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１ 調達件名 

 
会計システムに係る OS 等リプレイス及び移行業務 

 
２ 作業の期間 

会計システムに係る OS 等リプレイス及び移行業務：契約を締結した日から平成 31 年 3

月 31 日 

ソフトウェア保守期間：平成 31 年 4 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日 

 
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、経理・会

計事務処理の効率的な実施のため、会計システムを開発し導入しており、現行会計シス

テムは、平成 26 年 4 月から本番稼働中である。 

本調達の内容、以下の①～⑤のとおりである。 

 

①稼動している機材等の保守期限満了に伴い、情報セキュリティ機能について、政府

基準に準拠するために、OS 等を最新のバージョンへリプレイス。 

②IT 設備の活用効率化を図り、現在 PMDA で運用している業務システムが本調達時 

及び将来にわたり共通基盤・セキュリティ基盤として利用できることを目的として構

築する共用 LAN システムの統合基盤（以下、「共用 LAN システム基盤」という。）へ

の移行業務。 

③共用 LAN システム基盤への移行後に使用するソフトウェアの保守業務（平成 36 年

3 月 31 日まで） 

④Windows10 および IE11 に対応可能となるよう所用の改修。 

⑤「平成」以外の元号での記録が可能となるよう所用の改修。 

 

なお、移行に伴い発生する改修は本調達において実施する想定であるが、機能追加な

ど利便性向上に係る改修は本調達では実施しない。 

 
（２） 用語の定義 

用語は「別紙 1  用語一覧」に示す。 

 
（３） 会計システムに係る業務の概要 

総合機構では、経理・会計事務処理の効率的な実施のため、会計システムを開発し導

入しており、現行会計システムはすべての経理・会計事務処理に対応しており、業務に
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欠かすことができないものとなっている。  

※経理・会計事務処理 

○予算編成、予算執行管理、○契約、支出事務等（物品等購入伺い、旅費請求、契約

決議、支出決議、支払事務）、○決算処理、○資産管理 等 

本調達の対象となる、会計システムのシステム化範囲は「図 3-1 会計・人給全体シス

テム概要図」のとおりである。 

 

 
図 3-1 会計・人給全体システム概要図 

 

（４） 調達の範囲 

 

会計システムの OS 等リプレイス及び移行業務を調達する。 受注者は会計システムの

OS 等リプレイス及び移行業務、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、作業を実施するうえで必要となったハードウェア・ソフトウェアについて

は開発環境含め受注者の責任および負担において確保すること。また、共用 LAN シス

テム基盤が用意する仮想サーバに導入するソフトウェアについては本調達完了後、平成

31 年 4 月 1 日から平成 36 年 3 月 31 日までの 5 年間の保守を行なうこと。 

 

本調達に含まれる役務の実施にあたっては、「表 3-1 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。なお、事業者間で情報のやりとりが必要な場合

は、必ず総合機構を介して行うこと。  

会計システムの範囲 
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表 3-1 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 

共用 LAN システムサー

バリプレイス 

共用 LAN システム基盤全体が稼働する

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 

 会計システムの OS 等リプレイス 

 会計システムに係る共用 LAN システ

ム基盤への移行および動作確認 

 問合せ対応 

本件の受注者 

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

ステム基盤への移行および動作確認 

 問合せ対応 

人事給与システム移行

事業者 

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 

人事給与システムの運

用保守業務 

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

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 

 

 

（５） 会計システムの構成 

 

会計システムの全体構成およびソフトウェア構成について、現在及び移行後の構成に

ついて以下に示す。性能要件については、現行システムから変更はない。また、以下に

記す別紙のソフトウェア一覧については、本調達の守秘義務に関する誓約書を提出後に

開示する。 

 

① 現在の全体構成 

現在の会計システムおよび人事給与システムの全体構成を「別紙 2-1 会計・人給

システム全体構成図（現行）」に示す。 

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
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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

有部分」という。）については共用化されている。 

会計システムとは同図中の「会計システム固有部分」、及び「会計・人給システ

ムの共有部分」を指す。 

 

② 現在のソフトウェア構成 

現在の会計システムのソフトウェア構成を「別紙 2-2 ソフトウェア一覧（現行）」

に示す。 

 

③ 移行後の全体構成 

共用 LAN システム基盤に移行後の全体構成を「別紙 3-1 会計・人給システム全

体構成図（移行後）」に示す。基本的な方針として、現状の構成をそのまま共用 LAN

システム基盤に移行する予定であるが、共用 LAN システム基盤への統合により実

施方法が変更となる運用ソフトウェア（以下、「運用 SW」という。）について「表

3-2 運用 SW の現改比較」に示す。実施方法の変更にあたり共用 LAN システム基

盤の機能で実施となる機能についての設定作業はハードウェア事業者が行うが、

設定に必要な情報の提供を行うこと。 

また、現在会計システム基盤上で稼動している人事給与システムのジョブ設定

等については、リプレイス後も継続して行う必要があるため、現行システムに登録

されている人事給与システム用ジョブ設定の移行等も本調達に含まれる。 

 

表 3-2 運用 SW の現改比較 

運用 SW 現行 共用 LAN システム基盤移行後 

ジョブ 会計システム基盤上で実施

（人給システムと共用） 

変更なし 

監視 会計システム基盤上で実施 共用 LAN システム基盤上で実施 

バックアップ 会計システム基盤上で実施 共用 LAN システム基盤上で実施 

ウィルス対策 会計システム基盤上で実施 共用 LAN システム基盤上で実施 

ログ管理 会計システム基盤上で実施 変更なし 

 

 

④ 移行後のソフトウェア構成 

移行後の会計システムのソフトウェア構成案を「別紙 3-2 ソフトウェア一覧（移

行後）」に示す。使用するソフトウェアは、本調達での作業完了後の平成 36 年 3 月

31 日まで 5 年間の継続的な保守が受けられること。現在使用しているソフトウェ
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アについて、リプレイス後 5 年間にわたり継続して保守が可能であるものは、そ

のまま使用することも可とする。 

また、本調達を遂行するにあたりソフトウェアが別途追加で必要となった場合

は、受注者の責任および負担において確保し、同様に本調達完了後の平成 36 年 3

月 31 日まで 5 年間の継続的な保守が受けられること。 

 

（６） 調達の内容 

 

① 会計システムの OS 等リプレイス及び移行の実施 

ア．本件の受注者は、業務実施計画書（４．（１）①ア業務実施計画書の策定 参

照）に従い、ハードウェア事業者が用意する仮想基盤サーバに対して必要なサ

ーバ構築、設定およびソフトウェアのインストールを行い、現在稼動している

会計システムを移行すること。なお、移行に伴いシステムの改修が必要となっ

た場合は本調達において改修すること。 

イ．仮想基盤の環境や各種ネットワークの情報等については、ハードウェア事業

者が設計・設定した情報を、総合機構から本件の受注者に提供する。本件の受

注者は提供された情報を加味した上で OS 等リプレイス及び移行業務を計画・

実施すること。 

ウ．ハードウェア事業者より提供された情報を一部変更したい場合は、変更した

い箇所およびその理由を書面にて総合機構に提示すること。総合機構とハー

ドウェア事業者の協議の結果変更不可となった場合は、その後の対応につい

て総合機構と協議の上対応すること。 

エ．ハードウェア事業者側の設定作業に必要な情報提供の依頼があった場合、対

応すること。 

オ．会計システムの OS 等リプレイス作業の前後で、全画面および全帳票につい

て、動作および処理結果が一致することを保証すること。 

カ．現在稼動している運用 JOB 等の会計システム基盤上で動作している「会計・

人給システムの共有部分」の移行にあたり設定を一部変更したい場合は、変更

したい箇所およびその理由を書面にて総合機構および人事給与システム移行

事業者に提示すること。その結果、変更不可となった場合は、その対応につい

て総合機構と協議の上対応すること。 

キ．会計システムはクライアント PC の要件として、Windows7 および IE10 とし

ていたが、Windows10 および IE11 も対応可能となるよう改修を行うこと。 

ク．会計システムは元号として「平成」を基本として動作しているが、元号改正に

伴い別の元号となった場合においても、会計システムが問題なく動作するよ

う改修を行うこと。 
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ケ．ログの取得及び管理を適切に行うために、ログ管理 SW に必要な設定を行う

こと。主な要件は以下のとおり。 

・不正アクセス等がなされていないことを検証可能とするため、必要なログを

取得すること 

・ログが後工程で別途定める期間に保全されること 

・不正アクセス等の有無等を点検及び分析が行える機能を設けること 

また、その他ログ管理に必要となる要件の詳細は、「８（１）情報セキュリテ

ィの基本方針」を参照すること。 

コ．総合機構の情報セキュリティポリシーに基づき会計システムへのアクセス制

御及び権限管理が行えるよう設計、設定をすること。 

 

会計システムの移行に関する委託事項は「４（１）①（５）オ情報システムの移行」

を参照のこと。 

  

② 問合せ対応 

本件の受注者は、OS 等リプレイス及び移行業務にかかる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、その旨を会

計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「５ 問合せ対応」を参照のこと。 

 

③ 会計システム開発環境の構築 

本件の受注者は、自社内での会計システム開発環境を構築し、その中で OS 等リ

プレイスおよび移行等の手順等の確認を行った後、共用 LAN システム基盤にて用

意された仮想環境において移行作業を実施すること。 

 

構築に関する委託事項は「６ 会計システム開発環境の構築」を参照のこと。 

 

（７） 役割分担 

① 役割分担 

本調達における担当者別の役割分担を「表 3-3 OS 等リプレイスおよび移行に係

る役割分担」に示す。なお、本調達には人事給与システム用サーバ構築作業および

共用ソフトウェア等に関わる作業を含むが、人事給与ソフトウェアの構築作業は

別途調達するため含まない。 
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表 3-3 OS 等リプレイスおよび移行に係る役割分担 

凡例）○：主担当、△：支援・確認等、●：承認 

管理対象 役割分担 

大分類 小分類 総合機構 受注者 ハードウェア

事業者 

計画 

 業務実施計画書の作成 ● ○ － 

設計 

 業務アプリケーション設計 ● ○ － 

OS・DBMS（会計システム分のみ）・ミド

ルウェア・ソフトウェア 

● ○ 
△ 

HW・仮想基盤・ストレージ・ネットワー

ク・基盤ソフトウェア 

● △ 
○ 

開発・テスト 業務アプリケーション製造・試験 ● ○ － 

OS・DBMS（会計システム分のみ）・ミド

ルウェア・ソフトウェア構築・試験 

● ○ 
△ 

HW・仮想基盤・ストレージ・ネットワー

ク・基盤ソフトウェア構築・試験 

● △ 
○ 

受入テスト支援 

 受入テスト仕様書作成支援・環境整備 ● ○ △ 

移行 

 移行準備・移行作業 ● ○ △ 

引継ぎ 

 ドキュメント整備・引継作業 ● ○ － 

統合管理 進捗管理 ○ △ △ 

 問題･課題管理 ○ △ △ 

 調整 ○ △ △ 

 

 

（８） 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「表 3-4 想定する全体スケジュール」に示すとおり。 
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表 3-4 想定する全体スケジュール 

  

平成 30 年度 

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

設計・製造・単体試験・結合試験          

環境構築・総合試験                  

総合機構による受入テスト          

本番移行リハーサル          

本番移行可否判定          

共用 LAN システム基盤への本番移行作業                 

（※）上記スケジュールについては想定であり、共用 LAN システム基盤の構築等の進

捗次第で変動する可能性があることに留意すること。 

 
４ 作業の実施内容に関する事項 

 

（１） 作業の内容 

①  設計・開発 

ア． 業務実施計画書の作成 

ア－1. 受注者は、「表 4-1 工程と成果物」の内容に従い、プロジェクトスコ

ープ、体制表、作業分担、スケジュール、文書管理要領、セキュリテ

ィ管理要領、品質管理要領、変更管理要領、進捗管理要領、問題・課

題管理要領、構成管理要領、リスク管理要領、WBS（各工程の完了基準

含む）等を記載した業務実施計画書を作成すること。 

 

イ． 設計 

イ－1. 受注者は、「３（６）調達の内容」を満たすための基本設計及び詳細設

計を行い、成果物について総合機構の承認を受けること。 

イ－2. 受注者は、情報システムの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記

載した移行計画書（想定されるリスク及びその対策を含む）を作成

し、総合機構の承認を受けること。 

イ－3. 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、情報システムの次期更改ま

での間に計画的に発生する作業内容、その想定される時期等を取りま

とめた中長期運用・保守作業計画の案を作成し、総合機構の確認を受

けること。なお、資料の作成にあたっては、総合機構の運用標準化方

針に準拠すること。 
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イ－4. 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業

内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取り

まとめた運用計画及び保守作業計画の案を作成し、総合機構の確認を

受けること。なお、資料の作成にあたっては、総合機構の運用標準化

方針に準拠すること。 

 

ウ． 開発・テスト 

ウ－1. 受注者は、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保

守を効率的に実施するため、プログラミング等のルールを定めた標準

（標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等）を定め、総

合機構の確認を受けること。 

ウ－2. 受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守

や成果物の確認方法（例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソ

ースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手

順、方法等）を定め、総合機構の確認を受けること。 

ウ－3. 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト

体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、

合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、総合機構の承認を

受けること。 

ウ－4. 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケー

ションプログラムの開発とテスト、及び運用テストを行うこと。 

ウ－5. 受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況を総合機構に

報告すること。 

 

エ． 受入テスト支援 

エ－1. 受注者は、総合機構が受入テストのテスト計画書を作成するに当た

り、情報提供等の支援を行うこと。 

エ－2. 受注者は、総合機構が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運

用等の支援を行うこと。 

エ－3. 受注者は、総合機構の指示に基づき、財務管理部以外の情報システム

利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。 

 

オ． 情報システムの移行 

オ－1. 受注者は、移行判定基準を作成した上で総合機構の移行判定を受け

て、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。 
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オ－2. 受注者は、データ移行に当たり、新規情報システムのデータ構造を明

示し、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ等

の処理方法等に関する手順書を作成し、総合機構の承認を受けるこ

と。 

オ－3. 受注者は、上記手順書に従い、データを変換・移行した後は、移行後

のデータだけでなく、例外データ等についても確認を行い、データの

信頼性の確保を図ること。 

 

カ． 引継ぎ 

カ－1. 受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、総合機構が承認した残存

課題等を文書化し、運用事業者及び保守事業者に対して確実な引継ぎ

を行うこと。 

 

②  保守 

ア． 保守計画の策定支援 

ア－1. 受注者は、総合機構が中長期運用・保守作業計画を策定するに当た

り、情報システムの構成やライフサイクルを通じた会計システムの運

用業務及び保守作業の内容について情報提供等の支援を行うこと。 

 

イ． 保守期間 

イ－1. 受注者は、本調達で導入したソフトウェアの保守を、「２ 作業の期

間」に定める期間を対象として実施すること。 

 

ウ． 定常時対応 

ウ－1. 受注者は、ソフトウェアの設計・仕様・機能拡張・脆弱性に関する 総

合機構からの技術的な問い合わせを受け付けるため窓口を用意するこ

と。問い合わせの手段は電話及びメールとする。受付は 24 時間 365 日

の対応とすること。 

 

エ． 障害発生時対応 

エ－1. 受注者は、情報システムの障害発生時（又は発生が見込まれる時）に

は、総合機構又は会計システム運用保守事業者からの連絡(電話・メー

ル)を受け、ソフトウェア等の調査及び復旧に必要な対応を行うこと。

オンサイト対応は平日 9 時～17 時を対象とすること。復旧対応はソ
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フトウェア構成を含めて実施し、正常状態に復旧させること。オンサ

イトは 4 時間以内の駆け付けが可能な体制とすること。 

エ－2. 受注者は、情報システムの障害に関して事象の分析（発生原因、影響

度、過去の発生実績、再発可能性等）を行い、同様の事象が将来にわ

たって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案するこ

と。 

 

オ． 運用中の構成変更 

オ－1. 総合機構では、セキュリティ対策や運用の効率化を目的としてソフト

ウェアのバージョンアップやアップデートパッチを適用する。適用作

業は総合機構(または総合機構の委託業者)で行うものとするが、ソフ

トウェア、ハードウェアの正常動作を前提とした適用の可否及び適用

作業方法ついて受注者は情報提供等を行うこと。 

オ－2. 受注者は、上記のバージョンアップやアップデートパッチの適用後で

あっても導入時と同様に保守対象として情報提供等を行うこと。 

 

（２） 全体管理 

業務実施上発生する問題、課題等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、総合機構が関

連事業者との打合せを行う場合、要請に応じ出席すること。 

 

（３） 納入成果物の範囲及び納品期日 

①  納入成果物 

作業工程ごとに求める納入成果物は「表 4-1 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。納入

期日については、「表 4-1 工程と成果物」に記載の納入期日にしたがうこと。  

なお、「表 4-1 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、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 4-1  工程と成果物 

項番 工程 納入成果物 納入期日 

1 計画 ・業務実施計画書（プロジェクトスコープ、

体制表、作業分担、スケジュール、文書管

理要領、セキュリティ管理要領、品質管理

要領、変更管理要領、進捗管理要領、問

契約締結日から 2 週間以

内 
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項番 工程 納入成果物 納入期日 
題・課題管理要領、構成管理要領、リスク

管理要領、WBS 等） 

2 基本設計 ・基本設計書 詳細設計開始前まで 

3 詳細設計 ・詳細設計書 
・環境定義書 

単体テスト・結合テスト開

始前まで 

4 製造・単体

テスト・結

合テスト 

・単体・結合テスト計画書 
・単体・結合テスト仕様書 

単体テスト・結合テスト開

始前まで 

・単体・結合テスト結果報告書（テスト結果

エビデンス、テストデータを含む。） 
・テストツール 
・テストツールソースコード 

総合テスト開始前まで 

5 導入 ・導入計画書 
・導入手順書 
・導入作業結果報告書 
・ソフトウェア製品（付属品、ライセンス含

む） 
・開発環境 
・ソースコード 
・実行プログラム 

総合テスト開始前まで 

6 総合テスト ・総合テスト計画書 
・総合テスト仕様書 
 

総合テスト開始前まで 

・総合テスト結果報告書 
（テスト結果エビデンス、テストデータを含

む。） 

受入テスト開始前まで 

7 教育 ・教育計画書 
・教育用資料 
・操作手順書（管理者） 
・操作手順書（一般ユーザー） 

教育開始前まで 

・教育作業結果報告書等 受入テスト開始前まで 

8 移行 ・移行計画書 移行開始前まで 
・移行手順書 移行開始前まで 
・移行作業結果報告書 
・移行ツール 
・移行ツールソースコード 

受入テスト開始前まで 

9 受入テスト ・受入テスト計画書（案） 受入テスト開始前まで 
・受入テスト仕様書（案：テスト項目表・手

順書を含む。） 
受入テスト開始前まで 

・受入テスト結果報告書（案：テスト結果エ

ビデンス、テストデータを含む。） 
・本番稼働判断に係る資料 

受入テスト開始前まで 

・運用計画書 
・運用手順書 

平成 31 年 1 月 31 日まで 

11 
保守 ・保守計画書 

・保守手順書 
・中長期運用・保守作業計画の案 

平成 31 年 1 月 31 日まで 

12 その他 ・打合せ資料 
・議事録 

※必要に応じて随時提出 



13 
 

項番 工程 納入成果物 納入期日 
・秘密情報受理管理台帳 
・開発に係る中間成果物 
・データ消去証明書 

注 1 納入成果物の作成にあたっては、SLCP-JCF2013（共通フレーム 2013）を参考とする

こと。 

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。 

（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。 

 

②  納入場所 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部財務企画課 

（所在地：東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル） 

 

５ 問合せ対応 

（１） 問合せ対応業務 

本業務における総合機構からの問合せについて、受注者が財務管理部、情報統括

推進室から直接連絡を受けること。 

問合せ方法は、基本的にはメール本文に質問を記載し、メール問合せを行うので、
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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（内部監査、外部委託による監査、厚

生労働省等による監査）を毎年実施している。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。 

 

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 操作方法の説明 

総合機構の指示により、本業務で変更のあった部分について、会計システムの仕

様又は操作方法についての説明会を開催すること（4回、1回あたり2時間程度）。 

 

６ 会計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

者の責任および負担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、現行システムの検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

合には検証環境、又は本番環境に格納されている業務データを開発環境に保持し

てはならない。会計システム本番環境、検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、既に提供中の会計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。 
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７ その他業務 

本件の受注者は、会計システム全体に係る秘密情報の管理、情報資産管理を行うこと。情

報資産管理の要件については、「８ 情報セキュリティ要件」を参照のこと。また、本業務

の終了時に、会計システムの運用・保守手順等が変更となった場合は、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。 

 

８ 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、本業務を実施するにあたって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。遵守すべき事項は「１０ 特記事項（９）遵守事項」を参照のこと。 

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 4.3 版（平成 28 年 3 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

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。 

 

９ 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
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た作業実施体制図（案）を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

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）」）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。 

開発業務作業リーダ 機能開発作業を統括する。 

 

  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業務実施計画書を提出するこ

と。 

 

ア．会議について 

 月次会議を開催し、総合機構に対し、進捗状況や障害、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、会議が開催される都度、本件の受
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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．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。 

 

イ．その他 

 セキュリティパッチ等の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） 

 各工程において作成する成果物については作成者と確認者とし、最低 2 名以上

で作成等の作業を行なうこと。 

 

１０ 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
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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。 

  次回の本システム更改に向けた現状調査、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） 応募制限 

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 

 
（４） 応募条件 

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 総合機構の求めに応じ、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 

④ 契約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
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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

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。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、その最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 

本業務の最終検収後 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
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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について、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

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

要な情報について、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。 
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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。 

①  受注者は、最新の「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」、「府省庁対

策基準策定のためのガイドライン」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」及び「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」（以

下、「セキュリティポリシー」という。）を遵守すること。セキュリティポリシーは非

公表であるが、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群（平成 28 年度

版）」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。セキュリティポリシーの開示に

ついては、契約締結後、受注者が担当職員に「秘密保持等に関する誓約書」を提出し

た際に開示する。 

②  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、悪意のあるソ

フトウェア等が混入していないことを確認すること。 

③  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

ることはもとより、下記の総合機構内規程を遵守すること。 

・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 

・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 

④  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手順等を明

確にするとともに、事前に総合機構に提出すること。また、そのような事態が発生し

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。 

 
（１０） 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。最終的な納入成果物については、「４（３）①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。 

なお、以下についても遵守すること。 

①  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。 
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②  「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、最新状態に保っておくこと。 

総合機構の品質管理担当者が検査を行った結果、不適切と判断した場合は、品質管理担

当者の指示に従い対応を行うこと。 

 
（１１） 作業場所 

  会計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。 

 

（１２） 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。 

 
（１３） 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、最低限、以下の書類の内容を熟知

しておくこととする。 

① 総合機構パンフレット 

② 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 

③ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成 19～30 年事業年度業務報告 

④ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構業務システム・最適化計画 

⑤ 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 

⑥ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する
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省令 

⑦ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構会計規程 

⑧ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構会計規程実施細則 

⑨ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構物品管理実施細則 

⑩ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構旅費規程 

⑪ 独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解 

※上記①から⑩については総合機構ホームページよりダウンロードすること。  

※上記⑪については総務省ホームページよりダウンロードすること。 

  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。 

 
１１ 窓口連絡先 

 
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構  財務管理部  

財務企画課  本田 望 

電話： 03 (3506) 9410 

Email：honda-nozomi@pmda.go.jp 



【別紙1】用語一覧

ID 用語名 読み方 用語の意味

1
副作用拠出金（一般拠出
金、付加拠出金）

ふくさようきょしゅつきん
（いっぱんきょしゅつきん、
ふかきょしゅつきん）

医薬品等の副作用による健康被害者に対して支払う給付金のための費用のことであり、許
可医薬品製造販売業者より拠出される。
一般拠出金は、全ての許可医薬品製造販売業者が前年度の許可医薬品の総出荷数量に
応じて納付する。付加拠出金は、健康被害の直接の原因となった許可医薬品製造販売業
者が納付する。

2
感染拠出金（一般拠出
金、付加拠出金）

かんせんきょしゅつきん
（いっぱんきょしゅつきん、
ふかきょしゅつきん）

生物由来製品等を介した感染等による健康被害者に対して支払う給付金のための費用の
ことであり、許可生物由来製品製造販売業者等より拠出される。
一般拠出金は、全ての許可生物由来製品製造販売業者等が前年度の許可生物由来製品
等の総出荷数量に応じて納付する。付加拠出金は、健康被害の直接の原因となった許可生
物由来製品製造販売業者等が納付する。

3 特定救済拠出金
とくていきゅうさいきょしゅ
つきん

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ 因子製剤によるＣ 型肝炎感染被害者を救
済するための給付金の支給に関する特別措置法第１７条第１項の規定に基づき、製造業者
等から拠出される費用のこと。

4 安全対策拠出金
あんぜんたいさくきょしゅ
つきん

機構が行う安全対策に必要な費用のこと。前年度の医薬品及び医療機器、体外診断用医
薬品、再生医療等製品の総出荷数量に応じて、医薬品又は医療機器製造販売業者等より
拠出される。

5 審査等手数料 しんさとうてすうりょう

機構で実施している、薬機法に基づく医薬品や医療機器、一般用医薬品、医薬部外品、体
外診断用医薬品、再生医療等製品に対する品質、有効性、安全性の審査・調査・相談業務
等に係る手数料のこと。手数料の金額は薬機法関係手数料令に基づく。

6
医薬品医療機器申請・審
査システム

いやくひんいりょうききし
んせいしんさしすてむ

薬機法、薬機法施行令、薬機法施行規則、業務方法書実施細則及びそれらに関する厚生
労働省からの通知に基づき行政機関が行う、申請等の受け付け、審査・調査結果の入力、
許認可の施行登録、証書・通知書の発行等のいわゆる「許認可業務」及び当該業務に関連
する各種業務は薬機法に定められた許認可に関する申請等について、受付から審査、承認
までの行政側業務を支援するシステム。

7 副作用救済給付システム
ふくさようきゅうさいきゅう
ふしすてむ

医薬品の副作用被害の救済に係る給付金について、申請受理から支払いまでの情報の管
理を行うシステム。
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【別紙1】用語一覧

ID 用語名 読み方 用語の意味

8 感染救済給付システム
かんせんきゅうさいきゅう
ふしすてむ

生物由来製品、再生医療等製品による感染被害の救済に係る給付金について、申請受理
から支払いまでの情報の管理を行うシステム。

9
特定Ｃ 型肝炎給付金支
援等業務システム

とくていしーがたかんえん
きゅうふきんしえんとうぎょ
うむしすてむ

特定Ｃ型肝炎ウイルス感染者またはその相続人からの給付金請求の受付、給付金の支
給、基金・拠出金等の管理等の業務を行うためのシステム。

10 拠出金徴収管理システム
きょしゅつきんちょうしゅう
かんりしすてむ

拠出金徴収業務に係る申請書等の送付、収納・債権管理等の業務支援を行うシステム。

11 受託貸付関連システム
じゅたくかしつけかんれん
しすてむ

原因企業や国からの委託で行っている、スモン患者に対する健康管理手当及び介護費用
の支払業務を行うためのシステム。

12
受託給付業務データベー
スシステム

じゅたくきゅうふぎょうむ
でーたべーすしすてむ

血液製剤によるエイズ患者等のための救済事業（受託給付事業）に係る業務の管理を行う
ためのシステム。

13 関連表 かんれんひょう

財務諸表３表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）を作成するための計算
表のこと。関連表の内訳として、「収入、支出決算(見込）額算出表」、「収入、支出決算と資
金収支等との関連表」、「資金収支（見込）と貸借対照表、損益計算書の関連表」、「その他
の決算修正取引の内訳」がある。

14 28条 ２８じょう

財政法第28条のこと。通称ニッパチ。

15 28条予算基礎資料 ２８じょうよさんきそしりょう

財政法第28条において指定されている書類（財務諸表３表）の元となる関連表を作成するた
めの基礎となる資料。

16 予算流用 よさんりゅうよう

規定の予算の金額を、別の科目に融通して使用すること。
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【別紙1】用語一覧

ID 用語名 読み方 用語の意味

17 予算科目更生 よさんかもくこうせい

科目に対して設定されている予算額を訂正すること。

18 謝金 しゃきん

調査への協力者、講師等への謝礼の為の金銭のこと。

19 債権発生通知 さいけんはっせいつうち

拠出金や手数料など、総合機構に債権が発生したときに行う手続きのこと。各担当者が収
納命令役に通知する。

20 調査決定決議 ちょうさけっていけつぎ

債権を確定する際に、関係書類に基づいてその債権に誤りがないか、納入者、期限等が適
正であるかの調査を行う。その結果に基づいた決議のこと。

21 契約行為決議 けいやくこういけつぎ

物品購入等、契約行為後受入処理がある契約の決定を行う決議のこと。

22 即時契約行為決議
そくじけいやくこういけつ
ぎ

旅費、給与等受入処理がなく、即時に処理できる契約の決定を行う決議のこと。

23 過誤納金 かごのうきん

誤って納付された金銭の総称のこと。

24 算定基礎取引額 さんていきそとりひきがく

算定基礎取引額とは、医薬品をその被害可能性に応じて区分し、各品目の出荷数量にその
単価を乗じて得た額に、その区分ごとの一定の係数（傾斜係数）を乗じて得た額をいう
・　算定基礎取引額　＝　各品目の出荷数量　×　単価　×　傾斜係数

25 不納欠損処理 ふのうけっそんしょり

歳入徴収額を調定したもののうち、徴収が行えず、今後も徴収の見込みがたたないため、
徴収を諦める処理のこと。
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【別紙1】用語一覧

ID 用語名 読み方 用語の意味

26 契約担当役 けいやくたんとうやく

収入または支出の原因となる契約その他の行為に関することを行う会計機関のこと。

27 収納命令役 しゅうのうめいれいやく

収入金の調査及び徴収の決定、債務者（返納金債権に係るものを除く。）に対する納入の告
知又は督促（拠出金に係るものを除く。）、出納役に対する現金、預金又は有価証券の受入
命令並びに収入の経理に関連する各勘定科目相互間の振替命令に関することを行う会計
機関のこと。

28 支払命令役 しはらいめいれいやく

支出の調査及び決定、出納役に対する現金、預金又は有価証券の支出命令、返納金債権
の管理（債権者に対する納入の告知又は督促を含む。）並びに支払の経理に関連する各勘
定科目相互間の振替命令に関することを行う会計機関のこと。

29 出納役 すいとうやく

現金、預金又は有価証券の出納保管に関することを行う物品の管理機関のこと。

30 財務管理役 ざいむかんりやく

物品（現金、預金及び有価証券以外の一切の動産をいう。以下同じ。）及び不動産（現金、
預金及び有価証券並びに物品以外のものをいう。）の取得、管理及び処分に関することを行
う会計機関のこと。

31 物品供用役 ぶっぴんきょうようやく

所掌する物品の供用及び保管に関する事務を行う会計機関のこと。

32 赤枠 あかわく

新規案件もしくは100万円以上の物品等を購入する場合に行う決裁の通称。

33 黒枠 くろわく

物品等購入申請書のこと。

34 原課 げんか

機構の業務担当部署の総称。
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【別紙1】用語一覧

ID 用語名 読み方 用語の意味

35 発翰 はっかん

書翰（しょかん：手紙や文書のこと）を発信すること。

36 開示請求手数料
かいじせいきゅうてすう
りょう

情報公開の開示請求（申請）に伴い発生する受付手数料（１件300円）。

37 開示実施手数料 かいじじっしてすうりょう

情報公開の開示実施に伴い発生する手数料。料金は、開示方法、開示内容により異なる。

38 トーナメント表 とーなめんとひょう

支払時に各口座から出納口座へ移動する金額とそこから支払方法別（現金、納付依頼書、
ファームバンキング）に金額を表示した表のこと。

39 FBデータ
ふぁーむばんきんぐでー
た

ファームバンキングとは、インターネットや電話回線を使って銀行の入出金明細や振込など
を行うサービスのことであり、FBデータは振込内容などを記載したデータのこと。

40 償還 しょうかん

債券や投資信託などで期限（期日）が到来して投資家に資金が返されること。

41
指定都市、甲地方、乙地
方、丙地方

していとし、こうちほう、お
つちほう、へいちほう

財務省令にて定められたものであり、それぞれの都市、地方ごとに出張の際に支給される
宿泊費用が異なる。

42 標示票（ラベル） ひょうじひょう

資産を取得した時に貼り付けるラベルのこと。

43 用務 ようむ

出張等に課せられている務めのこと。
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【別紙1】用語一覧

ID 用語名 読み方 用語の意味

44 種別 しゅべつ

収入の種類を示す分類のこと。審査手数料、拠出金、開示手数料、運営費交付金、利息
等、その他、など。

45 勘定区分 かんじょうくぶん

経理を区分する勘定のこと。「副作用救済勘定」「感染救済勘定」「審査等勘定」「特定救済
勘定」「受託・貸付勘定」「受託給付勘定」の6区分がある。

46 セグメント せぐめんと

審査等勘定の中で、業務毎に区分して経理すべきものをセグメントとしている。
審査セグメント（運営費交付金による事業と手数料収入等による事業（医薬品等の審査及び
これに関連する適合性調査、医薬品の治験等に関する指導及び助言、並びにこれらに関連
する事業）と安全セグメント（運営費交付金による事業と拠出金収入等による事業（医薬品
の安全性等に関する調査及び分析並びにこれらに関連する事業））の2つのセグメントがあ
る。

47 財源コード ざいげんこーど

費用計上する際に、財源となる項目を選択するコードのこと。審査手数料、拠出金、国庫補
助金、運営費交付金、受託業務、などがある。

48 国借受物品 くにかりうけぶっぴん

事業を行うために国からの現物出資もしくは出資により購入した物品のこと。その他の資産
と分けて管理する必要がある。

49 グリーン調達 ぐりーんちょうたつ

物品調達を行う際に、環境負荷の小さいものを優先的に選択すること。2001年度施行のグ
リーン購入法に基づく。

50 共用ＬＡＮシステム きょうようらんしすてむ
機構で一般事務業務処理に用いられているサーバ計算機群、クライアントPC、内部ネット
ワーク、インターネット接続機器の総称のこと。

51 サーバ機器等 さーばききとう サーバ、ストレージ等のハードウェア、及びOS、運用監視ソフト等のソフトウェアを含む。

6/7



【別紙1】用語一覧

ID 用語名 読み方 用語の意味

52 設計・開発作業 せっけいかいはつさぎょう
アプリケーション機能の要件定義、設計、開発、テストの一連の作業。また、業務パッケージ
ソフトウェアの導入及びアプリケーション環境の構築作業並びに受入テスト期間中に必要と
なる受入テスト支援作業も含まれる。

53 設計・開発事業者
せっけいかいはつじぎょう
しゃ

会計システムの設計・開発・移行作業を担当する事業者のこと。

54 ITスキル標準
あいてぃーすきるひょう
じゅん

各種ＩＴ関連サービスの提供に必要とされる能力を明確化・体系化した指標であり、産学にお
けるＩＴサービス・プロフェッショナルの教育・訓練等に有用な「ものさし」（共通枠組）を提供し
ようとするもの。（http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/itss1.html）

55 総合機構の休日 そうごうきこうのきゅうじつ
「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」で定められる通りとする。

56 PMBOK ぴんぼっく

プロジェクトマネジメント協会（PMI：Project Management Institute）が提供するプロジェクトマ
ネジメントに関する知識体系。

57 EVM いーぶいえむ

EVM（Earned Value Management）：プロジェクト活動の進ちょく状況を管理する手法の1つ。

58 共用LANシステム基盤
きょうようらんしすてむき
ばん

別途調達となる「共用LANシステムサーバリプレイス」で導入されるシステム基盤。
IT 設備の活用効率化を図り、現在 PMDA で運用している業務システムが本調達時及び将
来にわたり共通基盤・セキュリティ基盤として利用できることを目的とする。
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別紙2-2 ソフトウェア一覧（現行）

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1

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

Webサーバ（会計）

Windows Server 2008 R2 Standard OS ハードウェア事業者
駅すぱあとイントラネットVer2 会計システム用業務パッケージ 会計システム設計・開発業者
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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

XenAppサーバ（会計）#1
Windows Server 2008 R2 Standard OS ハードウェア事業者
Citrix XenApp Advanced Edition 会計システム用業務パッケージ 会計システム設計・開発業者
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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

XenAppサーバ（会計）#2
Windows Server 2008 R2 Standard OS ハードウェア事業者
Citrix XenApp Advanced Edition 会計システム用業務パッケージ 会計システム設計・開発業者
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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

DBサーバ（会計）
Windows Server 2008 R2 Standard OS ハードウェア事業者
Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition データベース 会計システム設計・開発業者
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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 SQL 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

検証サーバ（会計）
Windows Server 2008 R2 Standard OS ハードウェア事業者
Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition データベース 会計システム設計・開発業者
Citrix XenApp Advanced Edition 会計システム用業務パッケージ 会計システム設計・開発業者
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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 SQL 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

本番サーバ（人事給与）

Windows Server 2008 R2 Standard 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
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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 SQL 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

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

検証サーバ（人事給与）
Windows Server 2008 R2 Standard 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
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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 SQL 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 Standard 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
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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

XenAppサーバ（会計）#3
Windows Server 2008 R2 Standard OS ハードウェア事業者
Citrix XenApp Advanced Edition 会計システム用業務パッケージ 会計システム設計・開発業者
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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

XenAppサーバ（会計）#4
Windows Server 2008 R2 Standard OS ハードウェア事業者
Citrix XenApp Advanced Edition 会計システム用業務パッケージ 会計システム設計・開発業者
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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

ADサーバ#2
Windows Server 2008 R2 Standard OS ハードウェア事業者
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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

運用管理サーバ（会計・人事給与）

Windows Server 2008 R2 Standard OS ハードウェア事業者
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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 Standard OS ハードウェア事業者
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - 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 Standard 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
CA ARCserve Backup r16.5 Client　Agent 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　- Japanese 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



別紙2-2 ソフトウェア一覧（現行）

ウィルス対策兼ADサーバ

Windows Server 2008 R2 Standard 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
CA 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 Standard 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
CA 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
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別紙3‐1：①会計・人給システム全体構成図（移行後）

データセンター

新
霞ヶ関
ビル

新
霞
ヶ
関
ビ
ル

接
続
回
線

外部FW

DCL3
SW

凡例：

物理サーバ 仮想サーバ

業務仮想基盤サーバ群

業務仮想基盤
サーバ#1

L2SW

SAP社

Internet

人事給与システム固有部分

会計・人給システムの共有部分

無印 会計システム固有部分
（共用LAN部分除く）

業務仮想基盤
サーバ#2

業務仮想基盤
サーバ#3

業務仮想基盤
サーバ#4

HA構成

会計検証サーバ会計Webサーバ

会計XenApp
サーバ#1

会計DBサーバ

人事給与
本番サーバ

人事給与
検証サーバ

SAP Solution Manager 
サーバ

ジョブ管理サーバ

ログ管理サーバ

共用LANシステム 仮想サーバ群
（仮想基盤、セキュリティは共用LANシステム基盤の機能で管理する）

SAP Routerサーバ
※DMZ

【共用LANシステム基盤への移行に伴う構成の主な変更点】
①会計・人給用の全サーバを共用LANの業務仮想基盤サーバ
上に構築する。
②以下の機能は独自機能を廃し、共用LANの機能を使用する。
・仮想基盤管理
・セキュリティ管理
・共有ストレージ
・サーバのバックアップ機能（SQLのバックアップは除く）
・AD、DNS機能

仮想基盤共有
ストレージ

FCSW

IPS

調達範囲

会計XenApp
サーバ#2



データセンター

新霞ヶ関ビル

総合機構
職員

回線接続機器

DCL3
SW

運用管理
SW

IPS

SAP社

WANSW

外部FW

新霞ヶ関ビル
接続回線

別紙3‐1：②会計・人給システムネットワーク図（移行後）
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別紙3-2 ソフトウェア一覧（移行後）

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

業務仮想基盤サーバ#1～4

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

会計Webサーバ

Windows Server 2016 DataCenter Edition OS ハードウェア事業者
駅すぱあとイントラネットVer2 会計システム用業務パッケージ 会計システム設計・開発業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者

会計XenAppサーバ#1
Windows Server 2016 DataCenter Edition OS ハードウェア事業者
Citrix XenApp Advanced Edition 会計システム用業務パッケージ 会計システム設計・開発業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者

会計XenAppサーバ#2
Windows Server 2016 DataCenter Edition OS ハードウェア事業者
Citrix XenApp Advanced Edition 会計システム用業務パッケージ 会計システム設計・開発業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者

会計DBサーバ
Windows Server 2016 DataCenter Edition OS ハードウェア事業者
Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition データベース 会計システム設計・開発業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者

会計検証サーバ
Windows Server 2016 DataCenter Edition OS ハードウェア事業者
Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition データベース 会計システム設計・開発業者
Citrix XenApp Advanced Edition 会計システム用業務パッケージ 会計システム設計・開発業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者

ログ管理サーバ
Windows Server 2016 DataCenter Edition OS 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 会計システム設計・開発業者

ジョブ管理サーバ
Windows Server 2016 DataCenter Edition OS ハードウェア事業者
WebSAM JobCenter MG 共通利用部分ソフトウェア 会計システム設計・開発業者
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者

人事給与本番サーバ
Windows Server 2016 DataCenter Edition OS ハードウェア事業者
Microsoft SQL Server 2016 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
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者
WebSAM JobCenter for ERP Option (SV) 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者

人事給与検証サーバ
Windows Server 2016 DataCenter Edition OS ハードウェア事業者
Microsoft SQL Server 2016 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
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者
WebSAM JobCenter for ERP Option (SV) 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者

SAP Solution Managerサーバ
Windows Server 2016 DataCenter Edition OS ハードウェア事業者
Microsoft SQL Server 2016 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
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者

SAP Routerサーバ
Windows Server 2016 DataCenter Edition 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
WebSAM JobCenter SV 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者
LOGSTORAGE　追加クライアント 共通利用部分Agentソフトウェア 会計システム設計・開発業者
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