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令和３年度 博覧会協会（仮称）のオフィス IT システム 

構築・運用等業務委託 業務説明資料 

 

 

本資料に記載した内容には、現在検討中のものも含まれるため、本プロポー

ザルのみの設定条件とし、将来の業務実施の条件となるものではありません。 

 

１ 総則 

(1) 適用範囲 

本業務説明資料は、「令和３年度 博覧会協会（仮称）のオフィスITシス

テム構築・運用等業務委託」（以下「本業務」という。）に適用します。 

 

(2) 準則 

本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか、委託契約約款等を遵守する

こととします。 

 

(3) 履行場所 

横浜市内ほか 

 

(4) 履行期限 

令和４年３月31日（木） 

 

(5) 契約について 

令和３年度中（秋以降）の国際園芸博覧会の開催組織（博覧会協会（仮称）。

以下「博覧会協会」という。）の設立後は、2027国際園芸博覧会推進委員会

（以下「委員会」という。）から博覧会協会に契約上の地位を移転する予定

です。本業務に関する対価の支払いについては、本業務に関する契約上の地

位を博覧会協会へ移転した後とさせていただきます。 

令和４年度以降は、前年度業務の履行実績が良好であり、博覧会協会とし

て所定の手続きを経た場合、本業務の受託者と継続契約する可能性がありま

す。 

 

２ 業務の概要 

(1) 業務の背景 

国際園芸博覧会（A1）は、国際的な園芸文化の普及や花と緑のあふれる暮

らし、地域・経済の創造や社会的な課題解決等への貢献を目的に、国際園芸

家協会（AIPH）の承認及び博覧会国際事務局（BIE）の認定を受けて開催さ

れる国際的な博覧会であり、2027年の横浜における国際園芸博覧会について
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は、令和元年度にAIPHに開催申請を行い、政府による支持の表明により、承

認されました。 

また、令和２年11月には、博覧会協会の設立準備等を行うとともに、全国

的な機運醸成等を図ることを目的として、「2027国際園芸博覧会推進委員会」

が設立されたところです。 

なお、本業務の実施に当たっては、以下のウェブサイト等をご参考くださ

い。 

 

≪参考とするウェブサイト≫ 

○2027国際園芸博覧会推進委員会 

https://expo2027yokohama.jp/ 

○横浜市都市整備局「国際園芸博覧会」 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/engeihaku/ 

○横浜市都市整備局「旧上瀬谷通信施設」 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseib

i/jokyo/sonota/kamiseya/ 

○農林水産省「2027 年横浜国際園芸博覧会」 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/f_yokohama/yokohamahaku.html 

○国土交通省「国際園芸博覧会」 

https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000089.html 

○経済産業省「国際博覧会」 

https://www.meti.go.jp/policy/exhibition/index.html 

○公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会（大阪・関西万博） 

https://www.expo2025.or.jp/ 

○AIPH（国際園芸家協会） 

http://aiph.org/ 

○BIE（博覧会国際事務局） 

https://www.bie-paris.org/site/en/ 

 

(2) 業務の目的 

本業務は、令和３年度中（秋以降）に博覧会協会（仮称）を設立するに当

たり、職員がオフィス等で事務等を行うために必要となる IT システムに関

する製品・サービスを調達し、オフィス IT システムを構築するとともに、

安定的に運用等を行うことを目的とします。 

 

３ 業務内容 

(1) オフィス IT システム設計業務 

ア 要件確認 

本業務の受託者が提案する製品・サービスについて、博覧会協会への適

用可能性や詳細の仕様を確認します。 
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確認のため、職員に要件の実現方法を説明し、その詳細な仕様を調整す

るとともに、設置拠点の現地調査を行います。それらの結果、要件の変更

又は製品・サービスの追加又は変更が必要な場合は委員会と対応を協議し

ます。 

 

イ 設計書の作成 

製品・サービスを博覧会協会が利用するために必要な設定箇所を特定し、

設定値を決定します。 

構築完了後も継続して主にサービスに対して管理操作が必要な箇所を

特定し、管理に必要な手順書を整備します。 

外部サービスを利用する場合は、将来、サービスの利用を終了する際に

必要なデータ消去ができることを確認し、その手続きを定めます。 

構築後の維持管理において、必要な作業を洗い出し、博覧会協会の職員

と受託者との役割分担を整理します。 

設計結果は製品・サービスに反映させるだけではなく、設計書、手順書

等の文書として構成管理（後述）を行い、参照できるようにします。 

 

(2) 製品・サービス調達業務 

設計成果に基づき、製品・サービスの発送手配を行い、博覧会協会が利用

可能な状態とします。物品については搬入、保管及び梱包資材回収等、据付

調整に関する調整をします。 

設置拠点において工事が必要な場合、日程等の調整及び工事当日の監修を

行います。 

製品の使用を中止した場合、回収手配を行います。 

製品が故障した場合は、回収手配を行うとともに、代替品の発送手配を行

います。 

製品・サービスの利用料は本業務の費用一式に含みます。 

製品・サービスの利用にあたって、利用者登録等の手続きの必要性を確認

し、必要に応じて委員会による書類作成を支援します。 

 

(3) オフィス IT システム構築業務 

ア 据付調整 

納入する製品は、あらかじめソフトウェアの導入が完了しているか、利

用者に貸与するデバイスについては簡易な手順で初期セットアップが完

了する状態で納入します。 

利用者で共有する製品・サービスに対して初期導入設定を行い、システ

ムが正常に稼働していることを確認します。 
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イ 受け入れテストの実施 

職員が製品・サービスが業務要件を満たしていることを確認するための

項目を整理し、手順を検討します。また、職員による、利用者端末を用い

たテスト作業を支援し、委員会の求めがあれば技術者の立会いを行います。 

 

ウ 教育の実施 

構築後の維持管理において、博覧会協会の職員が行う作業について、教

育を実施します。教育の対象者及び実施方法は協議の上で決定します。 

オフィス IT システムの利用者に対して、初期のセットアップ手順を文

書等で提供します。 

 

エ 構築完了報告 

受入れテスト、運用教育の完了を確認した上で、構築完了を報告し、委

員会の承認を得ます。構築時に残課題があれば、その対応方針を説明し、

委員会の承認を得ます。 

 

(4) オフィス IT システム運用業務 

オフィス IT システム運用業務は、オフィス IT システム構築後に必要な維

持管理のうち、博覧会協会の職員が行う作業以外を受託者に委託するもので

す。 

提案する製品・サービスの仕様又は製品・サービス事業者からの推奨によ

り、当該業務に含めるべき作業があれば提案を求めます。 

 

ア 問合せ対応 

構築した製品・サービスの利用に課題がある場合、製品・サービス事業

者から提供されるサポート文書では解決できない問題への助言、問合せ先

の切り分け等、博覧会協会の職員からの相談に対応します。対応の結果、

既存の設計内容に変更が生じた場合は設計書を更新します。 

 

イ 変更管理 

構築した製品・サービスにセキュリティ脆弱性情報及び品質改善情報が

あるかどうかを継続的に情報収集し、これらの情報に基づいて製品・サー

ビスへの変更案を検討します。 

変更要否は、変更案に基づき、業務の継続性、安定性等から博覧会協会

の職員が総合的に判断しますが、セキュリティに係る改善についてはセキ

ュリティ修正プログラム導入等の対策立案から適用まで、積極的かつ遅滞

なく実施することを原則とします。左記の対策がシステムによって自動で

適用される場合であっても、その適応状況を定期的に検証することを求め

ます。 
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ウ 構成管理 

導入した製品・サービスの一覧、ソフトウェアライセンス情報、サービ

ス契約関連資料、設計書、手順書、ソフトウェアの導入に必要なツール類

その他、オフィス IT システムの物品管理及び維持管理に必要な情報を

新の状態で管理します。 

なお、一部のシステム及びデータは、今後調達される他システムとの連

携が想定されます。構成管理情報は一元的に管理し、設計者等の求めに応

じて速やかに連携可能な状態にする必要があります。 

 

エ 運用報告 

構築完了から本業務完了までの運用業務を報告します。次年度業務に引

き継ぐ残作業又は残課題等があれば、その対応案を提案し、委員会の承認

を得ます。 

なお、維持管理において重要な課題が発生している場合、委員会又は博

覧会協会からの求めに応じて逐次報告します。 

 

４ 成果品 

(1) オフィス IT システム構築完了報告書 

 

(2) オフィス IT システム運用業務報告書  

（変更管理の履歴、構成管理対象物の一覧を含む） 

 

(3) 構成管理対象物一式 

成果品は、Microsoft® Office 又はその同等品で閲覧、編集可能な形式文

書ファイルを原則とします。ただし、オンラインマニュアル等、文書ファイ

ル以外での提供を提案する場合は、本業務で構築するオフィス IT システム

で閲覧可能であることを前提とし、作成前に職員の承認を得る必要がありま

す。 

 

５ その他 

(1) 業務の実施に関しては、プロポーザルの内容に関わらず、委託者と協議

の上、業務実施計画を策定し、業務を実施する組織体制と併せて提出する

こととします。 

(2) 受託者は、常に委託者と密接に連携を図り、委託者の意図について熟知

のうえ作業に着手し、効率的な業務の実施に努めなければなりません。 

(3) 受託者は、委託期間中、業務内容全般を把握している現場責任者１名以

上と業務従事者１名以上を置き、委託者と連絡調整を行うこととします。

なお、業務打合せには、原則としてこの２名は出席することとします。 

(4) 受託者は、本業務の実施にあたり、博覧会協会や委員会、横浜市等が発

注する他の業務等と関連する内容については、他の業務の受託者等と連携
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して行うこととします。 

(5) 受託者が本業務を実施するにあたり生じた諸事故や第三者に与えた損

害等については、受託者が一切の責任を負うとともに、委託者に発生原因

及び経過等を速やかに報告し、委託者の指示に従うものとします。 

(6) 本仕様書に定められていない事項や業務内容に疑義を生じた場合、並び

に、業務上重要な事項の選定については、あらかじめ委託者と打ち合わせ

を行い、その指示又は承認を受けることとします。 

(7) 受託者が、本業務に関して個人情報を取り扱う事務を行う場合には、「個 

人情報取扱特記事項」を遵守し、業務着手にあたっては、「個人情報取扱特 

記事項」第 12 条に基づく研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書及び 

研修実施報告書を提出することとします。 

(8) 受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、  

「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を遵守することと 

します。 

(9) 政策の転換等やむを得ない事由により予定業務の発注が行われない場 

合は、業務を受注できない場合があります。 

(10) 成果品についての著作権などの全ての権利は、委員会に帰属するもの 

とし、委員会と委員会が指定する第三者に著作者人格権を行使しないこと

とします。 

(11) 本業務を通じて知り得た情報について、受託者は守秘義務を負うこと

とし、委託者の許可なく使用することのないように、適切に管理するこ

ととします。 

(12) 本業務の提案に関する詳細は別紙を参照してください。 

 

６ 別紙 

(1) オフィス IT システム整備の全体概要 

(2) 業務要件 

(3) オフィス IT システムにおける製品・サービスの仕様 
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【別紙１】オフィス IT システム整備の全体概要 

 

１ 基本方針 

オフィス IT システムは、安全性を確保しながら業務の推進と効率化に資する

ものとするため、原則として以下の方針に基づいて整備します。 

 

(1) 安全性 

ア 総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガ

イドライン」1に可能な限り準拠するために必要な対策を講じること。 

イ 「ゼロ・トラスト・ネットワーク」の考え方に基づき、ネットワーク   

に接続されるサービスは、利用者の居場所を問わず、セキュリティが確保

された状態でアクセスできるような設計とすること。そのために必要な利

用者認証その他のセキュリティ対策は、各デバイス及び各サービスで実装

すること。 

ウ クラウド等外部サービスの活用により、博覧会協会が組織内で自営す 

る情報資産を極小化し、ネットワークセキュリティを独自に維持管理する

負荷を可能な限り減らすこと。博覧会協会業務の性格上、社会の注目を浴

び、攻撃の標的になりやすいことが想定されるため、セキュリティ対策が

予め備えられたサービスを選定し、当該サービスのセキュリティ機能を活

用すること。 

 

※なお、セキュリティについては、別紙３のセキュリティ要件を併せてご参

照ください。 

 

(2) 利便性 

ア 博覧会協会の職員に提供するサービスは、わかりやすいユーザーイン  

ターフェースを有し、操作を習熟するための研修を必要としないこと。 

イ 博覧会協会の職員に提供するサービスは、PC に加え、スマートフォン

等のモバイル用デバイスからでも操作しやすいユーザーインターフェー

スを有し、拠点外に移動しても情報の参照等を可能とすること。 

ウ 博覧会協会の職員に提供する製品・サービスは、幅広いソフトウェアバ 

ージョンで利用可能なものを選定するとともに、デバイス更改の際にサー

ビス改修の負担を極力抑えること。 

エ 博覧会協会の職員が使用する PC は、ペーパーレスの推進を視野に、資

料の閲覧がしやすい画面サイズを有し、拠点内における会議室への持ち運

びに適した軽量なものを選定すること。 

 

                                                       
1 総務省。令和 2 年 12 月版。https://www.soumu.go.jp/denshijiti/jyouhou_policy/ 



8 

(3) 効率性 

ア 電話の取次ぎ、紙面の回覧などを減らし、デバイスを利用して必要な 

人と直接コミュニケーションが取れる工夫を図ること。 

イ 働き方の変化、将来的な拠点の増加2等を視野に、リモートでコミュニ

ケーションを取る手段を確保するとともに、職員同士が同じ拠点にいるこ

とを前提とした業務を極力減らすこと。 

 

(4) 可用性 

ア デバイス内及びサービス内のデータは、複数世代のバックアップを取得

し、保護すること。 

イ デバイスの故障時には代替機で早急に業務を再開できるようにするた

め、デバイスのセットアップに関する操作手順をできるだけ減らすととも

に、スキル要員の支援を極力受けずに端末の交換、データ復旧などのサー

ビスが受けられるよう、システム構成及びマニュアル整備において配慮す

ること。 

ウ アクセスの集中により、ネットワーク上にボトルネックが発生しにく 

い方式を採用することが望ましい。 

 

(5) 拡張性 

拠点の増減、職員数の増減の際に、既存業務への影響を抑えながらシステ

ムの拡縮を可能とすること。 

 

(6) 運用可能性  

ア IT 専門スキルを持つ職員がいない想定として、クラウドサービス等を

活用し、運用に必要な作業を 小限に抑えること。 

イ 維持管理に関する職員への教育を利用開始までに実施すること。 

ウ デバイス（特に PC）の動作品質確保及び情報漏洩防止のため、デバイ

スの設定情報を組織的に管理すること。さらに、利用者が使用する標準ソ

フトウェアを指定し、利用者の利便性に配慮しながら、標準外利用の抑制

を図ること。 

 

２ 整備スケジュール 

(1) 令和 3 年度に設計、構築を実施する。 

(2) 博覧会協会の設立後、遅滞なく IT サービスが提供できるように、可能

な限り整備を前倒しする。 

(3) 維持管理に必要な機器更改を行いながら、令和 10 年度頃まで運用する

ことを想定している。 

  

                                                       
2 令和６年度頃から現地事務所を開設し、拠点を２つにする検討をしています。  
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３ 調達方針 

上記の基本方針及び整備スケジュールを実現するため、オフィス IT システム

は以下の方針に基づいて調達を実施します。 

 

(1) クラウドサービス等の外部サービスが持つ経済合理性、俊敏性等の特性 

を生かしたシステムを構築する。 

(2) 博覧会協会は時限組織であり、組織規模の変化に対応する必要があるこ 

とから、可能な限り固定設備及び資産を保有しないこととする。 

(3) システムの仕様及び規模（同時アクセス数及びデータ容量等)は年度ご 

とに見直しの要否を検討し、契約に反映する。 

 

４ 関連する IT 整備 
委員会では、並行して他の IT 整備を計画しています。現時点での計画を以

下に示します。 

 

計画中の IT 想定する業務 
オフィス IT システム 

構築・運用等業務との関連 

バックオフィスツール バックオフィスに係る業務 

・文書・稟議・ 

各種ワークフロー 

・財務会計 

・経費精算 

・給与計算 

・人事労務管理 

・工事積算 

職員が業務及びシステム運用

のために接続する際のデバイ

スはオフィスITシステムを使

用する。 

 

オフィスITシステムは関連シ

ステムにオンラインで職員認

証情報を提供する。 

 

インターネットドメインの取

得作業はオフィスITシステム

向け及び外部向けを合わせて

本業務に集約する。 

 

オフィスITシステム調達にあ

たっては上記を考慮すること

が望ましい。 

情報基盤 事業運営に係る業務 

・事業管理 

・運営管理 

・成果管理 

・会場管理 

設備管理に係る業務 

・施設管理 

・交通管理 

・ライフライン管理 

・物流管理 

博覧会協会 

ウェブサイト 

（外部向け 

ホームページ） 

「令和３年度 国際園芸博覧

会に関するウェブサイト等

の運用・構築等業務委託」と

して、2027 国際園芸博覧会推

進委員会ウェブサイトの及

び博覧会協会のウェブサイ

トの運用・構築等を実施 
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【別紙２】 業務要件 

 

オフィス IT システムの業務要件を以下に示します。 

なお、博覧会協会は設立準備中であり、また流動的な組織であるため、今後

も大幅な変更の可能性があります。 

 

１ 利用者等定義 

(1) 利用者 

ア オフィス IT システムの主な利用者は、博覧会協会の職員である。 

イ 博覧会協会の職員は、原則として国・地方自治体・民間企業等からの出

向職員で構成されるため、多くの利用者は２～３年ごとに入れ替わる想定

をしている。 

ウ 令和 3 年度末時点の職員数は約 15 名とする。 

エ 令和 4 年度から令和 8 年度の年度末時点の職員数は、前年度から約 50

名増員する想定とし、令和 9 年度の開催中は令和 8 年度と同様の職員数と

想定する。令和 10 年度末時点の職員数は、約 20 名と想定する。なお、こ

の職員数は、出向等による博覧会協会の職員のみの人数であり、派遣社員

や委託業務の職員等は含まない。 

 

(2) 維持管理者 

ア オフィス IT システムの維持管理者は、利用者の一部が兼任する。 

イ 維持管理者は、一部の専門的な作業を必要に応じて外部に委託する。 

 

(3) 協業者 

博覧会協会からの委託業者や関係団体等を協業者とする。オフィス IT シ

ステムにアクセスする個人を認証、識別した上で、利用者と情報連携を行う。 

 

(4) 外部の者 

ア 協業者を含む、外部からオフィス IT システムを通じて博覧会協会に接

触のあるすべての者を指す。 

イ 協業者以外には、博覧会協会への問合せをする者、Web サイトにアクセ

スする一般の方等を想定する。 

 

２ 利用場所 

(1) 主な執務場所は、現在の博覧会協会の事務所を設置することを想定して

いる、2027 国際園芸博覧会推進委員会 事務局3の場所とする。なお、令和

３年度末以降、いずれかの時期に事務所を移転する可能性がある。 

                                                       
3 神奈川県横浜市中区本町４丁目 43 番地 A-PLACE 馬車道４階 
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(2) オフィス IT システムが提供するサービスは、移動時又は在宅勤務時で

も利用可能とする。 

 

３ 業務利用時間 

(1) 原則として、24 時間週７日とする。 

(2) 製品・サービスの保守のため、やむを得ず利用停止する場合、原則とし

て、１週間以上前に利用者に通知する。 

 

４ 適用業務 

(1) オフィス文書の閲覧、作成、編集 

ア Microsoft 365 Business Standard 以上を使用し、ワープロ文書、表計

算シート及びプレゼンテーションシートの閲覧、作成、編集を行う。 

イ PDF 編集ビューアーを使用し、PDF ファイルの作成、参照を行う。 

ウ Windows で一般的に使用する、ファイルの圧縮4及び解凍を行う。 

 

(2) オフィス文書等の印刷 

オフィス文書及び Web ブラウザの画面等の印刷を行う。 

 

(3) 通信 

ア 電子メールを送受信する。メールの送受信元は博覧会協会内だけでな 

く、インターネットとの接続を含む。 

イ リモート会議を実施する。リモート会議の参加者はオフィス IT システ

ムの利用者に加え、博覧会協会から接続情報を通知した外部の者の招待を

可能とする。 

ウ 博覧会協会内の内線電話及び外線電話を使用する。 

エ 外線電話では、各個人に割り当てられた携帯電話番号に加えて、博覧会

協会の代表番号を運用する。代表番号に着信した外線は、あらかじめ設定

した複数の利用者を同時に呼び出すこと。さらに、オフィス IT システム

内の他のスマートフォンへの転送を可能とすること。可能な限り、転送に

伴う通話料金が発生しない方式とすること。 

オ 複数のサービスによってメールサービスが提供される場合、業務に利  

用し、維持管理を行う対象とするサービスは PC とスマートフォンで同じ

アドレスを共有できるものを 1 つ選定する。 

 

(4) ファイルの保管 

ア オンラインストレージに設けられた個人用フォルダを使用して、電子 

ファイルを管理する。 

イ オンラインストレージに設けられた内部共有フォルダを使用して、利用

                                                       
4 圧縮は、協業者がオンラインストレージに対応しない場合、限定的に使用する。 
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者間で電子ファイルを共同管理する。なお、内部共有フォルダは、全職員

がアクセスできるフォルダ、課の職員がアクセスできるフォルダ、特定の

職員がアクセスできるフォルダ等に分け、アクセス権の設定ができるよう

にする。 

 

(5) 情報共有 

ア 文字、簡易なファイル共有が可能なグループチャットツールを使用する。 

イ 利用者間で、利用者及び会議室予約等の共有が可能なカレンダーツール

を提供する。 

ウ オンラインストレージを使用して、協業者との間で電子ファイルを連携

する。連携の際に誤った宛先への送付を防ぐため、宛先のメールアドレス

を登録する等の設定は利用者自身で実施する。 

エ チームで共同作業をする際のグループウェア等が利用可能であること

が望ましい。 

オ Microsoft 365®との親和性が高いこと。 

 

(6) 情報収集 

業務に必要なインターネットの Web サイトにアクセスし、閲覧をする。 

 

(7) 名刺管理 

名刺を登録し、利用者間で共有する。 

 

５ オフィス IT システム維持管理に関する業務 

維持管理は、博覧会協会の職員が行うことから、それに必要な設計、手順は

オフィス IT システム設計業務において受託者が検討する必要があります。 

 

(1) 利用者管理 

ア 新たな博覧会協会の職員が着任した際に、オフィス IT システムを横断

的に利用するための利用者 ID を登録する。 

イ 利用者 ID を協業者にも発行する是非は今後検討する。 

ウ 利用者に対して、製品・サービスのライセンスを割り当て、利用者権  

限を付与する。 

エ デバイスの盗難、紛失があった際に、利用者 ID の一時停止、再開をす

る。 

オ 利用者が離任した際に、利用者 ID を失効させる。 

カ 必要に応じて、登録された利用者 ID 及びライセンスの棚卸作業を実施

する。 

キ 利用者異動の時期が集中することが想定されることから、管理作業は 

あらかじめ手順を整理し、効率的に実施できるようにする。 
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(2) アクセスログ管理 

業務監査等の求めに応じて、製品・サービスからアクセスログを取得する。 

 

 (3) 利用者向けのガイド 

ア 新たな利用者に対して、初期セットアップ手順を案内する。 

イ 製品・サービスの利用方法に変更が発生した際に、利用者に周知する。 

ウ 製品・サービスの停止を計画する際又は障害が発生した際に、利用者 

に周知する。 

 

(4) サービス開閉局 

ア サービスの保守、セキュリティ上の問題が発生した際の対応等のため、

維持管理者の操作によって、製品・サービスを手動で停止する等、利用

者からのアクセスを抑止するための作業を行う。 

イ 停止等したサービスを維持管理者の操作によって再開する。 

 

(5) 特殊要件への対応 

ア セキュリティのため、適用業務に適さない設定の適用、外部媒体の接 

続、標準ソフトウェアの削除、標準外ソフトウェアの導入等による PC 構

成変更を許可しないよう、利用者権限に制限をかける。 

イ ただし、業務上必要な特殊な使い方に対応する必要がある場合は、維 

持管理者が OS の管理者権限を用いて構成変更作業を実施する。 

 

(6) 予備機の保管 

デバイスの紛失、故障の際の交換に備え、主な執務場所または本業務の受

託業者の拠点において、PC の予備を 小限確保する。 

 

(7) 利用者離任等に伴うデータの引継ぎ及び消去 

ア 利用者離任の際、電子ファイル又はサービス上に登録されたデータの 

散逸防止、管理の引継ぎが行われるよう、離任者及び後任者に対して適切

な指示を行う。 

イ 離任、故障等により使用を終了したデバイスは、必ず博覧会協会の職員

（利用者又は維持管理者）がデータ消去の作業を実施する。 

ウ 使用が終わった PC は、使いまわしをせず、センドバック又はあらかじ

め設計された手順に従って維持管理者によって初期構成の復元を実施す

る。 

 

(8) デバイス紛失時対応 

ア スマートフォンについては、デバイスの捜索を行う。 

イ スマートフォンについては、遠隔でデータ消去を行う。 
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(9) Web サイト等の信頼性確保 

外部に公開する Web サイトについては、外部の者に対してなりすまし、改

竄等がなく正確な情報を発信するための措置を施す。 

 

(10) 外部委託管理 

維持管理のうち、オフィス IT システム運用業務として外部委託する作業

について、変更等の提案又は報告を受けて承認する。 

 

６ 問合せ対応 

対応時間は、原則として、平日午前 9 時から午後 5 時までとする5。 

対応時間内の連絡に対し、当日までに受付応答する。 

既知の問題については、原則として翌営業日までに解決策又は回避策の提

示を受ける。 

問合せ手段は、PC 又はスマートフォンの故障時に、他のデバイスでの連絡

が可能な手段を確保するが、詳細は委員会と協議の上、決定する。 

  オフィス IT システムは様々な製品・サービスの組み合わせであるため、一

部のサービスに例外がある場合は、委員会と協議し、承認を受ける。 

  令和 3年度においては利用者が少なく、問合せの頻度が高くないことから、

問合せ件数に応じて段階的に体制を拡張するなど、経済的な提案を求める。 

 

７ 機器故障時の対応 

機器の破損、ソフトウェア異常（管理者権限による OS 操作で復旧可能なも

のを除く）、充電池等消耗部品の劣化がある場合は、センドバック等、利用者

及び管理者の手間を軽減した手続きによる交換を実施すること。 

センドバックに必要な梱包部材は、利用者及び維持管理者による調達を不

要とすること。 

早期の業務回復を実現するため、センドバック依頼受付後、速やかに機器

のセットアップ及び発送を行い、概ね 3 日以内の着荷を目標とすること。な

お、この目標における着荷先は横浜市内を前提とし、遠方輸送及び輸送障害

による遅れは含まない。 

 

８ 利用者業務イメージ 

(1) 利用者ひとりあたり、PC１台及びスマートフォン１台を配布する。 

(2) 文書作成の効率化のため、オンラインストレージサービスを用いて利用

者間でファイルを共有し、必要に応じて共同作業や版管理が行えるように

する。なお、PC 及びスマートフォンからオンラインストレージにアクセス

可能なようにする。 

                                                       
5 なお、博覧会開催期間及びその前後（令和９年３月～９月）は休日を含む週７日に対応

する。センドバックの手配等も同様とする。 
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(3) 博覧会協会内部における作業の効率化のため、会議に代わり、グループ

ウェアを活用して、リモート会議、ファイル共同編集等による場所を問わ

ない共同作業を実現する。さらに、ファイルの版管理等によって、リモー

ト作業時に起こりがちなメールへの依存を減らし、ファイルの一元化を実

現する。 

(4) 外部連絡の効率化のため、電話、FAX に代わり、極力、リモート会議、

オンラインストレージサービスを活用する。 

(5) 人為ミスによる情報流出を防ぐため、機密情報の外部共有は、極力、電

子メールへの依存を減らし、オンラインストレージサービスを活用する。

内部共有においても、外部媒体（USB メモリー等)の使用は原則として許可

しない。 

(6) 在宅勤務時、出張時、他拠点訪問時において、主な執務場所から移動し

てもクラウドサービスを安全に接続するための手段が確保され、業務が継

続できるようにする。 

(7) 主な執務場所におけるデバイスの通信は、無線 LAN を使用する。主な執

務場所以外における通信及び無線 LAN に障害が発生した場合の通信には、

スマートフォン向け通信サービス等の公衆回線を使用する。ただし、職員

が在宅勤務を行う際にはセキュリティが確保されていることを前提に、職

員が保有するインターネット回線の利用を許可する場合がある。これらの

回線の選択は利用者が選択可能とする。 

(8) 原則として、利用者が意識しなくてもサービス内でバックアップが行わ

れるようにする。 

(9) 協業者にはデバイスの配布を行わず、協業者が保有するデバイスを利用

する。 

(10) 協業者には、拠点内での作業にあたり、セキュリティの確保を前提と

して、必要に応じて無線 LAN を通じてインターネットへのアクセスを許可

する。 

(11) 維持管理のための専用端末等は設けない。維持管理者の作業は利用者

向けデバイスで実施する。 

 

９ データの保護 

(1) 博覧会協会が業務のために作成又は受領するデータは、博覧会協会解散

時まで保管する。 

(2) 博覧会協会解散後のデータ保全方法については解散時の技術動向に基

づいて検討するが、採用するクラウドサービスは原則として維持管理者に

よる業務データのエクスポートに対応する必要がある。 

(3) すべてのデータは日本国内にて処理、保管を行う。 

(4) データの保管は、安全性が確保され、維持管理者が指定したサービスを

利用する。 
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【別紙３】オフィス IT システムにおける製品・サービスの仕様 

 

１ 概要 

オフィス IT システムは、以下の製品・サービスから構成されます。なお、

図はイメージであり、製品・サービスによって接続形態等が異なる場合は提

案を求めます。 

 

 
 

(1) A:デバイス 

- A1 PC 

- A2 スマートフォン 

- A3 複合機 

 

(2) B:ネットワーク 

- B1 LAN 

- B2 インターネット回線 

- B3 電話サービス 

- B4 スマートフォン向け通信サービス 

 

(3) C:オフィス業務用ツール 

- C1 統合オフィススイートサービス 

- C2 オンラインストレージサービス 

- C3 名刺管理サービス 

- C4 端末セキュリティサービス 

■【B1】LAN
(原則として無線)

博覧会協会外の
電話

【A2】
スマートフォン

【A1】
PC

【A3】
複合機

※: PC、スマートフォンは事務局内外兼用とする。

←■【B2】インターネット回線

現委員会事務局(主な執務場所)

※

クラウド等外部サービス

オフィス
業務用ツール

【C1】統合オフィススイートサービス
【C2】オンラインストレージサービス
【C3】名刺管理サービス

【C4】端末セキュリティサービス
【C5】認証サービス
【C6】ネットワークセキュリティサービス

■【B3】
電話サービス

インターネット

←■【B4】
スマートフォン向け通信サービス

( 又は
オフィスIT調達外のインターネット回線)

デバイス

Webサイト等
【D1】ドメイン管理サービス
【D2】サーバー証明書サービス

※

(関連するIT)

協業者の
PC等(移動時、在宅勤務時)
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- C5 認証サービス 

- C6 ネットワークセキュリティサービス 

 

(4) D:Web サイト等 

- D1 ドメイン管理サービス 

- D2 サーバー証明書サービス 

 

２ デバイスの要件 

(1) PC (A1) 

ア Microsoft Windows® 10 Pro を搭載するノート型 PC とすること。 

イ CPU 性能及びメモリー容量（８GB 以上）は、提案者が提案するオフィス

業務用ツールの稼働条件を満たした上で、リモート会議ツール及び

Microsoft Office アプリケーションを同時に起動しても安定して稼働す

る等、複数のソフトウェアを組み合わせた利用においても十分な性能を備

えていること。 

ウ 利用者を撮影する Web カメラが内蔵されていること。Web カメラの画質

は概ねリモート会議での利用に耐えるものとすること。 

エ モニター等への接続に必要な、ビデオ出力が可能であること。 

オ Windows® 10 に対応したマウスを添付するとともに、接続が可能である

こと。 

カ 画面の画素数は、概ね 1,920 ピクセル×1,080 ピクセル以上とすること。 

キ デバイスが故障した際に、記憶媒体が破壊された場合を除き、博覧会 

協会の職員によってデータの消去が可能な手段を提供すること。 

ク のぞき見防止フィルターを装着すること。 

ケ 記憶媒体全体を暗号化すること。 

コ デバイス単体の重量は概ね 1kg を超えないものとすることが望ましい。 

サ 端子の形状が特殊な AC アダプター等、代替品の確保が困難な特殊な機

構を必須としないことが望ましい。 

シ 特殊な用途により、高性能なデバイスを必要とする場合は将来的に別 

途検討する。 

 

(2) スマートフォン (A2) 

ア デバイスは、iPhone とすること。 

イ 画面の大きさは、4.7 インチ以上とすること。 

ウ 利用者を撮影するカメラが内蔵されていること。カメラの画質は概ねリ

モート会議での利用に耐えるものとすること。 

エ スマートフォン向け通信サービスが利用可能であること。 

オ 組織で共有する電話番号と、個人で使用するいわゆる携帯電話番号との

使い分けが可能であり、利用者が発着信時に識別可能なインターフェース

を有すること。 
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カ オフィス業務用ツール（後述）のうち、クラウド等外部サービスから提 

 供されるアプリケーションがある場合は、それを導入可能であること。 

キ 自動及び利用者の手動によるロックが可能なこと  

ク 生体認証等による、ID、パスワードに依存しない利用者認証方式に対応

していること。 

ケ のぞき見防止フィルターを装着または添付すること。 

コ 衝撃からデバイスを保護するためのカバーを添付すること。 

サ テザリング機能を備えること。 

シ 特殊な用途により、高性能なデバイスを必要とする場合は将来的に別 

途検討する。 

 

(3) 複合機 (A3) 

ア 無線 LAN を通じて PC 及びスマートフォンと接続可能であること。無線  

LAN のインターフェースを有しない場合は、提案者が必要な設備を追加す

ること。 

イ 利用者に貸与したデバイスからのみ印刷が可能であること。 

ウ 印刷は、 大サイズを A3 以上とすること。 

エ 主な執務場所に 2 台設置し、1 台はカラー印刷に対応すること。もう 1

台は白黒印刷専用で運用するため、カラー印刷機能を有する場合は白黒の

みで使用することが可能であること。 

オ A3 サイズに対応するステープル機能を有すること。 

カ A4 サイズの連続印刷において、毎分 25 枚以上の性能を有すること。 

キ 故障を利用者が認識してから原則として 4 時間以内に復旧させること。

ただし、夜間、土日及び祝日は対象外とする。 

ク 複合機を操作して利用者認証を実施してから印刷処理を開始する仕組

みとすること。 

ケ 印刷を行った者及び日時のログを保管すること。 

コ 紙文書をスキャンし、利用者に貸与した PC での利用が可能であること。

スキャンは連続自動フィードを可能とすること。 

 サ 印刷ジョブが長期間デバイス内に残存しない設定を可能とすること。 

 

３ ネットワークの要件 

(1) LAN (B1) 

ア デバイスに対してインターネット及びサービスへの接続を実現するた

めの無線 LAN を提供すること。 

イ 主な執務場所への工事は 小限とすること。 

ウ 協会が貸与したデバイスを接続する際は、利用者認証又はデバイスの識

別を行い、アクセスログを保存すること。 

エ 通信機器の設定は、ネットワークセキュリティサービスとは別に、必要

なアクセスのみを許可し、不要なサービスを停止させること。 
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オ 特段の理由がない限り、既存のインターネット回線（NTT 東日本が提供

するフレッツ光）を利用すること。 

 

(2) インターネット回線 (B2) 

ア 主な執務場所において、特段の理由がない限り、既存のインターネット

回線（NTT 東日本が提供するフレッツ光）を利用すること。 

イ 必要に応じて、回線利用に必要な通信機器の据付及び配線を行い、維持

管理を行うこと。 

ウ 将来における拠点の増減、組織規模の拡大、大容量コンテンツの取扱い

増加の際には、回線帯域その他の観点から既存のインターネット回線を継

続利用する是非を見直す。 

 

(3) 電話サービス (B3) 

ア 博覧会協会が組織で共有する電話番号を取得すること。 

イ 発信の際の発信者番号通知及び受信の際の発信者番号表示に対応する

こと。 

ウ 通話の利用明細が作成可能であることが望ましい。 

 

(4) スマートフォン向け通信サービス (B4) 

ア 別紙１ 業務要件に対応すること。 

イ 国内において、モバイル通信及び通話の利用を可能とすること。 

ウ 業務アクセス利用において、従量課金が発生しないようにすること。 

ただし、海外利用等において従量課金が発生する場合は、維持管理者の設

定等により従量課金が発生する利用の抑止が可能なこと。 

エ 業務に不要なサービス等による別料金が発生する場合は、維持管理者の

設定等により当該サービス等の利用の抑止が可能なこと。 

オ 発信の際の発信者番号通知及び受信の際の発信者番号表示に対応する

こと。 

カ 電話帳その他の設定情報はクラウド等外部サービスを用いて管理し、デ

バイスの紛失、交換の際、当該情報の移行を円滑に進められる仕組みとす

ること。 

キ デバイスを紛失した際に、スマートフォンの捜索、リモートからのデー

タ消去を PC から利用できるようにすること。 

 

４ オフィス業務用ツールの要件 

(1) 統合オフィススイートサービス (C1) 

ア 現在の委員会の事務との互換性を確保するため、統合オフィススイート

のサブスクリプションサービスは Microsoft365 Business Standard 以上

とすること。 

イ 別紙１ 業務要件に対応すること。 
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(2) オンラインストレージサービス (C2) 

ア 別紙１ 業務要件に対応すること。 

イ 内部共有フォルダと外部共有フォルダは分離する等、利用者が誤って内

部情報を外部に流出するリスクを軽減する仕組みとすること。 

ウ 極力、クラウド等外部サービスを活用し、主な執務場所に対する機器の

据付及び維持管理を不要とすることが望ましい。 

エ メールサービスのデータ容量削減、メールによる誤添付防止のため、メ

ール又は統合オフィススイートサービスでオンラインストレージのリン

ク情報を添付することで、添付ファイルに頼らずともファイル共有が可能

とすること。 

オ 大容量コンテンツ利用機会の増加等を踏まえ、LAN 内にオンプレミスの

ストレージを保有する必要性については将来的に別途検討する。 

 

(3) 名刺管理サービス (C3) 

別紙１ 業務要件に対応すること。 

 

(4) 端末セキュリティサービス (C4) 

ア 主に PC におけるウィルス等不正プログラムの検知、検疫をデバイス内

のエージェントにより行うこと。 

イ ネットワークを通じた端末への不正アクセスを、デバイス内のエージ 

ェントにより防止すること。 

ウ 検知等に用いる定義ファイルはインターネットを通じて取得可能で、 

デバイス内のエージェントにおいて自動で取得されるよう設定すること。 

エ デバイスにおけるエージェントの稼働状況を監視し、不正プログラムの 

検知を維持管理者に通知すること。 

 

(5) 認証サービス (C5) 

ア 利用者及び維持管理者に対して、一意の利用者 ID を発行できること。 

イ 発行した利用者 ID を使用して、利用者の氏名、属性等の職員認証情報

等を一元的に管理すること。 

ウ 職員認証情報は、PC、オフィス業務用ツールその他のサービスと連携す

ること。 

エ 利用者に貸与する PC のコンピューター名等を一元的に管理すること。 

オ PC 設定の組織的な管理に必要な情報の配布を行うこと。 

カ 維持管理者によって利用者管理及びデバイス管理を行うためのインタ

ーフェースを提供すること。 

キ 主体認証は、インターネットを通じて拠点内外を問わず使用できるよ 

うにすること。 

ク スマートフォンでは、端末利用時は端末内又はスマートフォンのベン 
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ダーが提供する認証機構を使うことを許容するが、スマートフォンを用い

て博覧会協会が維持管理する IT（オフィス業務用ツール、博覧会協会が 

 指定するクラウド等サービス及び複合機等）を使用する場合は認証サービ

スを用いた認証を必須とする。 

ケ その他、認証強化または利便性の向上につながる工夫があれば提案を求

める。 

 

(6) ネットワークセキュリティサービス (C6) 

ア インターネットから主な執務場所の無線 LAN に対する不正アクセスの

リスクに対し、デバイスの手前で軽減すること。 

イ 極力、クラウド等外部サービスを活用し、主な執務場所に対する機器 

の据付及び維持管理を不要とすることが望ましい。 

ウ ネットワークに対する攻撃又はその予兆の有無を監視し、必要に応じ 

て維持管理者に通知を行うこと。 

 

５ Web サイト等の要件 

(1) ドメイン管理サービス (D1) 

Web ページ、メールサービス等で使用するインターネットドメインを取得

し、ドメイン所有者情報を維持管理すること。 

 

(2) サーバー証明書サービス (D2)  

ア ホームページの真正性を保証するサーバー証明書を民間認証機関から

取得すること。 

イ 第三者によるなりすましを防止するための検証を可能とすること。 

（ア） Web ページの作成者が博覧会協会であること 

（イ） ドメインの取得者が博覧会協会であること 

ウ 検証は、原則として 24 時間週 7 日、インターネットから利用できるこ

と。 

エ 検証を通じて、利用者及び外部の者をなりすまし等から保護すること。 

 

６ セキュリティ要件 (A～D 共通) 

オフィス IT システムのセキュリティは、これまで示した製品・サービス単

体の仕様に加え、以下に示す製品・サービスを組み合わせた対策の適用、維

持管理、教育等を総合的に実施することで、不正アクセス、情報漏洩その他

の様々な脅威に対抗できるようにします。 

 

(1) 主体認証 

ア 利用者識別を行う職員認証情報及び利用者に貸与する PC のデバイス情

報は、原則としてオフィス IT システム全体で一元的に管理すること。 

イ 認証情報は他サービスからの参照を実現するため、オープンな仕様に対
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応した認証サービスを利用すること。 

ウ シングルサインオン又はそれと同等の仕組みを構築し、利用者がサービ

スごとに ID を使い分けたり、繰り返し認証情報を入力したりする手間を

なくすこと。 

エ 二要素認証が使用できる製品・サービスでは、可能な限りそれを有効に

すること。ただし、二要素認証で採用した認証手段が使用できない利用者

には例外設定を許容できるようにすること。 

オ デバイス及びサービスの認証においては、生体認証又はデバイス認証等

を使用又は併用し、利用者の記憶（固定パスワード等）だけに頼らない仕

組みとすることが望ましい。 

カ 職員認証情報に固定パスワードを利用する場合は、複雑性のパスワード

を設定するよう利用者に求める仕組みとし、利用者が任意のタイミングで

パスワードを変更するためのインターフェースを提供すること。 

キ 利用者がパスワードを失念した際の復旧は、可能な限り維持管理者の手

間を軽減するための工夫を行うこと。 

 

(2) パスワード共有の禁止 

ア パスワードは、本人以外に知りえない方法で利用者本人が管理する  

こと。 

イ デバイス障害対応等においても、維持管理者が利用者のパスワードを 

使わなくても対応が完了するように工夫するか、利用者立会いの下で作業

を実施すること（ワンタイムパスワードを用いている場合はその限りでは

ない)。 

 

(3) アクセス制御 

ア 利用者に貸与しているデバイス同士で直接通信したり、デバイス内の 

ファイルを他のデバイスが直接アクセスしたりすることは技術的に抑止

すること。 

イ デバイス内に保管されたデータは、登録者以外が参照できないように 

設定し、特に本業務の受託作業者等が参照できないようにすること。 

ウ サービスそのものの起動停止、他の利用者によるデータ管理に影響を 

及ぼすようなシステム変更を可能とする、いわゆる「特権 ID」は、博覧

会協会の職員が管理すること。 

 

(4) ネットワークの暗号化 

ア 業務に用いるデータの通信は、暗号化すること。 

イ デバイスにおいて暗号化の設定を行う際は、費用対効果を踏まえつつ、   

可能な限り 新の技術動向に合った、強度の高いものを選択すること。 

ウ 公衆 Wi-Fi など、暗号化対策が十分ではないネットワークの使用は避  

けるよう教育すること。 
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(5) データの暗号化 

ア PC は、記憶媒体全体を暗号化する等、利用者が意識しなくてもデータ

が暗号化され、盗難の際のデータ抜き出しリスクを軽減すること。 

イ クラウド等外部サービスに保管されるデータは、利用者が意識しなくて

も外部サービス上での保管を開始するまでに暗号化されるようにするこ

と。 

 

(6) 標的型攻撃対策 

ア 業務への妨害又は危険なサイトへの誘導を目的に送り付けられてくる

メールのフィルタリングを行うこと。 

イ 添付ファイル及び不適切な外部リンクを含むメールについてフィルタ

リング、警告表示もしくはその両方を行うこと。 

ウ 標的型攻撃は完全には防ぎきれないことから、ネットワークにおいて不

審な通信がインターネットに情報を送信することを防ぐ出口対策を行う

こと。 

   

(7) データベース等における情報漏洩対策 

ア クラウド等外部サービスを利用する際は、セキュリティ対策に関する評

価結果の公表、第三者評価の取得等、セキュリティに関する情報開示に積

極的なサービスを利用することが望ましい。 

イ データベース、オンラインストレージ等、業務データを保管するための

サービスを利用する際は、利用者が持つ管理者権限とサービス基盤の管理

者権限を分離すること。業務上必要な場合を除き、基盤の管理者による業

務データの持ち出し、解読ができないような仕組みとすること。 

ウ 利用者の誤操作により、データが第三者に公開されるリスクを軽減する

ための対策を取ること。 

エ 利用者が標準外の外部サービスを利用したり、許可されていないアドオ

ンを使用したり、接続したりすることを可能な限り技術的に抑止するとと

もに、教育を行うこと。 

 

(8) 脆弱性対策 

ア ファームウェア、OS、アプリ等のソフトウェアについては、製造者が

Web サイト等を通じて脆弱性情報を公開する仕組みを有し、 新の技術動

向に対応したものが適宜入手可能なものを採用すること。 

イ すべての製品は、原則として、納入時点で判明している脆弱性の修復が

完了した状態で引き渡すこと。困難な場合は、利用開始時に確実に修復さ

せるための方策を検討し、博覧会協会の承認を得ること。 

ウ すべての製品・サービスは、契約を通じて、製造者、サービス提供者又

は本業務の委託事業者からのサポートが得られるものを選定すること。 
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エ すべての製品・サービスにおいて、サポートライフサイクルポリシー（サ

ポート期間の設定、サポート終了の告知に関する方針並びに左記の具体的

な日付等）が公表されているものを選定することが望ましい。 

オ デバイスにおいて業務上使用しない機能で、攻撃者に攻撃の手がかりを

与えるものがあれば、設定等により停止すること。 

カ 更改されている脆弱性情報に基づき、脆弱性を遅滞なく修復するための

仕組みを導入し、可能な限り自動とすること。 

キ セキュリティに関する更新プログラムの適用を利用者に促す仕組みを

取ることが望ましい。 

 

(9) 不正プログラム対策 

ア 端末セキュリティサービス、ネットワークセキュリティサービス又は 

その両方を利用し、オフィス IT システムにおいて不正プログラムの活性

化を防ぐこと。 

イ 許可されないデバイスの仕様、業務外の利用は行わないよう教育を行う

こと。もしくは技術的に抑止することが望ましい。 

ウ 不正プログラムの侵入は完全には防ぎきれないことから、LAN からイン

ターネットに情報を漏えいすることを防ぐための出口対策として、フィル

タリング、監視等を行うこと。 

エ 特に重要性が高い情報及び長期に保管する情報は、データの破損に備え

て、サービス外にアーカイブ6する仕組みを設けることが望ましい。 

 

(10) セキュリティ確保のための構成管理 

ア オフィス IT システムで管理するデバイスは、スマートフォン向け通信

サービス、認証サービス等を利用してデバイスの一覧を作成し、閲覧可能

とすること。 

イ 許可されていないデバイスがオフィス IT システムの LAN 及びデバイス

に接続されている場合は、それを抽出するための仕組みを設けることが望

ましい。 

 

(11) ログ管理 

ア サービス及び重要なデータへのアクセスログ及び操作ログは可能な限

り保管すること。 

イ ログ作成時には、可能な限り、一元管理された職員認証情報又はデバイ

ス情報を利用すること。 

                                                       
6 通常、システム障害に備えたバックアップは自動で行われることから、利用者による誤

った削除、ランサムウェアによるデータ破壊があると、バックアップから復元してもデ

ータを利用できない可能性がある。そのため、世代管理、利用者の任意操作によるデー

タ退避等の仕組みをサービスの特性に合わせて適用することが必要となる。 
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ウ 保管したログを定期的に削除するための仕組みがあること。 

 

(12) ソーシャルエンジニアリング対策 

ア 移動時においては、のぞき見防止のフィルターを使用すること。 

イ 一定時間デバイスを操作しない場合、OS に対するロックが自動でかか

るようにすること。 

ウ 認証情報の文字入力、業務データの閲覧の際には、のぞき見されること

を防ぐように利用者を教育すること。 

エ 主体認証において、利用者の記憶だけに頼らない仕組みは、ソーシャル

エンジニアリング対策としても有効である。 

 

(13) デバイス紛失等対策  

ア デバイスの紛失、盗難に備えて、業務データは可能な限りデバイス内に

格納しないようにすること。 

イ デバイスが紛失された場合、特にスマートフォンについてはデータ消去

を行うための仕組みを確保すること。 

ウ 維持管理で必要な場合を除き、UFEI において、OS 起動ドライブを内蔵

ストレージに制限する等の手段を通じて、貸与されたデバイスに OS を上

書き導入する不正を防止すること。 

エ 利用者本人以外による PC の OS 起動ができないようにすること。 

オ 利用者本人以外によって OS に対するロックの解除ができないようにす

ること。 

カ デバイスには、管理のためのシールを見えやすい場所に貼付すること。

シールには以下の情報を含むこと。 

（ア） デバイスの管理番号 

（イ） 拾得者からの届け出に使用する連絡先7 

 

７ その他 

本紙は調達時の想定であり、業務要件の実現、 新技術の活用又は費用対

効果の向上の観点から、より良い代替手段があれば提案を求めます。 

本紙に記載するサービスの粒度は一例であり、複数サービスの統合、サー

ビスの分割を妨げるものではありません。 

 

 

                                                       
7 博覧会協会の名称及び貸与者の氏名等を示す固有名詞は含まないこと。 


