査若しくは審査の内容及び結果を提示すること 

 

· 技術的要件 

クラウドセキュリティに関して、次のいずれかを取得していること。 

(ア) ISO/IEC 27017 又は ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）クラウドセキュリティ認証制

度に基づく認証 

(イ) セキュリティに係る内部統制の保証報告書（SOC 報告書（Service Organization Control 

Report）） 

(ウ) 情報セキュリティ監査により対策の有効性が適切であることを証明する報告書（クラウド情報

セキュリティ監査制度に基づく CS マークが付された CS 言明書等） 

 

（３） ＭＡＦＦクラウドの要件 

MAFF クラウドを利用する場合の要件は、下記のとおり。 

· 汎用受信システム等がＭＡＦＦクラウド上で構築された場合は、令和 5 年度開発における汎用

受信システム等との連携では、調整の上対応すること 
 
4.12. テストに関する事項 
本システムのテスト要件については、原則として調達仕様書に順ずるものとするが、具体的な方式及

び詳細については、設計工程において定義するものとする。 
（１） 基本方針 

· 受注者は、テスト手法及び品質検証の手法として、過去のシステム構築（テスト）案件において、

豊富な成功実績を有する手法を利用すること。なお、受注者固有のテスト手法及び品質検証
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手法を利用する場合は、ISO/IEC12207、共通フレーム SLCP-JCP2013 等の標準的なテス

ト手法、ISO/IEC25040 等の標準的な品質評価企画との対応関係について、農林水産省に

説明すること 
· 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、各工程におけるテスト方針、テス

ト観点、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、テストデータ、

テストで使用するツール、品質管理指標、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、

農林水産省にテスト計画書の説明を実施し承認を受けること。なお、テスト計画書にはセキュ

リティ診断の実施に係る記載を必須とし、システムのセキュリティ上の脆弱性について静的検

査及び動的検査を実施すること。受注者は、「安全なウェブサイトの作り方」（独立行政法人情

報処理推進機構）等の内容を踏まえ、必要と考えられるセキュリティ診断内容及び方法を提案

すること 
· 各テスト実施時にテスト計画書に基づくテストケース、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テストごとに作成の上、テスト実施期間中には、各テ

ストの進捗及び品質の状況を定期的に当省に報告すること 
· 各テスト終了時には、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

スト結果報告書をテストごとに作成し、当省の承認を受けること 
· 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 
· 外部接続先システムが更改等を行った際は、テストデータを提供するなどの協力を行うこと 

 
（２） テスト環境 
テスト環境で求める要件については、下記のとおり。 

· 本システム用に整備されているテスト環境を用いること 
 
（３） テストデータ 
テストデータで求める要件については、下記のとおり。 

· テストデータは、原則として設計・開発事業者が疑似データを作成して用いること。ただし、外

部の連携情報システムとの調整を踏まえて作成分担を決定すること 
 
4.13. 移行に関する事項 
（１） データの移行性 
本システムの移行性として求める要件については、下記のとおり。 

· アドオン開発等の作業において、データ移行が求められる可能性がある。なお、詳細について

は、農林水産省と協議の上、決定すること 
 
（２） 業務の移行性 

eMAFF における対象業務のオンライン化に伴い、対象地域、申請者等が円滑にオンライン化後業務

へ対応できるための支援を行うこと。なお、段階的なサービス提供の範囲や時期等については別途当省

にて方針を定める予定であり、当該方針に基づき導入すること 
 
4.14. 引継ぎに関する事項 
（１） 引継ぎに関する事項 

運用保守事業者への円滑な引継ぎとして求める要件については、下記のとおり。 

· 受注者は、各設計書、作業経緯等を踏まえた引継ぎ書を作成すること 
· 受注者へ担当部署が引継ぎを実施することを前提に、可能な限り平易な表現で、網羅的な内

容で引継ぎ書を作成すること 
· 特定の事業者に依存することなく、他者による保守、追加開発が可能なシステム構成であるこ

と 

· 特定のベンダが保有するソフトウェア及びライセンスを前提としないこと 
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