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1 調達件名 
20階東 LAN敷設工事一式 

 

2 契約期間 
契約日から平成 29年 9月 30日までとする。 

 

3 作業概要 
(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。）において
は、役職員等が利用するメール、電子掲示板、電子書庫等の機能や、総合機構内
の各業務システムの基盤として、総合機構の基幹業務システムである共用 LAN
システムを整備・管理し、運用を行っているところである。 
また、「医療情報データベース基盤整備事業」では平成 30年度に本格運用を開

始し、製薬企業やアカデミア等、総合機構及び協力医療機関以外の者による利活
用（以下「第三者利活用者」という。）も可能とする予定であり、本格運用開始
に向け各種検討を進めているところである。 
今般、「医療情報データベース基盤整備事業」において本格運用開始に向け、

霞ヶ関ビル 20 階東にオンサイトセンターを設置することを進めている状況であ
る。それに伴い、霞ヶ関ビル内において管理している共用 LAN システムの LAN
敷設工事を実施し、それに関する LAN機器の調整・設定変更作業等に係る仕様を
示すものである。 

 

(2) 用語の定義   

用 語 概 要 

共用 LANシステム 総合機構の共通的基盤システム。メールサーバ

やグループウェアサーバ等で構成され、役職員

等に PCを貸与している。 

 

(3) 業務の概要   

本業務の範囲は新霞ヶ関ビル 20 階東にオンサイトセンターを設置するに伴う

共用 LAN システムの LAN 敷設工事に関する以下の事項とし、これに伴う総合機

構との協議、打ち合わせ等への出席を含む。 

① UTP ケーブルの敷設及び附帯工事 

② LAN 機器の調整・設定変更作業 

③ 既設機器の移設 

④ アクセスポイントの撤去、廃材の撤去および廃棄 

⑤ ネットワーク通信試験 

⑥ 納入成果物に記載の資料作成 

 

(4) 情報システム化の範囲 

 ＜導入機器一覧＞ 

調達機器 台数 機能概要・要件 

ケーブル 注）1  ・本調達において必要となるケーブル類について
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は、すべて調達の範囲内とする。 

・20階東に各 8本の UTPケーブルを敷設すること。 

・幹線、及び支線 UTP ケーブルは、Cat6-4P（若

草色および赤色）を使用すること。 

・幹線光ケーブルは、SM12芯を使用すること。 

注1） システムを安定稼働させ、管理するための必要数を調達する。 

 

(5) 調達・作業内容 

既設フロアにおける LAN敷設工事であり、詳細は次のとおり。 

① UTP ケーブルの敷設及び附帯工事 

LAN敷設工事において必要となる UTPケーブル類の調達。 

総合機構が指定する位置に UTP ケーブルを敷設する。また、総合機構が指

定する位置に UTPケーブルを床置きする。 

② 既設スイッチングハブ等の設定変更作業 

③ 既設スイッチボックスの移設 

④ アクセスポイントの撤去、廃材の撤去および廃棄 

⑤ テスト要件定義 

機器等の設定が適切であることを証明するためのネットワーク通信試験の

実施とその結果の報告 

⑥ 納入成果物に記載の資料の作成・改訂 

 

 

(6) 納入成果物及び期限 

① LAN敷設工事、及びそれに関する LAN機器の調整・設定変更作業等 

契約日から平成 29年 9月 15日までの期間 

 

※他の改修工事のスケジュール調整後に作業日を決定すること。 

※騒音が発生する工事については土日や平日 18:30 以降で行うこと。また

LAN敷設工事を完了しネットワーク通信試験が行える環境構築までを含む。 

 

  検収予定日  平成 29年 9月 29日 

 

② 業務実施計画書     契約後一週間以内 

③ 概要設計書     平成 29年 9月 15日 

④ ネットワーク設計書    平成 29年 9月 15日 

⑤ 配線系統図     平成 29年 9月 15日 

⑥ ネットワーク物理構成図    平成 29年 9月 15日 

⑦ VLAN/IPアドレス一覧    平成 29年 9月 15日 

⑧ 機器設定表     平成 29年 9月 15日 

⑨ ネットワーク機器設定手順書兼試験成績書    平成 29年 9月 15日 
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⑩ 作業実施報告書     平成 29年 9月 15日 

 

 (7) 検収条件等 

① 納入場所 

  総合機構指定の場所 

② 検収条件 

設置された機器等の数量がそろっていること及びテスト要件定義に記載

された事項をパスしていること（正当な理由がある場合は条件付パスを認め

る）、及び「3（6）項」に定める納入成果物の納入が完了していることをも

って検収合格とする。 

③ 所有権等 

  本調達の範囲内で、第三者が権利を有する著作物または知的所有権等を利

用する場合は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用の負担

及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行わなければならない。 

4 信頼性等要件 

（1）信頼性要件 

稼働中システムの正常動作を保証し、通常業務に重大な影響を与えないこと。 

（2）システム中立性要件 

他の事業者がシステムの保守や拡張を引き継げるようにすること。 

 

5 情報システム稼働環境および設置作業 

（1）ネットワーク構成 

ネットワーク構成については、「別紙 図 1．ネットワーク物理構成図」「別紙 図

2．20階東平面図」「別紙 図 3．構成図」に示す。 

なお、「別紙 図 1．ネットワーク物理構成図」「別紙 図 2．20階東平面図」「別

紙 図 3．構成図」については資料閲覧時に配布する。 

（2）機器等の設置 

20 階東既設機器の移設、UTP ケーブルの敷設及び附帯工事等を行うこと。ま

た、既設機器内に設置されている無線 LANのアクセスポイントは撤去すること。 

（3）システム中立性要件 

以下に挙げるシステムの環境構築及び設定、移設を行うこと。すべてにおい

て、総合機構内他システムへ不具合を発生させないこと。 

① LAN 機器の調整・設定  

現行 LAN機器について、本調達仕様書を参考に、既設のシステムが正常稼動

する最適なネットワーク接続環境の構築を行うこと。本調達後、各システムへ

の接続に関して、その他システム、環境に不具合を発生させないこと。 
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6 テスト要件定義 

テストを計画的に実施するため、受注者は、総合機構と調整の上、テストの実

施項目を決めるとともに、試験成績書に事前に以下の項目を明記し、総合機構の

承認を得てテストを行うこと。 

● 総合機構及び受注者のテスト実施体制と役割 

● テストに係る詳細な作業及びスケジュール 

● テスト環境 

● テストツール 

● 合否判定基準 等 

＜ネットワーク更新作業・LAN敷設工事が適切であることを証明するためのテ

スト＞ 

通信試験（Ping試験等） 

 

7 作業の体制及び方法   

(1) 作業体制 

  受注者は、業務受託後 1 週間以内に総合機構に対して作業体制を報告し、承

認を得て業務を進めること。 

(2) 開発方法 

   なし 

(3) 導入 

「6 テスト要件定義」に定める要件を満たすよう、導入作業を行うこと。 

(4) 瑕疵担保責任 

「3 作業概要」の(4)の各項目に対して、検収後 1 年以内に受注者の責によ

る瑕疵が認められた場合、受注者の責任及び負担において対処しなければなら

ない。 

8 特記事項   

(1) 守秘義務 

受注者は、本業務中に知り得た総合機構の情報を他に漏らしてはならない。 

特に、機密情報（総合機構より明確に機密と指定されて開示される情報で、

公には入手できない情報）については、別に『秘密保持誓約』を締結し、これ

を遵守しなければならない。 

(2) 本稼動に向けての支援 

LAN敷設工事後に、総合機構から要請された場合、安定稼動するまで支援作業

を実施すること。 

(3) その他 

本業務の実施にあたっては、総合機構担当者と十分な協議の上実施しなければ
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ならない。 

 

9 資料閲覧 

「別紙 図 1．ネットワーク物理構成図」「別紙 図 2．20階東平面図」「別紙 図

3．構成図」等の資料を確認する場合は、総合機構にて書面にて確認することと

し、「10 窓口連絡先」記載の担当者へ連絡の上、日程調整すること。 

資料閲覧が可能な日程、閲覧場所については以下のとおり。 

＜日程＞ 

・6月 14日（水）14:00～17:00 

・6月 15日（木）10:00～12:00 

・6月 19日（月）14:00～17:00 

・6月 20日（火）10:00～12:00 

＜閲覧場所＞ 

・〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2  新霞が関ビル 

 

10 窓口連絡先 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

情報化統括推進室 北原 祐徳 

電話 ： 03-3506-9485 

e-mail： kitahara-yutoku@pmda.go.jp 


