
令和5年1月18日(水)

支担官第212号

防衛省統合幕僚監部総務部総務課

支出負担行為担当官　五百蔵　裕昭

　下記のとおり公募する。

1　公募する事項

 (1)件　　名： 日米連携情報共有基盤に係るシステム維持
 (2)要求番号： 22K2E6086
 (3)履行期間： 令和5年3月1日～令和6年2月29日

2　応募資格
（1）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人
　 又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由が
　 ある場合に該当する。
（2）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
 (3) 令和４年度から令和６年度全省庁統一資格「役務の提供等」のＣ等級以上に格付けされ、関東・
　 甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
 (4) 防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
 (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者
　 と同種の物品の販売又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でない
　 こと。
 (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真に
　 やむを得ない事由を（該当する省指名停止権者）が認めた場合には、この限りではない。

3　公募条件
 (1) 本事業の履行能力を有する者
 (2) 本事業を効率かつ効果的に実施できる技術を有していること。
 (3) 本事業の履行に必要な次の要件に合致する技術者を所要数従事させる体制を有すること。
　ア　履行に必要な機械器具、設備、技術等を有すること。
　イ　履行に必要な器材等に関する品質管理体制が整ていること。
　ウ　履行内容に応じた所要の能力を有する技術者を確保できること。
　エ　不具合発生時に迅速かつ継続的に対応が可能なこと。
　オ　安全管理体制が整っていること。
 (4) 企業において取り扱う情報資産を適切に保護するために情報セキュリティマネジメント
　システム（ＩＳＭＳ）の認証を自社で取得していること。
 (5) 日本国の政府機関における情報システムマネジメントの支援実績を有すること。
 (6) プライバシーマークの認証を自社で取得していること。
 (7) 防衛省の情報システム構築のプロジェクト管理、システムインテグレーション
　及び技術支援役務の支援実績を有すること。

4　契約条項
 (1)役務請負契約条項（基本契約条項）
 (2)資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項
 (3)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関する特約条項
 (4)情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項
 (5)談合等の不正行為に関する特約条項
 (6)暴力団排除に関する特約条項
 (7)契約の変更に関する特約条項

公　示



5　応募に関する手続等
 (1) 申込先
    〒162-8805　東京都新宿区市谷本村町5-1
　  防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室　
    電話番号：片野　03-3268-3111（内線30155）
    メールアドレス：j1katano@ext.js.mod.go.jp
 (2) 申込受付期間
　　令和5年1月18日～令和5年2月1日
 (3) 申込要領
　　以下の提出書類を申込受付期間内に申込先までＰＤＦ方式により電子メールで送付する。
 (4) 提出書類
　　ア　参考見積
　　イ　仕様書第2.4項に定める本役務の実施体制並びに第5.6項(a)から(c)に定める情報保全に係る
　    資料を申込受付期間内に申込先までＰＤＦ方式により電子メールで申込先まで提出する。
    ウ　過去5年間の受注実績一覧表
　　エ　本事業の履行に必要な要件に合致する設備及び体制等を証明する書類
　　　（組織図、動員計画、安全体制等）
　　オ　下請企業に業務を一部委託する場合は、下請（予定）企業一覧表
　　カ　本業務の効率化に関する提案書

6　提出書類作成上の留意事項
 (1)　第２項「応募資格」のない者が提出した場合、証明書は無効である。
 (2)　提出書類に虚偽記載があった場合は、応募資格を失うものとする。
 (3)  応募に要する費用は応募者の負担とし、提出された資料は原則として返却しない。

7　結果の通知
　 申込受付期間終了後、令和5年2月6日を目途に通知する。



1 

調達要求番号：２２Ｋ２Ｅ６０８６ 

統 合 幕 僚 監 部 仕 様 書 

品名又は件名 仕様書番号 ＪＳＯ－２１－６０２５Ａ 

日米連携情報共有基盤に係るシステム維持 

作成年月日 令和３年１２月２４日 

改正年月日 令和５年１月１６日 

作成担当部課等 
統合幕僚監部 

指揮通信システム部 

 

1 総則 

1.1 適用範囲  

 本仕様書は，日米連携情報共有基盤に係るシステム（以下“本システム”という。）の維持業務について規定す

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，引用文書ＪＩＳ Ｘ ０００１～ＪＩＳ Ｘ ００３２によるほか，次

による。 

1.2.1 日米連携機能 

 日米間で連携するために必要とする情報交換（電話，メール，チャット及びウェブ閲覧等）の手段を提供する機

能を指す。 

1.2.2 日米連携情報共有基盤  

 日米連携機能（以下“本機能”という。）を提供する機器及びネットワークを指す。 

1.2.3 システム維持管理権限付与者 

 日米連携機能に係るシステムのアクティブディレクトリドメイン及びネットワーク機器に関する管理者権限を

保有する者を指し，その指定は官側の調整による。 

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なすものであ

り，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。また，法令等を除く引用文書に定める事項が，この仕様書

と異なる場合は，この仕様書に定める事項が優先する。ただし，契約後，当該文書に改正があった場合は，その適

用について別途協議する。 

a) 規格 

 ＪＩＳ Ｘ ０００１～ＪＩＳ Ｘ ００３２ 情報処理用語 

b) 法令等 

1) 秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号） 

2) 装備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について（通達）（防経装第１９０７２号。２６．１２．

２４） 

3) 特定秘密の保護に関する訓令（平成２６年防衛省訓令第６４号） 

4) 特定秘密の保護に関する達（自衛隊統合達１７号。平成２６年１２月１０日） 

5) 特定秘密の取扱いに関する適正評価の実施に関する訓令の運用について（通達）（防防調第１８１４４号。

２６．１２．１０） 

6) 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準 

7) 統合幕僚監部及び共同の部隊における特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する達（通達）（自衛

隊統合達第１号） 



2 

 8) 防衛省の情報保証に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第１６０号） 

 9) 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について（通達）（防運情第９２４８号１９．９．２０） 

 10) 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）（防装庁（事）第

３号。３１．１．９） 

 11) 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（通知）

（装プ武第１８８号。３１．１．９） 

 12) 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（昭和３３年総理府令第１号） 

 13) 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） 

14) 中央指揮所への立入手続に関する達（自衛隊統合達第２９号。２０．３．２５） 

c) 仕様書 

 1) ＪＳＯ－２１－６００５ 日米連携情報共有基盤用器材の借上 

2) ＭＫＰ－Ｊ－５８０６７ ネットワーク通信装置 ＯＹＱ－３２（ ） 

3) ＭＫＰ－Ｊ－７０１１９ ネットワーク通信装置 ＬＹＱ－４３（ ） 

4) ＭＷＰ－Ｊ－７００７６ ネットワーク通信装置 ＬＹＱ－５０（ ） 

 

2 役務に関する要求事項 

契約相手方は，本システムに係わる維持管理活動を実施する。 

なお，統合幕僚監部及び自衛隊サイバー防衛隊の態勢に応じて，必要となるシステム維持支援体制を把握し，

官側と協議のうえ，即応可能となるような体制をとる。 

2.1 役務内容 

 契約相手方が実施する役務は，次による。 

2.1.1 システム維持実施計画書の作成 

 契約相手方は，契約締結後速やかに付表を基準としてシステム維持実施計画書を作成し，要求元の確認を得た

上で提出するものとする。また，システム維持実施計画に基づく作業が難しい場合及び契約相手方から提案事項

等があった場合については要求元と協議するものとし，変更が発生する場合には速やかに修正するとともに，要

求元の確認を得た上で提出するものとする。 

 なお，各作業等について急を要する作業については契約相手方と協議の上，要求元が作成する作業指示書（付紙

様式第１）に基づいて作業を実施するものとする。 

2.1.2 システム維持管理実施要領の作成 

 契約相手方は，契約締結後速やかに，本システムの維持管理活動に係る体制，官側との作業分担及び維持管理実

施手順を含めたシステム維持管理実施要領を作成し要求元に提出し確認を得るものとする。 

2.2 一般的要求事項 

 本役務は，得られた情報を処理し，各部隊との情報共有を行う日米連携情報共有基盤を対象とし，維持管理，問

合せ対応，障害対処の支援を行うものとする。 

2.2.1 システム運用管理 

契約相手方は，本システムの運用の状況と課題を把握し，改善等に活用するため，運用状況，障害状況及び性

能に関するデ－タを収集し分析を実施する。 

a) 稼働監視の実施 契約相手方は，本システムの運用状況を監視するとともに，運用性能データ，故障・特異事    

象データ等を収集する。 

b) 障害管理 

 1) 障害の受付 契約相手方は，本システムに係わる障害の報告を受け付けて登録する。 
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2) 障害の管理及び統制支援 契約相手方は，前記 1)において受け付けた本システムに係わる障害の報告を管

理するとともに，本機能に対する影響範囲の調査及び障害対処の統制について，官を支援する。 

3) 応急対処 契約相手方は，本システムに対する設定変更等の応急対処について，必要に応じて官を支援す

る。 

 4) 障害の分析 契約相手方は，本システムの障害について，障害データの収集，障害データの分析，障害の

再現テスト又はその他の手段により，原因究明及び障害部位の特定を行うとともに，特定された障害部位

についての分析結果を官側報告する。 

5) 復旧時の処置 契約相手方は，本システム復旧時の動作確認等の処置について，必要に応じて官を支援す

る。 

c) 問い合わせ対応 契約相手方は，官側の通知する本機能の質問について，内容の把握，調査及び回答を提示す 

る。 

2.2.2 セキュリティ監視 

a) 契約相手方は，以下を基準とし最新のＣＯＴＳの脆弱性調査，セキュリティパッチ適用の影響度調査を実施 

する。 

1) 定期パッチのリリース時（１回／月） 

2) 緊急パッチのリリース時（随時） 

b) 前記a)の影響度調査の終了後，セキュリティパッチの適用手順書及びウイルス対策ソフトウェアの適用手順 

  書を作成し適用すること。適用時期についてはシステム維持実施計画に基づくものとし，適用時期の詳細に

ついては要求元と協議し定めるものとする。 

c) 契約相手方は，自衛艦隊司令部及び艦艇を除く各部隊に最新のウイルス定義ファイルを適用する。 

d) 契約相手方は，ウイルス定義ファイル配信状況を確認する。最新版となっていない場合は，定義ファイルの適

用支援を行う。 

e) 契約相手方は，不正アクセスを検知した場合，必要な措置を実施する。 

f) 契約相手方は，各器材の設定変更の必要が生じた場合，官側と協議の上，設定変更を実施する。 

2.2.3 システム構成管理 

a) 契約相手方は，本システムのハードウェア，ソフトウェア構成を確認し，情報を更新した後，当該情報を官側   

に提供する。 

b) 契約相手方は，本システムのソフトウェアのバージョンアップ情報を確認した場合は，ライセンス契約（サポ

ート契約）の確認を行う。 

c) 契約相手方は，上記 a)の情報をもとに，ソフトウェアのバージョンアップが必要な場合は，本システムに対

する影響度調査及び動作検証を実施する。 

d) 契約相手方は，本システムと接続する各自衛隊システム間の相互運用性を確保するとともに，運用目的を効

率的かつ経済的に達成するため，官側の実施する構成・変更管理を支援するものとする。 

2.2.4 操作支援及び運用支援 

a) 契約相手方は，官の通知により新規ユーザの追加及びパスワードの初期化を実施する。 

b) 契約相手方は，必要に応じ操作手順書または取扱説明書を作成し，作成後速やかに要求元の確認を得る。 

c) 契約相手方は，必要に応じ官側に対し，操作教育支援を実施する。 

d) 契約相手方は，本システムの障害を確認した際，各部隊に通知する。 

2.2.5 会議・調整支援 

 契約相手方は，次に示す会議に参加するものとする。 

なお，会議の開催を必要と判断した場合は，その都度，官側に依頼することができる。また，会議の議事録は契

約相手方が作成するものとする。 
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a) 連絡調整会議 官側が主催する会議に参加し，その会議において作業進捗状況，発生した不具合及び官側か

らの依頼事項に対する報告について回答する。会議の場所は統合幕僚監部を標準とし，１ヶ月に１回開催す

る。また, 契約相手方において提案事項等がある場合には要求元と協議し,要求元が必要と認めた場合その結

果に基づき提案書を作成,要求元に提出し承認を得るものとする。 

b) 米軍関連会議 米軍主催の会議に出席し，本システムの関連内容について官側の支援を実施するものとし，

実施回数は２ヶ月に１回とする。 

2.3 作業報告 

 契約相手方は，付表の番号２に示す作業を実施後速やかに作業報告書（付紙様式第２）を作成し，監督官の確認

を得た上で要求元へ提出する。また，開催の都度，システム維持作業報告書を作成し要求元へ提出する。 

2.4 実施体制 

 契約相手方は，本契約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。）

を確保すること。 

b) 前記a)の業務従事者が本契約を履行するために必要な経験，資格，業績等を有すること。 

c) 上記a)の業務従事者が前記b)に掲げるもののほか，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（母語及び外国語能力），文化的背景（国籍等），業務等を有すること。 

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履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあるこ 

と。 

2.5 維持管理役務に必要な具備条件 

2.5.1 組織に関する要求 

a) 契約相手方は，日本国内に本社を有するものとする。 

b) 契約相手方は，企業において取り扱う情報資産を適切に保護するために情報セキュリティマネジメントシス

テム（ＩＳＭＳ）の認証を自社で取得しているものとする。 

c) 契約相手方は，企業において取り扱う個人情報を適切に保護するために，プライバシーマークの認証を自社

で取得しているものとする。 

d) 日本国の政府機関における情報システムマネジメントの支援実績を有すること。 

e) 防衛省の情報システム構築のプロジェクト管理，システムインテグレーション及び技術支援役務の支援実績

を有すること。 

f) 維持管理役務履行に必要となる次の設備を有していること。  

1) 情報保全設備 （保護情報取扱の可能性があるため） 

2) ＪＳＯ－２１－６００５，ＭＫＰ－Ｊ－７０１１９，ＭＫＰ－Ｊ－５８０６７及びＭＷＰ－Ｊ－７００７

６に則ったソフトウェア構成で構築された模擬環境を有すること。  

2.5.2 実施責任者 

実施責任者は，日米連携情報共有基盤の関連事業における業務実績を有するものとする。 

2.5.3 技術支援役務従事者 

本役務従事者（実施責任者を含む。）は，次の資格及び能力を有するものとする。 

a) 保有資格 本役務に専従する役務従事者に，高度ＩＴ人材の能力を示す次の資格のいずれかの保有者を含む

こと。 

1) ＰＭＰ又はプロジェクトマネージャ  

2) ネットワークスペシャリスト 

b) 防衛省・自衛隊の情報保証に係る問題解決ができること。 
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1) 1.3.1 b)の法令等を熟知し，要求元が推進する日米連携情報共有基盤に与える影響を分析できること。 

2) 他官公庁におけるセキュリティ関連施策が，要求元が推進する日米連携情報共有基盤に与える影響を分析

できること。 

3) 米国及び米国以外の他機関における類似システムのセキュリティ関連施策又は技術に関する調査分析がで

きること。 

4) セキュリティ技術及びソフトウェア・フレームワークの最新動向を踏まえ，要求元が推進する日米連携情

報共有基盤における技術の陳腐化リスクを最小化するための提案ができること。 

5) セキュリティ監視・監査業務実施に必要な技術的提案ができること。 

6) ネットワークセキュリティ事故，ウイルス侵入事故等緊急事態対処に必要な技術的提案ができること。  

7) 情報保証に係る最新の保全対策の知識を有しているとともに，使用時における保全対策，地下指揮所以外

に設置する端末装置等の保全対策に関する知識を有すること。 

c) 要求元が推進する日米連携情報共有基盤に必要な米国等についての次の知識及び能力を有すること。 

 1) 米国等のネットワークの構成等 

 2) 米国等におけるネットワーク管理組織 

 3) 米国のネットワークに関するハードウェア，ソフトウェア等の最新及び将来動向並びに製品化動向 

4) 米国のセキュリティ要件等 

5) 米国技師等との円滑なコミュニケーションが可能な英語能力  

6) 米軍及びＤＩＳＡ ＭＰＥ等の米軍関連組織並びにコアリション各国との調整が可能な能力または同等の 

能力 

2.5.4 役務履行に係る要求事項 

 役務履行に係る要求事項は次による。 

a) 対米ネットワーク器材等の維持管理受託事業者，日米連携情報共有基盤用器材の借上受託事業者との調整，

連携を主体的に実施すること。 

b) 本システムのシステム維持管理権限付与者については，特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１

０８号）第１３条第２項及び特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図る

ための基準の規定により通知された結果にて，「適正あり」と承認されたものに限るものとし，未承認のも

のについては，本契約締結後，できる限り速やかに申請し，承認を得ること。 

なお，承認取得までの期間におけるシステム維持作業は官側との調整による。 

 

3 履行場所 

  履行場所は，市ヶ谷駐屯地（基地）の施設内，統合幕僚監部指揮通信システム部（以下“調達要求元”という。）

の指示する場所とする。 

 

4  監督及び検査 

 監督及び検査は，支出負担行為担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。 

 

5  その他 

5.1 提出書類 

 契約相手方は，表１に示す書類を作成し，調達要求元に提出するものとする。 
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表１ 提出書類 

 

5.2 使用材料 

本役務の使用材料は表２のとおりとし，契約相手方が準備するものとする。 

なお，使用する各ライセンスの利用開始日は官側指定による。 

表２ 使用材料 

番号 品 名 数量 備 考 

１ 
Tripwire Enterprise for File systems-

Basic Support 
309 

日米連携情報共有基盤用改ざん検知ソフト保守 

（ライセンス延長用，配布なし） 

期間：12ヶ月分 

２ 
Tripwire Enterprise for Console-Basic 

Support  
3 

日米連携情報共有基盤用改ざん検知管理サーバ用

保守（ライセンス延長用，配布なし） 

期間：12ヶ月分  

３ 
MYSQL Standard Edition Subscription(1-

4 socket Server) 
3 

日米連携情報共有基盤用改ざん検知管理サーバ用

ソフト付帯MYSQL（ライセンス延長用，配布なし） 

期間：12ヶ月分  

４ 
SKYSEA Client View Enterprise Edition 

サーバライセンス 
3 

日米連携情報共有基盤用監査ソフトサーバ保守 

（ライセンス延長用，配布なし） 

期間：12ヶ月分  

５ 
SKYSEA Client View(GL)STサーバ監査 100

以上 
339 

日米連携情報共有基盤用監査ソフトサーバ監査保

守（ライセンス延長用，配布なし） 

期間：12ヶ月分 

６ 

SKYSEA Client View(GL)ST Enterprise 

Edition クライアントライセンス

（Win/Mac）(1000-1499)  

1120 

日米連携情報共有基盤用監査ソフトクライアント

保守（ライセンス延長用，配布なし） 

期間：12ヶ月分  

７ MVISION STD 328 

日米連携情報共有基盤用ウイルス対策ソフトウェ

ア用ライセンス 

期間：12ヶ月分  

８ 
ESET Endpoint Protection 

Standard 官公庁向けライセンス 
717 

日米連携情報共有基盤用ウイルス対策ソフトウェ

ア用ライセンス  

期間：9ヶ月分 

 

番号 書類名 部数 提出時期 提出先 様式 

１ 立入申請書 ２部 契約締結後速やかに 

統合幕僚監部

指揮通信シス

テム部 

様式適宜 
２ 

システム維持実施計

画書 
２部 

契約締結後及び修正の 

都度速やかに 

３ 
システム維持管理実

施要領 
１部 契約締結後速やかに 

４ 作業報告書 １部 官側との調整による。 付紙様式第２ 

５ 
システム維持作業報

告書 
１部 官側との調整による。 様式適宜 
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表２ 使用材料（続き） 

番号 品 名 数量 備 考 

９ 
NU TelePresence Room 

A-FLEX-P-DEV-REG 
20 

VTC器材ライセンス 

期間：48ヶ月分 

１０ DVD-R(4.7GB)（10枚入り） 24 更新等配布媒体（原本含む。） 

 

5.3 貸付品 

 契約相手方は，官側が必要と認めるものについて，官側と調整のうえ無償で貸付を受けることができる。手続

きは，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の第６条の規定によるものとする。 

5.4 秘密保全 

 契約相手方は，秘密の文書及び図画等の取り扱いなどを行う場合は,秘密保全に関する訓令，装備品等の調達に

係る秘密等の保全又は保護の確保について（通達），特定秘密の保護に関する訓令，特定秘密の保護に関する達，

特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令の運用について（通達）及び統合幕僚監部及び共同の部

隊における特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する達（通達）基づき，その取扱いに万全の注意をは

らわなければならない。また，本契約履行中に知り得た内容については，許可なく利用又は公表を行ってはならな

い。 

5.5 情報保証 

 防衛省の情報保証に関する訓令及び防衛省の情報保証に関する訓令の運用について（通達）を適用するものと

する。 

5.6 情報の取り扱い 

 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。）の取扱いに当た

っては，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）における別紙「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，遅滞なく官側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扱われることを保障する履行体制 

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

c) 官側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 

5.7 サプライチェーン・リスク対応 

 契約の相手方は，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（通知）に

基づき，所要の手続き及びサプライチェーン・リスクに対応するものとする。 

5.8 施設の立入 

施設の立入については 中央指揮所への立入手続に関する達によるほか官側の指示に従う。 

5.9 第三者従事 

契約相手方は，本役務に従事する者について，第三者を従事させる必要がある場合には，あらかじめ，下請負承

認申請書を支出負担行為担当官に提出し，承認を得なければならない。 



8 

5.10 官側における支援 

 契約相手方は，本契約の履行にあたって，次の事項について，官側が必要と認める範囲で，以下の支援を受ける

ことができる。 

a) 駐屯地・基地等における施設の利用 

b) 作業に必要な電力，用水等の無償使用 

c) その他，契約履行に必要な事項 

5.11 仕様書に関する疑義 

 契約相手方は，この仕様書の内容について疑義を生じた場合には，支担官等と協議するものとする。 
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付表 作業内容等一覧表 

番号 大項目 中項目 作業内容（一部、仕様書再掲） 作業頻度 

１ 全般事項 

システム維持実施計画書作成 システム維持実施計画書の作成 年１回 

システム維持管理実施要領作成 システム維持管理実施要領の作成 年１回 

２ 
一般的要求

事項 

システム運用管理 

稼働状況の監視 週２回 

障害管理（障害の受付，障害の管理及び統制支援，

応急対処，障害の分析，復旧時の処置） 

週１回

（基準） 

問い合わせ対応 都度 

セキュリティ監視 

最新のＣＯＴＳの脆弱性調査，定期セキュリティ

パッチ適用調査 
月１回 

最新のＣＯＴＳの脆弱性調査，定期セキュリティ

パッチの適用手順書を作成し適用 

月１回

（基準） 

緊急セキュリティパッチ適用調査 
年２回

（基準） 

緊急セキュリティパッチの適用手順書を作成し

適用 

年２回

（基準） 

最新のウイルス定義ファイルの適用 
週１回

（基準） 

ウイルス定義ファイル配信状況の確認及び適用

支援 

月１回

（基準） 

不正アクセス対応 都度 

設定変更作業 年４回 

システム構成管理 

ハードウェア，ソフトウェア構成の更新・提示 年２回 

ソフトウェアのバージョンアップ情報の収集及

びライセンス契約（サポート契約）の確認 
年２回 

ソフトウェアのバージョンアップに対する本シ

ステムへの影響度調査及び動作検証 

バージョ

ンアップ

される場

合のみ 

官側の実施する構成・変更管理を支援 
年２回

（基準） 

操作支援及び運用支援 

新規ユーザの追加及びパスワードの初期化 月１回 

操作手順書または取扱説明書を作成 年１回 

各装置に関する操作教育支援 年２回 

本システムの障害を確認した際，各部隊に通知 都度 

３ 月次報告 システム維持作業報告書作成 システム維持作業報告書の作成 月１回 
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付表 作業内容等一覧表（続き） 

番号 大項目 中項目 作業内容（一部、仕様書再掲） 作業頻度 

４ 会議体 

連絡調整会議 

官側が主催する会議に参加し，作業進捗状況，発

生した不具合及び官側からの依頼事項に対し報

告 

月１回 

米軍関連会議 
米軍との会議に出席し，本システムの関連内容に

ついて官側を支援 

年６回

（基準） 
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付紙様式第１ 

 

作 業 指 示 書 

作業指示番号：第     号 

   年   月   日 

 

                        

所 属 

階級氏名             印 

「日米連携情報共有基盤に係るシステム維持」の契約に関し，下記のとおり作業を指示する。 

履行期限： 

履行場所（役務提供場所）： 

作 

 

業 

 

指 

 

示 

 

内 

 

容 

緩急区分  １ 緊 急   ２ 至 急   ３ 普 通 

作業実施場所 

（役務提供場所） 
 期 日 

 

（   日間） 

作  業  指  示  事  項 

 

記 

 １ 対象機器（役務内容） 

 

 

 

 

 ２ 作業内容（役務詳細内容） 

 

 

 

 

 ３ その他 

 

 

 

 

 

 

備  考 
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付紙様式第２ 

 

作 業 報 告 書 

 

 

調達要求番号： 

品    名： 

作業日  

作業開始・終了時間  

作業項目  

作業細目  

作業担当者  

作業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監督官 

 

. 



1 

 

 

 

情報セキュリティ指定書 

発簡番号 － 

調達要求番号 ２２Ｋ２Ｅ６０８６ 

調達要求年月日 令和５年１月１６日 

作成部課 統合幕僚監部 指揮通信システム部 

作成年月 令和５年１月１６日 

品   名 日米連携情報共有基盤に係るシステム維持 

仕様書番号 ＪＳＯ－２１－６０２５Ａ 

１ 指定事項 

契約の相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、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。平成２１年７

月３１日）添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき適切に管理するものとし、保護す

べき情報については表１のとおり指定する。 

２ 保護すべき情報 

番号 

 

保護すべき情報 防衛省が提供した保護すべき

情報 

契約相手方において新たに

作成する情報のうち、保護す

べき情報又は作成が見込ま

れる保護すべき情報 

備 考 

１ 

契約の履行の一環と

して収集、整理、作成

等した一切の情報 

－ － 

保護すべ

き情報に

関係しな

い付紙の

情報を除

く。 

  保護すべき情報を次のとおり指定する。 

 

 



2 

 

付 紙 

 

 

 番号１で指定した情報のうち、次の事項については、保護すべき情報に当たらないものとする。 

 

 

 

１．収集・整理する公知情報又はそれに類する情報のうち、公となることにより、秘匿すべき関心事項が

明らかになるとしてあらかじめ指定したもの以外のもの 

 

 

２．防衛省より貸付け又は提供する情報・物件（官給品含む。）のうち、注意又は部内限りの表示がないも

の 

 

 

３．既に同種の契約において保護すべき情報から解除されている情報のうち、当該情報が公となることに

より、秘匿すべき事項が明らかになるとしてあらかじめ指定したもの以外のもの 

 

 

４．原材料、仕掛品、製造品、購入品その他の物件のうち、当該物件が公となることにより、秘匿すべき事

項が明らかになるとしてあらかじめ指定したもの以外のもの 

 

 

５．関係者間における連絡及び日程・場所等の調整に係る情報（電子メールによるやり取りを含む。）のう

ち、当該連絡及び日程・場所等の調整の内容が公となったとしても、秘匿すべき契約履行の状況及び内

容が明らかにならないと認められるもの 

 

 

６．関係者間における挨拶等の儀礼的な行為に係る情報 

 

. 


