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仕様書
件名
令和 2 年度補正経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（補助金申請シ
ステムの機能開発等事業）
1. 調達案件の概要
1.1 事業の背景と目的
今般の新型コロナウイルス感染拡大において、書面・対面を前提とした我
が国の社会システムや働き方に係る課題が浮き彫りとなり、地震、台風等の
災害発生時も含め、非常時においても弾力的に対応できる社会への転換が急
務である。また、少子高齢化の進行とそれに伴う生産年人口の減少、大都市
への人口の集中、単身世帯や核家族世帯の増加、国際化の急速な進展に代表
される、我が国の社会構造の変化に伴う社会課題も依然として残されている。
これらを解決するためには、デジタル技術を最大限活用し、政府、民間、国
民一人一人のあらゆる活動について必要な業務や手続きがデジタル上で完結
し、時間や場所に関わらず経済社会活動ができる環境を整備していく必要が
ある。
政府の業務やサービスについても同様であり、デジタル・ガバメントの推
進が重要である。我が国のデジタル・ガバメント推進に関して、令和元年１
２月には、改正後の「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
（平成 14 年法律第 151 号）」（デジタル手続法）が施行され、法的基盤が整備
された。また、実効的に取組を進めていくため、2019 年（令和元年）12 月に
「デジタル・ガバメント実行計画」）が改定・閣議決定された。
当該計画において、「複数の補助金について、申請や状況確認等を行うこと
ができる汎用システムを整備し、府省や地方公共団体における利用を推進す
る」ため、Ｊグランツ（補助金申請システム）の構築を進めることとした。
補助金申請の電子化は、従来、個別補助金に特化したものは存在したが、
多くの補助金制度では書面申請に留まっている。また、各システムは個別に
整備されており、個別の ID 付与、標準化されていないデータ項目・業務フロ
ー、公募時のみの部分的な電子化など、補助金の申請者（以下「事業者」と
いう）にとって分かりにくく、また、システム構築・運用が重複になるなど
非効率な仕組みとなっている。
このような従来の補助金申請電子化の課題を解決し、事業者の利便性・生
産性の向上に資するため、経済産業省（以下「当省」という。）では「平成３
０年度補正経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（補助金申請シス
テムの構築等事業）」等を実施し、我が国初の汎用的な補助金ネット申請サー
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ビスとして、令和 2 年１月に jGrants1.0（以下「現行システム」という。）の
運用を開始したところである 1。現行システムでは、当省の補助金のみならず
他省庁・自治体の補助金を含めて複数の補助金をワンストップでチェック、
選択が可能となっている。また、公募段階だけでなく、交付・事業報告まで
プロセス全体を電子で完結することが可能である。加えて、補助金手続に必
要となるデータ項目を簡素化・標準化し、事業者の基本情報となるデータに
ついては一度入力すれば、次の補助金申請では申請フォームにプレプリント
されている状態（ワンスオンリー）を一部実現することで、事業者の入力負
担の軽減を実現している。
一方で、現行システムは、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法
律（昭和３０年法律第１７９号）」に規定された標準的な補助金手続フローを
念頭に機能を実装したため、大規模な申請処理や政策目的に合致した審査等
のために、より複雑な申請プロセスを設定している補助金では利用が困難で
ある。また、より多くの事業者の利用を促進するためには、ワンスオンリー
対象の入力項目を増やすことによる利便性向上や、電子申請に不慣れな利用
者に対するヘルプデスク等の支援の拡充などが必要である。このような課題
解決のため、現行システムの後継として、jGrants2.0（以下「本システム」
という。）の機能開発等に取り組むこととする。
本事業では、後述する本システムのロードマップを前提に、本システムの
基本部分の構築等を行うとともに、令和３年１月からの補助金申請における
利用を前提に、対象とする省庁等への導入支援やシステム運用環境の整備等
を行う。
1.2 事業期間
委託契約締結日から令和３年３月３１日まで

1

https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191224003/20191224003.html
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1.3 スケジュール
ア ロードマップ
本事業は今後３年間で、国または自治体が運営するすべての補助金・助成
金に係る手続の電子化に対応可能なシステムを目標に開発を行うものである。
図 1.開発ロードマップ

図 2.利用拡大ロードマップ
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図 3.（参考）府省共通システム等との連携スケジュール（想定）
年度

- R01

政府共通
ネットワーク
(G-net)

R02

R03

R04

接続環境調整・設計

環境構築・接続テスト

R05 接続

※府省共通システムとの連携においては、政府共通ネッ トワーク接続が前提
官庁会計システム側の動き
現行システム

官庁会計
システム等
(ADAMS)

▼R4.1

次期システム開発

次期システム

接続環境調整・設計

接続機能開発

接続テスト等
運用

一元的な文書管理システム側の動き
現行システム

一元的な
文書管理
システム

▼R4.1
次期システム開発

接続環境調整・設計

次期システム
接続機能開発

接続テスト等
運用

会計検査院証拠書類管理システム側の動き
会計検査院
証拠書類管
理システム
(EVANSS)

現行システム

▼R4.1
次期システム開発

監査対応機能調整

監査対応機能開発

次期システム
監査対応機能テスト
運用

【フェーズ１（令和３年度予算に計上された補助金）】
令和２年度において利用を開始した補助金（令和元年度補正予算や公募手
続部分を令和元年 度 に前倒しをして実施した一部補助金も 含む。以下同
じ。）のうち、令和３年度予算に計上された補助金並びに当省及び他省庁・
自治体のうち現行システムの機能不足などによりポータル上への補助金情報
の掲載など一部機能の活用にとどまっていた補助金より活用を開始。
＜実施する作業＞ ※本調達範囲
本システムの機能開発、外部システム（補助金固有のシステム、法人デジ
タルプラットフォーム等）との接続及び運用保守等。
外部システム（府省共通システム、自治体システム等）連携の前提となる
ネットワーク（政府 共通ネットワーク（G-net）、総合行政ネットワーク
（LGWAN））との接続環境の調整・設計。
【フェーズ２（令和４年度予算に計上された補助金）】
当省においては、原則すべての補助金で活用を開始。各省庁、自治体は新
規に制度設立する補助金を中心に利用拡大。
＜実施を予定する作業＞
本システムの運用保守及び機能改善。G-net、LGWAN との接続、政府共
通システムとの連携仕様検討。データ活用機能の実装。
【フェーズ３（令和５年度予算に計上された補助金）】
G-net、LGWAN との接続により、国又は自治体が運営するすべての補助
金・助成金への利用を推進。
＜実施を予定する作業＞
本システムの運用保守及び機能改善。政府共通システムとの連携。
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なお、開発の進捗状況や社会情勢の変化によって、各フェーズ（特に、フ
ェーズ２及びフェーズ３）の開発期間は短縮となる可能性がある。
イ

作業スケジュール（想定）※本調達範囲
図 4.作業スケジュール（令和２年度）
4・5月
マイル
ストーン

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

テスト版リリース
▼

事業者決定(仮)
▼

1２月

１月

２月

ファースト
リリース
▼

作業項目

ウ ネットワーク構成（想定）※第３フェーズ終了時
本事業の第３フェーズ終了時点で想定するネットワーク構成を以下に示す。
なお、G-net や LGWAN などを介することによる利便性の向上と、コスト負
担・稼働負荷等を検証の上、接続を行うことを想定しており、検証結果によっ
てはネットワーク構成に変更はあり得る。
図 5.ネットワーク構成図（全体）
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３月

2. 情報システムに求める要件
2.1 システム化範囲
本事業において開発するシステムの全体像を下図に示す。なお赤枠が今年
度事業により開発を想定する範囲である。
図 6. システム全体像と開発対象

2.2 関係者
本事業を実施する上で関係する者は下表のとおりである。
関係者

役割／関係性

事業者（法人、個人事
業主等）※１

本システムを使用して補助金の申請等を行う者

事務局（省庁、自治
体、事務局業務受託
者、外部審査員）※２

本システムを使用して補助金の公募、審査、採択
等を行う者又は本システムを使用する補助金の制
度所管部局の担当者

担当職員

本契約及び本システムの利用推進等を行う経済産
業省職員（大臣官房会計課、商務情報政策局情報
プロジェクト室その他の関係課室の職員）

受託者

本事業の受託者

支援事業者

経済産業省を支援する役割として、本事業の工程
管理、技術評価等の支援を行う事業者

なお、「（本システムの）利用者」とは、※１と※２の集合を指す。
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2.3 実現する主な機能の一覧
実現する主な機能は以下の内容を予定している。機能要件、非機能要件等
の実装に必要な要件については、別添の「要件定義書」に従うこと。
機能名称（仮称）

機能の概要・説明

データ管理機能

業務要件を満たすために必要なデータを管理す
る機能をいう。以下の分類のデータを取り扱うも
のとする。
① マスタデータ（補助金/制度情報、事業者情
報、事務局情報、予算情報などのマスタ化
することによりデータの利活用が可能とな
る情報）
② トランザクションデータ（各プロセスの処
理に必要な情報、ステータス情報、ワーク
フロー情報などの補助金業務プロセスを実
行するために必要となる情報）
③ 実証・証跡データ（各プロセスの処理の結
果収集される証跡情報、承認履歴情報、採
択などの実績情報）

補助金プロセス管理機能

本システムで提供する補助金プロセスを定義し、
プロセスを管理する機能をいう。各プロセス間は疎
結合とし、任意のプロセスを組み合わせて業務フロ
ーを柔軟に実装できるようにすること。また、更
新、参照のためのインターフェース（I/F）となる
API（Application Programming Interface）を提
供すること。

補助金マスタ管理機能

共通情報や再利用可能な情報をマスタ化し、シス
テム内または外部システムからの更新、参照を可能
とするための情報を管理する機能。
更新、参照のための I/F となる API を提供する
こと。

認証認可機能

事業者や事務局の本システムの利用者を認証する
機能をいう。外部 IdP（Identity Provider）連携ま
たはローカルログイン）にて提供すること。
提供に当たっては、多要素認証、API 認証機能及び
認証後に補助金プロセスやデータへのアクセス制御
のための認可機能を実現すること。

申請 UI 機能

補助金プロセス管理機能 API、マスタ管理機能
API を呼び出し、標準的な補助金フローを実現する
ユーザインタフェース（UI）をいう。

ポータル機能

補助金の一覧を表示したり、申請した事業の情報
を確認等ができたりする機能やタスク管理機能、通
8

機能名称（仮称）

機能の概要・説明
知機能などを具備したマイページ等の利用者が直感
的に必要な業務を実施できる管理画面をいう。

運用サポート機能

大量の問い合わせや環境セットアップを自動化す
るために必要なツール等をいう。問合せ回答を自動
化するチャットボットや運用やテスト作業の自動化
に寄与する RPA（Robotic Process Automation）
等のサポートに必要な基盤を提供すること。

2.4 想定する開発方式等
(1) 開発方式等
本システムは、フェーズ１～フェーズ３の開発期間を通じて、国または自
治体が運営するすべての補助金・助成金に係る手続の電子化に対応可能なシ
ステムを目標としている。
このため、短い開発サイクルでの操作感改善や機能追加、外部システムと
の接続や API 連携、外部 IdP の多様化への対応などを継続的に実施しやす
いシステムとするために、本システムにおいては、以下の開発方式等を目指
すものとする。
機能単位での疎結合なシステム構成（マイクロサービス化。下図イメー
ジ参照）
画面とデータベースの分離（オブジェクト指向）
必 要なデータ 項目を 柔軟 に選択・ 出入力 しやすいデー タ構造 の採用
（JSON 形式を想定）
図 7．機能単位での利用や補助金固有システムの連携イメージ
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(2) 開発手法
なお、開発手法については、仕様書では定義しないが、アジャイル開発を
採用する場合には、以下の点に留意しなければならない。
① 実現する業務について適切な粒度の機能に細分化した計画とすること。
細分化して実装された個々の業務について、当省が実際の業務フロー
をイメージできる形でのテスト及びレビューをあらかじめ計画するこ
と。
② 開発に当たっては標準的なライブラリやフレームワークを活用するこ
と。
③ ローコード開発を取り入れる場合は、採用するツールが継続的に活用
できるものか検討した上で、採用を決定すること。
④ コンテナ技術を活用した実装を想定しているため、SaaS を活用した実
装とする場合であっても別途コンテナ実行環境を提供すること。
⑤ セキュリティ・品質基準を事前に策定・明確化し、設計・開発時から
テスト、リリースに至るまで、セキュリティ・品質を継続的に作りこ
める計画とすること。
⑥ 開発体制に技術力を有するスクラムマスターを配置する等、アジャイ
ル開発に適した体制とすること。
3. 作業の実施内容
3.1 設計・開発実施計画書等の作成
ア 全般
(1) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン及び同解説書を踏まえた手
順とすること。
(2) 要件定義書に記載するシステム方式に準拠し、契約締結後５営業日以内
に作業体制とともに設計・開発実施計画書（案）を作成し、経済産業省
（以下「当省」という。）の承認を得ること。設計・開発実施計画書には
マスタスケジュール、体制、開発方針の他、進捗管理、課題管理、変更管
理、リスク管理、コミュニケーション管理、情報セキュリティ管理の各方
法（以下①～⑤）に加え、受託者が有効なプロジェクト管理を行うために
有効と思われるものについて、受託者が提案し、担当職員と検討し決定し
た項目について記すものとする。
① 情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制
② 本件特定役務の実施に当たり、生産物等に受託者又は受託者以外の他
の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制
③ 情報セキュリティインシデントの対処方法
④ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法
⑤ 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法
(3) 作業体制には、システム開発作業責任者、システム開発作業に係る個人
情報取扱責任者及びシステム開発作業担当者の氏名及び所属、担当作業の
10

内容、指揮命令系統、情報セキュリティ対策に係る管理・連絡体制並びに
連絡先を明記すること。
(4) 開発期間中における変化への対応、運用開始後における継続的な改善に
も対応可能な体制を確立すること。
イ 全体工程・進捗管理
(1) プロジェクトの状況を正しく把握し、計画工数内で、所定の期日までに
成果物を作成することを目的として、進捗管理手法を提示し、進捗管理
を実施する方法を提案すること。なお、別途調達する「経済産業省デジ
タルプラットフォーム構築事業（補助金申請システムの機能開発等に係
る技術的支援を通じたマイクロサービス化等に関する調査実証事業）」の
受託者（以下「支援事業者」という。）は、本事業において当省の支援を
担う者として、共同で実施することとなるため、支援事業者とも協力し、
プロジェクトの状況について情報共有やコミュニケーションを図ること。
(2) 進捗について週次進捗報告書及び月次進捗報告書を作成し、進捗会議を
開催して当省に報告すること。その際定性的・定量的に進捗状況を報告
し、当省及び支援事業者において進捗の妥当性が評価できるようにする
こと。遅れが発生した場合には担当職員と協議の上必要に応じ計画の見
直しを行うこと。
(3) 前項における報告等平時の報告は書面又はオンラインで行うなど、効率
的な事業運営に努めること。
ウ

課題管理
事業の進捗管理、成果物の品質確保及び納期遵守の観点から、顕在化して
いる事象を課題として管理する。課題の管理に当たっては、その事象、解決
策、解決期日、解決担当者等を記した課題管理台帳を作成し、適宜、更新し
て管理することを想定している。管理は当省及び受託者の双方で共同管理で
きるようなツールを活用するなどし、非効率な運用をできる限り避けること。

エ

リスク管理
まだ発生していないが、顕在化すれば成果物の品質確保及び納期遵守に影
響を及ぼす可能性のある事象をリスクとして管理すること。リスクの管理で
は、その事象、対応策を当省と協議の上決定することとし、その実施につい
ては、状況を監視した上で、顕在化の恐れが高まった際に実施する等、監視
方針や対応策実施の契機となる状態の定義等も合わせて台帳管理すること。

オ

変更管理
プロジェクト開始時に要件の優先度付けを行い、優先度に従った作業計画
を策定すること。なお要件定義書「1.(4)本システム導入による効果」に記述
した事項の実現を前提に計画を策定すること。プロジェクト実施中に要件の
追加や変更が発生した場合は、再度優先度について当省と検討した上で、都
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度計画の見直しを行うこと。また上述のような優先度管理の方式を管理する
ためのツールを含めて提案すること。
カ

コミュニケーション管理
当省と受託者がプロジェクトにおいて発生する各種情報を効率的に取得、
共有、通知及び伝達するとともに、必要な事項について決定するためのコミ
ュニケーションを管理する。当省と受託者の体制及び地理的、時間的な条件
を考慮し、最も効率的で正確かつ記録に残る方法を、情報や決定事項の類型
に基づいて決定し、その実施を管理すること。
なお、重要事項の決定等を行う会議体の計画については、特にその出席者
と決定すべき事項が予定通りであるかを管理し、計画を逸脱する事象が発生
した際には、課題あるいはリスクとしてこれを管理することを検討する。こ
れらを考慮して有効なコミュニケーション管理の方法を提案すること。特に
システムリリースのタイミングにおいてはリリースの可否判断を満たすか判
定のための会議体を設定し合意形成を図ること。
また、コミュニケーションに必要なツールについては当事業の中で用意す
ることとし、支援事業者も使用することを想定すること。ツールはバックロ
グ（要件および優先度）の管理、ドキュメントの管理、通常のコミュニケー
ション、オンライン会議ツールを想定している。会議の議事録についても当
該ツール等を活用して、会議実施後５日以内に当省に報告すること。

キ

情報セキュリティ管理
本事業では、受託者に提供、貸与若しくは閲覧を許可したすべての情報並
びにそれらの情報を基に作成する成果物（中間成果物を含む。）及び関連資
料、本システムの運用等により取得した事業者、事務局及び補助金に関する
すべての情報を情報セキュリティ管理の対象とする。これらの情報は全てプ
ロジェクト外秘とし、外部の人間への情報漏洩、改ざん、毀損が発生しない
よう管理するとともに、そうした事象が発生していないことを確認できる方
法及び体制を整備すること。

3.2 jGrants2.0 の機能開発
ア 要件のチケット化
(1) 実現する業務について、適切な粒度に機能を細分化して策定した計画に
従い、開発チケットを作成すること。開発チケットの作成に当たっては、
「９ その他特記事項」において提供される資料を踏まえて作成するこ
と。
(2) 開発チケットの内容については、担当職員のレビューを受けること。
(3) 本システムの利用者を想定したユーザエクスペリエンス（UX）及び UI
を、実現していくための基準を作成し、その評価方法も含め提案を行うこ
と。提案に当たり、事業者の申請に係る UX/UI については、過去の入力
情報等からのプレ入力（ワンスオンリー）や、共通したデータ項目を可能
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な限り標準化しつつ、負担軽減に資する効率的なデータ項目となるよう検
討を施した提案とすること。評価に当たっては、ページからの離脱率や入
力したデータのエラー率など定量的に評価できる機構を用意し、作業完遂
率や推定作業時間などの評価軸を設定の上継続的に評価・改善を行えるよ
うにすること。
(4) 要件の確認後、新機能を想定した業務フロー案を策定し、当省のレビュ
ーを受けること。また、開発段階において逐次上述の業務フローがなりた
つか各機能やサービスを組み合わせて検証を行うこと。
イ

開発工程
(1) 開発に係る作業は、要件定義書の「2.機能要件の定義」、「3.非機能要件の
定義」に示す各事項を踏まえ実施すること。
(2) テストに係る作業は、要件定義書の「3.(12)テストに関する事項」に示す。
テストは単体テスト、結合テスト、総合テスト、受入テストなどのテス
トごとの内容、方針、体制等をテスト計画に明示した上で実施するもの
とする。また、テスト計画に基づき、テスト実施状況について当省に報
告を行うこと。

ウ

環境構築
(1) 本システムの稼働環境は、要件定義書の「3.(11)情報システム稼働環境に
関する事項」に示す。
(2) 要件定義書の「3.(11)イ クラウド要件」に基づき、クラウドサービスに
係る方式設計案を作成し、当省の承認を得ること。
(3) 本番環境の他、テスト環境（当省又は受託者（受託者が委託した第三者
を含む。）がテストを実施する環境をいう。以下同じ。）や開放環境（利
用者の操作習熟や受託者がユーザ教育のために使用する環境をいう。以
下同じ。）、ユーザーサポート業務環境（受託者がユーザーサポート業務
を実施するために必要な動作検証等の環境をいう。以下同じ。）などの詳
細については、当省の承認を得るものとする。

エ

移行
移行に係る作業は、大きく業務移行（現行システムを利用している補助金
の本システムへの移行に係る調整や説明会の実施等）とデータ移行（現行シ
ステムから本システムへのデータ移行）のが存在する。詳細は、要件定義書
の「3.(13)移行に関する事項」に示す。

3.3 ユーザーサポート業務の検討と環境準備
(1) 本システムのサービスインに向け必要なユーザーサポート業務に係る計
画書（案）を作成し、当省の承認を得ること。その上で、必要な環境準
備を行うこと。
(2) ユーザーサポートに係る業務は、要件定義書の「3.(15)ウ ユーザーサポ
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ート業務」に示す。
(3) 計画書（案）には、以下の取組について検討し、必要な作業を盛り込む
こと
① 本システムの利用規約等の策定（現行システムの利用規約等を基に本
システムの稼働に向けた利用規約等の改定案を検討し、当省の了解を得
ることを想定）
② 本システムのユーザーサポート及び運用の効率化に資するツール等
（コールセンタシステム、チャットボット、RPA ツール等）の導入
③ 本システムの機能開発において判明したユーザーサポート及び運用上
の留意事項について、ユーザーサポート業務又は運用業務への引継内容
と引継方法
(4) 本システムのサービスレベルについて、必要なサービスレベル目標値を
以下に記載する。本システムの稼働に当たっては当該目標の達成及び維
持に努めること。
No

項目

1

稼働率

計画的システム停止期間を除く、99.9％の稼働率
を目標値とすること

2

障害件数

システム停止を伴う障害件数は年 10 件以内を目
標とすること

3

RPO( 目 標 復 障害発生時点を基本とすること。
旧地点)

4

RTO( 目 標 復 サービス復旧は 30 分以内、データ復旧は 4 時間
旧時間)
以内を目標とする。ただし運用機能など申請業務
のフローに直接影響しないサービスは除外する。

5

RLO( 目 標 復 業務再開できることを目標とする。
旧レベル)

6

大規模災害時

3 日以内での復旧を目標とする。バックアップセ
ンターを設置し、DR（Disaster Recovery）サイ
トでの業務継続を目指す。

3.4 運用業務
(1) 運用に係る作業は、要件定義書の「3.(15)運用に関する事項」に示す。
(2) 運用計画書（案）を運用開始までに作成し、当省の承認を得ること。運
用計画書（案）には、要件定義書で示している運用業務として実施する
事項の実施に係る計画に加えて、障害時の対応要領について明記するこ
と。
(3) 日々の運用状況について、当省が確認できる環境を提供するとともに、
必要に応じて改善を行うこと。
(4) 月次の運用報告を、翌月 5 日までに提出すること。
(5) 障害発生時は運用計画書に従い、速やかに報告を行うこと。
(6) 本システムの運用開始後、本システム上で実施する補助金等の執行業務
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が本システムで適切に実施できるようにするため、本システムの運用整
備、稼働監視、障害復旧及びメンテナンス等の業務を行う。
(7) 具体的には、インフラの稼働環境の整備や監視、管理に係る日時・月
次・四半期の作業の実施、アプリケーション保守、セキュリティ対策、
障害対応、緊急対応、利用者向け操作マニュアル（以下「マニュアル」
という。）の更新・作成等を行う。
3.5 保守業務
(1) 保守に係る作業は、要件定義書の「3.(16)保守に関する事項」に示す。
(2) 保守作業計画書（案）を運用開始までに作成し、当省の承認を得ること。
保守作業計画書（案）には、要件定義書で示している保守業務として実
施する事項の実施に係る計画に加えて、障害時の対応要領について明記
すること。
(3) 日々の運用状況について、当省が確認できる環境を提供するとともに、
必要に応じて改善を行うこと。
3.6 外部システムとの連携・調整支援
本システムにおいて連携を想定する外部システムは、要件定義書「2.(5)
外部連携システムに関する事項」に示す。また、各外部システムとの連携時
期はロードマップによるものとする。
本事業における外部システムとの連携・調整に係る業務は、以下ア～ウを
想定している。技術的な課題がある場合には、担当職員と相談の上、事前検
証などの計画をたてること。
ア

補助金固有のシステム
当省及び他省庁、自治体において、既存システムにより個別補助金の執行
をしている事業について、当該システムと連携するために必要な調整、検討
を行う。
対象とする補助金は、最低５補助金程度とし、以下の業務を実施すること。
(1) 対象補助金事務局との調整
対象となる補助金の既存システムの概要や実施スキーム等を確認した
うえで、本システムとの連携方策、連携時期等について調整、検討を行
う。上記調整の中で事務局より提起された本システムへのニーズについ
て本システムの要件に盛り込むか検討の上、結果について事務局と合意
形成を行う。
(2) API 仕様の提供
本システムと対象となる補助金の既存システムと接続する連携 I/F と
なる API を提供する。
(3) 連携テストの実施、協力
対象となる補助金の既存システムが本システムと接続するために必要
なテストの実施及び協力を行う。
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イ 府省共通システム、自治体システム等
(1) 対象ネットワークとの調整
フェーズ２での府省共通システム、自治体システム等との連携の前提
となるネットワーク（G-net、LGWAN）について、対象ネットワークの
所管部局等と必要な調整、検討を行い、連携仕様の作成を行う。
(2) 府省共通システム担当との調整
フェーズ２での接続機能開発を想定している府省共通システム（官庁
会計システム、一元的な文書管理システム、会計検査院証拠書類管理シ
ステム等）について、連携仕様の作成を行う。
(3) 留意点
連携仕様の作成に当たっては、必要となる連携 I/F 仕様、連携テスト
の計画を組み込むこと。
ウ

法人デジタルプラットフォーム等

本システムと当省が整備する法人デジタルプラットフォームおよび関連す
るシステムとの間での、共通情報や再利用可能な情報のワンスオンリーやデ
ータ利活用、認証機能の共通化等を目的に連携を行うために必要な調整、検
討を行う。
(1) 対象システム担当との調整
対象となるシステム担当者と確認を行い、本システムとの連携方策、
連携時期について調整、検討を行う。
(2) API 仕様の提供
対象となるシステムと接続する連携 I/F となる API を提供する。
(3) 連携テストの実施、協力
対象となるシステムが本システムと接続するために必要なテストの実
施及び協力を行う。
3.7 成果物
ア 納入成果物
納入成果物は、以下のとおりとする。なお、納入成果物の詳細及び編集方
法並びに納入期限等はこの仕様書の定めのあるほか、担当職員と受託者が別
途協議の上決定するものとする。また、以下に含まれていない場合であって
も、当省の担当職員及び受託者が必要と認める場合はこの限りでない。( 以
下括弧内は納期。)
(1) プロジェクト計画書（契約締結後 10 営業日以内）
(2) 基本設計書（事業期間終了時まで）
(3) 詳細設計書（事業期間終了時まで）
(4) ソースプログラム（事業期間終了時まで）
(5) 総合テスト結果報告書（事業期間終了時まで）
(6) 欠陥報告書（事業期間終了時まで）
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(7) 脆弱性診断結果（事業期間終了時まで）
(8) 運用業務等で整備したマニュアル・コンテンツ（事業期間終了時まで）
(9) その他事業において作成した計画書、報告書等（事業期間終了時まで）
(10) 当事業で使用した各種ツールのライセンス（譲渡不可の場合は見読性
のある export データ等）
（事業期間終了時まで）
イ

納入方法
すべての納入成果物について、書面又は同内容を記録した電子媒体（編集
可能な電子ファイル（使用している図表の元データも含むこと））を提出し、
当省による検査を受けなければならない。（ただし、当省が書面または電子
媒体による提出が不可能または不適切と認めた場合は除く。）
納入の際は、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。
また、電子媒体に記録した納入成果物を編集するためのソフトウェアは、
必要に応じて当省に提供すること。

ウ

納入場所
東京都千代田区霞が関１－３－１
経済産業省大臣官房会計課

3.8 業務等の引継ぎ
受託者は、令和 3 年度以降の本システムの開発又は運用・保守等を行う
事業者に対して、当省と協議の上、当該業務の遂行に必要な範囲で、本事
業の実施方法及び成果物の引継ぎを行うこと。
4. 作業実施体制・方法
4.1 作業実施体制
ア 提案者は、本事業のプロジェクト体制（案）を提示すること。体制（案）
には、以下の役割と想定実施者、想定稼働日数を含めること。複数の役割の
同一人物による兼務も可能であるが、能力や稼働日数に即した提案とするこ
と。
(1) プロジェクトマネージャ（PM）
本事業の責任者。本事業の全体工程・進捗管理、課題管理、リスク管
理、コミュニケーション管理等を行う。
(2) プロジェクトリーダー（PL）
チーム毎※の担当者（複数名が参画するチームにおいては、当該チーム
の責任者）。チームに係る工程・進捗管理、課題管理、リスク管理、コミ
ュニケーション管理等を行う。
(3) 営業担当
契約等窓口
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※

本事業では、短期間での機能開発を効率的に実施することとなるため、作業の実施内容に照ら

して複数のチーム編成にて実施することも想定される。設置を想定するチームとしては、「設
計・機能開発」「稼働環境」「外部連携システム」「テスト」「ユーザーサポート/運用/保守」
「UI/UX」
「セキュリティ」などが考えられるが、体制は提案によるものとする。

イ

プロジェクトマネージャ及びプロジェクトメンバーに求められる資格・要
件については、「4.2 事業に参画する要員の資格等に関する事項」を参照する
こと。
ウ 提案者は、本システムの構築に当たり論点となる技術的な観点（マイクロ
サービス、オブジェクト指向等）について十分な知見を有していること。ま
た、高いサービスレベル及び品質が求められるシステムを稼働させるに当た
り必要な知見と経験・実績を有していること。
4.2 事業に参画する要員の資格等に関する事項
本事業を担当する従事者の中に、以下(1)～(5)の資格を満たす者が含まれ
ることとする。なお、複数の資格を持つ者がいる場合、当該者で複数の役割
を兼ねることができるものとする。
(1) プロジェクトマネージャは情報処理技術者試験制度の「プロジェクト
マ ネ ー ジ ャ 」 試 験 の 合 格 者 、 又 は PMP （ Project Management
Professional）の有資格者、若しくはこれらと同等の技術水準を満たす
ことを業務経験等から証明できる者であること。
(2) 経済産業大臣認定「情報処理技術者（IT ストラテジスト）」の有資格者、
若しくはこれらと同等の技術水準を満たすことを業務経験等から証明
できる者を１名以上含めること。
(3) 経済産業大臣認定「情報処理技術者（システムアーキテクト）」の有資
格者、若しくはこれらと同等の技術水準を満たすことを業務経験等か
ら証明できる者を１名以上含めること。
(4) 経済産業大臣認定「情報処理安全確保支援士」の有資格者、若しくは
これらと同等の技術水準を満たすことを業務経験等から証明できる者
を１名以上含めること。
(5) International Information Systems Security Certification Consortium が認
定を行っている情報セキュリティ・プロフェッショナル認定資格であ
る「CISSP」の認定者、若しくはこれらと同等の技術水準を満たすこ
とを業務経験等から証明できる者を 1 名以上含めること。
4.3 作業場所
(1) 設計・開発、運用・保守期間における作業場所は、原則、受託者で用意
すること
(2) 作業場所の選定に当たっては、経済産業省情報セキュリティ対策基準を
遵守の上、当省の承認を得ること。
(3) 運用・保守業務において監視等拠点を当省外に設ける場合は、上記規程
を遵守の上、個人情報や機密情報等のデータを適切に取り扱えるよう対
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策を講じること。
5. 作業実施にあたっての遵守事項
5.1 機密保持、資料の取扱い
(1) 当省が開示した情報、契約履行過程で生じた納入成果物及び本作業の履
行上知り得た一切の事項について、いかなる場合にもこれを当省が開示
することを認めていない第三者に開示又は漏えいしてはならないものと
する。
(2) 情報の開示を受けるに当たっては、開示する情報の内容、範囲、期限、
開示を受けたものによる管理方法、使用後の措置を当省と協議の上取り
決めること。
(3) 情報の開示を受けるに当たっては、「機密保持体制表」を作成し、当省の
了承を得ること。
(4) 本作業を実施する上で、開示を受けた情報、作成及び出力した一切の資
料については、当省の了承を得ずに本作業の作業場所以外に持ち出さな
いこと。
(5) 上記の開示又は漏えい防止、当省の了承を得ることについては、本作業
の委託期間終了後も同様とする。
(6) 当省が提供する本作業に関連する文書等については、当省と協議の上、
決定した場所に保管し、原則として、契約期間終了時までに返却又は裁
断・溶解等の処分を行うこと。
(7) 本作業で作成したプログラム及びデータは事前に許可した機器やディレ
クトリのみに格納すること。
(8) 本作業で作成したプログラム、データ及びその他本作業の履行上発生し
た納入成果物については、当省の許可なしに、作業実施場所から外部に
持ち出さないこと。ならない。
(9) 本作業で作成したプログラム、データ及びその他本作業の履行上発生し
た納入成果物については、当省の許可なしに、外部からアクセスできる
状態におかないこと。
(10) 電子媒体によって運用するプログラム、データ及び文書等については、
ウィルスチェックを実施すること。
(11) 異なる業者間でのデータ等の授受は、原則として、当省の了承を得る
こと。また、授受にあたっての連絡及び調整は、原則として、当省が行
う。
(12) 本作業に関連する文書等で複製禁止と指示されたものについて、紙媒
体で渡したものをスキャンする行為も禁止とする。
5.2 個人情報の取扱い
(1) 個人情報の取扱いに係る事項については、当省と協議の上決定し、書面
で提出すること。また、個人情報の適正な取扱いを図るための責任者を
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(2)

(3)
(4)
(5)

選任し、併せて報告を行うこと。
個人情報を複製する際には、事前に当省の許可を得ること。ただし、複
製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に
復元することができないように破棄・消去を実施すること。
なお、受託者は廃棄作業が適切に行われたことを確認し、その保証をす
ること。
受託者が個人情報の取扱いにおいて、適正な取扱いをしなかった場合は、
本作業の契約解除の措置を受けることがあることに留意すること。
受託者が、本作業を履行する上で個人情報の漏えい等、個人情報の秘密
保持に反する行為及び安全確保の上で問題となる事案等を把握した場合
には、直ちに当省に報告すること。

5.3 法令等の遵守
本システムの開発に当たり、以下の法令を遵守すること。
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

(2) 会計法
(3) 予算決算及び会計令
また、以下の法令について参照した上で開発を実施すること。
(4) 行政手続法
(5) 電子帳簿保存法

5.4 遵守すべきガイドライン等
本作業の実施に当たっては、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン、
同附属文書、実践ガイドブック、データ連携モデル、技術レポートを遵守す
ること。より良い作業の進め方について提案がある場合には、担当職員に提
案、協議の上、当該提案に基づき実施してもよい。
標準ガイドライン群
https://cio.go.jp/guides
5.5 情報システム監査
本作業の実施に当たり、当省が必要に応じて実施する情報システム監査等
への対応を行うこと。
6. 成果物の取扱いに関する事項
6.1 著作権に関する事項
(1) 受託者は、本件受託業務の作業により作成する納入成果物に関し、著作権
法（昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号）第 21 条、第 26 条の 3、第 27 条及
び第 28 条に定める権利を含むすべての著作権を当省調達担当課室に譲渡し、
調達担当課室は独占的に使用するものとする。
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なお、受託者は調達担当課室に対し、一切の著作者人格権を行使しない
こととし、第三者をして行使させないものとする。また、受託者が本契約
の納入成果物に係る著作権を自ら使用し、又は第三者をして使用させる場
合、当省調達担当課室と別途協議するものとする。
(2) 納入成果物に第三者が権利を有する著作物（受託者が本事業の契約時まで
に含まれる著作物を含む。）が含まれている場合は、調達担当課室が特に使
用を指示した場合を除き、受託者は当該著作物の使用に関して費用の負担
を含む一切の手続を行うものとする。
なお、この場合、受託者は当該著作権者の使用許諾条件につき、調達担
当課室の了承を得ること。
(3) 本件受託業務の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争
等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら調達担当課室の責めに帰す場合を
除き、受託者は自らの負担と責任において一切を処理すること。
なお、調達担当課室は紛争等の事実を知ったときは、速やかに受託者に
通知することとする。
6.2 契約不適合責任に関する事項
1. 委託業務が完了した後でも、その成果物もしくは役務行為の成果が種類、
品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない（以下、「契約不適合」と
いう。）ときは、受託者に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適
合の履行の追完をさせることができる。
2. 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請
求するにはその契約不適合の事実を知った時から１年以内に受託者に通知
することを要する。ただし、受託者が、本委託業務の成果物もしくは役務
行為の成果を委託者に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又
は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3. 受託者は、本委託業務の成果物もしくは役務の成果について、契約不適合
のある場合、速やかに、履行を追完すること。
4. 前項の規定により、追完を行うときには、不適合の原因と追完の方法、追
完を行った場合の影響について当省に提示し、了承を得ること。
5. 受託者は、当省が了承した計画にもとづいて、調査及び必要な修補又は履
行の追完を実施するとともに設計書、マニュアル等の関連する納入成果物
も併せて修正の上、提出すること。
6. 受託者が第１項の期間内に履行の追完をしないときは、委託者は、受託者
の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて受
託者に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が
不能であるとき、受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したと
き、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達するこ
とができないとき、そのほか委託者が第１項の催告をしても履行の追完を
受ける見込みがないことが明らかであるときは、委託者は、受託者に対し、
第１項の催告をすることなく、委託者の負担において直ちに第三者に履行
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の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
6.3 監督及び検査に関する事項
受託者は、以下の条項を遵守すること。
(1) 受託者は、本事業の適切な履行を確保するために必要と認められる場合は、
当省が必要な場所に立ち入り、監督及び検査を行うことを認めるものとす
る。
(2) 受託者は、作業の実施に際し、当省からの質問、検査及び資料の提示等の
指示に応じ、かつ修正及び改造要求があった場合には、これに応じなけれ
ばならない。ただし、指示の内容に疑義がある場合は、当省及び受託者に
おいて協議を行うものとする。
(3) 受託者は、本事業に係る各種作業が完了した時は、当省に対してその旨を
報告し、検査を受けなければならない。
(4) 前記の検査に合格した時をもって、納入が完了したものとする。
(5) 当省が外部委託した事業者（以下「監査人」という。）による監査の受け入
れ、以下の対応を支援する。また、監査人より改善を求められた場合は、
当省と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施するものとする。
・監査人への資料の提示
・監査人によるヒアリングの対応
・監査人による視察への対応
・監査人が実施する監査作業に必要なシステム対応
7. 応募資格に関する事項
7.1 公的な資格や認証等の取得
(1) 受託者（本業務に従事する部門を範囲に含む。次項も同じ。）は、ISMS 若
しくは ISO27001 を取得していること。又は JIS Q 15001 に適合したマネ
ジメントシステムを有することについて、第三者の制度による認証を受け
ていること。
(2) 受託者は、ISO9001 を取得していること。
7.2 応募の制限
別途調達する「経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（補助金
申請システムの機能開発等に係る技術的支援を通じたマイクロサービス化
等に関する調査実証事業）」の入札に参加する事業者は本調達に参加する
ことはできない。
また、当該制限を受ける事業者の親会社、子会社及び同一の親会社を持
つ事業者も同様とする。
8. 再委託に関する事項
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受託者は、原則として本調達に係る業務を他事業者へ再委託してはならない。
ただし、当省との協議の上、書面による承諾を受けた場合はこの限りではない。
この場合、再委託することにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分
に確保される措置を講ずること。
9. その他特記事項
受託者は、事業開始後に以下の資料の提供を受け、設計開発実施計画書及び
設計開発実施要領の作成、クラウドサービスの選定等に反映を行うこと。
(1) 業務要件一覧
(2) 機能一覧
(3) 画面一覧
(4) データ項目一覧
(5) 他システム I/F 一覧
(6) 現行補助金申請システムに係る設計関係資料
(7) 現行補助金申請システムに係る運用実績関係資料
(8) 令 和 元 年 度 経 済 産 業 省 デ ジ タ ル プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 構 築 事 業 （ 補
助金申請システムの利用拡大に向けたシステム導入支援及びシステムの
在り方検討、調査等業務）成果物
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（別紙）情報セキュリティに関する事項
以下の事項について遵守すること。
1) 受託者は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体
制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情
報、書類等（以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。）に
ついて、経済産業省（以下「当省」という。）の担当職員（以下「担当職員」
という。）に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別
途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について担当職員
に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、契約期間中
に、担当職員の要請により、情報セキュリティを確保するための体制等及び対
策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これら
に変更が生じる場合は、事前に担当職員へ案を提出し、同意を得ること。
なお、報告の内容について、担当職員と受託者が協議し不十分であると認め
た場合、受託者は、速やかに担当職員と協議し対策を講ずること。
2) 受託者は、本事業に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性
対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセ
ス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に
関する情報セキュリティ教育を本事業にかかわる従事者に対し実施すること。
3) 受託者は、本事業遂行中に得た本事業に関する情報（紙媒体及び電子媒
体であってこれらの複製を含む。）の取扱いには十分注意を払い、当省内に複
製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、
事前に担当職員の許可を得ること。なお、この場合であっても、担当職員の許
可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報
が消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明すること。
4) 受託者は、本事業遂行中に得た本事業に関する情報（紙媒体及び電子媒
体）について、担当職員の許可なく当省外で複製してはならない。また、作業
終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを担当職員
が確認できる方法で証明すること。
5) 受託者は、本事業を終了又は契約解除する場合には、受託者において本
事業遂行中に得た本事業に関する情報（紙媒体及び電子媒体であってこれらの
複製を含む。）を速やかに担当職員に返却又は廃棄若しくは消去すること。そ
の際、担当職員の確認を必ず受けること。
6) 受託者は、契約期間中及び契約終了後においても、本事業に関して知り
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得た当省の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはなら
ない。ただし、担当職員の承認を得た場合は、この限りではない。
7) 受託者は、本事業の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそ
のおそれがある場合の対処方法について担当職員に提示すること。また、情報
セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速や
かに担当職員に報告を行い、原因究明及びその対処等について担当職員と協議
の上、その指示に従うこと。
8) 受託者は、経済産業省情報セキュリティ管理規程（平成 18･03･22 シ第 1
号）、経済産業省情報セキュリティ対策基準（平成 18･03･24 シ第 1 号）及び
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（平成３０年度
版）」(以下「規程等」と総称する。)を遵守すること。また、契約締結時に規
程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。
9) 受託者は、当省が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受
け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
10) 受託者は、外部公開ウェブサイト（以下「ウェブサイト」という。）を
構築又は運用するプラットフォームとして、受託者自身（再委託（作業事業の
一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。）先を
含む。）が管理責任を有するサーバ等を利用する場合には、ＯＳ、ミドルウェ
ア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提
供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施すること。
また、ウェブサイト構築時においてはサービス開始前に、運用中においては年
１回以上、ポートスキャン、既知の脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を
実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。
11) 受託者は、ウェブサイト上の上ブアプリケーションの構築又は改修を行
う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブ
サイトの作り方」（以下「作り方」という。）に基づくこと。また、構築又は改
修したウェブアプリケーションのサービス開始前に、「作り方」に記載されて
いる脆弱性の検査等（ウェブアプリケーション診断）を実施し、脆弱性を検出
した場合には必要な対策を実施すること。併せて、「作り方」のチェックリス
トに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを担当職員に
提出すること。なお、チェックリストの結果に基づき、担当職員から指示があ
った場合は、それに従うこと。
12) 受託者は、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネット
を介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであ
ることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等により
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ウェブサイトの暗号化の対策等を講じること。
なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前の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（証明書発行
機関）により発行された電子証明書を用いること。
13) 受託者は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構
築又は運用する場合には、原則、政府機関のドメインであることが保証される
ドメイン名「.go.jp」（以下「政府ドメイン名」という。）を使用すること。な
お、政府ドメイン名を使用しない場合には、第三者による悪用等を防止するた
め、作業事業完了後、一定期間ドメイン名の使用権を保持すること。
14) 受託者は、情報システム（ウェブサイトを含む。以下同じ。）の設計、
構築、運用、保守、廃棄等（電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通
信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア（以下「機器
等」という。）の調達を含む場合には、その製造工程を含む。）を行う場合には、
以下を実施すること。
①各工程において、当省の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。また、
具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
②情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかった
ときに、追跡調査や立入検査等、当省と連携して原因を調査し、排除するため
の手順及び体制を整備していること。それらが妥当であることを証明するため
書類を提出すること。
③不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正
プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入する
こと。
④情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、担当職員
に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ
移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要
な内容を含めること。
⑤サポート期限が切れた又は本事業の期間中にサポート期限が切れる予定が
ある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその利用
を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を
管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェ
アの脆弱性情報を収集し、担当職員に情報提供するとともに、情報を入手した
場合には脆弱性対策計画を作成し、担当職員の確認を得た上で対策を講ずるこ
と。
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⑥ 電 子 メ ー ル 送 受 信 機 能 を 含 む 場 合 に は 、 Ｓ Ｐ Ｆ （ Sender Policy
Framework）等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通
信の TLS（SSL）化や SMIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等によ
り保護すること。
15) 受託者は、本事業に従事する者を限定すること。また、受託者の資本関
係・役員の情報、本事業の実施場所、本事業の全ての従事者の所属、専門性
（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）、実績及び国籍に関する情報を
担当職員に提示すること。なお、本事業の実施期間中に従事者を変更等する場
合は、事前にこれらの情報を担当職員に再提示すること。
16) 受託者は、本事業を実施するに当たり、約款による外部サービスやソー
シャルメディアサービスを利用する場合には、それらサービスで要機密情報を
扱わないことや不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。
17) 受託者は、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ（ア
プリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。）
の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬ
よう、以下の内容も含めて行うこと。
①提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラ
ムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。
（a）ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不
正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含
まれていないことを確認すること。
（b）アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーシ
ョンの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
（c）提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、
経済産業省外の上ブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕
様に反して組み込まれていないことを、ＨＴＭＬソースを表示させるなどして
確認すること。
②提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。
③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場合を除き、
実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
④電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーショ
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、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先
に与えること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤
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（ＧＰＫＩ）の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子
証明書を用いて署名を施すこと。
⑤提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆
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、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツ
の提供方式を定めて開発すること。
⑥経済産業省外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者そ
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
ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよ
う開発すること。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケ
ーション・コンテンツに組み込む場合は、経済産業省外へのアクセスが情報セ
キュリティ上安全なものであることを確認した上で、他の上ブサイト等のサー
バへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情
報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用
者において容易に確認ができるよう、担当職員が示すプライバシーポリシー等
を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。
18) 受託者は、本事業を再委託する場合は、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が十分に確保されるよう、上記 1)～17)の措置
の実施を契約等により再委託先に担保させること。また、1)の確認書類には再
委託先に係るものも含むこと。
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