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１

ＩＣＴ関連ガイドライン等の構成
１．ＩＣＴ関連ガイドライン等とは
大阪市（以下「本市」という。）では、ＩＣＴ関連事業の適切な実施及びＩＣＴ関連業務の効率化を図るため、ＩＣＴ
関連ガイドライン等を整理し、均質で簡便な対応が可能となるよう取り組むこととしています。
タブレット導入のガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）は、「大阪市ＩＣＴ調達ガイドライン 別紙ＩＣＴ関連ガ
イドライン等体系図」にまとめられるＩＣＴ関連ガイドライン等を構成する一つになります。業務所管課におけるタブレッ
トの企画から課題抽出（開発は除く）までの一連のタブレット調達のライフサイクルで必要となる実施事項を取りまと
めておりますので、タブレットの調達実施にあたっては本ガイドラインをご活用ください。
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１

背景と目的

１．背景
大阪市では、システムの安全性・信頼性を確保し、費用対効果を高めることは理の当然として、「ＩＣＴを徹底活
用することにより、行政と市民の距離を縮め、市民サービスの向上を図るとともに、ビジネスの活性化、行政運営の
効率化を積極的に推進しながら大阪の再生を加速させ、最先端ＩＣＴ都市の実現をめざす」という考えのもと、平
成 28 年３月に「大阪市ＩＣＴ戦略」を策定しました。これと同時に、①情報インフラの活用、②積極的なデータ活用
の促進、③最新情報環境への適切な対応、④施策における徹底活用、⑤効果的・効率的な行政運営という５
つの基本方針のもと、「大阪市ＩＣＴ戦略アクションプラン」を策定し具体的な各種施策を推進してきたところです。
（大阪市ＩＣＴ戦略（第２版）より）
具体的には、ＩＣＴでできることは原則的にＩＣＴを活用する（デジタルファースト）という方針の元、場所に制約され
ない働き方の実現、内部事務の効率化、災害・犯罪等への対応力向上等の取組みを進めていく上で、移動性、
携帯性、機動性に優れたタブレットを活用することは、有効と言えます。
主に通話機能しか持たない携帯電話に代わり、様々な機能を搭載したタブレットが普及し始めたのは 2010 年
（平成 22 年）頃です。本市においては、平成 28 年以前からタブレットの導入がすでに始まっており、年々タブレット
の台数が増加している状況にあります。
このような背景を踏まえ、今後各所属においてタブレットの導入がさらに活発になることが予想されることから、本
ガイドラインを作成することとしました。

２．目的
これまで、業務システムの調達（1 台の独自パソコンの調達も含む）については、「ＩＣＴ調達ガイドライン」等でデジ
タル統括室より一定の方向性及び検討内容を示してきておりますが、タブレットの導入については、上記ガイドライ
ンとは異なる検討内容を含むため、本ガイドラインにより各所属において円滑なタブレット導入の検討及び調達がで
きるようになることを目的としています。
また、本ガイドラインにおいてはタブレットの導入面だけではなく、導入後の運用面における留意すべき点について
も記載しています。

３．タブレット導入の検討にあたって
なぜ、タブレットを導入するのか
タブレットは、卓上で用いる一般的なノート型パソコン（持ち運びを前提とした薄型軽量ノートパソコン等を除く）と
比べて、持ち運びが簡便・携帯性が高い・起動が速い・直感的に操作できる・専用のストアからタブレット用に特
化した様々なアプリを利用できる、といったメリットがあります。
上記のタブレットの特性を十分に把握した上で、これまでの業務の行い方にとらわれず、タブレットを活用して業
務の効率化を図ることが重要です。
ただし、薄型軽量ノートパソコン等においても、タッチパネルでの操作が可能であるなどタブレットの特性を有してい
るものもあり、既存の庁内情報利用パソコン（以下、「庁内パソコン」という。）の薄型軽量モデルが活用できる場合
-2-
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も考えられます。タブレットを導入すること自体が目的となって、不必要な投資を発生させないよう充分に検討する
必要があります。

４．ガイドラインの構成
（１）前提
・OS は iPad OS 及び Android を前提とする。
・タブレットを主として記載しておりますが、スマートフォンの導入においても本ガイドラインを準拠してください。ただ
し、電話機能のみを利用することを目的としたスマートフォンの導入については対象外とします。
・業務システムの一部としてタブレットを導入する場合は本ガイドラインの対象外とします。
（庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムのＡタイプまたはＣタイプとして導入する場合、別途デジタ
ル統括室にご相談ください。）

（２）本ガイドラインの利用者
タブレットの導入を検討している各所属の担当者を想定しております。
（３）本ガイドラインの対象フェーズ
開発フェーズを除くシステムライフサイクルの全フェーズを対象として記載しています。
※「大阪市ＩＣＴ調達ガイドライン 別紙ＩＣＴ関連ガイドライン等体系図」を参照してください。
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１

パソコンとタブレットの違い

１．概要
パソコンとタブレットの主な違いを下図に示します。
ノート型パソコン

タブレット
移動性

携帯性
機動性

（薄型軽量ノートパソコンを除く）

〇

△

セルラー回線の利用により外出先でもインター

外出先でインターネットを利用する場合ポケ

ネット利用が可能

ットＷｉ-Ｆｉが必要

◎

△

持ち運びが容易

重い（マウス等の付属品が必要）

◎

△

利用環境の影響を受けにくい・

周辺機器の準備が必要

即時性が高い・すぐに利用できる
インターフェ

文字入力

○

◎

ソフトウェアキーボード or フリック入力

物理キーボードで入力可能

◎

◎

対面での打合せや資料説明に適している

プレゼンテーション時、プロジェクターやモニタ

（窓口案内等）

ーが必要

ＯＡ事務には適していない

ＯＡ事務に適している

操作性

◎

○

（ＵＩ）

タッチによる直感的な操作が可能

マウス操作

△

◎

資料の参照に適している

資料の作成・修正に適している。

◎

△

・Wi-Fi モデル

・ポケットＷｉ-Ｆｉ

ース
画面

OA 事務

回線

・Wi-Fi＋セルラーモデル
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OA 事務（補足）
・タブレット用のオフィスソフトは、庁内パソコン等で作成した Microsoft Office（Excel の機能（関数・マク
ロ）等）の全ての機能に互換性がない可能性があり、使えない場合があります。
・タブレットで作成した資料については、不慮の事故等によるデータ消失を防ぐため定期的なバックアップ
を取る必要があります。
・タブレットを庁内情報ネットワークの端末にすることはできません。
・USB ケーブルを利用してタブレットを庁内パソコンに接続することは認められていません。

２．業務への適合性
資料やインターネットの閲覧が中心となる場合や、外勤での作業を行う場合は、ノート型パソコンよりタブレットの
方が適しております。一方、資料作成が中心となる場合は、タブレットのようにソフトウェアキーボードで操作すると作
業効率が落ちることが予想されるため、物理キーボードが搭載されているノートパソコンを選択しておいた方がよいで
しょう。その他、主な適合性の判断ポイントと業務例は下記のとおりです。
適合性の判断ポイント
・すぐ起動したいか
タブレットは、ノートパソコンと比較すると起動と終了がスムーズに行えます。一定時間ずっと作業をするのでは
なく、ちょっと調べものをしたいときや、外勤先で資料の確認をしたい場合は、起動と終了が素早いと便利です。
・立ったまま操作したいか
端末の大きさにもよりますが、タブレットの場合は片手でデバイスを持ちもう一方の手で操作するといった使用
方法が可能ですので、場所にとらわれず操作が可能です。
業務例
・現場調査業務
・窓口対応業務（インターネットを利用して情報収集）
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１

タブレット導入の流れ

１．導入の流れ
タブレットを導入することが決まれば、下図のような流れで検討を進めます。それぞれの段階での詳細な内容に
ついては、後述の各章をご参照ください。なお、情報システムの調達ではないため、総合評価落札方式やプロポー
ザル方式ではなく一般競争入札または比較見積もりでの調達が基本となります。
分類

① 基本構想

・粗要件整理
（利用者・利用場面・利
用頻度等の検討）
・基礎調査
主要なタスク ・必要性の判断
（ＯＳ、サイズ、回線の選
択）

成

果

物 ・基本方針書

② 要件の整理

③ 調達

④運用

・機能要件の整理
・盗難・紛失などの考
慮
・セキュリティ対策・運
用保守要件の整理
・ICT 戦略の推進に
関する規程第 16 条
に基づく協議
・予算要求

・調達仕様書の
作成

・ルールの整備
・継続・廃止の検討
・廃棄

・検討資料
・予算要求書
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１

基本構想の進め方

１．目的
基本構想フェーズでは、タブレットを活用する背景や目的の整理、機能概要の検討などを行います。特に、どの
ような利用者がどのようにタブレットを利用するかを想像し、できるだけ利用頻度が高く、タブレットの遊休時間が少
ない企画をすることがポイントになります。タブレットの活用方法の概要が固まり、粗要件が整理できたら、他の効果
的な利用事例がないかといった基礎調査を実施し、最終的にどういったタブレットを調達すべきか検討を進めて行き
ます。
（１）粗要件整理
・タブレット導入の目的の整理
・利用者の検討
・利用場面の検討
・利用頻度の検討
（２）基礎調査
・類似の事例調査（本市の事例；デジタル統括室所属サイト＞モバイル・タブレットの短期貸与事業＞タブレッ
ト端末等の短期貸与について＞活用事例の紹介.pptx を参照）
・最新のタブレット機器等の情報収集
（３）タブレット調達の必要性判断
・実現したい機能が何か（なぜ、庁内パソコンではなく、タブレットの導入が相応しいのか？といった検討）
・OS、サイズ、回線の選択

２．成果物
タブレットの導入目的や用途などの初期検討事項を網羅した基本方針書を作成します。
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２

ＯＳの選択

１．OS(iPad OS、Android)の選択
（１）ＯＳの種類と特徴
OS の種類は下図のとおりです。
OS の

開発元

アプリの

機種の

カスタマ

セキュリ

数

多さ

イズ性

ティ面

種類
iPad

Apple

Android

OS

Inc.

と比べて

少ない

低い

信頼度

価格
高い

が高い

少ない
Android

Google

iPad OS

多い

高い

やや不

と比べて

安価なものから高価なものまで

安

多い

２．各 OS のメリット・デメリット
（１） iPad OS のメリット
iPad OS のメリットとして、まずユーザーインターフェース（操作性）がシンプルであり、初心者でも使い勝手が良い
点が挙げられます。また、タブレット本体は全て Apple 社の製品であるため、本体機器間の優劣がないほか、Apple
社によるアプリの審査が厳しいため、アプリの質やセキュリティの信頼度が高いと言えます。
（２） iPad OS のデメリット
iPad OS のデメリットとして、Android と比べてタブレット本体が高額な製品が多いです。また、2019 年 3 月時点
で、iPad のサイズ設定は 12.9・11・10.5・10,2・7.9 インチの 5 種類となっており、用途や状況にあったものが選べると
はいえ、選択肢としてはやや少なめです。
（３） Android のメリット
Android のメリットとして、機種のバリエーションが豊富で、選択肢が多いため、業務で特定の用途がある場合、
必要性に応じた機種を選択することができます。例）対衝撃タイプ等
また、機種によっては、軽量・小型・格安であることなどが利点と言えます。さらに、細かく設定変更をすることが
可能で、自由度が高くカスタマイズ性に優れています。機種によっては SD カードが使用できます。
（４） Android のデメリット
Android のデメリットとして、セキュリティ面に不安があります。多くのアプリがある一方で、低品質なアプリや悪意の
あるアプリも存在します。そういったアプリを誤ってダウンロードしてウイルスに感染してしまい、情報漏洩や業務の停
滞というリスクに繋がるため、ウイルス対策アプリが必須です。また、消してはいけないシステムアプリを手動で消して
しまうことが可能であったり、慣れない人には使い勝手の悪いアプリが存在するなどの問題も見受けられます。

-8-

第４章 基本構想

３．アプリの入手形態（参考）
OS

公式ストア

特徴

iPad OS

「App Store」

Apple 社が厳正に審査したアプリを登録。
（アプリの数が少ない）
App Store 経由でのみアプリの入手可能。

Android

「Google Play」

Google 社は最低限の審査のみ。基本的には利用者裁量。
（アプリの数が多い）
Google Play 以外でアプリの入手可能。

３

サイズの選択

１． サイズの選択（7 インチ～12 インチ）
（１） 7 インチ前後の小型モデル
小型モデルは、画面が小さいため、文字が小さくて読みにくいという点はありますが、本体が他のモデルと比べてコ
ンパクトであるため、持ち運んで使う場合に適しています。
（２） 10 インチ前後のスタンダードモデル
スタンダードモデルは、携帯性と基本性能、それに画面の見やすさのバランスがとれていると言えます。一般的な
利用場面であれば、スタンダードモデルが有用と言えます。
（３） 12 インチ以上の大画面モデル
大画面モデルは、他のモデルと比べて画面が大きいため、見やすくて高性能である点が利点と言えます。携帯
性はやや落ちますが、より多くの人に説明する場面や、詳細な情報の確認に利用する場面などでは、大画面モデ
ルが有用と言えます。

４

回線の選択

１．タブレットの回線接続モデルについて
（１）Wi-Fi モデル
Wi-Fi 環境を利用してネットワークに接続するモデル。
本市が導入する場合、以下の利用パターンがあります。
なお、令和３年度より、区役所窓口等でのインターネット接続利用を目的とした「外部接続集約ネットワーク」を
順次導入しています。外部に持ち出さず窓口だけで使用するような場合は、こちらを利用できるため、通信費
用の負担なくタブレット本体のみを導入することが可能です。利用の際は基盤担当への申請が必要です。
1-1) モバイルルータの導入
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1-2) 固定回線及び無線 LAN ルータの導入

（２）Wi-Fi＋セルラーモデル
Wi-Fi 環境の利用に加えて、携帯電話通信網を利用してインターネットに接続するモデル。
なお、セルラーモデルの対応機器は、利用する SIM カードに応じて以下の 2 つに分類ができます。
2-1) 通常の SIM タイプ
特定のキャリアが提供する SIM カードのみ利用できる端末です。
2-2) SIM フリータイプ
キャリアに関する制限がなく任意の SIM カードを利用できる端末です。

データ通信量について
一般的には、セルラー回線やモバイルルータは、一月当たりの特定のデータ通信量を超過すると、速度
制限がかかります。月の利用量を超えることが想定される場合、固定回線及び無線 LAN ルータの導入が必
要となります。

Wi-Fi って？
Wi-Fiは無線LANの普及・促進を行う業界団体が定めた無線LANの規格の一つですが、今では無線LAN
全般を意味するようになっています。（「政府広報オンライン」より）
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/1.html#section1

ルータ等のネットワーク機器の設定について
ルータの初期設定値（ログインID、SSID等）はそのメーカー独自の規則性に沿って決められているので、メ
ーカーごとの特徴を知っていれば悪意のある第3者は予測することができます。そのため初期設定値から変
更しておくことがセキュリティ対策の基本となります。
例）パスワードは初期設定（admin、root等）のものを使わず、複雑なものに変更するなど適切な設定を行う
必要があります。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00011.html
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２．回線それぞれのメリット・デメリットについて
（１）Wi-Fi モデル
Wi-Fi モデルは本体さえ購入してしまえば月額料金は不要ですが、Wi-Fi 環境でしかインターネットに接続できま
せん。また、別途 Wi-Fi 環境を構築する必要があります。
（２）セルラーモデル
携帯電話通信網を利用するので月額の利用料金(回線料金)が必要になりますが、どこでもインターネットに接
続できます。一般的には、各回線事業者では通信量制限があります。例えば 7GB の契約をしていると、7GB 分を
超えると通信量制限が掛かり、通信速度が遅くなりますので、事前に想定通信量を積算しておきましょう。

３．OS のアップデートについて
OS のアップデートを行う際には、一般的には Wi-Fi 環境が必要です。固定回線により Wi-Fi 環境を構築してい
る場合は、通信量制限がないため、複数台のタブレットを運用していても問題ありませんが、モバイルルータにより
Wi-Fi 環境を構築している場合は、データ通信量超過による速度制限があるため、運用する台数によっては保守
用の固定回線の導入を検討してください。
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第５章 要件の整理

１

概要

１．目的
要件の整理の目的は、導入するタブレットの機能要件を整理しつつ、運用・保守で求められる要求事項を決定
したうえで、導入にかかる概算の見積りを作成し、予算要求を行うことです。
※本書はタブレット導入に特化しているため、一般的なシステム導入についてはＩＣＴ調達ガイドラインの第３章予算
フェーズを参考すること。
（１）要件の整理
基本構想フェーズにて作成した、初期検討事項に基づき、タブレットにおける機能面の要求や脆弱性等に
対応した要件を網羅的に整理する。併せて、運用・保守における要件を明確化する。
（２）費用の概算見積
上記（１）で整理された機能に基づき、タブレット及び必要な回線にかかる費用の概算見積もりを取得する。
（３）予算要求
予算要求を行う。（「大阪市 ＩＣＴ関連予算要求ガイドライン」参照）

２．成果物
本フェーズでは、上記の要件整理を踏まえ、タブレット及び回線についての検討資料、予算要求書の各種ドキュ
メントを作成します。
（１）検討資料
（２）予算要求書（見積書、予算積算資料など）
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２

機能・非機能要件の整理

１． 脅威について
タブレットを導入する上で、必要となる機能／非機能要件を整理する上で考慮すべき内容を検討します。
タブレットは、携帯性が高いことから、盗難や紛失、さらに落下や水没などによる故障の脅威を考慮する必要があ
ります。また、利用時には他者から覗き見をされる可能性もあります。
＜参考＞

「日本スマートフォンセキュリティ協会のガイドライン」より

２． 盗難・紛失への対応について
（１）物理的な対応
展示・案内用として使用し、不特定多数の人がタブレットに触れる場合、盗難防止用対策を講じる必要があり
ます。具体的には、タブレット本体や専用カバーにセキュリティワイヤー等を取付けて固定することで、タブレットを盗
難から守ることができます。
持ち運びがある場合は、「持ち出し表」を策定すると共に、タブレット利用後は、鍵付きの棚等に保管しましょう。
（２）技術的な対応
タブレットの不正利用やタブレットに格納しているデータの漏えいが発生する可能性があるため、タブレットに対策
を講じておく必要があります。
【対策例】
・パスコードの設定
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・リモートワイプ（遠隔消去）、リモートロック（遠隔ロック）の設定
また、盗難・紛失があった場合の対応（利用者及びＩＣＴ管理者の対応）を定め、タブレットの利用者に周知
しておく必要があります。

盗難・紛失した際
１．デバイスを紛失した、または盗難にあったことを警察に届け出ます。警察からデバイスのシリアル番号の提示を
求められることがあります。デバイスのシリアル番号を確認する方法については、こちらの記事を参照してください。
２．デバイスを紛失した、または盗難にあったことを通信事業者に届け出ます。通信事業者がアカウントを無効に
し、通話、テキストメッセージ、およびデータ通信に使われないように手配してくれます。

３． 脆弱性について
タブレット上で動く OS やアプリには、パソコンと同様に脆弱性が存在する可能性があります。使用している OS やアプ
リに脆弱性がないか、定期的に確認が必要です。

脆弱性に関する情報
ＪＶＮのサイト（Japan Vulnerability Notes）；日本で使用されているソフトウェアなどの脆弱性関連情報とその対策情報
を提供し、情報セキュリティ対策に資することを目的とする脆弱性対策情報ポータルサイト
https://jvn.jp/

・注意点
（１）アプリが利用する権限・アクセス許可を確認しましょう。
例えば、カメラアプリが電話帳アプリにアクセスを要求し、電話帳に登録されている名前や電話番号を読み取る、というよ
うな不正なアプリもあります。アプリをインストールするときに「権限」や「アクセス許可」が表示されます。電話帳・位置情報な
どへの関係のない項目へアクセスを要求しているアプリの場合は、アプリが提供している機能から考えて、不自然ではないか
を確認しましょう。
（２）タブレットが有するセキュリティ機能を勝手に解除しないようにしましょう。
（３）アプリの開発・提供元が信頼できるアプリを選ぶことも大切です。
インストールする前に、配布元を確認し、「提供元不明」と表示されているアプリはインストールしないようにしましょう。
（４）不正なアプリの被害を防ぐために、必ず、配布元を確認し、公式のマーケットからアプリを入手しましょう。
改造（root 化、Jailbreak 行為等）を行った場合、故障時にメーカーからの補償が受けられなくなり、またタブレットのセキュリ
ティ保護機能が働かなくなるため、故障の確率が高まり、ウイルスに感染するリスクも高まります。
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４．セキュリティ対策

ウイルス対策

フィッシングサ
イト

基本的な考え方
マルウェアもアプリの一つといわ
れており、インストール時のウィル
ススキャンやプライバシーチェック
確認が必要

Web 閲覧、情報入力により、機密
情報盗難のリスクあり

盗難/紛失対
策

可搬性の高い端末であるため、
盗難/紛失のリスクが高い
⇒個人の端末設定で対策（ロック
設定、暗号化、遠隔ロック設定）
⇒端末サポートとして、位置情報
特定や遠隔ロックなどのサービス
あり
外部記憶媒体 記憶媒体を介したウイルス感染
や情報の持ち出しを抑止するた
め、管理の徹底が必要

Android
ウィルス対策ソフトの導
入
⇒GooglePlay では数多
くのアプリが公開される
ためアプリのウィルスチ
ェックの対策が必要
ブラウザのセキュリティ
設定を行う。

iPad OS

必要

必要

運用での対策が必要

運用での対策が必要

不要
⇒OS がアンチウィルス
機能を備えており、
また、審査にパスしたア
プリのみが公開
ブラウザのセキュリティ
設定を行う。

５．MDM の導入について
MDM（Mobile Device Management）とは、モバイルデバイスを管理運用するためのシステム全般を指す言葉です。
一般的には、企業等の団体において管理部門で端末の設定などを一元的に管理するために使用されます。
（１）MDM の機能
次の機能が MDM 製品の主要機能となります。

複数端末の一括管理
資産情報管理
緊急時リモート操作

端末毎に行うアップデートや設定操作を一括で実施できる
各端末の資産情報について情報を収集し、把握できる
リポートワイプ、ロックといった緊急時の端末操作ができる

（２）導入における検討のポイント
①運用保守の簡素化
ア OS のバージョン管理を行いたい
イ AppleID や Google アカウントの不正な切り替えを防止したい
ウ インストールアプリの管理を行いたい
②セキュリティ
ア 指定の Wi-Fi アクセスポイント以外接続させたくない
イ プロファイルを配布したい
ウ ホーム画面にあるアイコンを指定したい
エ タブレットの位置情報を取得したい
オ タブレットの使用時間を制限したい
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（３）導入事例との対応

１
２
３

タブレット導入事例
施設の案内用にタブレット端末を導入
Web 会議用の中継端末としてタブレット
端末を導入
アンケートの入力端末としてタブレット端
末を導入

MDM 導入による期待効果
タブレット端末を持ち出して、指定の Wi-Fi 圏外になった場合にロ
ック画面をかけて利用不可にする
特定のアプリ起動時のみカメラを有効にする
アクセスガイドで当該アプリのみを表示

（４）まとめ
台数や利用範囲に関わらず、場所や機能、表示、時間等、必要な部分だけ利用可能にし、その他の機能や操
作を制限する機能として MDM 製品を検討するとよいでしょう。
詳細については、『「ＭＤＭ導入・運用検討ガイド」～ スマートフォンの適切なセキュリティ管理のために ～【第 1
版】（平成 25 年 1 月 24 日 ） 一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会（JSSEC） 技術部会 デバイスワ
ーキンググループ ＭＤＭタスクフォース』を参照

６．タブレット内のアプリにおける利用者情報について
※ アプリにおける利用者情報の取得については、「大阪市スマートフォン向けアプリ導入ガイドライン」第 5 章 要件
定義 ２機能／非機能要件の整理 ２．利用者情報の取得について（P17）を参照。

個人情報の取り扱いについての留意点
個人情報の取扱いに関し疑義が生じた場合や、個人情報保護審議会への諮問要否については、総務局
行政部行政課（情報公開グループ）に相談してください。
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３

運用保守要件の整理

１．運用の整理
（１）OS のアップデートについて（セキュリティの問題）
OS の脆弱性が発見されると、最新バージョンで概ね対策がされますが、アップデートをしない場合、脆弱性を悪用
した攻撃で被害を受ける恐れがあります。利用しているアプリの最新バージョンへの対応状況を考慮しながら、最新の
バージョンへアップデートしましょう。

OS のアップデートについて
最新バージョンが提供されたら、適宜アップデートする必要があります。
アップデートをしないままでいると、OS の世代を超えてアップデートしないといけなくなり、例えば、iOS の場合は、
iTuneｓ（iOS のメンテナンスソフトウェア）経由でのアップデートしかできなくなり、庁内パソコン以外のパソコンもしく
は、macOS 搭載パソコンが必要となる可能性がありますので、注意が必要です。

（２）データ保存・バックアップをどうするか。
・データのバックアップが必要な場合は、ＵＳＢメモリでの保存を検討してください。
（３）タブレットの想定利用の確認
「第４章 基本構想」の粗要件整理で検討した内容を整理します。
・タブレットを利用する人
・タブレットを利用する場所
・タブレットを利用する時間（通信量も含む）
・利用以外のタブレットの保管場所
（４）その他の検討事項
・充電への対策
パソコンと異なり、電源に接続せず利用することが想定されますので、実際に利用する時に電源切れにならな
いよう、バッテリーの残量に配慮しながら、計画的な充電に努めましょう。
例） 定期的な充電ができない場合は、モバイルバッテリーの導入。
タブレットの台数が多い場合、電源付機器収納キャビネットの導入。
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第６章 調達

１

調達の進め方

１．目的
調達フェーズの目的は、タブレット導入の目的や用途に沿って、相応しいタブレットを選定することです。タブレット
をリースもしくは買取で調達するのか、また同時に回線についても何を調達するのか、を考慮しつつ、選定してくださ
い。
※本書はタブレットの導入に特化しているため、一般的なシステム導入については『「ＩＣＴ調達ガイドライン」の第４
章調達フェーズ』を参考にすること。本市独自アプリの導入については『「スマートフォン向けアプリ導入ガイドライン」
の第６章の調達』を参考にすること。
（１）タブレットの種類の選定
これまで検討した資料をもとに、最適なタブレットを選定すること
（２）回線モデルの選定
これまで検討した資料をもとに、最適な回線モデルを選定すること

２．成果物
本フェーズでは、調達仕様書を作成します。

２

調達仕様書のルール

１．調達仕様書の記載ルール
調達仕様書に記載すべき事項の中で、タブレットに関する項目を整理します。
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第８章 運用

１

運用開始

１．目的
運用フェーズの目的は、調達したタブレットを使用して想定していた業務を滞りなく進めることです。そのためには、
「第５章 要件の整理」３運用保守要件の進め方で整理したタブレットの想定利用を踏まえ、必要なルールを整備
しておく必要があります。
整備したルールに基づいて、調達したタブレットの安定稼働を図るとともに、セキュリティ面を担保しつつ、タブレット
を充分に活用するねらいを達成します。
※本書はタブレットの導入に特化しているため、一般的なシステム導入については「ＩＣＴ調達ガイドライン」の第６章
運用保守フェーズを参考すること
（１）ルールの整備
タブレットの調達にあわせて、留意すべきセキュリティ事項を確認し、「セキュリティ実施手順」や運用保守要件に
沿って運用マニュアルを策定する必要があります。
（２）調達したタブレット利用の評価
調達したタブレットの利用状況を確認/評価し、追加、継続および廃止の検討を行う。

２．成果物
本フェーズでは、運用を開始する上で必要な書類を作成します。
（１）セキュリティ実施手順
（２）運用マニュアル
（３）その他

セキュリティ実施手順
タブレットが調達できた時には、「セキュリティ実施手順」を策定し、デジタル統括室のセキュリティ担当へ提出し
なければなりません。
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２

継続・廃止の検討

１．タブレット利用の評価
Wi-Fi＋セルラーモデルで調達したタブレットは、回線契約の更新時期に制約されるため、当該契約満了後、再
度調達するかどうか、検討する必要があります。
また、買取の場合、発売から期間が経った機種は、最新の OS のアップデート対象外となってしまうため、OS のア
ップデートの対応状況を考慮しながら、廃棄するか新しいタブレットを導入するか、検討する必要があります。
（１）評価基準
タブレットの増設、継続利用及び廃止の、検討方法を整理します。
① 判断基準値の選定
タブレットの利用頻度、費用対効果をタブレットの導入前に、タブレットの特性を考慮し、あらかじめ判断
基準を選定し、その数値目標を定義します。
例）１ヶ月、1 週間の利用頻度。
② 運用時の判断基準値の調査／整理
タブレットの運用保守フェーズ時に①で選定した評価基準の実績数値を調査。
③ 比較
①にて選定した目標値と、②にて取得した実績値を比較し、タブレットの追加、継続並びに、縮小及び
廃止を検討する。

３

廃棄

１．レンタルの場合
（１）データの廃棄について
・キャリアからレンタルしている場合は、基本的にキャリアの指示に基づいて、対応してください。
・レンタル事業者からレンタルしている場合は、データ廃棄についてレンタル契約に含めておくか、各自でデータの
廃棄を行ってください。
・初期化を行い、内部データを消去しましょう。具体的には、それぞれの利用しているタブレットのマニュアルやサポ
ートサイトを確認してください。

（２）タブレットの返却について
基本的には、レンタル元の指示に基づいて、返却してください。

２．買取の場合
データやタブレットの廃棄処理を専門に行う事業者もあるため、そういった事業者へ依頼することで、費用は発生
しますが、廃棄に関する処理を行った確実性は高いと言えます。
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（１） データの廃棄について
上記のとおり、専門の業者に依頼することが望ましいですが、職員で実施する場合は、それぞれの利用しているタ
ブレットのマニュアルやサポートサイトを確認して行ってください。
（２）タブレットの廃棄について
上記のとおり、専門の業者に依頼することが望ましいですが、職員で実施する場合は、適切に廃棄しましょう。
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