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１ 調達件名 

 

人事給与システムに係る運用保守及び改修業務 

 

２ 作業の期間 

 

運用保守及び改修業務： 

平成 30 年 7 月 1日～平成 31 年 3 月 31 日（準備は契約日から行う事） 

 

３ 作業の概要 

（１） 目的 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「総合機構」という。）では、人事給与シ

ステムの再構築を行い、平成 27 年 1 月から本番稼働中である。 

本調達は、再構築した人事給与システムの円滑な運用に資するため、関連する業務を

運用保守業務として外部委託するものである。 

 

（２） 用語の定義 

表 3-1 用語 

用語 概要 

人事管理 採用から退職までの人事情報の管理。（人事記録の作成） 

採用、退職、異動、昇給、昇格、休職等の辞令発令。 

給与管理  人事情報からの採用、退職、異動、昇給、昇格、休職等の情

報の連携で、給与、期末勤勉を計算する。 

 追給返納計算、休職等における日割計算をする。 

年末調整業務を行う。 

実態調査、人件費管理 給与実態調査、指定統計等の調査資料を作成する。 

臨時職員管理 雇用管理、賃金計算、期末勤勉計算の管理を行う。 

社会保険管理  採用者の取得や退職者の喪失事務を行う。 

 定時改定及び随時改定の事務を行う。 

 賞与の支払届を作成する。 

 雇用保険の事務を行う。 

研修管理  職員の研修管理を行う。 

人事給与システム業務パ

ッケージ 

 SAP 社の提供するパッケージソフトウェア「SAP ERP6.0」、及

び付随する「SAP Solution Manager」「SAP Router」を指す。

総合機構の休日  「独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員就業規則第

36 条」で定められるとおりとする。 
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用語 概要 

人事情報管理システム  別調達にて導入済みである人事管理の強化と職能開発計

画の運用に資するパッケージソフトウェアを指す。 

 

（３） 人事給与システムに係る業務の概要 

 

総合機構では、人事評価給与勤怠管理業務・研修管理業務を実施している。  

人事評価給与勤怠管理業務では、組織の体制・構造・階層及び役割・責任範囲等を管理

する組織管理、総合機構職員の採用、人材教育、キャリアプラン等を管理する人材管理、

人事考課・昇給昇格等の人事評価管理、給与、賞与、年末調整、各種税務処理、社会保険・

労働保険、各種控除処理等の給与管理、勤務実績等を収集し管理する勤怠管理、その他退

職金等の管理を行っている。  

また、研修管理業務では、研修受講の管理等を行っている。システムの主たる利用者は、

管理者として総務部業務担当職員、一般ユーザとして総合機構の役職員となる。各一般ユ

ーザは、その役職に応じて異なる操作権限を有する。 

 

 

図 3-1 会計・人給全体システム概要図 

 

 

 

 

人事給与システムの範囲 
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（４） 調達の範囲 

 

人事給与システムのシステム運用・保守及び改修業務を調達する。 受注者は人事給与

システムの運用・保守業務、改修業務、それらの実施に伴う付帯作業に係る役務の提供を

行うこと。なお、人事給与システムが稼動している機材等の保守期限満了に伴い、人事給

与システムの OS 等リプレイスおよび新しい機材への移行を予定している。移行に伴う対

応については別調達を行うため、本調達の範囲に含まれない。 

 

本調達に含まれる役務の実施にあたっては、「表 3-2 会計・人給全体システム関連業者」

に示す業者と連携する必要がある。 

 

表 3-2 会計・人給全体システム関連業者 

調達名 調達内容 受注者略称 

サーバ機器等の導入・貸

借・保守 

会計・人給全体システムのアプリケーシ

ョンが稼働するサーバ機器等の導入作

業、賃貸借及び保守作業 

ハードウェア事業者 

会計システムの OS 等リ

プレイス及び移行業務 

会計システムの OS 等リプレイス及び移

行業務 

会計システム OS等リプ

レイス及び移行事業者 

人事給与システムの OS

等リプレイス及び移行

業務 

人事給与システムの OS 等リプレイス及

び移行業務 

 人事給与システムのOS等リプレイ

ス 

人事給与システムに係る共用 LAN シス

テムへの移行および動作確認問合せ対

応 

人給システム OS等リプ

レイス及び移行事業者 

会計システムの設計・開

発業務 

会計システムの設計・開発業務 会計システム設計・開 

発事業者 

人事給与システムの運

用保守及び改修業務 

人事給与システムの運用保守業務 

 人事給与システム運用の実施 

 人事給与システム保守の実施 

 問合せ対応 

 機能改修 

本件の受注者 

会計システムの運用保

守業務 

会計システムの運用保守業務 会計システム運用保守

事業者 

人事情報管理システム

（クラウドサービス） 

人事情報管理システムのサービス導入

およびサポート業務 

人事情報管理システム

サービス提供事業者 
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（５） 人事給与システムの構成 

 

① 全体構成 

会計・人給全体システムの全体構成を「別紙 1 会計・人給システム全体構成図」、

に示す。人事給与システムとは同図中の「人事給与固有システム」、及び「会計シ

ステムとの共通利用部分」を指す。 

 

② 現在のソフトウェア構成 

人事給与システムのソフトウェア構成を「別紙 2 現在のソフトウェア一覧」に示

す。 

なお、会計システムと人事給与システムは仮想化技術を用いて稼働環境の統合を

行っている。また、本システムの監視、ジョブ管理、ログ管理、バックアップ、ス

トレージ、仮想化管理など会計・人事給与システム共通で利用可能な部分（以下、

「共通利用部分」という。）については共用化されている。 

 

③ リプレイス後の構成（現在の想定） 

H30 年度に予定している人事給与システムのリプレイスについて、現状では OS お

よび DBMS のバージョンアップを行い、SAP ERP のバージョンは据え置く想定であ

る。このため、人事給与システムの運用に変更は発生しないと考えているが、変更

が発生する場合は、人給システム OS 等リプレイス及び移行事業者より運用変更に

関する引継ぎを行い、業務に支障がないようにする。 

 

（６） 調達の内容 

 

① 人事給与システム運用の実施 

本件の受注者は、運用保守業務実施計画書及びスケジュールに従い、システムの起

動／停止やバックアップ、媒体管理等、日々の運用を確実に実施すると共に、シス

テムを構成する機器等の監視を行うこと。また、総合機構職員の採用、異動等に伴

う人事給与システム業務パッケージのアカウント管理を行うこと。 

人事給与システム運用に関する委託事項は「４ 人事給与システム運用の実施」を

参照のこと。 

 

② 人事給与システム保守の実施 

本件の受注者は、システムの変更、業務アプリケーション修正、変更に対応した保

守作業を行うこと。 
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なお、システムのハードウェア、ストレージ、及び人事給与システム設計・開発事

業者が納入したものを除くソフトウェアの保守作業はハードウェア事業者が対応

する。 対象となるソフトウェアは「別紙 2 現在のソフトウェア一覧」を参照のこ

と。 

人事給与システム保守に関する委託事項は「５ 人事給与システム保守の実施」を

参照のこと。 

 

③ フレックスタイム制度の見直し、テレワーク制度の導入支援を行うこと。スケジュ

ールについては「別紙 3 フレックス、テレワークスケジュール」のとおりとし、

詳細については別途協議の上決定すること。なお、総合機構の役割は、基本的には

確認および承認である。 

 

④ H30 年 11 月頃から予定している人事給与システムの移行については、別途「人事

給与システムに係る OS 等リプレイス及び移行業務」を調達するため、移行に伴う

対応については別途委託業者と協議のうえ、必要な対応を実施すること。 

 

⑤ 問合せ対応 

本件の受注者は、総合機構からの問合せに対して回答を行うこと。またすぐに回答

ができない内容については、その旨を人事給与システム管理部署及び問合せ者に

連絡の上、速やかに回答ができるようにする。問合せは電子メール、及び電話等で

受け付けること。 

問合せ対応に関する委託事項は「６ 問合せ対応」を参照のこと。 

 

⑥ 人事給与システム開発環境の構築 

人事給与システム設計・開発業者の構築した人事給与システムの業務サーバは本

番環境（人事給与）、品質保証環境（人事給与）として 2ランドスケープ構成を採

用している。 

本件の受注者は、自社内での開発／検証環境として、人事給与システム開発環境を

構築し、管理すること。 

 

構築に関する委託事項は「７ 人事給与システム開発環境の構築」を参照のこと。 

 

⑦ SAP エンタープライズサポート契約に関する支援 

総合機構と SAP の間でエンタープライズサポート契約を締結する予定である。総

合機構が SAP へ問合せを行う場合に、必要な支援を行うこと。 
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（７） 作業工程・納入成果物 

① 役割分担 

人事給与システムは人事給与固有システム、及び会計システムとの共通利用部分

にて構成されている。これらの分類を「表 3-3 人事給与システムの分類」に示す。

また、システムの種別及びシステムレイヤ毎の運用保守業務に関する役割分担を

「表 3-4 運用保守役割分担関係」に示す。 

 

なお、運用業務の内データセンタにおける運用作業（ハードウェアの目視監視、テ

ープ媒体の交換作業）はデータセンタ事業者によって実施するため、本調達の対象

外とする。 

受注者は異常検知時のデータセンタ事業者からの障害アラート連絡を直接うける

こととし、連絡をうけた場合は総合機構へ情報を連携すること。 

 

表 3-3 人事給与システムの分類 

分類 対象となるシステム 

人事給与固有システム  本番環境（人事給与） 

 品質保証環境（人事給与） 

 SAP Solution Manager サーバ 

 SAP Router 

会計システムとの共通利用部分  運用管理サーバ 

 ログ管理サーバ 

 バックアップ兼仮想化管理サーバ 

 ウィルス対策兼 AD サーバ 

 

表 3-4 運用保守役割分担関係 

管理対象 本調達受注者 

大分類 小分類 運用 保守 

アプリケーション 人事給与固有システム 
● ● 

会計システムとの共通利用部分ソフ

トウェア 
● △ 

ミドルウェア データベース ● ● 

会計システムとの共通利用部分 Agent

ソフトウェア 
● △ 
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OS ● △ 

ハードウェア、ストレージ、ネットワーク △ △ 

 

凡例） 

●：本件の受注者が実施する作業 

△：本件の受注者が調査等支援する作業（ハードウェア事業者が主体として実施する） 

 

② 納入成果物 

作業工程ごとに求める納入成果物は「表 3-5 作業内容・工程と成果物」に示すと

おり。納入成果物の構成、詳細については、受注後、総合機構と協議し取り決める

こと。 なお、納入期日については、「表 3-5 作業内容・工程と成果物」に記載の

納入期日にしたがうこと。  

 

また、「表 3-5 作業内容・工程と成果物」において、納入期日が具体的に指定され

ていない納入成果物については、運用保守業務実施計画書において受注者が提案

する納入期日を記載したスケジュールを提示し、総合機構と調整を行った上で納

入期日を決定すること。 

 

表 3-5 作業内容・工程と成果物 

項

番 

工程 納入成果物 納入期日 SLCP-JCF2013 のアク 

ティビティ 

1 計画 ・運用保守業務実施計画

書 

契約締結日

から 2週間

以内 

3.1.1.1 運用プロセス実施計画

の作成 

2.6.1.2 計画及び手続きの作成

（保守プロセス） 

2 人事給与シス

テム運用保守 

・監視報告書 

・監視実施記録 

・需要・可用性分析結果

報告書 

・媒体管理台帳 

・アカウント管理台帳 

・作業指示書 

・問題・変更管理台帳 

・リリース作業指示書 

・リリース結果報告 

・リリース管理台帳 

・構成管理台帳 

・変更要求表 

・設計書等一式 

・ソフトウェア資源 

・テスト結果一式 

4 半期毎 

（必要に応

じて都度提

出） 

3.1.7.1 システム運用の評価 

3.1.4.1 システムの運用 

2.6.1.4 修正作業の管理 

2.6.1.1 保守に必要な成果物の

引き継ぎ 

2.6.4.3 保守のための文書の更

新 

5.6.3.1 構成の変更管理 

5.6.6 リリース管理及び納入 

2.6.2 問題把握及び修正の分析 

2.6.3 修正の実施 

3 問合せ対応 ・ナレッジベース 

・インシデント対応状況

報告 

毎月 3.1.6 業務運用と利用者支援 

 



 

8 
 

項

番 

工程 納入成果物 納入期日 SLCP-JCF2013 のアク 

ティビティ 

・インシデント管理台帳 （必要に応

じて都度提

出） 

4 人事給与シス

テム開発環境

の構築 

・導入計画書 

・導入結果報告書 

契約締結日

から 1か月

以内 

6.2.1 プロセス開始の準備（イン

フラストラクチャ管理プロセ

ス） 

6.2.2 インフラストラクチャの確

立 

6.2.3 インフラストラクチャの

保守 

5 情報セキュリ

ティ管理 

・秘密情報受理管理台帳 

・セキュリティ教育実施

報告書 

平成 30 年

12 月 20 日 

（具体的な

提出時期は

別途協議） 

3.1.1.4 システム運用に係る事

前調整 

6 SLA 管理 ・サービスレベル分析報

告書 

毎月 3.1.7 システム運用の評価 

7 定期報告 ・運用報告書 

・作業報告書 

・会議議事録 

・打合せ資料 

毎月 

（必要に応

じて都度提

出） 

2.6.4 保守レビュー及び／又は受

入 

 

納入成果物については、以下の条件を満たすこと。 

（文書共通） 

 文書を紙及び磁気媒体等（CD-R 又は CD-RW 等）により日本語で提供すること。 

 紙のサイズは、日本工業規格 A列 4番を原則とする。図表については、必要に

応じて A列 3番縦書き、横書きを使用することができる。バージョンアップ時

等に差換えが可能なようにバインダー方式とする。 

 磁気媒体等に保存する形式は、PDF 形式及び Microsoft Office2013 で扱える形

式とする。ただし、総合機構が別に形式を定めて提出を求めた場合は、この限

りではない。 

 紙及び磁気媒体については 2部ずつ用意すること。 

ただし、ソフトウェア資源（ソフトウェア製品、実行プログラム、各種ソース

コード等）は紙媒体での提出は不要である。 

（ツール、パッケージ類の使用） 

 一般に市販されているツール、パッケージ類の使用は総合機構と協議の上、必

要であれば使用を認めることとするが、特定ベンダーに依存する（著作権、著

作者人格権を有する）ツール等は極力使用しないこと。 
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（納品範囲） 

 中間成果物も含め、本調達に係る全ての資料を納品すること。 

（納品期限） 

 工程毎に納品期限を設けているが、 終納品は平成 31 年 3 月 15 日までに行う

こと。 

 

③ 納入場所 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 総務部 

（所在地：東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル） 

 

（８） 検収 

 納入成果物については、適宜、総合機構に進捗状況の報告を行うとともに、レ

ビューを受けること。 終的な納入成果物については、「３（７）作業工程・納

入成果物」に記載のすべてが揃っていること及びレビュー後の改訂事項等が反

映されていることを、総合機構が確認し、これらが確認され次第、検収終了と

する。 

 

 検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は

直ちに引き取り、必要な修復を行った後、総合機構の承認を得て指定した日時ま

でに修正が反映されたすべての納入成果物を納入すること。 

 

 「納入成果物」に規定されたもの以外にも、必要に応じて提出を求める場合があ

るので、作成資料等を常に管理し、 新状態に保っておくこと。 

 

（９） スケジュール 

受注者は、契約後速やかに、本業務に関するスケジュールの提案を行い、総合機構の

承認を得ること。本業務にかかる全体スケジュール及び改修業務にかかるマイルスト

ーンは下記とおりとする。 

表 3-6 想定する全体スケジュール 

  

平成 30 年度 

6 月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

現運用保守業者から引継ぎ                     

運用保守業務                     

次回運用保守業者へ引継ぎ                     

フレックスタイム手直し           
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テレワーク導入支援           

人事給与システム OS リプレイス           

４ 人事給与システム運用の実施 

 

（１） 計画書の策定 

本件の受注者は「表 3-5 作業内容・工程と成果物」の内容に従い、運用保守業務の作

業範囲、スケジュール、実施体制、実施計画、管理計画等を記載した運用保守業務実施

計画書を作成すること。 

 

（２） 全体管理 

運用報告資料作成及び必要な情報収集の上、定められた頻度で定期報告を行い、必要に

応じ適宜、問題、課題に関する状況報告を行うこと。  

 

（３） 運用管理 

① 運用保守業務実施計画書の策定と更新 

運用スケジュールは、年次、四半期、月次、週次、日次のスコープで計画するもの

とする。 受注者は、総合機構から運用スケジュールに必要な情報を受けて、年次、

四半期、月次、週次、日次の運用スケジュールを作成すること。また、必要に応じ

て運用スケジュールの変更を行うこと。 

本件の受注者は、作成、変更した運用スケジュールについて総合機構の承認を得た

上で、全ての関係者に確実に周知すること。 

 

② ジョブスケジュールの登録等 

本件の受注者は、平成 29 年人事給与システム運用保守事業者より継承したジョブ

スケジュール情報を基に、総合機構から業務スケジュールの変更情報を受けて、当

該スケジュールを踏まえたジョブスケジュールの設定変更（登録、変更、削除）を

行うこと。 

ジョブスケジュールの設定変更に際しては、ジョブの登録、変更、削除による運用

スケジュール及び保守スケジュール全体への影響を確認すること。 

 

③ システム監視 

本件の受注者は人事給与システムに対する障害監視、リソース監視によりシステ

ムが正常稼動していることを監視すること。また故障発生時にはインシデント検

知と記録を行い、速やかに総合機構、及び関連業者に連絡すること。 

システム監視のサービス提供時間は 24 時間 365 日とする。 

一定期間の監視結果を分析の上、監視報告書を作成し総合機構に報告すること。そ



 

11 
 

の際に監視実施記録を併せて提出すること。 

人事給与システムに係る監視項目、監視方式は閲覧（別途開示）資料を確認し、総

合機構と協議した上で決定すること。なお、データセンタにおける巡回監視（ハー

ドウェアの目視確認）はデータセンタ事業者が実施するものとし、本調達の対象外

とする。 

 

④ アカウント管理 

本件の受注者は総合機構の指示に基づき利用者アカウントの権限、ユーザ ID を登

録（削除）し、アカウント管理台帳で管理し、定期的に報告すること。 

資料閲覧の際に現状のデータ登録フローを確認すること。大量の異動者が発生す

る時期にも遅滞なくデータ登録作業ができるような、効率的なデータ登録の方法・

手順がある場合は提案し、総合機構の了承を得ること。 

本件の受注者が行うアカウント管理の対象は人事給与システム業務パッケージの

みとし、OS, ハードウェア等のアカウント管理については総合機構が実施する。 

 

⑤ 操作権限付与に関するメンテナンス 

本件の受注者は、各ユーザの操作権限付与（変更）に関するメンテナンスを行い、

実際の運用に支障のないようにすること。また、定期的に報告すること。 

 

⑥ バックアップ運用 

本件の受注者はハードウェア事業者の定めるバックアップ方式に従い、以下の作

業を実施すること。また、定期的に報告すること。詳細項目については閲覧（別途

開示）資料一覧に挙げる「（HW ベンダ作成のバックアップ設計書）」を参照のこと。 

 

 システム障害等の発生時に、状況に応じてバックアップ媒体から本番環境へ必要

データのリストアを行い、業務の再開を可能にすること。なお、障害時に要求され

る目標復旧時間は「１０ SLA 管理」を参照のこと。 

 

⑦ 定例運用 

本件の受注者は、以下の定例作業を行うこと。なお、本件の受注者は作業項目につ

いて過不足がある場合は提案すること。 

 サーバ運転監視、エラー確認 

 リソース監視、エラー確認 

 ジョブ監視 、エラー確認 

 バックアップ実施 、結果の確認 

 システム定期保守の計画、実施、実施状況管理 
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 セキュリティパッチ等の 新化確認、選定、事前検証、適用、適用監視 

 各種運用業務の結果報告 

⑧ 定例外運用 

緊急時対応として、本件の受注者は定例外運用の対応を行うこと。  

［定例外運用の例］ 

 要求ベースオペレーション（ジョブ追加、緊急オペレーション含む。）  

 障害対応（復旧と事後対策含む。） 

 ウィルス感染時の対応 

 サーバの立ち上げ、シャットダウン 

 OS、ミドルウェア、アプリケーションの立ち上げ、シャットダウン 

 

５ 人事給与システム保守の実施 

 

（１） 計画書の策定 

本件の受注者は、人事給与システムを構成するソフトウェア（ミドルウェア、パッケー

ジソフトウェア（製品本体、カスタマイズ部分）、アドオン開発プログラム）を維持す

るために、監視による異常検知、利用者からの問合せ等を契機として必要に応じて保守

作業を行う。「４（１） 計画書の策定」を参照し、本作業を遂行するための運用保守業

務実施計画書を作成すること。 

 

（２） 全体管理 

本件の受注者は、保守報告資料作成及び必要な情報収集の上、定められた頻度で定期報

告を行い、必要に応じ適宜、問題、課題に関する状況報告を行うこと。  

また、会議開催の都度、議事録を作成し総合機構の承認を得ること。 

 

（３） ソフトウェア保守の実施事項 

① システム開発業務の成果物引継ぎ 

総合機構は、本件の受注者が守秘義務に関する誓約書を提出した際に、人事給与シ

ステム設計・開発業者及びハードウェア事業者による表 5-1 に記載する成果物を

開示する。本件の受注者は、人事給与システム稼動前に開示を受けた成果物につい

て解析を行い、内容の把握、構成管理台帳への登録を実施すること。 
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表 5-1 開発成果物 

項番 開発成果物 概要 

1 設計書等一式 各種設計書、マニュアル、手順書、定義書、

各種レビュー記録。 

2 ソフトウェア資源 ソフトウェア資源。（ソースコード、実行モ

ジュール、環境設定ファイル等） 

3 テスト結果一式 

（単体～総合テスト） 

テスト仕様書、テスト結果報告書（確認した

エビデンスを含む）、各種レビュー記録。 

 

② 構成管理 

本件の受注者は、「表 3-5 作業内容・工程と成果物」に記載された保守業務に係る

ドキュメントについて、必要に応じてメンテナンスを行うこと。人事給与システム

に関して、他案件による変更が発生した場合も、システム構成資材の構成管理を行

うこと。 

 

③ パッチ適用、アップデート対応 

本件の受注者は、人事給与システム設計・開発業者等及びハードウェア事業者が提

供する OS、ソフトウェア等一式に係るセキュリティパッチ、 新アップデートプ

ログラム、及びパッケージベンダーが提供するパッチを受領し、影響の調査、総合

機構との連携の下に実施判断を行い、品質保証環境において検証テストを実施の

上で本番環境に反映させること。なお、人事給与システム業務パッケージにおける

累積パッチ（サポートパッケージ）については、原則 1年に一度以上は適用する方

針とする。 

 

 一連の作業はリリース管理の作業プロセスについて、総合機構と合意した上で実

施すること。影響範囲調査と適用作業を行い、本番運用に影響を及ぼさないように

注意すること。 

 

④ ソフトウェア改修 

本件の受注者は人事給与システムにおける障害への対応、または総合機構からの

改修要請による軽微なソフトウェア改修を行うこと。 

 

(ア)ソフトウェアの障害改修対応 

 障害対応の実施にあたっては、関連業者との連携を図り、障害の分析及

び障害箇所の特定を行うこと。 

 障害対応の実施においては、関連業者と対応方法についてレビューを行
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い、その完全性を確認の上、総合機構の承認を得ること。 

 総合機構に具体的な資料を添付し、障害内容の報告を行うこと。  

 ソフトウェアの障害に対して、オンサイト対応（技術者の派遣による総

合機構内での障害対応、正常復帰確認作業・報告等）を行うこと。 

 

(イ)総合機構からの要請による改修対応 

本件の受注者は、業務規定変更等の理由による総合機構からの要請による改

修に対応すること。 なお、現在総合機構にて想定する、改修発生の可能性が

あるイベントを「表 5-2 想定改修作業」に示す。作業時間は 150 人日とし、 

作業は総合機構担当者の事前承認の上、実施すること。また、作業時間実績

を毎月報告すること。 

改修終了時にあたっては、改修項目ごとにかかった作業工数、プログラム等

の修正ステップ数、影響のあった画面数についても報告すること。 

 

表 5-2 想定改修作業 

項番 イベント 主な作業 

1 人事院勧告への対応1 プログラム改修、パラメータ変更 

2 法制度改正 プログラム改修、パッチ適用、パラメータ変更 

3 総合機構内規程改訂 プログラム改修、パラメータ変更 

4 業務改善対応 プログラム改修、パッチ適用、パラメータ変更 

5 フレックスタイム制度への対応 プログラム改修、パラメータ変更 

6 テレワーク制度への対応 プログラム改修、パラメータ変更 

 

(ウ)軽微なレポート変更対応 

総合機構の指示により、出力可能なクエリレポートの編集内容変更を行う

（１か月あたり 1レポート程度。保守期間内 12 レポートまでに限る。）。 

 

上記以外の改修についても、本件の受注者は総合機構の指示に従い、ソフトウェ

アの改修、並びに品質保証環境及び本番環境へのインストール・設定等業務を行

うこと。 

 

  

                                                  
1 http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/f_kyuuyo.htm 
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６ 問合せ対応 

（１） 問合せ対応業務 

人事給与システムにおける総合機構からの問合せについては、受注者が一般ユ

ーザからの問合せも含めて直接連絡を受けること。 

人事給与システム管理部署からの問合せについては、基本的には既定の質問票

を起票して問合せを行う。人事給与システム管理部署以外の機構役職員からの問

合せの場合は、機構役職員からはメール本文に質問を記載し、メール問合せを行う

ので、その内容を基に受注者が質問票を起票し、問合せ管理を行うこと。 

緊急の問合せ、又は内容が伝わりにくい場合は電話での問合せをする可能性が

ある。 

また、適宜発生する総合機構からのセキュリティ状況に関する問合せや、システ

ム構成情報等、本システム（本番環境、検証環境含む）に関する問合せにも対応す

ること。なお、総合機構では、システム監査を外部機関に委託し、毎年実施してい

る。このシステム監査によって発生した問い合わせやセキュリティホール等の指

摘に対しても、総合機構と協議の上、対応すること。 

 なお、フレックスタイム制度が５月より本番稼動するため、フレックスタイム制

度に関する問い合わせについても適宜対応すること。 

 

① 問合せ窓口業務 

本件の受注者は、総合機構から連絡を受けた操作方法や障害等の問い合わせ対応

業務を実施すること。発生した問合せの受付から回答までの対応状況を管理し、

インシデント対応状況報告として、毎月まとめて総合機構に報告すること。なお

各インシデント対応状況報告の内容はインシデント管理台帳、又はそれに類する

管理ツール等で管理すること。  

 

② Q&A 集等のナレッジベースの構築、管理業務 

問合せ対応によって蓄積される問合せ事項についてはその内容、分類、回数等の

分析から FAQ(よくある質問と回答)を抽出してナレッジベース化することにより、

問合せ対応業務の効率化、利用者の FAQ 情報の共有化を図ること。  

本件の受注者は、具体的なナレッジベースの実現方法及び手順並びに問合せ事項

の分析から FAQ 情報の登録及び更新までの具体的手順について提案すること。 

 

③ SAP 標準機能の紹介 

対象システム以外で利用可能な SAP ERP の標準機能の中で、有益と思われる機

能を紹介すること。 
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７ 人事給与システム開発環境の構築 

（１） 開発環境構築に係る要件 

 受注者は、システムの開発環境（開発用のハードウェア、開発ツール等のソフト

ウェア、設置場所を含む。）、作業場所、その他必要となる環境については、受注

者の責任において確保すること。 

 これらの環境に対しても ISO/IEC27001 認証（国際標準）に従い、十分な情報セ

キュリティ対策を実施すること。 

 構築手段は、品質保証環境からの環境複製を想定しているが、より適切な手段が

ある場合はその旨提案し、総合機構の了承を得ること。また、その場合には品質

保証環境、又は本番環境に格納されている職員情報等の人事給与業務データを開

発環境に保持してはならない。人事給与システム本番環境、品質保証環境に対す

る開発環境としての性能を担保すること。 

 構築作業を行うにあたっては、既に提供中の人事給与業務に影響を与えないよう

に計画を立案し、総合機構に確認の上、作業を行うこと。 

 

８ その他業務 

本件の受注者は、人事給与システム全体に係るアカウント管理、秘密情報の管理、SLA 管

理、情報資産管理を行うこと。アカウント管理、情報資産管理の要件、作業プロセスにつ

いては、「９ 情報セキュリティ要件」を参照のこと。また SLA 管理の要件、作業プロセス

については、「１０ SLA 管理」を参照のこと。また、本業務の終了時に、人事給与システ

ムの運用・保守事業者が変更となった場合は、新たな運用・保守事業者に対して引継ぎの

ための教育及び研修を行うこと。教育及び研修の内容は、総合機構と協議して決定するこ

と。 

人事給与システムで管理しているライセンス等の情報資産については定期的な棚卸しを

実施し、結果を総合機構へ連絡すること。 

 

９ 情報セキュリティ要件 

（１） 情報セキュリティの基本方針 

受注者は、総合機構と調整の上、必要なセキュリティ対策を講じること。 

また、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」（平成 28 年 8 月 31 日付サ

イバーセキュリティ戦略本部第９回会合決定）及び同解説書に記載された事項の運用に係

る要件並びに厚生労働省が定めた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 

第 5版（平成 29 年 5 月）」について遵守すること。 

 

（２） 情報セキュリティ管理 

 情報管理台帳による、秘密情報の授受の管理を行うこと。 また運用保守に係る
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作業の従事者に対しセキュリティ教育を実施すること。 

 総合機構から情報セキュリティ対策やその他の契約に係る履行状況の提出を求

めることがある。受注者は総合機構の求めに応じ、報告書を作成すること。 

 当該システムにおいて情報セキュリティインシデントが発生した場合への対処

方法について、緊急の連絡体制や対処手順等を予め定めること。 

また情報セキュリティ対策の履行が不十分であった場合、総合機構と協議のうえ、

対処方法の改善を実施すること。 

 受注者の資本関係・役員等の情報、業務の実施場所、作業従事者の所属・専門性

（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報提供に

ついて求めることがあるのでこれに応じること。 

 総合機構へ提示する電子ファイルは事前にウィルスチェック等を行い、悪意ある

ソフトウェア等が混入していないことを確認すること。 

 

１０ SLA 管理 

表 10-1 に基づき、サービスレベル管理を実施すること。サービスレベルの達成

状況についてサービスレベル報告書としてとりまとめ、定例の報告会を通じて報

告すること。サービスレベルが遵守できなかった場合、その改善策（手続きや体制

の見直し、新たなツールや仕組みの検証・導入等）の検討・実施を必須とする。ま

た、改善策の実施状況や改善の状況について、定例の報告会を通じて報告すること。 

なお、前提となるシステム要件については、別紙 4に従い「人事給与システム設

計開発資料」を参照すること。 

 

表 10-1 サービスレベル目標値 

No. 評価項目 評価基準 

1 問合せへの一次回答 60 分以内 

2 セキュリティ対策 セキュリティ事故を発生させない 

3 サービス提供時間帯 表 10-2 サービス提供時間のとおり 

5 障害対応 障害検知から 30 分以内の初動対応、機

構職員への連絡 

6 システム稼働率※ 99.9%（1 年間での指標） 

7 サービス停止からの目標復旧時

間 

給与管理：4時間以内 

給与管理以外：6時間以内 

※稼働率（%）=（1 －（サービス停止時間 ÷ サービス稼働予定時間））× 100 

サービス稼動予定時間とは、計画停電又は事前に計画した停止時間を除いたサービス稼働時間（原則 365
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日 24 時間）。 

サービス停止時間とは、計画外にシステムが停止していた時間、又は多数の利用者がシステム利用でき

ない状態にあった時間を指し、待機系システム等への切替えのために発生した停止時間、障害からの本格

復旧のために必要になった停止時間を含む。 

 

表 10-2 サービス提供時間 

項

番 

サービス提供

項目 

サービス内容 提供時間 補足 

1 オンラインサ

ービス 

利用者に対して人事給与シス

テムのサービスを提供する。

24 時間 365

日 

定期保守や法定点検等の

計画停止期間を除く。 

2 運用監視 人事給与システムの運用監視

を行う。 

項番 1に同じ 項番 1に同じ 

3 問合せ対応 人事給与システム管理部署に

対して人事給与システムに関

する問合せ対応を提供する。

9:00～17:30 

 

原則総合機構の休日以外 

（各月給与計算期間 3営

業日の間は 9:00～22:00

に連絡が取れる体制をと

ること。 

4 保守対応 ソフトウェアの保守・改修を

行う。 

項番 3に同じ 総合機構の休日以外及び

総合機構の休日のうち、

サービス提供が必要とさ

れた日（※） 

（ただし、保守対応時間

中に対応した案件が継続

している場合は、必要な

作業が収束するまで） 

※災害及び重大な障害が発生した場合で、緊急対応が必要と認められる場合には、提供時

間に限らずサービスを提供すること。 

 

１１ 作業の体制及び方法 

（１） 作業体制 

① 作業実施体制図の作成 

  本件の受注者は、本業務を実施するにあたっての作業従事者名（再委託がある

場合は想定される再委託先の会社名を含む。）、役割分担、指揮命令系統を記載し

た作業実施体制図（案）を運用保守業務実施計画書の一部として作成すること 

  作業実施体制図の作成にあたっては、PMO（プロジェクトマネジメントオフィ

ス）又は品質保証部門における責任者及び連絡担当者を明記し、総合機構からの
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連絡・要望に対して必要な対応が取れるようにすること。 

  業務に従事する者のスキル（「IT スキル標準（ITSS）」2）や資格、これまでの業

務実績を明記すること。 

② 責任者について 

  プロジェクト組織の設置にあたっては、全体を統括する責任者（以下「管理責任

者」という。）を選任するとともに、作業リーダを置くものとする。なお、管理責

任者、作業リーダそれぞれについては、兼務しないものとする。 

管理責任者 本業務すべての運営に係る責任をもつ。 

運用業務作業リーダ 運用保守作業を統括する。 

改修業務作業リーダ 機能改修作業を統括する。 

 

  本件の受注者は、原則プロジェクト完了まで継続して続けられる技術者・資格者

を管理責任者・作業リーダとすること。ただし、適切な業務が期待できないと総合

機構が判断した技術者・資格者については、管理責任者・作業リーダの変更を要請

することがある。このようなケースを含む「真にやむを得ない担当者変更」等の場

合は、事前に総合機構と協議した上、十分な引継ぎ期間を設けて、プロジェクト管理

に影響しないように配慮すること。 

 

（２） 作業方法 

① 基本事項 

作業に際しては、以下の事項を遵守し実施すること。 

  契約締結後、業務一式の運用保守業務実施計画書を提示し、作業体制や役割分担

について総合機構に対して報告し、承認を得て業務を進めること。また、契約締結

以降に変更が発生した場合には、そのつど速やかに変更後の運用保守業務実施計

画書を提出すること。 

  

                                                  
2 http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/download_V3_2011.html 
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(ア)会議について 

 平成 30 年度に実施する機能改修に関して、総合機構に対し進捗状況を報告

し、課題やリスクを共有し対応策を検討するための打合せを隔週で行うこと。 

 また、運用保守業務に関しては、月次会議を開催し、総合機構に対し、運用

保守作業及び毎月の作業時間の実績、障害や課題の状況等の報告を行うとと

もに、必要に応じて状況を説明するための資料等の作成及び会議での説明を

行うこと。 

業務の進め方について改善事項がある場合は月次会議の場で総合機構に提

案し、総合機構の了承を得た上で変更する事とする。 

 本件の受注者が出席する会議においては、会議が開催されるつど、本件の受

注者が議事録の作成を行い、全出席者に内容の確認行った上で、3営業日以

内に総合機構に議事録を提出すること。 

 

② 詳細事項 

 

(ア)月次報告書の作成 

 運用保守業務内容と障害・課題の発生状況及びその対応状況、さらに予防措置

としての提案等を月次報告書として毎月作成すること。 

 

(イ)文書管理 

 改修作業やメンテナンス作業で設計書や手順書の追加・修正が必要な場合はド

キュメントの作成、メンテナンスも本業務に含まれる。 

 ドキュメント（設計・開発事業者が作成した設計書や手順書を改善・修正した

ものを含む。）を統合的に管理するための環境構築、及びルール・手順の策定を

実施すること。 

 サイズの大きいファイルのやり取りを行う事も想定し、共有ポータルサイトな

どの仕組みを用意すること。共有ポータルサイトのセキュリティポリシーは総

合機構のセキュリティポリシーに準拠すること。 

 

(ウ)その他 

 セキュリティパッチ適用にともなうテスト手法、手順書、その他必要資料を整

備すること。 

 一部やむを得ない作業を除き、原則、データセンタへ入室しないこと（例外：

機器導入、ネットワーク構築、メディアの出し入れを伴う作業等） 
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１２ 特記事項 

（１） 基本事項 

受注者は、次に掲げる事項を遵守すること。 

  本業務の遂行にあたり、業務の継続を第一に考え、善良な管理者の注意義務をもって

誠実に行うこと。 

  本業務に従事する要員は、総合機構と円滑なコミュニケーションを行う能力と意思

を有していること。 

  本業務の履行場所を他の目的のために使用しないこと。 

  本業務に従事する要員は、履行場所での所定の名札の着用等、従事に関する所定の規

則に従うこと。 

  要員の資質、規律保持、風紀及び衛生・健康に関すること等の人事管理並びに要員の

責めに起因して発生した火災・盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。 

  受注者は、本業務の履行に際し、総合機構からの質問、検査及び資料の提示等の指示

に応じること。また、修正及び改善要求があった場合には、別途協議の場を設けて対応

すること。 

  次回の本業務調達に向けた現状調査、総合機構が依頼する技術的支援に対する回答、

助言を行うこと。 

  本業務においては、業務終了後の運用等を、受注者によらずこれを行うことが可能と

なるよう詳細にドキュメント類の整備を行うこと。 

 

（２） 各業者との役割分担 

本業務を複数業者が連携（再委託を含めて）して実施する等の場合は、参画する各業者の

役割分担等を明示すること。 

 

（３） 入札制限 

情報システムの調達の公平性を確保するために、以下に示す事業者は本調達に参加できな

い。 

① 総合機構 CIO 補佐が現に属する、又は過去 2年間に属していた事業者等 

② 設計・開発等の工程管理支援業者等 

③ ①～②の親会社及び子会社（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 8 条に規定する親会社及び子会社をいう。以下

同じ。） 

④ ①～②と同一の親会社を持つ事業者 

⑤ ①～②から委託を受けるなど緊密な利害関係を有する事業者 
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（４） 応札条件 

応札希望者は、以下の条件を満たしていること。 

① 業務遂行責任部署は ISO9001 又は CMMI レベル 3 以上の認定を取得していること。 

② ISO/IEC27001 認証（国際標準）を取得していること。 

③ プライバシーマーク付与認定を取得していること。 

④ SAP（人事管理）認定資格を取得している者が担当に含まれること。 

⑤ 1,000 人以上の規模の法人に対し SAP を利用した人事給与システムを導入した経

験を有し、SAP を利用した人事給与システムの保守業務を請け負った経験を有する

者が本業務に従事し、かつ本業務を履行できること。 

⑥ 「別紙 4 資料の閲覧について」に記載の設計書等を閲覧した記録があること。あ

るいは過去の案件においてこれらを閲覧したことを証明する記録があること。 

⑦ 落札時には本調達で求める内容ごとに十分に細分化された工数、対応体制、概算ス

ケジュールを含む見積根拠資料の即時提出が可能であること。 

⑧ 落札時には本調達で求める内容に対する具体的な実現方法に関する説明資料の即

時提出が可能であること。 

 

（５） 知的財産等 

知的財産の帰属は、以下のとおり。 

  本件に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権（著作権

法第 21 条から第 28 条に定めるすべての権利を含む。）は、受注者が本件のシステム運

用保守の従前より権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ書面にて権

利譲渡不可能と示されたもの以外、総合機構が所有する等現有資産を移行等して発生

した権利を含めてすべて総合機構に帰属するものとする。 

  本件に係り発生した権利については、受注者は著作権人格権（著作権法第 18 条から

第 20 条までに規定する権利をいう。）を行使しないものとする。 

  本件に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっ

ても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。 

  本件に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利

を有する著作物が含まれる場合、受注者は当該著作物の使用に必要な費用負担や使用

許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合は事前に総合機構に報告し、承認を

得ること。 

  本件に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛

争の原因が専ら総合機構の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を

処理すること。この場合、総合機構は係る紛争の事実を知ったときは、受注者に通知し、

必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者にゆだねる等の協力措置を講ずる。 

なお、受注者の著作又は一般に公開されている著作について、引用する場合は出典を明
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示するとともに、受注者の責任において著作者等の承認を得るものとし、総合機構に提

出する際は、その旨併せて報告するものとする。 

 

（６） 再委託 

  受注者は、受託業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することはできない。契

約金額の 10％を超える受託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、

再委託先等を総合機構に申請し、承認を受けること。申請にあたっては、「再委託に関

する承認申請書」の書面を作成の上、受注者と再委託先との委任契約書の写し及び委託

要領等の写しを総合機構に提出すること。受注者は、秘密保持、知的財産権等に関して

本仕様書が定める受注者の責務を再委託先事業者も負うよう、必要な処置を実施し、総

合機構に報告し、承認を受けること。 

なお、第三者に再委託する場合は、その 終的な責任を受注者が負うこと。 

本項の要件は、再委託先からさらに再委託する事業者及び以降の再委託事業者につい

ても適用する。 

 

（７） 瑕疵担保責任 

本業務の 終検収後 1 年以内の期間において、委託業務の納入成果物に関して本シス

テムの安定稼動等に関わる瑕疵の疑いが生じた場合であって、総合機構が必要と認めた場

合は、受注者は速やかに瑕疵の疑いに関して調査し回答すること。調査の結果、納入成果

物に関して瑕疵等が認められた場合には、受注者の責任及び負担において速やかに修正を

行うこと。なお、修正を実施する場合においては、修正方法等について、事前に総合機構

の承認を得てから着手すると共に、修正結果等について、総合機構の承認を受けること。 

受注者は、瑕疵担保責任を果たす上で必要な情報を整理し、その一覧を総合機構に提出

すること。瑕疵担保責任の期間が終了するまで、それら情報が漏洩しないように、

ISO/IEC27001 認証（国際標準）又は JISQ27001 認証（日本工業標準）に従い、また個人情

報を取り扱う場合には JISQ15001（日本工業標準）に従い、厳重に管理をすること。また、

瑕疵担保責任の期間が終了した後は、速やかにそれら情報をデータ復元ソフトウェア等を

利用してもデータが復元されないように完全に消去すること。データ消去作業終了後、受

注者は消去完了を明記した証明書を作業ログとともに総合機構に対して提出すること。な

お、データ消去作業に必要な機器等については、受注者の負担で用意すること 

 

（８） 秘密保持 

本業務を実施する上で必要とされる秘密保持に係る条件は、以下のとおり。 

① 受注者は、受託業務の実施の過程で総合機構が開示した情報（公知の情報を除く。以

下同じ。）、他の受注者が提示した情報及び受注者が作成した情報を、本受託業務の目

的以外に第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置
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を講じ、瑕疵担保責任の期間が終了するまで、それら情報が漏洩しないように、

ISO/IEC27001 認定（国際標準）に従い、厳重に管理をすること。また、瑕疵担保責任

を果たす上で必要な情報については、瑕疵担保責任の期間が終了するまで、同様に管

理すること。 

② 受注者は、本受託業務を実施するにあたり、総合機構から入手した資料等については

管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従う。 

(ア) 複製しないこと。 

(イ) 用務に必要がなくなり次第、速やかに総合機構に返却又は消去すること。 

(ウ)  受託業務終了後、上記①に記載される情報（瑕疵担保責任を果たす上で必要

な情報を除く。）を返却又は消去し、受注者において該当情報を保持しないこと

を誓約する旨の書類を総合機構に提出すること。 

(エ)  瑕疵担保責任の期間が終了した後は、速やかに瑕疵担保責任を果たす上で必

要な情報をデータ復元ソフトウェア等を利用してもデータが復元されないよう

に完全に消去すること。データ消去作業終了後、受注者は消去完了を明記した

証明書を作業ログとともに総合機構に対して提出すること。 

なお、データ消去作業に必要な機器等については、受注者の負担で用意するこ

と。 

③ 「秘密保持等に関する誓約書」を別途提出し、これを遵守しなければいけない。「秘密

保持等に関する誓約書」には、受託業務に従事する者を列挙し、従事者以外に秘密情

報を閲覧してはならない。また、本受託業務実施中に従事者に変更が生じた場合は、

速やかに「秘密保持契約等に関する誓約書」を訂正し、提出しなければならない。 

④ 秘密保持の期間は、当該情報が公知の情報になるまでの期間とする。 

 

（９） 遵守事項 

本業務を実施するにあたっての遵守事項は以下のとおり。 

  民法、刑法、著作権法、不正アクセス禁止法、個人情報保護法等の関連法規を遵守す

ることにもとより、下記の総合機構内規程を遵守すること。 

(ア) 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 情報システム管理利用規程 

(イ) 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 個人情報管理規程 

(ウ) 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 情報セキュリティポリシー 

  受注者は、本業務において取り扱う情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生することを防

止する観点から、情報の適正な保護・管理対策を実施するとともに、これらの実施状況

について、総合機構が定期又は不定期の検査を行う場合においてこれに応じること。万

一、情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生した場合に実施すべき事項及び事態が発生した

場合は、総合機構に報告するとともに、当該手順等に基づき可及的速やかに修復するこ

と。 
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（１０） 作業場所 

 人事給与システムは外部からのリモートアクセスは原則認めない。メンテナンスな

どの為に業務サーバにアクセスして作業を実施する必要がある場合、総合機構の承

認した総合機構内所定の場所で作業すること。総合機構内での作業においては、必要

な規定の手続を実施し承認を得ること。 

ただし、問合わせ対応業務等総合機構内での作業を必ずしも必要としない業務を実

施する場所は、総合機構の承認した、受注者の用意した施設内（日本国内に限る。）

とする。必要に応じて総合機構担当者は現地確認を実施できることとする。 

作業場所やその他必要となる環境については、受注者の責任において確保すること。

またこれらの環境に対しても十分な情報セキュリティ対策を実施すること。 

 

（１１） 環境への配慮 

環境への負荷を低減するため、以下に準拠すること。 

  本件に係る納入成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律（グリーン購入法）」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 100 号）に基づいた製品を可能

な限り導入すること。 

 

（１２） その他 

  本業務を遂行するために総合機構に対する資料要求、要望等がある場合は、原則文書

にて行うこと。 

  本業務における提出物等の公表にあたっては、事業者名も併せて公表することとす

る。 

  応札にあたっては、必ず入札説明会に参加の上で、 低限、以下の書類の内容を熟知

しておくこととする。 

(ア)総合機構パンフレット 

(イ)独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 

(ウ)独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成 19～28 事業年度業務報告 

(エ)独立行政法人医薬品医療機器総合機構業務システム・ 適化計画 

(オ)独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員就業規則、同嘱託等就業規則、同事務

補助員就業規則、同継続雇用職員就業規則、同任期付職員就業規則、同特任職員

就業規則 

(カ)独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員給与規程、同職員給与規程の実施細

則 

  総合機構全体管理組織（PMO）が担当課に対して指導、助言等を行った場合には、受

注者もその方針に従うこと。 



 

26 
 

 

１３ 窓口連絡先 

 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構  総務部  

職員課  保坂 卓実 

電話： 03 (3506) 9502 
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別紙2 現在のソフトウェア一覧

物理サーバ名称 仮想サーバ名称 導入ソフトウェア ソフトウェア種別 納入業者種別

仮想化物理サーバ2

VMware vSphere 5 Standard 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
Deep Security Virtual Appliance Anti Virus 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者

本番サーバ（人事給与）

Windows Server 2008 R2 OS ハードウェア事業者
Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition データベース 人事給与システム設計・開発業者
SAP ERP6.0 Enhancement Package 6 人事給与システム業務パッケージ 人事給与システム設計・開発業者
ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows -Japanese 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
ARCserve Backup r16.5 for Windows　Agent for Microsoft SQ共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM JobCenter for ERP Option (SV) 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM SystemManager Ver6.0 Agent 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者

検証サーバ（人事給与）

Windows Server 2008 R2 OS ハードウェア事業者
Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition データベース 人事給与システム設計・開発業者
SAP ERP6.0 Enhancement Package 6 人事給与システム業務パッケージ 人事給与システム設計・開発業者
ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows -Japanese 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
ARCserve Backup r16.5 for Windows　Agent for Microsoft SQ共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM JobCenter for ERP Option (SV) 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM SystemManager Ver6.0 Agent 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者

SAP Solution Managerサーバ

Windows Server 2008 R2 OS ハードウェア事業者
Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition データベース 人事給与システム設計・開発業者
SAP Solution Manager 7.1 人事給与システム業務パッケージ 人事給与システム設計・開発業者
ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows -Japanese 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM SystemManager Ver6.0 Agent 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者

仮想化物理サーバ3

VMware vSphere 5 Standard 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
Deep Security Virtual Appliance Anti Virus 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者

運用管理サーバ（会計・人事給与）

Windows Server 2008 R2 OS ハードウェア事業者
ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows -Japanese 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM JobCenter MG 共通利用部分ソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM SystemManager Ver6.0 Manager 共通利用部分ソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM NetvisorPro V NodeManager 共通利用部分ソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM SystemManager Ver6.0 Agent 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者

ログ管理サーバ（会計・人事給与）

Windows Server 2008 R2 OS ハードウェア事業者
ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows -Japanese 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM SystemManager Ver6.0 Agent 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
LOGSTORAGE　 WG、集計、検知、レポート 共通利用部分ソフトウェア ハードウェア事業者

 バックアップ兼仮想化管理サーバ

Windows Server 2008 R2 OS ハードウェア事業者
VMware vCenter Server 5 Foundation 共通利用部分ソフトウェア ハードウェア事業者
VMware vCenter Operations 5.6 Management Suite Standard 共通利用部分ソフトウェア ハードウェア事業者
Deep Security Advance 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
Acronis Backup & Recovery 11.5 Server for Windows 共通利用部分ソフトウェア ハードウェア事業者
ARCserve Backup r16.5 for Windows - Japanese 共通利用部分ソフトウェア ハードウェア事業者
ARCserve Backup r16.5 for Windows Tape Library Option　- 共通利用部分ソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM SystemManager Ver6.0 Agent 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者

ウィルス対策兼ADサーバ

Windows Server 2008 R2 OS ハードウェア事業者
Deep Security Advance 共通利用部分ソフトウェア ハードウェア事業者
ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows -Japanese 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM SystemManager Ver6.0 Agent 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者

SAP Router

Windows Server 2008 R2 OS ハードウェア事業者
SAP Router 7.10 人事給与システム業務パッケージ 人事給与システム設計・開発業者
Deep Security Advance 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
ARCserve Backup r16.5 Client Agent for Windows -Japanese 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
WebSAM SystemManager Ver6.0 Agent 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア ハードウェア事業者



別紙３ フレックス、テレワークスケジュール
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別紙 4 資料の閲覧について 

 

1. 閲覧対象物 

人事給与システム 設計開発資料 

 

2. 閲覧場所 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構内 

 

3. 閲覧期間 

平成 30 年 4 月 12 日（木）から平成 30 年 4 月 25 日（水）までの平日（10:00～17:00） 

 

4. 閲覧上の注意 

(1) 閲覧に際しては、5.連絡先に電話にて連絡し、社名・連絡先・人数等を登録すること。

なお、3.閲覧期間の後半は閲覧場所を確保できなくなる場合があるので、早めに閲覧

希望日時を登録すること。 

(2) 閲覧前に別紙様式１に基づき秘密保持誓約書を作成し、捺印の上総合機構に提出す

ること。 

(3) 一回あたりの閲覧時間は 1 時間程度とする。閲覧回数は原則制限しない。 

(4) 閲覧時に個々の内容に関する質問に応じることはできない。質問がある場合は、所

定の手続きをとること。 

 

5. 連絡先 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構総務部 職員課  保坂 卓実 

電話：03 (3506) 9502 

  



（別紙様式 1） 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 御中 

秘密保持等に関する誓約書 

○○会社（以下「弊社」という。）は、貴機構の人事給与システムに係る運用保守及び改

修業務（以下「本案件」という。）に関わる資料を閲覧するにあたり、以下の事項を遵守す

ることを誓約いたします。 

 

 

1. 弊社は、本案件見積作業のために必要な者（次頁に記載する者をいう。以下同じ。）以

外は見積作業に従事させません。ただし、本案件見積作業中に人員の追加又は変更が生

じる場合は、貴機構に届け出を行い了承を得るものとします。 

2. 弊社は、媒体及び手段を問わず、貴機構から開示若しくは提供された貴機構の秘密情報

（以下「本件秘密情報」という。）を、本案件見積作業のために必要な者以外には開示い

たしません。ただし、以下の項目については秘密情報に含まないものとします。 

(1) 弊社が貴機構から開示を受けた時点で既に公知であったもの 

(2) 弊社が貴機構から開示を受けた時点で既に所有していたもの 

(3) 弊社が貴機構から開示を受けた後に弊社の責によらずに公知となったもの 

(4) 弊社が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの 

(5) 法令または裁判所等の命令により開示を義務づけられたもの 

3. 弊社は、本案件見積作業のために必要な者がそれ以外の者に秘密情報を開示しないため

の厳正な措置を講じることとします。 

4. 弊社は、本件秘密情報を本案件見積作業のみに限るものとし、他の目的には一切使用い

たしません。 

5. 弊社は、貴機構の書面による事前の承諾なしに、本件秘密情報を複写又は複製いたしま

せん。 

6. 弊社が本誓約書の内容に違反したこと等により本件秘密情報が漏洩し、貴機構に損害が

発生した場合には、貴機構に対しその損害を賠償いたします。 

なお、賠償額については、貴機構と弊社にて別途協議して定めるものとします。 

7. 本誓約は、本案件見積作業終了後も本件秘密情報が秘密性を失う日まで有効に存続する

事を確認します。 



（別紙様式 1） 

 

以上 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

東京都○○区・・・ 

○○株式会社       担当部長（以上）   ○○ ○○  部長印 

 

 

 

 

 

 

 本案件見積作業に従事する者は下記の者とする。 

 

記 

 

 

○○株式会社 

  ○○○○○部              ○○ ○○ 

  ○○○○○部              ○○ ○○ 
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