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基本的性能 １．

「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群（平成２８年版）」を満足する

こと。 

 

２．技術的事項 

要管理対策区域のおける対策の基準に基づき各クラスの考え及びレベル（Ｌｖ.）間（１）

に設けるセキュリティゲートイメージ 

セキュリティ全体の一般的なイメージは下図による。 a．

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊認証は【添付資料４-２】「各室性能表」の出入口扉鍵管理による。 b．

瞬時電圧低下等により機能停止がないように停電対策ができる。 c．

商用電源途絶時は発電回路に切替えて機能を維持する。 d．

以降の項で設置する各機器、装置等は提案により庁舎を管理する部屋を設ける場合e．

は国と十分協議し決定する。 

 

防犯・入退室管理装置 （２）

設定用端末機は【添付資料４-２】「各室性能表」による。また全体を管理するマa．

スター機は中央監視室に設ける。 

機能の詳細及び運用方法は提案による。参考までに具体的な一例を以下に示す。 b．

官署毎の管理部門において運用の確認等ができる。 (a)

Lv.0 ： 制限なし 

Lv.1 ： 来庁者等、職員、その他職員が手続き等を行い行き来できる空間 

Lv.2 ： 職員、その他職員、許可された事業従事者が行き来できる空間 

Lv.3 ： 許可された職員、許可されたその他職員が行き来できる空間 

Lv.１アクセス： ＩＣカード等 

Lv.２アクセス： ＩＣカード 

Lv.３アクセス： ＩＣカード＋特殊認証 
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官署毎にグループ設定ができる。 (b)

設定用端末機の認証（ログイン等）はあらかじめ指定された職員のＩＣカード＋(c)

設定専用ＩＣカード又は生体認証等による複数の組合せができる。 

必要なログの記録および設定情報等が保存できる。 (d)

電気錠等の異常情報を庁舎平面簡易地図化したもの表示できる。 (e)

監視カメラ、鍵管理システム、駐車場管制等他の通信機器類と連携できる。 (f)

設定用端末の不具合等によりシステム全体運用に影響を与えない構成ができる。 (g)

防犯機器と連動により、機械警備等が行える。 (h)

 

電気錠、ＩＣカードリーダー （３）

ＩＣカードリーダーは「ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４３近接型ＴｙｐｅＢ」が読むことがa．

可能なものを設ける。 

電気錠毎にＩＣカードリーダーを出入口両方に設ける。 b．

ＩＣカードリーダーの種類は【添付資料４-２】「各室性能表」による。 c．

最終退庁箇所で防犯設備と連動する場合は、機械警備のセット並びに解除ボタンをd．

設ける。 

機能の詳細及び運用方法は提案による。参考までに具体的な一例を以下に示す。 e．

入退室等の記録ができる。 (a)

フラッパーゲートで、入館記録が無いＩＣカードで執務室等に入室時は警報等を(b)

行い、当該扉の電気錠を解錠しないことができる。 

ＩＣカードリーダー毎に設定できる。 (c)

グループ管理ができる。 (d)

火災報知装置と連動し電気錠をパニックオープン（パニッククローズ）等できる。 (e)

 

鍵管理装置 （４）

鍵管理装置の設置箇所は【添付資料４－２】「各室性能表」による。 a．

機能の詳細及び運用方法は提案による。参考までに具体的な一例を以下に示す。 b．

鍵管理装置で管理するキーボックスの数は各部／各部門数＋通信系ＥＰＳに設(a)

置の盤（各官署毎に共通キー１個）の鍵の数以上とする。また、各部／各部門の

サブマスター等となる鍵は１本毎に取り出し方式とする。 

前項以外の個々の鍵は集合トレーによる一括取り出しのキーボックスとする。 (b)

集合トレー形キーボックスは前々項のキーボックスと別保管場所でもよい。 (c)

ＩＣカードと連動し設定されたキーボックスが開放する。また所定時間以上開放(d)

時は警報等で警告できる。 
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キーボックスのこじ開け等異常時は監視カメラと連動し、当該箇所のポップアッ(e)

プ等を行い、録画内容を一定期間ロックできる。 

 

フラッパーゲート （５）

ＩＣカード等で開閉する。 a．

フラッパーゲートにガラス等で行う場合は衝突時の安全確保や飛散防止の措置をb．

行い、必要に応じガラス面に衝突防止サインを設置する。 

容易に乗り越えができない対策を行う。 c．

参考までに具体的な一例を以下に示す。 d．

フラッパーゲート通過時次の異常時等は当該画像を監視カメラで一定時間ロック、

ポップアップ等の動作を行い、ゲート自身も警報等を発報する。 

失効等しているＩＣカード等検知 (a)

二人以上による道連れ通過 (b)

ＩＣカード等をかざさずに通過 (c)

通過時途中で逆戻り (d)

その他異常が発生した時等 (e)

 

駐車場管制設備 （６）

機能詳細及び運用は提案による。参考までに具体的な一例を以下に示す。 

車路の最終出入口に歩行者等にお知らせする回転灯及び音声装置を設置する。 a．

車路の死角箇所は出会頭衝突防止の回転灯等を設けお知らせする。 b．

各ゲート近傍、地下駐車場出入口近傍及び来庁者用駐車場の必要箇所に監視カメラc．

を設置し各ゲート異常時、発券装置異常時等は当該画像を一定時間ロック、ポップ

アップ等の動作を行い必要箇所に警報を発報する。 

駐車券受付処理装置の設置箇所は【添付資料４－２】「各室性能表」による。なおd．

駐車場管制装置の主装置は中央監視室に設置する。 

官用車ゲート、地下駐車場出入口は次による。 e．

専用ワイヤレスキー装備車の場合（注 1） (a)

専用ワイヤレスキーでゲートをオープンする。なお専用ワイヤレスキーは官①

用車数＋官署毎予備用１＋全体予備１を具備する。  

近傍に呼出インターホン（カラーカメラ付き）を設ける。 ②

通過後ゲートは自動でクローズする。 ③

ゲート、地下駐車場出入口に一定時間停滞等時は運転者に警告等の装置を設④

置し、お知らせできる機能を設ける。  
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地下駐車場出入口に IC カードでシャッター（開閉）を操作できるカードリー⑤

ダー（両面）を設ける。 

地下駐車場出入口のカードリーダー近傍はセンサー等による照明器具を設け⑥

る。  

（注１）専用ＩＣタグとＲＦＩＤアンテナにより入出庫管理を行う方式を含む。 

    なおワイヤレスアンテナまたはＲＦＩＤアンテナは必要箇所に設ける。 

 

専用ワイヤレスキーを装備していない車の場合（納入業者等の車等） (b)

ゲート近傍に呼出インターホンを設け、遠隔でゲートをオープンする。  ①

地下駐車場出入口に呼出インターホンを設ける。  ②

地下駐車場入口に発券装置を設ける。 ③

地下駐車場出口に駐車券読取装置を設ける。 ④

駐車券受付後地下駐車場出口のシャッター等をオープンする。 ⑤

地下駐車場出口通過後、一定時間以内はゲートに車両が接近時、自動でオー⑥

プンする。 

 

来庁者用ゲートは次による。 f．

駐車場出入口にゲートを設置し、近傍に満空車情報を運転者にお知らせする①

表示装置を車路最終出入口近傍及びゲート近傍に設置する。 

ゲート近傍に呼出インターホン（カラーカメラ付き）及び発券装置を設け、②

発券後ゲートをオープンする。 

受付処理された駐車券を駐車券読取装置で読み取り後ゲートをオープンする。 ③

満車時は発券停止処理を行い、満空情報表示装置に「満車」と表示する。 ④

 

共通発行管理システム・個人番号カードＡＰ搭載システム （７）

共通発行管理システム・個人番号カードＡＰ搭載システムに必要なシステムは本事a．

業で整備し、中央監視室に設置する。 

前項収納機器用１９インチラックは独立ラックとしＬｖ．３相当の管理を行う。 b．

前々項に必要な回線は国が別整備で実施する回線に接続する。 c．

機能の詳細及び運用方法は提案による。 d．

電気錠、ＩＣカードリーダー、フラッパーゲートと連動し管理する。 e．

 

ＩＣカード等及びＩＣカードライター （８）

本事業で次のとおりＩＣカード等を発行し必要数を具備する。また「ＩＳＯ／ＩＥa．
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Ｃ１８０９２ ＴｙｐｅＣ」に準拠したカードを使用する場合のＩＣカードリーダ

ーは（３）ａ．及び「ＩＳＯ／ＩＥＣ１８０９２ ＴｙｐｅＣ」の両方に対応する。 

ＩＣカード等に必要情報を記載するＩＣカードライター等を整備し中央監視室にb．

設ける。 

前項の必要なパソコン、アプリケーションも本事業で整備する。 c．

その他ＩＣカード、来庁用ＩＣカードのＩＤは本事業専用のＩＤとする。またそれd．

ぞれのカードは次による 

その他ＩＣカード (a)

その他職員用、業務従事者用のＩＣカードは区別すること。 ①

個々にセキュリティ情報を設定できること。 ②

その他職員用は官署毎独立とし、従事する個人毎にセキュリティ情報を設定③

できること。 

予備として発行合計の５％程度の予備を具備する。なお、セキュリティ情報④

は発行時に設定する。 

来庁用ＩＣカード (b)

来庁者用、納入業者等のＩＣカードは区別すること。 ①

個々にセキュリティ情報を設定できること。 ②

発行数は下記を参考に各官署の来庁数から推計する。 ③

(ア)大阪第 1 地方合同庁舎：来庁者発行枚数初回 ６００枚 

(イ)大阪第４地方合同庁舎：来庁者発行枚数初回１０００枚 

有効期間を設定しセキュリティに配慮する。 ④

来庁者専用に来庁用ＩＣカード以外の方法で入退室管理を行ってもよい。な⑤

お来庁者とわかる明示対策を行うこと。 

機能の詳細は提案による。参考までに具体的な一例を以下に示す。なおスマ⑥

ートフォン、携帯等に必要なアプリケーション導入しＮＦＣ機能を利用した方

式は採用しないこと。 

(ア)ワンタイムＱＲ発行カード方式 

(イ)マイナンバーカードを事前に登録し期間限定で行う方式 

(ウ)生体(顔)を事前に登録し期間限定で行う方式 

 

設備諸室 （９）

通信系ＥＰＳ管理は次による。 a．

出入口扉はＬｖ．２管理とする。 (a)

通信盤類は原則としてＬｖ．３管理とする。 (b)
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各官署専用通信ケーブル類は容易に切断、盗聴等できない対策をおこなう。 (c)

通信用ＥＰＳ、ＭＤＦ室等に当たる部分は可能な限り官署毎に独立もしくは独立(d)

した専用盤等とする。 

前項以外の設備諸室の扉の管理は原則としてＬｖ．２入口とする。 b．

扉近傍に電気錠及びＩＣカードリーダー（出入口）を設置し必要な設定を行う。 c．

盤類等の鍵は（４）鍵管理装置ｂ．(ａ)による。 d．

 


