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1. 要求水準書について

本要求水準書は、徴収システム（運賃・宮島訪問税）を構築するにあたり、運航に支障を及ぼさ

ず、将来にわたって安定的、継続的かつ円滑な運用を可能とするために規定するものである。

2. 運航状況

・ＪＲ西日本宮島フェリー、宮島松大汽船ともに１５分間隔でフェリーを運航し、多客時には、

３船で運航しそれぞれ１０分間隔での運航となる。（年間 100 日程度）

・多客時における３船での運航日の１日あたりの平均乗船者数は、それぞれ約 10,000 人、最大

の１日あたりの乗船客数は約 25,000 人。（令和元年）

（参考値）年間乗船客数（令和元年）

・ＪＲ西日本宮島フェリー 約 254 万人（宮島１号桟橋）

・宮島松大汽船 約 172 万人（宮島２号桟橋）

3. 基本方針

3.1 地区の特性に応じた基本方針

・宮島の玄関口として世界の人々を迎え入れる観光交流拠点であると同時に宮島地域住民の生活

に必要不可欠な生活航路である。そのため、国内外からの観光客だけでなく、地域住民にとっ

ても利便性の高い徴収システムとする。

3.2 地区の地理的条件に応じた基本方針

・設置する機器は、必要に応じて防水・防塵、耐塩害対応とする。

3.3 利用者のニーズや次世代を見据えた基本方針

・感染症対策を備えた非接触型の決済手段に対応した徴収システムとする。

・将来の複数の交通手段を組み合わせた目的地までのシームレスな移動を見据えた決済（乗船券

の電子化）にも手戻りなく対応できるような徴収システムとする。

3.4 徴収システム構築に係る基本方針

①前提条件

・乗客、船舶運航事業者の安全性を損なわない。

・乗客に過度な手間をかけさせない。

・多くの乗船客のうち課税対象と課税対象外の判別を行う。

・キャッシュレス・非接触化により顧客の利便性向上を図る。

②基本方針

・課税対象と課税対象外の乗船客を判別するため、市が証明書を発行する。

・自動機で判別する手段として、QR コードを用いる。

・訪問税の徴収は、証明書での判別を用いて『自動券売機』で徴収を行う。もしくは、『自動改札

機（交通系ＩＣカード）』、『有人改札（交通系ＩＣカード）』で徴収を行うものとする。
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・乗船の通過での判別を自動改札にて機器（以下、『自動改札機』という。）を用いて行う。もし

くは、有人改札で行うものとする。

4. システム機器構成（業務の範囲）

本業務で構築するシステム機器構成を以下に示す。

表 1 システム機器構成

※有人窓口用処理機は本業務対象外であるが、運行事業者が独自で設置する場合には手戻りなく対応でき

る機器とする。

4.1 宮島口旅客ターミナル内における機器構成

設置場所 システム機器 役割

宮島口旅客

ターミナル

自動券売機 QR 乗船券を旅客にて発行する。

有人窓口用処理機※ 有人券売窓口で発行する。

自動改札機 乗船時の改札業務を自動で行う。

IC カード処理機 有人改札で IC カードの処理を行う。

改札用処理機 QR コードの確認、IC カードの処理を行う。

廿日市市役所 証明書発行機
QR コードを用いた証明書を発行する。

※廿日市市システムとは独立した機器とする。

※2社間の QR 情報共有を行うものとする。

※IC カード利用データ中継サーバは、本業務で構築する機器と連携させる必要があるが、JR 西日本宮島フ

ェリー株式会社が別途設置するものとする。

（別途新設）
ICカード利用データ中継サーバ

ジャーナル

徴収システム

ジャーナル

（新規）
自動券売機

（既存）
ICカード処理機 （新規）

自動改札機

（新規）
有人窓口用

（新規）
改札機監視装置

（新規）
自動改札機

（新規）
改札用
処理機

有人改札 自動改札

対象範囲

（既存）
ICカード利用データ中継サーバ

（新規）
自動券売機

本業務対象外
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図 2 宮島口旅客ターミナル内における機器構成図

表 2 宮島口旅客ターミナル内における機器構成

4.2 機器のセキュリティ及びＩＣカードの処理方法等について

・機器での処理は、現状のＩＣカード処理の際に用いているバス処理とする。

・ＩＣカード利用データ中継サーバは、セキュリティの整ったサーバルームに設置する。

・設置する端末機器は、サイバネセキュリティ規格を満たすものとする。

・機器には、ＩＣカードを取り扱うことのできるセキュリティデータを設定するものとする。

※セキュリティデータの管理・保守は、ＩＣカード利用データ中継サーバを管理するＪＲ西指

定の事業者と調整するものとする。

4.3 廿日市市役所内における機器構成

図 3 廿日市市役所内における機器構成図

No. 構成機器 備考

1 自動券売機
新規で JR 西日本宮島フェリーに 6台設置

新規で宮島松大汽船に 5台設置

2 有人窓口用処理機 新規で宮島口側に各社 1台設置

3 自動改札機 新規で各社 2レーン配置

4 ＩＣカード処理機 各社有人改札に 1台設置

5 改札用処理機 新規で各社有人改札に 1台設置
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表 3 廿日市市役所内における機器構成

5. 乗船ケース毎の運用方法

QR コード及びＩＣカードを用いた訪問税を徴収する運用方法は乗船ケースにより異なる。

現状での乗船ケースを元に券種による運用方法を以下に示す。詳細な券種による乗船ケースは、

「参考資料：別紙．券種による判別・徴収パターン」を参照されたい。

表 4 券種による基本運用方法

No. 構成機器 備考

1 証明書発行機

・証明書発行機を廿日市市役所本庁と各支所（４ヵ所）に計５

台配置する。

・機器は、証明書発行データの入力、編集、削除、検索等の管理、

証明書の発行、データの集計及び出力を可能とする。

・証明書発行データは、手入力及び住民基本台帳からの取込を可

能とする。

・端末は Windows10Pro の対応とし、office ライセンスを含む

ものとする。

・端末は、廿日市市ネットワーク（庁内閉域ＬＡＮ）に接続さ

せる。

・廿日市市ネットワークの接続については、カードリーダーに

より、二要素認証設定（職員証・パスワード）とする。

乗船ケース 運用方法

乗船券

（紙券）

自動券売機・有人券売窓口で、QR 証明書を使用して訪問税の支払いの有無を判別し、

QR 乗船券の購入を行い、その QR 乗船券で自動改札機にて通過許可の判別を行う。

IC カード

（SF 単独利用）

課税対象者（都度）は、自動改札で乗船代＋訪問税を引去って通過許可とする。QR

証明書を持っている乗船客は、有人改札で IC カードの引去りを行う。

定期券
証明書を確認した上で、定期券（ＱＲ付き）を販売し、自動改札機にて通過許可の

判別を行う。あるいは、有人改札で証明書を提示し、定期券を目視確認とする。

企画券（松大）
課税対象者（都度）として、自動券売機・有人券売窓口で訪問税の支払いを行い、QR

乗船券（税のみ）を購入して、自動改札機にて判別を行う。

JAPAN RAIL PASS、

連絡キップ、団体

券

訪問税が必要な乗船客は、自動券売機で QR 乗船券（税のみ）を購入し、有人改札で

JAPAN RAIL PASS などを目視確認し、QR 乗船券（税のみ）を受け取る。
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6. 各機器の機能

各機器の機能を示す。

6.1 自動券売機

「自動券売機」の機能を以下に示す。

表 5 自動券売機の機能

※IC カード利用データ中継サーバは JR 西出改札統括管理サーバとし、IC カード利用データは

本サーバ仕様に準拠したものとする。

機 能 機能内容

扉の設置位置 ・後扉式とする。

QR 乗船券の発券処理

・QR 証明書を読み取り、訪問税の支払の必要性を判別する。

・以下の QR 乗船券の発行を可能とする。

①普通乗船券（片道）

②普通乗船券（往復）

③回数券

※各券書にて、大人／小児等の既設自動券売機で購入可能な種類の発

券を可能とする。

・券売機のうち各社１台は、既設自動券売機で購入可能な自動車、バ

イク、自転車の発売を可能とする。

・QR 企画券（紙券）の読み取りを可能とし、有効であれば、訪問税を

支払うことで、QR 乗船券（税のみ）の発券を可能とする。

・現場状況を考慮した見やすく選択しやすい表示とする。

・同時に複数人分の発券を可能とする。

・券面に番号を印刷し、改札用処理機で入場の有無の確認を可能とす

る。

不正防止

・QR 証明書の利用状況を確認して、連続での発行枚数の制限を行う。

（ID 管理）

※同一の QR 証明書での発行枚数を一定時間内（例：30 分）で制限す

る。

付加機能

IC カードで

の支払

・IC カード（モバイル交通系ＩＣカードを含む）での支払いを可能と

する。

・利用履歴の確認（画面上または印字）を可能とする。

・支払を行った場合、IC カード利用データをサーバ(※)に通知する。

・IC カードは全国相互利用（10 カード）とする。

IC カードの

チャージ

・IC カード（モバイル交通系ＩＣカードを含む）に金額チャージを可

能とする。

・チャージした場合、IC カード利用データをサーバ(※)に通知する。

・IC カードは全国相互利用（10 カード）とする。

多言語化 ・多言語（日本語、英語、中国語、韓国語は必須）での表示とする。

事前大量発券

及び廃札処理
・多客時の対応のため、事前の大量発券及び廃札処理を可能とする。

高額紙幣対応
・一万円札・五千円札での購入を可能とする。

・新しい紙幣への対応を可能とする。
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6.2 有人窓口用処理機(業務対象外)

有人券売窓口にて係員が使用する「有人窓口用処理機」の機能を以下に示す。なお、有人窓口用

処理機は本業務対象外であるが、運行事業者が独自で設置する場合には手戻りなく対応できる機器

とする。

表 6 有人窓口用処理機の機能

6.3 自動改札機

自動改札に設置する「自動改札機」の機能を以下に示す。

表 7 自動改札機の機能

※IC カード利用データ中継サーバは JR 西出改札統括管理サーバとし、IC カード利用データは

本サーバ仕様に準拠したものとする。

※将来、ＱＲ乗車券の他、別規格のＱＲコード読み取りも対応可能とする

6.4 改札用処理機

有人改札にて係員が使用する「改札用処理機」の機能を以下に示す。

表 8 改札窓口用処理機の機能

機 能 機能内容

QR 乗船券の発券処理 ・自動券売機と同一種類の QR 乗船券を発行可能とする。

QR コードの読み取り ・QR 乗船券、QR 証明書の状態を確認可能とする。（ID 管理）

QR 定期券の発行 ・QR 定期券を発行可能とする。

機 能 機能内容

QR 乗船券の改札処理

・QR 乗船券の情報を元に、通過可能か判別を行う。

・判別 OK であれば、通過可能とする。判別 NG であれば、扉を閉じて

通過を阻止する。

・有効期間外の場合は判別 NG とする。

・自社以外の乗船券の NG 判別は自由に設定できるものとする。

IC カードの改札処理

・IC カードから運賃と訪問税を引去る。

正常に引去りが行えたら、通過可能とする。

正常に引去りが行えなかったら、扉を閉じて通過を阻止する。

・引去時は、IC カードの利用データをサーバ（※）に通知する。

・IC カードは全国相互利用（10 カード）とする。

不正防止
・QR 乗船券での入場の不正防止を行う。（ID 管理）

※QR 乗船券の状態を確認して、入場済みの場合は扉を閉める。

小児通過音鳴動
・QR 乗船券、IC カードにおける小児券の場合は、大人と区別できる音

声を鳴動する。

機 能 機能内容

QR コードの読み取り
・QR 乗船券、QR 証明書の状態を確認可能とする。（ID 管理）

・QR 証明書所持者の通過人数の記録を残す。

IC カードの係員処理

・IC カードに対して、チャージと減算を可能とする。

・画面上で利用履歴の確認を可能とする。

・処理時は、IC カードの利用データをサーバ（※）に通知する。

・IC カードは全国相互利用（10 カード）とする。
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※IC カード利用データ中継サーバは JR 西出改札統括管理サーバとし、IC カード利用データは

本サーバ仕様に準拠したものとする。

6.5 証明書発行機

「証明書発行機」の機能を以下に示す。

表 9 証明書発行機の機能

機 能 機能内容

証明書の発行

・個別に割り振られた以下の QR コードを付加した証明書を発行する。

①QR 証明書（課税対象外（宮島地域住民・通勤者・通学者））

②QR 証明書（年払：１年分を一時に納付する場合）

・証明書は、住所、氏名、生年月日、課税対象外の事由（課税対象外及

び年払）、発行日、有効期間、市長名、市長印、QR コードを表示する。

・証明書は、免許証程度の大きさとし、有効期間（５年程度）の間は使

用に耐えうるものとする。

・QR コードに付与する情報は、種別ごとの一連番号(○桁）、課税対象

外（対象外事由）または年払の別、有効期限とする。

・証明書を発行する際の入力情報は、上記の証明書及び QR コードに必

要な情報のほか、市が要求する事項とする。

不正防止
・証明書にはＱＲコードの偽造防止（コピー・写真による偽造など）を

行うものとする。

証明書の発行管理

・発行した QR 証明書の管理（登録／削除）を行う。

・管理件数は、以下の対象を踏まえ約５０００件程度とする。

宮島地域住民：約 1,600 人

通勤・通学者：約 1,400 人

年払：約 2,000 人（概算想定）

・発行管理データは全ての証明書発行機で同期させる。

・有効期間の過ぎた証明書は、駅務機器と連携させることで発券及び

改札通過を不可とする（基本はオフラインとする）。

システム保守・管理

・システムのバックアップを可能とする。

・データが破損した場合、バックアップデータからの復元を可能とす

る。

住民基本台帳からデータ取込

・住民基本台帳から、住所、氏名など必要な情報を CSV ファイルとして

取込みを可能とする。

・住民基本台帳からのデータ取込は、宮島地域住民に対して事前または

更新の際の証明書発行処理時とする。

・外字を含む漢字を表記させるため、特殊フォント「KAJO_J 明朝」の対

応を可能とする。
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7. 各種データの確認

7.1 発売集計データ

自動券売機、有人窓口用処理機で発行した乗船券における発売集計データを各期間（1日、10日、

1月）毎に帳票として確認可能とする。

なお、券種毎に税有・税無・税のみで区別し、各運賃分と税分の集計値を確認可能とする。

表 10 発売集計データの内容・確認方法

7.2 自動改札機通過人員データ

自動改札機の通過人員データを確認可能とする。

表 11 自動改札機通過人員データの内容・確認方法

7.3 改札用処理機通過人員データ

改札用処理機の通過人員データを確認可能とする。

表 12 改札用処理機通過人員データの内容・確認方法

7.4 証明書発行枚数データ

証明書発行機で発行した QR 証明書の集計データを帳票として確認可能とする。

表 13 証明書発行枚数データの内容・確認方法

No. データ内容 確認方法

1 発行枚数、金額合計 ジャーナル印字で確認を行う。

2 ＱＲ証明書利用ＩＤ 一定期間（１ヶ月以上）保存し、外部出力を可能とする。

No. データ内容 確認方法

1 券種毎の通過人数 監視装置でのジャーナル印字で確認を行う。

No. データ内容 確認方法

1 券種毎の通過人数、ＱＲ証明書の通過

人数

監視装置でのジャーナル印字で確認を行う。

2 ＱＲ証明書通過ＩＤ 一定期間（１ヶ月以上）保存し、外部出力を可能とする。

No. データ内容 確認方法

1 証明書の発行枚数、年払の金額合計
PC内でデータを管理し、画面で確認を行う。プリンタ
等で印刷可能とする。



9

7.5 証明書発行状況データ

証明書発行機で発行した QR 証明書の状況を確認可能とする。

表 14 証明書発行状況データの内容・確認方法

8. 券売機処理能力

自動券売機において、最も利用が多いと想定される「乗船券」＋「税券」を購入する場合の一人

あたりの処理時間を以下の値とする。

表 15 自動券売機の処理能力の項目・処理時間

9. 改札処理能力

自動改札における自動改札機 1台での処理速度を以下の値とする。

表 16 改札処理能力の項目・処理枚数

No. データ内容 確認方法

1 証明書の発行状況
PC内でデータを管理し、画面で確認を行う。

プリンタ等で印刷可能とする。

対象機器 項目 処理時間

自動券売機
最も利用が多いと想定される「乗船券」＋「税券」を購入する

場合の一人あたりの処理時間（国籍問わず）
10秒／人 以下

対象機器 項目 処理枚数

自動改札機

IC カードでの 1分あたりの処理枚数（国籍問わず） 70枚 以上

QR 乗船券での 1分あたりの処理枚数（国籍問わず） 50枚 以上
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10.運用仕様

10.1 1 日の運用フロー

以下に、1日の運用の流れと運用日の例を示す。

図 4 1日の運用フロー

※日付確認

所定時刻（3：00～翌 3：00）間を１運用日として扱い、運用日付として用いる。

運用日付とシステム日付の扱いについては、以下の区分けで使い分ける。

表 17 運用日付とシステム日付の扱い

10.2 システム障害時の動作

今回更新機器に障害が発生した時の機器動作を以下に示す。

表 18 システム障害時の機器動作

運用日付
証明書や乗車券の期限の判別や集計業務での日付は運用日付を用いる。

例）帳票印刷は、運用日付で行う。

システム日付
自動改札機の監視装置やログでの日付はシステム日付を用いる。

例）監視履歴の検索は、システム日付で行う。

障害機器 障害時のシステム動作保持期間 係員の障害認識手段

自動券売機

発券が行われない。

・自動券売機が立ち上がらない。

・機器異常となっている。

警報ランプ表示

窓口処理機
発券が行われない。

・発行機器が機器異常となっている。
画面に異常表示

自動改札機

改札処理が行われない。

・自動改札機が起動しない。

・機器異常となっている。

監視装置にて異常表示

自動改札機にて警報ランプ表示

とブザー鳴動
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11.システム構築期間（業務の期間）

システム構築期間を以下に示す。

表 19 システム構築期間

※上記の期間はあくまで目安であり、最短のスケジュールを提案書に記載すること。

※宮島訪問税の徴収開始時期は未定

12.システムの運用・保守要件

12.1 ログ制御（トレーサビリティ）

異常発生時に問題の解析が行えるよう、システムで各機器にて、ログデータを残す。

保持期間を過ぎたログは自動的に削除する。保持期間を以下に示す。

表 20 ログ保持期間

12.2 無償保証期間

稼働後 1年間とする。ただし、メーカーの責に帰す故障の場合とする。

13.システム切替の移行仕様

税徴収開始前に機器を設置する場合は、運賃のみで乗船できる対応を可能とする。

QR 証明書及び QR企画券（紙券）の運用は、税徴収開始後とする。

項 目 期 間

基本協定書締結 R3（2021）年 11 月末

要件整合・メーカー設計 ～R5（2023）年 5月末

システム検証 R5（2023）年 6 月～R5（2023）年 8 月末

運用開始 R5（2023）年 9 月

対象機器 期 間 項目

自動券売機 当日＋過去 10日以上 異常ログ、通信ログ

有人窓口用処理機 当日＋過去 10日以上 異常ログ

改札用処理機 当日＋過去 10日以上 異常ログ

自動改札機 当日＋過去 10日以上 異常ログ、通信ログ
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14. 参考資料

14.1 券種による判別・訪問税徴収パターン

表 22 券種による判別・訪問税収パターン 課税対象課税対象課税対象

本土 宮島 宮島 本土

課税：都度 JR西日本フェリー 普通乗船券＜片道券＞ 無 券売機、窓口 券売機、窓口 QR乗船券（乗船代＋税） 自動改札（QR） 通過 有人改札（目視） 通過

普通乗船券＜往復券＞ ※運用は従来通り

ICカード（複数人利用）

ICカード（単独利用） 改札機 - ICカード 自動改札（IC）
乗船代+税

ICカード処理機
乗船代引去

団体券 窓口 窓口 紙券 有人改札（目視）

磁気券 JR連絡券、企画乗車券 鉄道乗車券と兼用 券売機、窓口

自動車等 券売機、窓口 フェリー乗場（目視） フェリー乗場（目視）

宮島松大汽船 普通乗船券＜片道券＞ 無 券売機、窓口 券売機、窓口 QR乗船券（乗船代＋税） 自動改札（QR） 通過 有人改札（目視） 通過

普通乗船券＜往復券＞ ※運用は従来通り

ICカード（複数人利用）
ICカード（単独利用） 改札機 - ICカード 自動改札（IC）

乗船代+税
ICカード処理機
乗船代引去

団体券 窓口 窓口 紙券 有人改札（目視）

紙券 広電企画乗車券 鉄道乗車券と兼用 券売機、窓口 券売機、窓口 QR乗船券（税のみ） 自動改札（QR）

ﾓﾊﾞｲﾙ端末 企画乗車券 鉄道乗車券と兼用 ﾓﾊﾞｲﾙ ﾓﾊﾞｲﾙ ﾓﾊﾞｲﾙ端末（QR表示）

自動車等 券売機(２ヵ所)
窓口

券売機(２ヵ所)
窓口

紙券 フェリー乗場（目視） フェリー乗場（目視）

課税：年払 JR西日本フェリー 団体券 QR（年払） 役所で支払 窓口 紙券 有人改札（目視） 通過 有人改札（目視） 通過

ICカード 定期券 鉄道乗車券と兼用 磁気券 ※運用は従来通り

自動車等 券売機、窓口 紙券 フェリー乗り場（目
視）

フェリー乗場（目視）

宮島松大汽船 定期券 QR（年払） 役所で支払 窓口 紙券 有人改札（目視） 通過 有人改札（目視） 通過

団体券 ※運用は従来通り

自動車等 フェリー乗場（目視） フェリー乗場（目視）

課税：免除 JR西日本フェリー 普通乗船券＜片道券＞ QR（免除） 役所で申請 券売機、窓口 QR乗船券（乗船代のみ） 自動改札（QR） 通過 有人改札（目視） 通過

普通乗船券＜往復券＞ ※運用は従来通り

ICカード（単独/複数人利用）

ICカード（単独利用） - 証明書＋ICカード 有人改札（目視）
ICカード処理機
乗船代引去

ICカード処理機
乗船代引去

団体券 窓口 紙券 有人改札（目視）

ICカード 定期券 鉄道乗車券と兼用 磁気券

磁気券 JR連絡券、企画乗車券 鉄道乗車券と兼用 証明書＋紙券

回数券 税免除 - 券売機、窓口 QR乗船券（乗船代のみ） 自動改札（QR）

自動車等 役所で申請 紙券 フェリー乗場（目視） フェリー乗場（目視）

宮島松大汽船 普通乗船券＜片道券＞ QR（免除） 役所で申請 券売機、窓口 QR乗船券（乗船代のみ） 自動改札（QR） 通過 有人改札（目視） 通過

普通乗船券＜往復券＞ ※運用は従来通り

ICカード（単独/複数人利用）

ICカード（単独利用） - 証明書＋ICカード 有人改札（目視）
ICカード処理機
乗船代引去

ICカード処理機
乗船代引去

団体券 窓口 紙券 有人改札（目視）

回数券 税免除 - 券売機、窓口 QR乗船券（乗船代のみ） 自動改札（QR）

自動車等 役所で申請 紙券 フェリー乗場（目視） フェリー乗場（目視）

現状での乗船ケース 訪問税徴収 乗船券購入 乗船券改札

本土→宮島 宮島→本土

課税対象 船舶会社

鉄道乗車券 フェリー乗船券

証明書
訪問税
徴収箇所

フェリー乗船券

媒体 券種 券種 乗船券購入 媒体 入場 出場 入場 出場
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15.用語定義

本書の中に記載する本システムに特化した用語について、以下の通り定義する。

表 23 用語定義

No. 用語 定義

1 QR 乗船券

乗船時に、自動改札もしくは有人改札を通過する際に、通過許

可の判断を行う QR コードが印刷されたきっぷで、以下を含む。

・課税対象とする乗船券

・課税対象外とする乗船券

・税券のみとする乗船券

2 QR 証明書 課税対象外を証明する QR コードを印刷した証明書

3 有人改札 係員にて、読取機器や目視で確認して通過許可を行う改札口

4 自動改札 自動改札機にて、自動で通過許可を行う改札口

5 有人券売窓口 QR 乗船券の手売りを行う窓口

6 IC カード利用データ IC カードの利用に対する一件毎の明細データ


