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 チャレンジャーバッジシステムの基本機能等の設計・開発委託 

要件定義書 

 

平成２７年１１月１１日 

公立大学法人会津大学 

 

１．チャレンジャーバッジシステム概要 

   本委託業務は、図１.に示す通り、学生の多様な活動への参加意欲を高めるための「チャレンジャーバッジシステム（以下「本シ

ステム」という）」の基本機能等の設計・開発（物品調達含む）を行うものである。 

 

図１. チャレンジャーバッジシステム全体概要図 

  

 (1) チャレンジャーバッジシステムの基本機能（本委託業務範囲内では、設計、開発、及び、テスト運用を求める。） 

本システムにおけるバッジの発行、認証、取得する基本機能、インベト開催情報、友達情報、バッジ情報を表示できるインタフ

ェース、バッジ取得、インベト参加などのエビデンス管理のデータベースの設計と構築を行う。 

     ・個人認証 

       ログイン・ログアウト管理、個人ID管理、バッジの発行者、獲得者、承認者の特定。 

     ・バッジ発行機能     

       バッジの定義（種類、重み、有効期間等）、獲得条件の記述とその発行機能。 

     ・バッジ取得 

       バッジの申請、バッジの獲得条件を達成したエビデンスのアップ・提示などの機能。 

     ・エビデンスの管理 

       バッジのエビデンスの表示、参照及び参照履歴の管理。 

     ・バッジ承認 

       承認者の特定機能、承認機能、承認履歴の保存、参照、管理。 
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     ・バッジ閲覧・参照 

       バッジの表示機能、バッジの条件等を閲覧する機能バッジのエビデンスを閲覧する機能 

     ・プライバシー保護 

       バッジに関する各種の情報（エビデンス等）の閲覧範囲の制御機能、バッジの獲得者、発行者、認証者の情報と行動履

歴の公開範囲制御 

     ・セキュリティ 

       ログイン・ログアウト管理、個人ID管理、バッジの発行者、獲得者、承認者の特定 

     ・バックアップ 

       データのバックアップ機能とリストア機能 

 

 (2) 拡張機能(本委託業務範囲では、コーディングとテストを求めないが、会津大学と複数のベンチャー企業のニーズを反映する基

本仕様書と詳細仕様書を作成すること。) 

    あ）SNS機能：  

     ・支援表示 

       他人が取得したバッジ、イベントへの参加、受賞に対する支援、「いいね」、称賛、評価点を与える等の支援表示機能 

     ・伝播 

       ある利用者のイベントへの参加、バッジを取得したなどの情報を関連する他の利用者に伝える機能。または、バッジの

獲得目標の宣言を他人に知らせる機能。 

     ・ニュース 

       友人のバッジ取得情報、新しいバッジデザインの発行情報、イベントの開催情報等をタイムライン的に表示する機能 

     い）検索とデータ分析機能 

     ・検索 

       バッジを取得するためのイベントの検索、類似のバッジを取得した学生の検索、指定したスキルを持つ学生の検索等 

     ・データ分析 

       バッジ取得の傾向、学生の活動の状況の把握、強み・弱みの分析成功・失敗する学習ルートの分析機能 

     う）拡張性を持つプラットフォーム 

     ・アプリ追加開発環境 

       バッジの取得、表示、閲覧、エビデンスの利用などに関する新しい機能や新しいビューワーの実現に必要なAPIの提供 

     ・アプリ連携 

       バッジシステムと他のアプリケーションとの連携アプリのマッシュアップ、連携のためのサーバ間のデータ交換 

     え）保守機能 

     ・管理保守 

       トラブル、故障の対応、サービスの提供の保証、基盤ハードウェア、ソフトウェア、OSのバージョン変更時の対応 

 

     ※その他の拡張機能ついては本委託業務範囲内で実装とテストを求めないが、今後のさらなる開発と実装のために、本委託システ

ムとの連携性及び拡張性を十分考慮して設計を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



チャレンジャーバッジシステムの基本機能等の設計・開発委託 要件定義書 

 3 

 

２．システム要件 

２．１． 機能要件 

     

（１）個人認証 

本システムの個人認証では、表１.に挙げた機能を実装すること。 

 

表１．チャレンジャーバッジシステム個人認証一覧 

カテゴリ

ー 

機能名 機能概要 表示・入出力関連要件 

バッジシ

ステム管

理者ID登

録申請機

能 

バッジシス

テム管理者

ID登録申請

機能 

チャレンジャーバッジシステ

ムを利用するための管理者ID

の作成を申請する 

氏名、年齢、職業などの本人識別及びデータ分析に必要な情報を入力さ

せること 

申請後、承認者と申請者にメールが配信される 

承認者はバッジシステム管理者のみであること 

申請時に申請内容に虚偽がないか等、規約に同意させること 

バッジシステム管理者IDについて、マイナンバー等の共通番号が導入

された際に、対応可能な様に、拡張性を考慮すること 

バッジシス

テム管理者

ID登録申請

承認機能 

システム利用にバッジシステ

ム管理者IDの申請依頼を承

認する 

最終承認後、バッジシステム

管理者ID自体を作成する 

承認者は個人の申請情報を確認した上で、承認 or 否認ボタンを決定で

きること 

承認 or 否認の理由を入力できること 

承認後、次の承認者に承認依頼のメールが配信される 

否認、または最終承認者が承認した場合、申請者にメールが配信される 

バッジシス

テム管理者

ID登録情報

変更機能 

登録した個人ID情報を変更

する 

変更後、変更完了通知が配信される 

バッジシス

テム管理者

ID削除申請

機能 

チャレンジャーバッジシステ

ム利用終了に伴うバッジシス

テム管理者IDの削除申請を

する 

申請後、申請完了通知が配信される 

バッジシス

テム管理者

ID検索・表

示機能 

検索条件に合致する登録され

ている個人IDを確認する 

表示されている個人名を押下すると、申請日、承認日、申請内容の詳細

が閲覧できること 

バッジシ

ステム利

用者ID管

理機能 

利用者ID登

録申請機能 

チャレンジャーバッジシステ

ムを利用するための利用者ID

の作成を申請する 

氏名、年齢、職業などの与信判定に必要な情報を入力させること 

 学内メールを持っている方： 

申請後申請者に承認メールが配信される 

 学内メールを持っていない方： 

承認できる本学教職員のメールアドレスを入れ、承認者に承認メ

ールが配信される 

申請時に申請内容に虚偽がないか等、規約に同意させること 

個人IDについて、マイナンバー等の共通番号が導入された際に、対応

可能な様に、拡張性を考慮すること 

利用者ID登

録申請承認

機能 

システム利用に係る利用者ID

の申請依頼を承認する 

最終承認後、利用者ID自体を

作成する 

承認者は利用者の申請情報を確認した上で、承認 or 否認ボタンを決定

できること 

承認 or 否認の理由を入力できること 

承認後、次の承認者に承認依頼のメールが配信される 

否認、または最終承認者が承認した場合、申請者にメールが配信される 
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利用者ID登

録情報変更

機能 

登録した利用者ID情報を変

更する 

変更後、変更完了通知が配信される 

利用者ID削

除申請機能 

チャレンジャーバッジシステ

ム利用終了に伴う利用者ID

の削除申請をする 

申請後、申請完了通知が配信される 

登録利用者

ID検索・表

示機能 

検索条件に合致する登録され

ている利用者IDを確認する 

表示されている利用者名を押下すると、申請日、承認日、申請内容の詳

細が閲覧できること 

 

 

 

（２）インターフェース 

 図２. はチャレンジャーバッジシステムのフロントエンドのインターフェースイメージを示している。 

 

図2. チャレンジャーバッジシステムインタフェース例 

 

 

本システムのインタフェースでは、表２．に挙げた機能を実装すること。 

 

表２．チャレンジャーバッジシステムインタフェース一覧 

インタフェース名 機能名 機能概要 

Homeインタフェース 

（図2. チャレンジャーバッジシ

ステムHomeインタフェース例） 

News表示欄 （１）新しいバッジを発行する時、情報を表示すること 

（２）友達がイベントに参加する時、情報を表示すること 

（３）システムを知らせる情報 

（４）その他のNews情報 
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インベト案内欄 （１）現在開催しているイベントを表示すること（例：図２） 

（２）各イベント案内ページにリンクできること 

（３）学生が多く利用するため、デザイナーを雇用し、大学と相談

しながら設計すること 

友達案内欄 （１）現在の友達のリストを表示すること（例：図２） 

（２）各友達のポータルページにリンクできること 

（３）学生が多く利用するため、デザイナーを雇用し、大学と相談

しながら設計すること 

自分のポータルペー

ジ 

（１）Home ボタンとして、自分のポータルページにリンクできるこ

と 

（２）押すとサーバと情報更新すること 

インベトの開催申請

機能 

（１）イベント開催ページにリンクできること 

（２）イベント開催ページではイベントの開催場所、時間、テーマ、

主催者などのイベント情報を入力すること 

（３）イベントの承認機能について本学と相談しながら決めること 

Facebook、Twitter

とリンクする機能 

（１）FacebookやあるいはTwitterのアカウントとリンクできるこ

と 

推薦とランキング機

能  

（１）関連情報や友達などをユーザに推薦すること 

（２）情報などをランキング機能 

（３）友達になる申請機能、及び、その承認機能 

 

※本推薦とランキング機能は、本委託業務の範囲外とするが、今後

の連携及び拡張性を十分考慮して設計構築を行うこと 

Event案内パージ 情報表示欄 （１）開催時間、開催場所、主催者、参加者などのイベント情報を

表示すること 

（２）イベントへ参加、バッジを発行すること 

（３）バッジとその発行基準を表示すること 

（４）発行基準などについて本学と相談しながら決めること 

友達を誘える機能 （１）友達にメッセージを送り、インベトの参加を誘える機能 

参加申請、バッジ挑

戦機能（取得の意思

表示機能） 

（１）参加者リストに登録し、バッジ取得の意思表示をすること 

（２）お知らせメールを参加者に送信すること 

（３）イベントが近づくとReminderメールを送信すること 

Facebook、Twitter

共有機能 

（１）リンクしたFacebook、Twitterにインベト情報やバッジ情報

を載せること 

（２）学生の取得したバッジをFacebook、Twitterに載せること 

 

推薦とランキング機

能  

（１）ユーザと関連するイベントをランキングし、ユーザに推薦す

る  

 

※本推薦とランキング機能は、本委託業務の範囲外とするが、今後

の連携及び拡張性を十分考慮して設計を行うこと 

バッジパージ バッジ情報表示欄 （１）本学と相談しながらバッジをデザイン、表示すること 

（２）バッジの発行者と承認者の情報を表示すること 

（３）バッジの発行基準を表示すること 

（４）取得済み利用者を一覧で表示すること 

（５）バッジの現在の挑戦者の一覧を表示すること 

（６）関連イベント一覧を表示すること 

友達のポータルパージ 友達の情報表示欄 （１）友達のアイコン、Nickname、取得済みバッジ、参加したイベ

ント、現在参加中イベント、現在挑戦中のバッジなどの情報を表示

すること 

メッセージ機能 （１）メッセージを入力し、友達に送ること 

 

※本業務外であるが、将来、音声メッセージを送る可能性もある。 
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自分のポーダルパージ 情報表示欄 

 

（１）アイコン、Nicknameなど基本情報を表示させること 

（２）取得済みのバッジ一覧を表示させること 

（３）挑戦中のバッジ一覧を表示させること 

（４）参加中のインベト一覧を表示させること 

バッジの権限の申請

機能 

（１）バッジには、「発行」、「認定」、「取得」の三つの権限が

あり、本機能はその権限を申請の基づき、ユーザごとに許可するこ

とができる機能である。 

（２）バッジ取得者：本システムを登録すると「取得」の役割を持

っていること 

（３）バッジの「発行」・「認定」の権限：本学と相談しながら決

めること 

 

※本システムの基本機能を保証した上に、本学の関連者の承認を得てインタフェースとその機能を一部変更、追加できる。 

 

 

（３）バックエンド 

本システムのバックエンドでは、基本的に表３．に挙げたテーブルを実装すること。 

 

表３．バックエンドテーブル一覧 

テブール名 テブールID 説明 

ユーザテーブル user_auth_tab ユーザのID、メールアドレス、取得済みバッジ等基本情報を格納

するテーブル。 

インベトテーブル event_tab インベトのID、開催時間、開催場所、テーマ、主催者、参加者等

情報を格納するテーブル。 

バッジテーブル badge_tab バッジのID、種類、発行者、認定者、認定基準など情報を格納す

るテーブル。 

バッジ-ユーザ 

テーブル 

（バッジとユーザの

Relationを格納するテ

ーブル。必要に応じて、

発行、認証、取得のサブ

テーブルに分ける必要

である） 

badge_user_auth バッジの認証履歴を格納するテーブル。 

badge_user_issuer バッジの発行履歴を格納するテーブル。 

badge_user_receive バッジの取得履歴を格納するテーブル。 

イベントユーザテーブ

ル 

（ユーザとイベントの

Relationを格納するテ

ーブル。必要に応じて、

参加、主催のサブテーブ

ルに分ける必要であ

る）） 

Event_user_participation 

 

 

 

ユーザのインベト参加履歴を格納するテーブル。 

 

Event_user_hold 

 

ユーザのインベト主催履歴を格納するテーブル。 

 

 

 

 

また、表４．を参照しながらデータベースを設計すること。 

 

表４．バックエンドテブール例 

テブールID Key データ型 Value 

user_auth_tab user_ID Integer user ID 

 role Text 発行役、認定役、取得役の中の一つ 

 mail Text ユーザのメールアドレス 
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age Integer ユーザの年齢 

job Text ユーザの職業 

badge Integer badge_ID 

event_tab eent_ID Integer Event ID 

add Text インベトの場所 

time Data インベトの時間 

content Text インベト内容 

keyperson Text 主催者 

 

member Text 参加者 

badge ID badge_ID 

badge_tab badge_ID Integer badge ID 

catog Integer 種類 

level Integer バッジレベル 

criteria Text 基準 

issuer Text 発行者 

auth Text 認定者 

 

Badge_user_auth 

 

Auth_ID Integer 認証記録ID 

Abstract Text 概要 

Badge_ID Integer Badge ID 

Auth_at Time 認証時間 

user_id Integer User ID 

Event_id Integer Event ID 
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Badge_user_issue

r 

 

Issue_ID Integer 発行記録ID 

Abstract Text 概要 

Badge_ID Integer Badge ID 

Issue_at Time 発行時間 

user_id Integer User ID 

Event_id Integer Event ID 

 

Badge_user_recei

ve 

 

 

Recei_ID Integer 取得記録ID 

Abstract Text 概要 

Badge_ID Integer Badge ID 

Receive_at Time 取得時間 

user_id Integer User ID 

Event_id Integer Event ID 

 

Event_user_parti

cipation 

 

 

Parti_id Integer イベントに参加ID 

Abstract Text 概要 

user_id Integer User ID 

Event_id Integer Event ID 

 

 

Event_user_hold 

 

 

Parti_id Integer イベントに参加ID 

Abstract Text 概要 

user_id Integer User ID 

※本システムの基本機能を保証した上で、本学の承認を得てテーブルを変更、追加することができる。 
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２．２． 非機能要件 

 

２．２．１．セキュリティ要件 

(1) 提供するWebサービス、iPhoneアプリ、Androidアプリでのなりすまし、改ざん、盗聴、否認等の対応。 

(2) OS やミドルウェア、システムを構成する各種ソフトウェアについて、バッジの適用やソフトウェアの更新を適宜行うこと。 

(3) サーバに対してウィルスの常時監視、ウィルス検知の通知が行えるウィルス対策を講じ、ウィルス定義情報、ウィルス判定エンジ

ン等の更新を適宜行うこと。 

 

２．３．２． 可用性要件 

項番  項目  可用性要件  

1  運用時間  24時間  

2  サービス停止時間  なし  

3  災害対策有無  無し  

4  稼働率  99%(計画停止を除く)  

 

２．３．３．性能要件 

項番  項目  要件  

1  ユーザ数  200 ユーザ 

2  オンラインレスポンス ベストエフォート  

3  オンラインスループット ベストエフォート  

 

２．３．４．拡張性要件 

 事業計画により、今後利用ユーザ数の増加が見込まれる為、3 年後に「２．３．３．性能要件」のユーザ数が10倍に増加した場合であ

っても、性能劣化せず負荷に耐えうる構成であること。 また、本システム稼働後に拡張を行う場合は極力ユーザに影響がなく、容易に

対応できるよう設計を行う。  

 

項番  項目  3 年後収容要件  

1  ユーザ数  2000 ユーザ 

2  オンラインレスポンス ベストエフォート  

3  オンラインスループット ベストエフォート  

 

 

２．４．システム保守 

  本委託業務にかかるシステム保守については、次年度別契約とする。 

 

 

２．５．障害対策・対応  

システムの障害対策・障害発生時の対応について以下の要件を満たすこと。 

 

(1) システムを構成するハードウェアは、高可用性、耐障害性を持つ冗長構成とすること、ただし、金融系などのミッションクリ

ティカルシステムほどの信頼性は必要としない。 

(2) 各サーバ内の各種ファイルやデータベースは決められたスケジュールにもとづき、自動的 にバックアップが実施されること。ハ

バックアップ処理の結果については都度、大学側のシステム管理者及び受託者のサポート担当へ報告されること。 

(3) 障害防止機能、障害・性能・リソースの監視・通知機能、リカバリー機能等を備えるサーバ環境とし、障害発生において速やかに

復旧が行えるサポート体制とすること。  
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３．受託体制 

    (1) 総括責任者※ 

     ・受託者は本委託業務を受託する上で、総括責任者を選出し当該総括責任者は本委託業務を総括すること。 

     ・総括責任者は、本委託業務の進捗状況を常に把握し、必要に応じて適切な調整及び対応を図ること。 

   (2) プロジェクト管理者、担当者※ 

 ・プロジェクト管理者は、当プロジェクトの管理業務に従事しプロジェクトを円滑に推進すること。 

 ・プロジェクト担当者は、当プロジェクトの窓口担当として従事しプロジェクトを円滑に推進すること。 

    (3) 運用試験体制 

   ・本委託事業で開発したシステムの運用試験にあたっては、20名以上の会津大学生と複数の会津ＩＴベンチャー企業等の協力のも

と実施できる体制を整えること。 

 

※ 当初より２社以上の分業によって提案する場合は、参加する会社における協議のうえ、実務経験や知識・ノウハウ等を勘案して、

代表会社以外から総括責任者及び主たる担当者を選定しても構わない。 


