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調達要求番号：２ＫＬ９１Ａ６６００１ 

陸上自衛隊教育訓練研究本部仕様書 

戦術教育システム 

（教育訓練研究本部用） 

の運営支援 

仕 様 書 番 号 

教訓研本教－３８ 

作 成 令和 ３年１０月２９日 

変 更 令和  年  月  日 

作成部隊等名 教育訓練研究本部教育部 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊が装備する戦術教育システム（教育訓練研究本部用）（以下，”本システ

ム”という。）を使用して戦術教育等を円滑に実施するためのシステム運営支援（以下，”本役務”とい

う。）について規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほかＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.2.1 本システム 

 ＧＳ－Ｃ９０６３６５の 3.2 で構成され，教育訓練研究本部において戦術教育等を行うための業

務を処理するシステムをいう。 

1.2.2 適用業務 

 ＨＳ－Ｘ１６２６２９，ＨＳ－Ｘ１６２６４３，ＨＳ－Ｘ１６２６５７及びＨＳ－Ｘ１６２６７

５が提供する機能及びサービスをいう。 

1.2.3 陸自クローズ系クラウド基盤 

 ＧＳ－Ｃ９０６４０８で構成され，共通サービス，管理サービス及び指揮統制サービスを含む個

別サービスを提供する基盤をいう。 

1.2.4 ＣＯＴＳ 

 本システムで使用する市販ハードウェア及び市販ソフトウェアをいう。 

1.3 引用文書等 

1.3.1 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

なお，この仕様書と引用文書の規定が異なる場合，この仕様書の規定が優先する。 

a) 仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９ 陸上自衛隊ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共

通仕様書 

ＧＳ－Ｃ９０６３６５     戦術教育システム借上（３０換装） 

ＨＳ－Ｘ１６２６５１     作戦・戦術教育支援システム用ソフトウェアの改修 

（平成２９年度国債分） 

ＨＳ－Ｘ１６２６２９     陸自指揮システム用ソフトウェア（平成２９年度改修（その１）） 
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ＨＳ－Ｘ１６２６４３      陸自指揮システム用ソフトウェア（平成２９年度改修（その２））  

  ＨＳ－Ｘ１６２６５７     陸自指揮システム用ソフトウェア（平成３０年度改修（その１）） 

ＨＳ－Ｘ１６２６７５     陸自指揮システム用ソフトウェア（平成３０年度改修（その２）） 

ＧＳ－Ｃ９０６４０８     陸自クローズ系クラウド基盤借上 

b) 法令等 

  情報保証に関する情報システム技術基準”注意” 

［運情第９２４９号（１９．９．２０）別冊］ 

 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 

［内閣府令第２号（１９．１．４改正)］ 

 陸幕装計第３４号（令和元年５月２９日）「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ 

の確保について（通達）」 

  情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について 

（通達)                     [防装庁（事）第３号（３１．１．９）] 

  情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項につい

て(通達)                    ［防プ武第１８８号（３１．１．９）] 

  装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達） 

[防経装第９２４６号（２１．７．３１）] 

 

2 本役務に関する要求 

2.1 一般的要求事項 

本役務は，ＧＳ－Ｃ９０６３６５において要求される機能及び性能を維持するため，官側が実施す

る運営業務を支援するものとする。 

2.2  本役務の実施体制 

 契約の相手方は，本役務の実施に当たって次の体制を確保し, これを変更する場合には, 事前に 

官側と協議するものとする。 

a)  履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人（以下「業務従事 

  者」という。）を確保するものとする。 

b)  前記 a)の業務従事者は, 以下に示す識能を有するものとする。 

 1)  安定稼働 ＧＳ－Ｃ９０６３６５ 3.1a), b), f)～h)及びＨＳ－Ｘ１６２６５１について, 本 

システムで設定, 操作及び不具合対処が支援できる能力 

  2)  本システム分析等 本システムの分析支援ができる能力 

3) 技術支援 本システム及びＨＳ－Ｘ１６２６５１についてデータ整備, オペレーション及び 

  メンテナンスサービスが実施できる能力 

c)  上記 a)の業務従事者が, 前記 b)に掲げるほか, 履行に必要若しくは有用な, 又は背景となる 

経歴, 知見, 資格, 語学（母国語及び外国語能力）, 文化的背景（国籍等）, 業績等を有するも  

のとする。 

d)  前記 c)の業務従事者が, 他の手持ち業務等との関係において 2.3d)に対応できる態勢にあるもの 

  とする。 

2.3 支援態勢等 

支援内容, 支援時間などは，次による。 
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a)  支援内容 

1) オンコール支援 企業拠点において，７.７５時間（課業時間を基準）の電話対応及び官側の要 

求によって速やかに教育訓練研究本部に進出して支援するものとする。 

なお，支援は 2.4 の内容を実施するものとする。 

2)  常駐支援 特定の教育，訓練などにおいて教育訓練研究本部で常駐態勢をとり支援するものと 

し，官側と協議の上，２４時間対応や要員増強などの支援態勢をとるものとする。 

なお，支援の内容は 2.3a)1)と同等とする。 

ｂ)  支援時間の上限  １，４３３時間 

1) オンコール支援   ４９１時間 

2)  常駐支援      ９４２時間（ＭＭ支援 ３１４時間×３回） 

2.4 役務の内容 

2.4.1 本システム運営支援全般管理業務 

本システム運営支援全般管理業務は，次による。 

a) 本システム運営支援業務管理 次の内容を含むシステム運営支援計画書を作成するものとする。 

1) システム運営支援態勢 

2) システム運営支援実施要領 

3) システム運営支援実施スケジュール 

4) システム運営支援に関する教育訓練研究本部との調整 

b) 本システム運営支援報告 2.4.2，2.4.3 及び 2.4.4 に示す役務の発生の都度，報告書を作成する

ものとする。細部については，官側との調整による。 

2.4.2 安定稼働 

安定稼働は，次に基づいて，必要となる技術支援を実施する。 

a) 適用業務       ＧＳ－Ｃ９０６３６５ 3.1a)による。 

b) クローズ系連接 ＧＳ－Ｃ９０６３６５ 3.1b)による。 

c) ウイルス対策  ＧＳ－Ｃ９０６３６５ 3.1f)による。 

d) ファイル暗号化 ＧＳ－Ｃ９０６３６５ 3.1g)による。 

e) ＣＯＴＳセキュリティ ＧＳ－Ｃ９０６３６５ 3.1h)による。 

f) ＨＳ－Ｘ１６２６５１の設定，不具合対処 

2.4.3 本システム分析支援 

本システム分析支援は，次による。 

a) 適用業務の使用状況 

b) 本システムの稼働状況 

c) 適用業務の運用上の問題点及び対策 

2.4.4 技術支援 

a) データ整備 次の整備を実施するものとする。 

1) ＨＳ－Ｘ１６２６５１で使用する彼我の部隊編成 

2) 本システムで使用するユーザ情報とそのアクセス権 

b) オペレーション ＨＳ－Ｘ１６２６５１のオペレーションについて技術指導及び操作支援を実

施するものとする。 

c) メンテナンスサービス 次の内容に関する支援を実施するものとする。 
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1） 適用業務ソフトウェアに関する作業の支援  

2） 管理対象の端末の最新マスタの作成，世代管理，マスタの提供 

3） ＣＯＴＳなどの障害の原因を調査し，暫定処置等の検討，提示及び障害修正版の動作検証 

2.5  品質管理 

a) 本役務は，「情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通

達）」及び「情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項に

ついて（通知）」に基づき，本役務のサプライチェーンにおいて不正プログラムの埋込み，情報の

窃取，不正機能の組込みなどが行われるリスクへの対応などを行うものとする。 

b) ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応については，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９

の 2.2 による。 

 

3 品質保証 

監督及び検査は，契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。 

 

4 その他の指示 

4.1 提出書類  

提出書類は，表 1 による。 

表 1－提出書類 

番号 提出書類等 提出時期 数量 

１ システム運営支援計画書 契約締結後速やかに １部 

２ 作業員名簿 契約締結後速やかに １部 

３ システム運営支援報告書 本役務実施月の翌月の１５日まで １部 

4.2 無償貸付品 

無償貸付品は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 5 によるものとし，表 2 に示すほか，官側が

必要と認めたものについて無償貸付を受けることができる。 

なお，無償貸付の時期及び場所は，官側の指示による。 
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表 2－無償貸付品 

番号 品 名 数量 貸付期間及び場所 

1 作戦・戦術教育支援システム用ソフトウェア 

（平成２９年度国債分）システム概要設計書 

１式 官側との調整による。 

2 作戦・戦術教育支援システム用ソフトウェア 

（平成２９年度国債分）システム詳細設計書 

１式 

3 作戦・戦術教育支援システム用ソフトウェア 

（平成２９年度国債分）プログラム基本設計書 

１式 

4 作戦・戦術教育支援システム用ソフトウェア 

（平成２９年度国債分）プログラム詳細設計書 

１式 

5 作戦・戦術教育支援システム用ソフトウェア 

（平成２９年度国債分）プログラムソースコード 

１式 

6 作戦・戦術教育支援システム用ソフトウェア 

（平成２９年度国債分）プログラム実行コード 

１式 

7 作戦・戦術教育支援システム用ソフトウェア 

（平成２９年度国債分）操作手順所 

１式 

4.3 秘密保全 

契約の相手方は，本契約の履行に当たり直接又は間接に関わらず知り得た情報の管理に万全を期

するとともに，別途利用，その他への公表などは防衛省の許可なく行ってはならない。また，本契約

終了後も同様とする。 

4.4 情報保全 

契約相手方は，この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報（契約を履行する一環として契約

相手方が収集，整理，作成等した情報であって，防衛省が保護を要さないと確認していない一切の情

報をいう。） その他の非公知の情報（以下「保護すべき情報等」という。）の取扱いに当たって

は，1.3.1b)陸幕装計第３４号（令和元年５月２９日）「装備品等及び役務の調達における情報セキ

ュリティの確保について（通達）」別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保

における特約条項」及び添付資料「調達における情報セキュリティ基準」 に基づき（保護すべき情

報に該当しない非公知の情報にあっては，これらに準じて），適切に管理するものとする。この際，

特に，保護すべき情報等の取扱いについては，次の履行体制を確保し，これを変更した場合には，遅

滞なく官に通知するものとする。 

a) 契約を履行する一環として契約相手方が収集，整理，作成等した一切の情報が，防衛省が保護

を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障する履行体制 

b) 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制 

c) 官が書面により個別に許可した場合を除き， 契約相手方に係る親会社，地域統括会社，ブラン

ド・ライセンサー，フランチャイザー，コンサルタントその他の契約相手方に対して指導，監

督，業務支援，助言，監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏え

いされないことを保障する履行体制 
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4.5 官側の支援 

契約の相手方は，本契約の履行に当たり，次の事項について官側の認める場合，官側の支援を受け

ることができる。 

a) 官側の保有する施設，設備，機器，電力，用水などの使用及び操作に関する事項 

b) 作業に必要な資料などの閲覧 

c) その他契約履行に必要な事項 

4.6 仕様書に関する疑義 

仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。 
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