
矢板市未来技術導入　連携基盤システム機能要件シート

No サブシステム（分類） 要件概要・目的 詳細要件 要件補足事項及び推奨事項

導入区分及

び補足事項

(必須/OP)

1 連携基盤インターフェイスシス

テム

データ受け渡し 各未来技術からのデータ受け取り 導入予定の各未来技術にて取得され連携されるデー

タ（連携データ）を連携基盤管理システム内の未来

技術エントリデータベース（DB）に格納できること。

・外部記録媒体を含め、ファイルを手動で指定することにより、連携データを未来技術エントリDBに格納できること。

・ファイル指定により連携データを未来技術エントリDBに格納する場合は、複数のファイルを同時に指定し処理を実行できること。

・データ格納処理は、手動で即時実行を指示する他、日付・時間等を予約した上でのバッチ処理が可能であること。

・数値データ、文字データ、画像データ、動画データなど様々な形式のデータを格納できること。

・データ格納処理の実行が、連携基盤システムや他の未来技術の機能へ運用制限などの影響を生じないこと。

必須

2 未来技術の拡張に柔軟に対応できること。 ・将来導入される未来技術にて取得される連携データを、未来技術エントリDBに格納できること。

・将来的には、導入予定の各未来技術から連携データを即時的かつ自動的に未来技術エントリDBに格納できること。

OP

3 各未来技術へのデータ引き渡し 未来技術エントリDBに格納された連携データを、導入

予定の各未来技術へ提供できること。

・外部記録媒体を含め、ファイルを手動で指定することにより、連携データを各未来技術へ提供できること。

・ファイル指定により連携データを各未来技術へ提供する場合は、複数のファイルを同時に指定し処理を実行できること。

・データ提供処理は、手動で即時実行を指示する他、日付・時間等を予約した上でのバッチ処理が可能であること。

・数値データ、文字データ、画像データ、動画データなど様々な形式のデータを提供できること。

・データ提供処理の実行が、連携基盤システムや他の未来技術の機能へ運用制限などの影響を生じないこと。

必須

4 未来技術の拡張に柔軟に対応できること。 ・将来導入される未来技術にて取得される連携データを、未来技術エントリDBから各未来技術へ提供できること。

・将来的には、導入予定の各未来技術へ連携データを即時的かつ自動的に未来技術エントリDBから各未来技術へ提供できること。

OP

5 データ受け渡し様式 メーカー等に依存せずにデータを受け渡しできること。 ・各未来技術と未来技術エントリDBとの間の連携データ受け渡しが、メーカー等に依存せず実行できること。

・連携データのデータ項目の追加、収集対象データの増加等への対応は、追加コストの必要なく容易に可能であること。

必須

6 連携基盤管理システム 連携データ処理 連携データ格納 連携データを格納できること。 ・数値データ、文字データ、画像データ、動画データなど様々な形式のデータを格納できること。

・連携データのデータ項目の追加、収集対象データの増加等への対応は、追加コストの必要なく容易に可能であること。

必須

7 連携データ管理 連携データを処理できること ・連携データを個人単位で管理（登録・処理・出力・削除）できること。

・トレーニング記録及び健診記録を個人単位で管理（登録・処理・出力・削除）できること。またトレーニング記録と健診記録、連携デー

タを紐付けて管理できること。

必須

8 連携データ分析・解析 連携データをもとに個人/組織単位での分析・解析がで

きること

・連携データ及びトレーニング記録、健診記録をもとに、個人単位で過去のトレーニング記録、健診記録と比較できること。

・連携データ及びトレーニング記録、健診記録をもとに、属性（性・年齢層）別及び「予約管理システム導入事業」にて登録された所属

団体別の平均記録が算出できること。

・連携データ及びトレーニング記録、健診記録をもとに、その個人が該当する属性（性別・年齢層別）及び所属団体の平均記録と比較

できること。

・希望する個人に対し、外部の研究機関による分析・解析のためにデータの受け渡しが実施できること。また分析・解析結果を紙媒体及

びアプリ等を通じて提供できること。

・過去との比較については●回分まで可能であること。

・平均は●ヶ月単位で更新可能であること。

必須

9 オープンデータ処理 オープンデータ生成 オープンデータを生成できること ・「推奨データセット」に記載されているデータ項目について、市役所内にあるデータを取得し、オープンデータとして加工できること。

・連携データ及びトレーニング記録をもとに、属性別の平均記録について、オープンデータとして加工できること。

・内閣官房IT戦略室「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」を踏まえること。 必須

10 オープンデータ管理 オープンデータを格納できること ・加工されたオープンデータを種類ごとに登録できること。

・データの作成日、クリエイティブ・コモンズの表示ライセンスの情報が登録できること。

・データの登録者から承認者の承認フローがあること。

・内閣官房IT戦略室「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」を踏まえること。 必須

機能（手段）
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11 オープンデータ提供 オープンデータを外部へ提供できること ・加工されたオープンデータを、オープンデータ公開サイトを通じて外部へ提供できること。 ・内閣官房IT戦略室「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」を踏まえること。 必須

12 匿名加工データ処理 匿名加工データ生成 匿名加工データを生成できること ・連携データ及びトレーニング記録を、提供を希望する組織の求めに応じて匿名加工データへ加工できること ・個人情報保護法の規定を遵守すること。

・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報編）」に沿って加工すること。

必須

13 匿名加工データ管理 匿名加工データを格納できること ・加工・提供された匿名加工データについて格納できること。 ・個人情報保護法の規定を遵守すること。

・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報編）」に沿って管理すること。

必須

14 匿名加工データ提供 匿名加工データを外部へ提供できること ・加工された匿名加工データを、提供を希望する組織へ提供できること。

・匿名加工データの提供にあたり、情報漏えい等のセキュリティ対策を適切に講じること。

・匿名加工データの提供に関する履歴が記録されること。

・匿名加工データの提供を希望する組織等の情報の登録、照会、削除ができること。

・個人情報保護法の規定を遵守すること。

・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報編）」に沿って提供すること。

必須

15 オープンデータ公開サイト オープンデータ提供 基本機能 ・インターネット接続端末で、データの登録、更新、管理業務が行えること。

・Webブラウザのみで動作すること。

・OS（Windows、Mac OS、iOS及びAndroid）及びWebブラウザ（Chrome、Safari、Edge）のサポートされているバージョンに対

応していること。

・特定のWebブラウザが保有する機能は使用しないこと。また、Webブラウザの機能拡張等の操作を必要としないこと。

・サイトの利用ガイド、著作権、セキュリティ、免責事項などの情報を掲載すること。

・登録できるデータ数に上限がないこと、または十分なデータ数を登録できるよう拡張できること。

・内閣官房IT戦略室「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」を踏まえること。 必須

16 データ登録機能 ・複数のデータ（リソース）がまとめられるデータセットが設定できること。

・データセットには登録課名、データセットの分類名、各課が自由に設定できるタグ情報が登録できること。データセットの分類について提案

すること。

・データの登録方法はオープンデータエントリ系DBから直接登録する方法と他システムとのAPI連携による方法の２通りとすること。また、

API連携によるデータ登録を行う際には、分類名、タグ情報が事前に設定できるようにすること。

・登録したデータのファイル種類が自動的に表示されるなど、ユーザーの負担が削減された設計であること。

・内閣官房IT戦略室「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」を踏まえること。 必須

17 表示・検索機能 ・レスポンシブルデザインに対応し、パソコン、スマートフォン、タブレット端末機器の種類やサイズに応じて表示内容が最適な状態に変化す

ること。

・登録課名、データセットの分類名、タグ情報、データ名を選択して特定の期間における検索回数、ダウンロード回数が表示できること。

・利用者が登録課名、データセットの分類、タグ情報、ユーザーが指定したキーワードからデータセットとデータの検索ができること。

・トップページに管理者が作成した情報が掲載できるお知らせ欄が表示されること。

・新規にデータが登録された際に新着情報としてトップページに表示できること。

・ICTリテラシーが高くない者であっても簡単に利用できる工夫がされていること。

・内閣官房IT戦略室「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」を踏まえること。 必須

18 サイト管理機能 ・管理者は、課ごとにデータを登録する権限、登録を承認する権限を付与できること。

・データを登録した際に承認する権限を有するユーザーへメール通知ができること。

・データセットごとのアクセス件数が取得できること。

・検索エンジンの検索結果において適切な順位に表示されるよう、必要なSEO対策ができていること。

・内閣官房IT戦略室「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」を踏まえること。 必須

19 広報用HP 情報発信 建設時情報発信 本複合施設の建設期間中に、施設の概要や完成イ

メージ等を発信できること

・本複合施設の空間や機能、景観等の情報が提供できること。

・本複合施設の整備状況に合わせて、整備状況を文章・画像等で提供できること。

必須

20 運営時情報発信 本複合施設の運用開始後に、施設の概要や利用状

況、イベント情報等を発信できること

・本複合施設の概要や利用案内、予約申込案内等の情報が提供できること。

・本複合施設の運営状況を文章・画像・動画等で提供できること。

必須
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21 VR情報発信 完成後の仮想現実空間を３次元画像により表現した

バーチャルリアリティ（VR）をWebサイト上で提供でき

ること

・全体把握のための鳥瞰飛行、利用者目線での空間・動線確認のためのウォークスルーがマウスなどの操作で自由にできること。

・事前指定した複数の視点場に即座に移動できること。

・アクセスした者よりコメントや投票等が可能なこと。

・複数（提案による）の自動移動ルートアニメーションの作成と再生ができること。

・建物の機能についての説明文や、竣工までの建設プロセスの説明を分り易く明示できること。

・周知理解や関係人口創出のために必要な下記の各種性能を組み備えていること。

　① VR 操作画面上の任意の一点をクリックすると、そこに自動的に視点が移動できる。

　②メニューや Window 枠の無いフルスクリーンで空間を明瞭に提示できる。

　③リピーター等の分析を可能とするために閲覧履歴等を保存し、ローデータを分析できる。

必須

22 情報編集 建設時情報編集 本複合施設の建設期間中に、施設の概要や完成イ

メージ等を発信するための情報を編集できること

・本複合施設の空間や機能、景観等の情報が編集できること。

・本複合施設の整備状況に合わせて、整備状況を文章・画像等で提供できるようコンテンツを編集できること。

必須

23 運営時情報編集 本複合施設の運用開始後に、施設の概要や利用状

況、イベント情報等を発信するための情報を編集できる

こと

・本複合施設の概要や利用案内、予約申込案内等の情報が編集できること。

・本複合施設の運営状況を文章・画像・動画等で提供するための情報を編集できること。

必須

24 VR情報編集 完成後の仮想現実空間を３次元画像により表現した

バーチャルリアリティ（VR）をWebサイト上で提供する

ための情報を編集できること

・webサイト上で提供するためのVRコンテンツを制作すること。

・工事の進行に伴う内装の仕様（テクスチャ等）等が適宜反映できること。

・VRの制作対象は次の通りとする。

⑴ 周辺環境：周辺道路や、矢板フットボールセンター等隣接施設との位置関係を表現する映像の制作

⑵ 建築物（矢板市文化スポーツ複合施設）：別途支給する施設の設計データ（.rvtファイル形式） を基に、下記ア～ウを満たすVR画像の制作

ア 全体外装

イ 建物の空間把握用内観データ作成

ウ アクティビティを説明するための部分的な什器等の配置（運動用機器や舞台装置等）

⑶ 添景：人間（老若男女を織り交ぜ、賑わいを表現すること）等

必須

25 CMS コンテンツ作成・編集 専門知識がなくても簡単にコンテンツの作成・編集作業

ができるよう、コンテンツ作成・編集機能を備えること

・文字、画像、動画など様々な種類のコンテンツファイルをアップロードして管理することができること。

・文字や画像のレイアウトや装飾など、実際の「見え方」を確認しながら更新作業を行うことができること。

・汎用性のあるテンプレートを用意すること。

・工事の概況や進捗状況などの施工情報、開業後の各種イベント情報など、ユーザーに広く知らせたいニュースを簡易的に更新できるこ

と。

・ページの公開日時をあらかじめ設定しておき、その日時になると自動的に公開される機能を有すること。

・ページの追加・削除があったときに自動的にサイトマップページが更新されること。

・多言語対応（英・中・韓・他）が可能であること。

・PC向けページを作成すれば自動的にスマホ向けに最適化されること。

必須

26 ユーザー管理 コンテンツ作成・編集に携わるメンバーの権限付与や承

認フローの設定などユーザー管理ができること

・承認者に作業者の申請がメールで通達され、責任者による承認フローを経由した場合に公開できるなど、承認から公開までの流れがス

ムーズに行えること。

・独自ドメインの取得が可能なこと。

・Webサイト改ざんなどのサイバー攻撃に迅速に対処できるセキュリティを担保すること。

必須

27 マーケティング Webサイトの管理・運営と各種のマーケティング施策を

紐づけるため、さまざまなマーケティング機能を備えること

・Webサイトへのユーザーのアクセス解析を行えること。

・編集画面上で簡単に設定できるなど、SEO対策が容易に実行できること。

必須
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