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２０２１年度 中東等産油・産ガス国投資等促進事業 

環境整備／投資促進展示会 

中東諸国向けデジタル・プラットフォーム構築 

業務委託先の公募について 

 

２０２１年１０月２９日 

一般財団法人 中東協力センター 

 

一般財団法人 中東協力センター（以下、「JCCME」）は、投資促進展示会事業の一環として、中東

諸国向けデジタル・プラットフォームの構築を着手するにあたり、下記要領にて本事業に係る業務の委託

先を公募します。 

記 

１. 事業概要 

中東諸国のインフラ、石油、医療・ヘルスケアといった分野の公社・政府関係機関等に対し、デジタ

ル・プラットフォームを構築し、テーマ毎に閲覧対象機関、配信期間を限定し、以下を提供する。 

① 日本の優れた技術のプレゼンテーション動画による紹介 

② 個別の照会に対応する面談受付・仲介 

 

２. 公募内容と留意点 

A) 「別添２ 仕様書」ならびに「別添３ 主要機能要件一覧」の要件を満たすこと。 

B) 以下に示す各種ガイドラインを遵守すること。今後、契約期間中に当該文書が改定された場合

には、それに従うこととするが、より良い作業の進め方又は手法について提案がある場合には、

担当者に提案・協議の上、当該提案に基づき実施してもよい。 

① 独立行政法人情報処理推進機構「『高度標的型攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド」 

② 独立行政法人情報処理推進機構「『新しいタイプの攻撃』の対策に向け設計・運用ガイド」 

③ 独立行政法人情報処理推進機構「安全な Web サイトの作り方」 

 

３. 応募要件・資格 

A) 日本法人（登記法人）であること。 

B) 業務を円滑に実施するために十分な人員体制、経営基盤を有し、法令遵守・金銭管理面で適

切な管理能力を備えていること。 

C) 受託業者は、受託事業社員もしくは受託業者が本件業務委託期間中に手配する第三者等が

知りえた秘密事項については、委託期間中はもとより、委託期間終了後も他に漏洩しないよう、

本件業務に関わる関係者に対し、指導・管理責任を有すること。 

D) 経済産業省所管補助金交付等の停止および契約に係る指名停止等措置要領（平成１５・０１・２

９ 会課第 1 号）別表第１および第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しない

こと。 

E) 暴力団排除に関する誓約書を提出すること。 
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以下のいずれにも該当しないことを誓約する誓約書を提出。 

① 契約の相手方として不適当な者 

(ア) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい

う。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であること。 

(イ) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること。 

(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。 

(エ) 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

していること。 

(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

② 契約の相手方として不適当な行為をする者 

(ア) 暴力的な要求行為を行うこと。 

(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。 

(ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為を行うこと。 

(エ) 偽計又は威力を用いて契約担当者等の業務を妨害する行為を行うこと。 

(オ) その他前各号に準ずる行為を行うこと。 

③ 上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。 

F) 上記 A)～E)の、公募参加資格の無い者の提出書類等は無効とする。 

 

４. 今後のスケジュール案 

2021 年度 

業務内容 

2021 年 10 月～11 月 入札、審査、委託先選定 

2021 年 11 月 委託先との契約、プロジェクト開始 

2021 年 11 月～2022 年 2 月 基本設計 

2022 年 2 月～2022 年 3 月 検品可能状態のモック作成 

（ウェブサイト上でデモ操作が可能であれば尚可） 

2022 年度

以降 

2022 年 4 月～2022 年 8 月 アプリケーション開発 

2022 年 9 月～2022 年 10 月 テストラン 

2022 年 11 月～ アプリケーション本格運用開始 

 

５. 応募書類 

① 見積書 2 通 

※ 2021 年度（2022 年 3 月末迄）は、基本設計・モック作成までであるが、次年度以降の本格運用

に向けた制作を鑑み、見積書は以下 a, b それぞれ１通を提出のこと。 
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a 基本設計（～2022 年 3 月まで）の見積書 

b 本プラットフォーム構築に要する総額の見積書 

いずれも必要と考える費用、機器の設定費用などを項目別に明確に提示すること。 

② 応募者の概要がわかるもの 

会社概要、業務実施における事業者の強み、および担当者連絡先 

③ デジタル・プラットフォーム構築支援の方針（提案書） 

本事業実施に関する方針を提示すること。 

④ 想定される検討課題 

本事業を推進する上で考えられる検討課題などがあれば提示すること。 

⑤ 類似業務の実績 

過去に携わった類似する業務の実績があれば提示すること。（年度、内容、向先） 

⑥ 暴力団排除に関する誓約書 

「別添１」に必要事項を記入し、提出すること。 

 

６. 評価基準 

以下項目を勘案して、総合的に応募者を評価する。 

� 提案金額とその内訳、経費構成の妥当性 

� 提供できるコンテンツの内容 

� コンプライアンス対応 

※評価は原則として応募書類に基づいて行いますが、必要に応じて問い合わせ及び追加書類の提

出を求めることがあります。 

 

７. 応募書類の提出方法と提出期限 

� 提出方法 

Word、Excel、PowerPoint、PDF のいずれかの形式とし、パスワード付きの圧縮ファイル(Zip 等)

にて、後述のメールアドレス宛に提出のこと。 

� 提出期限 

２０２１年１１月１５日（月）正午必着分までとする。 

 

８. 選定結果の通知 

２０２１年１１月上旬を目途に JCCME ホームページ上に掲載。 

選定結果に関する問い合わせは不可とする。 

 

９. 応募書類提出先および問い合わせ先 

一般財団法人 中東協力センター デジタルプラットフォーム事業担当 

E-mail: dp@jccme.or.jp 
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１０. その他 

� 本事業の応募に関し、製作・準備等に係る全ての費用は応募者負担とする。 

以上 



 

 

別添１ 

 

暴力団排除に関する誓約書 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合には当団体）は、下記①から④までのいずれにも該当せず、

また、将来においても該当しないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又は誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申

し立てません。 

 

記 

 

① 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であること、法人等の

役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、そ

の他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ）であること。 

② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること。 

③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有して

いること。 

 

年    月    日 

 

 

住所 

 

社名（または団体名） 

 

氏名                              印 
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中東諸国向けデジタルプラットフォーム（仮称）要求仕様書 

 

1. 目的 

中東・北アフリカ諸国の関係する官公庁・公社等を対象に、本センターが発行する専用アカウン

トでログインをさせ、日本企業(=協賛企業)の概要情報と製品や技術に関する情報（テキスト、図

版、画像、動画で構成される)を容易に閲覧できるようにする。 

サイト上でミーティングなどの面談予約・問合せを可能にすることで、協賛企業に対してのコミュ

ニケーションの円滑化を図る。 

 

2. 構成 

制作するWebサイトに必要な画面・機能を以下に記載する。 

(ア) トップページ(ログイン画面) 

(イ) ログインユーザ登録申請ページ 

(ウ) リマインダーページ(パスワード再発行・リクエスト) 

(エ) メニューページ 

(オ) 協賛企業一覧画面(20数社程度) 

(カ) 協賛企業詳細ページ 

(キ) ミーティングリクエストページ 

(ク) お問い合わせページ 

(ケ) パーソナルインフォメーションページ 

(コ) ダウンロードページ(対象ファイルは、PDF、Word、Excel、PowerPoint) 

(サ) 本センターサイト管理者用コントロールパネル(管理画面) 

(シ) 全画面共通のヘッダー(グローバルメニュー)とフッター 

 

3. サイト要件 

制作するWebサイトの要件を以下に記載する。 

(ア) トップページについて 

① ログインIDとパスワードを使用するログイン画面を表示すること。 

② ログイン後は、アクセス権限の注意書きやメンテナンス状況通知欄を表示すること(サイ

ト管理者からのお知らせを表示できる機能を持つ。お知らせはログインした全員が同

一内容で良い)。 

 

(イ) ログイン機能(マイページ機能)について 

① ログイン機能を有し、許可されたコーナー(主に協賛企業の各カテゴリ)のみを閲覧でき

る機能を有すること。 

② 初動時のアカウント発行は、本センターが提供したアカウント一覧(CSV)をコントロール

パネルに取込んで提供すること。 

③ 当サイトのトップページのリンクより中東・北アフリカ諸国の関係する官公庁・公社等が

新規アカウントID登録申請を可能とし、本センターサイト管理者が発行できること。 

④ 初回ログイン時では、仮パスワードを発行し、ログイン後にパスワード変更を促すこと。 

⑤ 発行アカウントには有効期限を設定し、期限を過ぎるとログイン不可となること。また、

有効期限設定は管理画面から任意のタイミングで設定/変更できること。 

⑥ IDごとに閲覧可能なカテゴリを設定・制限が出来ること。 

⑦ ログインには、有効期限付きのクライアント証明書を発行し、インストールさせることで

使用できるディバイスを限定すること。なおクライアント証明書の発行認証局は、パブリ
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ックかプライベートであるかは問わない。ただし、証明書の運用・維持にかかるコストは

抑えるように工夫すること。 

⑧ ログインは、クライアント証明書以外にもSMSでワンタイムパスワードを送信するなど２段

階認証を導入すること。 

⑨ パスワードを忘れた場合のリマインダー機能を有すること 

 

(ウ) メニューページについて 

① カテゴリ(例：交通、水力、火力など)を一覧で表示すること。 

② 各カテゴリは企業ページとリンクすること。 

③ アカウント別で表示されるカテゴリを制限すること。 

（例えば、交通省職員のアカウントでは交通カテゴリしか表示されない。ただし複数の

カテゴリが閲覧可能なアカウントも存在する） 

④ 最大で8つのカテゴリが表示されること。 

⑤ 新着コンテンツがお知らせとして表示されること。 

⑥ お問い合わせページやダウンロードページ、パーソナルインフォメーションページ、協

賛企業一覧ページへのリンクを表示すること。 

 

(エ) 協賛企業ページについて 

① カテゴリごとに異なるページを作成すること。(全部で8種類) 

② 対象となるカテゴリに含まれる協賛企業は一覧で表示されること。 

③ 対象となるカテゴリの新着コンテンツがお知らせとして表示されること。 

④ 各掲載情報にはタイマー設定をし、タイマーによる公開・非公開ができること。 

 

(オ) 協賛企業詳細ページについて 

① 協賛企業ごとに、企業情報とコンテンツの概要を表示すること。 

② 対象企業のビデオサムネイルやスライドショーまたはPDFが一覧で表示されること。 

③ ビデオサムネイルまたはコンテンツタイトルを選択することで動画を閲覧できること。 

④ 一覧のコンテンツは種類(例：水力、火力など)によって絞り込みができること。 

⑤ 一覧のコンテンツは更新日、コンテンツIDやコンテンツタイトルによって並び替えが 

できること。 

 

(カ) 動画の機能について 

① 動画は既存の動画配信サービス（例:YouTube、IGTV、Vimeo等）を用いず、専用

の動画用ストリーミングサーバを用意すること。専用のストリーミングサーバ

は、ASPサービス・レンタルサーバも可能であるが、後述のサーバ要件を満た

すものとすること。  

② 登録された動画の配信は、タイマーによる公開・非公開の日時設定が出来るようにす

ること。 

③ 動画及び掲載情報が新たに公開された場合、対象カテゴリが閲覧できるユーザには

新着通知がメールでされること。 

④ 動画のダウンロード保存機能は絶対不可とすること。  

⑤ 動画については、コンテンツの暗号化・キャプチャ防止といったDRMの導入も検討

すること。 

⑥ 上記④⑤以外にも動画のダウンロード、コピー作成防止等、掲載動画が不正に使用さ

れることのないように、動画の不正利用を可能な限りなくす方法を提案すること。 
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(キ) ミーティングリクエストページ(フォーム)について 

① 協賛各企業の掲載情報・個別ページから、予約日時やメッセージを入力し、WEBミー

ティングのリクエストが送信できること。 

② リクエストは管理者のメールアドレスに送信されること。 

③ 予約日時を入力する際、ユーザが現地時間のタイムゾーンに変更できること。 

④ 第一希望から第三希望までの予約日時を一括でリクエストできるようにすること。 

 

(ク) お問い合わせページ(フォーム)について 

① 送信先として指定したメールアドレスにお問い合わせメールが送信でき、コントロール

パネルに蓄積されたデータが確認できること。 

② フォームには送信日時、送信者の情報(組織・役職、部署、名前)がアカウントから自動

で入力されること。 

③ タイトル・本文が入力できること。 

④ 本センターが指定する問い合わせの種類がプルダウンで選択できること。 

 

(ケ) パーソナルインフォメーションページについて 

① パーソナルインフォメーションページとは、アカウントを保持する中東・北アフリカ諸国

の関係する官公庁・公社等の個々のページである。 

② 本ページにはアカウントID(=ログインIDと同一)、アカウント有効期限、企業・役所名、部

署名、役職、Mr./Ms./Sir.、ファーストネーム、ミドルネーム、ラストネーム、会社・役所

電話番号、担当者携帯電話番号、Email、国名、郵便番号、組織住所が表示されてい

ること。 

③ ログイン後アカウントのアクティビティログ（閲覧画面や問い合わせ履歴）が表示される

こと。 

④ このページは、本センターサイト管理者によってコントロールパネルから作成・更新でき

るものとする。 

⑤ アカウント保持者自身によるページ内の情報変更は、本センターサイト管理者の承認

を必要とすること。 

⑥ アカウント保持者自身による情報変更申請個所は、サ本センターイト管理者のコントロ

ールパネルから判別できること。 

⑦ ログイン後アカウントのアクティビティログ（閲覧画面や問い合わせ履歴）が表示される

こと。 

 

(コ) 協賛企業一覧ページについて 

① 協賛企業を一覧で表示すること。 

② 本ページの情報登録・更新が、本センターサイト管理者がコントロールパネルより行うも

のとする。 

 

(サ) ダウンロードページについて 

① コンテンツを一覧(PDF、Word、Excel、PowerPoint)で表示し、ダウンロードボタンを付

与すること。 

② 更新日、コンテンツIDやコンテンツタイトルによって並び替えができること。 

 

(シ) 全ページについて 

① 本サイトでUI側に表示する言語は英語とすること。 

② トップページ以外にパンくずリストを表示すること。 
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③ パソコンからのみアクセス可能とすること。 

④ スマホ・携帯電話からのアクセスは、ユーザーエージェントを判別しエラーページ表

示、PCでの閲覧を促すなどの対応をすること 

 

4. コントロールパネル仕様 

サイト管理者用コントロールパネルには以下の機能を有すること 

(ア) ログインユーザ向け機能・情報配信 

① ログイン用アカウント管理機能 

1. アカウント情報を入力し、アカウント発行を行えること。 

アカウント情報とは、下記のものを指す（今後、追加変更の可能性あり）。 

 アカウントID(=ログインIDと同一) 

 パスワード 

 アカウント有効期限 

 企業・役所名 

 部署名 

 役職 

 Mr./Ms./Sir. 

 ファーストネーム・ミドルネーム・ラストネーム 

 会社・役所電話番号 

 担当者携帯電話番号 

 Email 

 国名 

 郵便番号・住所 

 サイト管理者用テキストメモ欄 

2. アカウント追加・削除・更新の他、まとめてCSVファイルによる一括取込・更新、一

括書き出しに対応すること。 

3. 一括取込・更新の場合は、既存アカウントの2重登録を行わず、既存アカウントに

ついてはログインID以外の情報(パスワード等)のみの更新を行うこと。 

4. アカウント初回登録時パスワード変更機能 

初回ログイン時に仮で設定されたパスワードを変更する。 

5. アカウントパスワード再発行機能 

パスワードの再発行を行う。 

6. アカウントログインの2段階認証（SMSによるワンタイムパスワードを推奨） 

7. アカウントの有効期限の設定・更新 

 

(イ) 掲載情報(=製品解説)登録・管理機能 

① 日本協賛企業から8つのカテゴリにおける製品解説が掲載できること。 

② 掲載情報はタイマー管理にて自動で公開・非公開が可能であること 

③ 掲載情報には、動画、画像、テキストが登録できること。 

④ 動画については、前述の（カ）動画の機能について参照すること 

⑤ 前述したカテゴリの設定や期限設定を変更できること。 
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⑥ IDごと、または任意の複数IDごとにページのアクセス数が確認できること。 

⑦ 掲載情報ごとの閲覧数が確認できること。 

⑧ 掲載情報告知のためのメール配信機能及びお知らせ掲載機能 

新着に掲載情報が登録された場合は、閲覧対象アカウントに対しての新着情報メールを自

動配信すること。同時に「パーソナルインフォメーションページ」のお知らせに新着情報として

表示されること 

 

(ウ) 掲載情報の管理機能 

コントロールパネル内で掲載情報はカテゴリや更新日、コンテンツIDやコンテンツタイトル、フリー

ワード検索によって絞り込みや並び替えを行えること。 

 

(エ) ミーティングリクエスト機能 

企業に対してミーティングのリクエストを送信できる。（実際には管理者のメールアドレスにリクエス

ト内容を送信する） 

 

(オ) 問い合わせ機能(問い合わせフォーム) 

管理者のメールアドレスに問い合わせメールを送信できる。 

 

(カ) 個人情報変更機能 

登録した個人情報の変更ができる。 

 

(キ) データ登録・ダウンロード機能 

各情報の別添し利用として、PDF・Word・Excel・PowerPointデータの登録が可能で、アカウントID

を持つものは、その資料のダウンロードができる。 

登録された資料のダウンロート数(クリック数)は、コントロールパネルでカウントする。 

 

(ク) アクティビティログ表示機能 

アカウントIDごとのミーティングリクエストやお問い合わせ履歴、ダウンロードした資料を確認する

ことが出来る。 

 

(ケ) その他のコントロールパネルの機能 

① ログイン機能 

サイト管理者専用のID、パスワードでログインする。 

全コンテンツはサイト管理者のみが更新出来る。 

② ページ編集機能 

各ページの作成ができる。 

③ その他、制作するうえで必要な機能があれば追加すること。 

 

5. サイトデザイン要件 

(ア) Webサイトで使用する画像やアイコンなどデザイン素材は受託者が用意すること。 

(イ) トップページに中東をイメージさせる画像やインフラのイメージ画像を表示すること。 
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(ウ) ヘッダー部分には中東協力センター(JCCME)のロゴを表示し、中東協力センターのHPをリ

ンクすること。 

(エ) フッター部分にはAboutやContactページへのリンク（どちらも中東協力センターのHPをリン

ク）を表記すること。 

(オ) 企業一覧やコンテンツ一覧を掲載するページには企業ロゴと社名を表示すること。 

(カ) また、それらは企業HPとリンクさせること。 

 

6. サイト内コンテンツに関するセキュリティ 

(ア) 全画面SSL通信とし、通信プロトコルは、TLS1.3を使用すること。またTLSのバージョンがアップ

した場合は、最新に対応すること。 

(イ) 使用するアプリケーション、OS、プログラム等において「既知のセキュリティホール」やバグ等に

ついては、全て対策を講じること。「既知のセキュリティホール」とはJPCERTコーディネーション

センター( https://jvn.jp/ )に脆弱性として指摘・報告・公開されているものを指す。 

(ウ) 導入プログラムについては脆弱性（XXS、SQLインジェクション攻撃）対策を適切に講じること。 

(エ) サイト管理用コントロールパネルにはIPアドレス制限を掛けること 

(オ) その他、制作するWebサイトに適したセキュリティ内容がある場合については受託者が提案する

こと。 

 

7. サーバ・ドメイン 

(ア) 当センター名義で本サイト専用ドメインを用意すること。 

(イ) 当サイトが専有して使用できるサーバ（専用サーバ、クラウドサーバ、マネージドサーバ等）

を用意すること。 

(ウ) サーバ所在地・データ保存先は日本国内であること。 

(エ) クラウドサーバを利用する場合は、「ISMAPクラウドサービスリスト」に掲載されたサービスか

ら選定すること。 

▼ISMAPクラウドサービスリスト 

https://www.ismap.go.jp/csm?id=cloud_service_list 

 

(オ) サーバにはファイアウォール・UTM等を設置し、悪意ある外部ネットワークからの攻撃を遮

断すること。 

(カ) サーバ内にコンピュータウイルスの侵入・感染の防止のため、ウイルス対策ソフトの導入を

し、パターンファイル等を常に最新のものにするなど十分な対策を施すこと。 

(キ) その他、OSやメモリなどの詳細なスペックについては受託者が提案すること。 

(ク) サーバのログは、過去6ヶ月分保存すること(WEB関連のアクセスログ・エラーログ、DB関連

のアクセスログ・エラーログ、OS関連のログイン履歴・エラー履歴セキュアログ、メッセージロ

グ) 

 

8. アクセス解析 

(ア) サイト内全画面にGoogle Analyticsの解析タグを導入し、アクセス解析が出来るようにするこ

と。 

(イ) アクセス解析には、コンバージョン測定（ミーティングリクエスト完了が目標）とサイト内のボタ

ンをクリック数など当センターが指定したイベントを計測する設定を施すこと。 

 

9. ユーザの閲覧環境について 

https://jvn.jp/
https://www.ismap.go.jp/csm?id=cloud_service_list
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(ア) 以下のパソコン環境で動作保証すること 

 Windows10 Chrome最新版、Edge最新版 

 Windows11   Chrome最新版 Edge最新版 

MAC OS  11.6 Safari最新版 

(MAC OSは、当センターが利用するコントロールパネル内の動作保証はなくても可) 

※ここで言う最新版とは、開発検証時のVersionを指す。 

(イ) スマートフォン・携帯電話では閲覧をなるべく不可とする処置をすること 

 

10. リリース後の運用・保守 

リリース後の運用・保守についても下記内容で契約を予定している。 

（１） 定常時の対応（不正アクセス監視・ログ監視、サイト解析、セキュリティパッチの更

新、機能アップデート等） 

（２） システム維持作業（バックアップ管理、脆弱性の情報収集・分析等） 

（３） サポート（事務局用のヘルプデスク、利用マニュアルの作成・更新・管理等） 

（４） 障害発生時の対応（問題の切り分けと復旧作業） 

 

11. その他 

主な機能要件については、別添３「主要機能要件一覧」を参照すること。 
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大分類 中分類

整理

番号

内容 補足説明

サイト構成 1 参考資料〇〇内の「サイトマップ」を参考にD3:D55構成・グローバルメニューを提案すること

2  本サイトでUI側に表示する言語は英語。

3  トップページ以外にパンくずリストを表示。

4  パソコンからのみアクセス可能。

5

スマホ・携帯電話からのアクセスは、可能な限り回避できるようにする。例えば、ユーザーエー

ジェントを判別しエラーページ表示、PCでの閲覧を促すなどの対応

6 最初の画面はログイン画面を表示。

7

ログインIDはサイト管理者から別途メールで告知され、初回ログイン時には初期パスワード変更後

利用できる機能を持つ。

8 ログインはSMS送信を含む2段階認証。

9 リマインダー機能を有する。

10 アカウント未登録者用は、ログインユーザ登録申請ページに誘導する。

11 ログインIDによって、閲覧可能な情報が制限されている。

12

このアクセス権の注意書き（許可されている内容のみが表示されている）を表示（固定した内

容）。

13 事務局（サイト管理者）からの随時更新されたお知らせを表示。

14 登録専用ホームから登録申請。

15 サイト管理者が許可をすることで利用が可能となる。

16  カテゴリ(例：交通、水力、火力など)を一覧で表示。

17 各カテゴリは企業ページとリンク。

18

アカウント別で表示されるカテゴリを制限する。

（例えば、交通省職員のアカウントでは交通カテゴリしか表示されない。ただし複数のカテゴリが

閲覧可能なアカウントも存在する）

19  最大で8つのカテゴリが表示される。

20 新着コンテンツがお知らせとして表示される。

21

お問い合わせページやダウンロードページ、パーソナルインフォメーションページ、協賛企業一覧

ページへのリンクを表示すること。

22 カテゴリごとに異なるページを作成する。(全部で8種類)

23  対象となるカテゴリに含まれる協賛企業は一覧で表示。

24  対象となるカテゴリの新着コンテンツがお知らせとして表示。

25 各掲載情報にはタイマー設定をし、タイマーによる公開・非公開ができる。

26  協賛企業ごとに、企業情報とコンテンツの概要を表示する。

27  対象企業のビデオサムネイルやスライドショーまたはPDFが一覧で表示される。

28 ビデオサムネイルまたはコンテンツタイトルを選択で動画等の掲載情報を閲覧できる。

29 一覧はカテゴリの種類(例：交通、水力、火力など)によって絞り込みができる。

30  一覧のコンテンツは更新日、コンテンツIDやコンテンツタイトルによって並び替えができる。

31 コンテンツを一覧(PDF、Word、Excel、PowerPoint)で表示し、ダウンロードボタンがある。

32 更新日、コンテンツIDやコンテンツタイトルによって並び替えができる。

33

協賛各企業の掲載情報・個別ページから、予約日時やメッセージを入力し、WEBミーティングのリ

クエストが送信できるこ

34 リクエストは管理者のメールアドレスに送信されること。

35 予約日時を入力する際、ユーザが現地時間のタイムゾーンに変更できること。

36

第一希望から第三希望までの予約日時を一括でリクエストできるようにすること。リクエストは、

サイト管理者にメールされると共に、コントロールパネルにも通知され、日時確定までの管理を行

うことが出来る。

37

送信先として指定したメールアドレスにお問い合わせメールが送信できる。サイト管理者にもメー

ルで通知されるとともに、コントロールパネルでも確認可能とする。また、送信者にはサンキュー

メールを送信する。

38

 フォームには送信日時、送信者の情報(組織・役職、部署、名前)がアカウントから自動で入力され

ること。

39 タイトル・本文が入力できること。

40  本センターが指定する問い合わせの種類がプルダウンで選択できること。

41 アカウント情報を表示。アカウント情報の詳細は下段「アカウント管理について」に記載。

42  ログイン後アカウントのアクティビティログ（閲覧画面や問い合わせ履歴）が表示される。

43 本センターサイト管理者によってコントロールパネルから作成・更新できるものとする。

44

アカウント保持者自身によるページ内の情報変更は、本センターサイト管理者の承認を必要とす

る。

45

アカウント保持者自身による情報変更申請個所は、サ本センターイト管理者のコントロールパネル

から判別できる。

46 ログイン後アカウントのアクティビティログ（閲覧画面や問い合わせ履歴）が表示される。

47

動画は既存の動画配信サービス（例:youtube、IGTV、Vimeo等）を用いず、専用の動画用ストリー

ミングサーバを用意すること。専用のストリーミングサーバは、ASPサービス・レンタルサーバも

可能であるが、後述のサーバ要件を満たすものとすること。

48  登録された動画の配信は、タイマーによる公開・非公開の日時設定が出来るようにすること。

49

 動画及び掲載情報が新たに公開された場合、対象カテゴリが閲覧できるユーザには新着通知がメー

ルでされること。

50  動画のダウンロード保存機能は絶対不可とすること。

51 動画については、コンテンツの暗号化・キャプチャ防止といったDRMの導入も検討すること。

52

本センターの要求以外にも動画のダウンロード、コピー作成防止等、掲載動画が不正に使用される

ことのないように、動画の不正利用を可能な限りなくす方法を提案すること。

53

 ①アカウント情報を入力し、アカウント発行を行えること。

アカウント情報とは、下記のものを指す。

 ・アカウントID(=ログインIDと同一)、パスワード、アカウント有効期限、企業・役所名、部署

名、役職、Mr./Ms./Sir.、ファーストネーム・ミドルネーム・ラストネーム、会社・役所電話番

号、担当者携帯電話番号、Email、国名、郵便番号・住所、サイト管理者用テキストメモ欄

54

アカウント追加・削除・更新の他、まとめてCSVファイルによる一括取込・更新、一括書き出しに

対応する。

55

一括取込・更新の場合は、既存アカウントの2重登録を行わず、既存アカウントについてはログイ

ンID以外の情報(パスワード等)のみの更新を行うこと。

56

アカウント初回登録時パスワード変更機能。初回ログイン時に仮で設定されたパスワードを変更す

る。

57 カウントパスワード再発行機能（リマインダー機能）

58

ログインには、有効期限付きのクライアント証明書を発行し、インストールさせることで使用でき

るディバイスを限定すること。なおクライアント証明書の発行認証局は、パグリックかプライベー

トであるかは問わない。だだし証明書の運用・維持にかかるコストは抑えるように工夫すること。

59 アカウントログインの2段階認証（SMSによるワンタイムパスワードを推奨）

60 アカウントの有効期限の設定・更新

主要機能要件一覧

UI側画面

個別機能

アカウントを保持する中東・北ア

フリカ諸国の官公庁職員の個々の

ページ。

掲載する動画は、各企業の機密情

報を含むものがあり、可能な限り

許可したされたアカウントIDがス

トリーミングのみで見えるように

する。

動画について

アカウント管理について 本サイトは、サイト管理者より発

行されたアカウントをもつものだ

けが閲覧・利用できるサイトとす

る。

そのためコントロールパネルに

は、アカウント管理機能を備える

協賛する日本企業の一覧画面。所

属カテゴリ、ロゴ、社名、概要、

詳細ページへのリンク。掲載企業

数は20数社程度

協賛企業の個々の事業紹介があり

提供情報（動画、写真、テキス

ト）にもリンクするページ

閲覧できる情報は、アカウントID

によって異なる様に設定する。

協賛企業の各種資料がダウンロー

ドできるページ。

協賛企業に対して、閲覧者がWEB

ミーティングのリクエストを行う

画面。

問い合わせページ 本センターへのお問合せフォー

ム。

全ページ共通事項

トップ画面(ログイン前)

トップ画面(ログイン後)

ログインユーザ登録申請

ページ

メニューページ

協賛企業一覧

 協賛企業詳細ページ

ダウンロードページ

ミーティングリクエスト

ページ

パーソナルインフォメー

ションページ
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大分類 中分類

整理

番号

内容 補足説明

61

全画面SSL通信とし、通信プロトコルは、TLS1.3を使用すること。またTLSのバージョンがアップし

た場合は、最新に対応すること。

62

使用するアプリケーション、OS、プログラム等において既知のセキュリティホールやバグ等につい

ては、全て対策を講じること。既知のセキュリティホールとはJPCERTコーディネーションセンター

(　https://jvn.jp/　)に脆弱性として指摘・報告・公開されているものを指す。

63 導入プログラムについては脆弱性（XXS、SQLインジェクション攻撃）対策を適切に講じること。

64 サイト管理用コントロールパネルにはIPアドレス制限を掛けること

65

その他、制作するWebサイトに適したセキュリティ内容がある場合については受託者が提案するこ

と。

66

サーバにはファイアウォール・UTM等を設置し、悪意ある外部ネットワークからの攻撃を遮断する

こと。

67

サーバ内にコンピュータウイルスの侵入・感染の防止のため、ウイルス対策ソフトの導入をし、パ

ターンファイル等を常に最新のものにするなど十分な対策を施すこと。

68 その他、OSやメモリなどの詳細なスペックについては受託者が提案すること。

69

サーバのログは、過去6ヶ月分保存すること(WEB関連のアクセスログ・エラーログ、DB関連のアク

セスログ・エラーログ、OS関連のログイン履歴・エラー履歴セキュアログ、メッセージログ)

セキュリティ

サーバ

コンテンツ内
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