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1. 調達案件名 

PMDAウェブサイトリニューアル検討及び設計等業務 

 

2. 契約期間 

令和３年４月１日から令和４年３月 31日まで 

 

3. 業務目的 

PMDAウェブサイトは、業務（組織）の紹介に加え、外部の利用者等に対して、

PMDAの業務における手続き等のサービスの詳細を情報提供するなどの環境整備を行

い、業務の円滑化、透明化を推進すること、医薬品等の品質、有効性及び安全性につ

いて広く情報提供を行い、医薬品等の適正使用を推進することといった重要な役割が

課せられている。 

一方、現在の PMDAウェブサイトは、平成 27年（2015年）３月のリニューアルに

おいてコンテンツマネジメントシステム（CMS）を導入し、以降、様々な情報を加え

て今日に至っているが、リニューアルから５年以上が経過し、情報量及びコンテンツ

の増加等により複雑化しており、必要な情報を見つけにくい等、ユーザビリティやア

クセシビリティに課題が生じている。 

さらに、今般の医薬品医療機器等法の改正により、医薬品等の添付文書（使用上の

注意）は PMDAウェブサイトに掲載された情報が唯一の一次情報として重要な位置付

けとなり、サービスの頑健性とともにユーザビリティやアクセシビリティのさらなる

向上が求められている。 

本業務は、第４期中期計画に規定された「戦略的な広報活動」の一環として、令和

４年度に予定している PMDAウェブサイトのリニューアル業務に係る仕様書等を取り

まとめる一連の作業について、専門的観点からの支援を受けることにより、利用者に

よってより利便性の高いウェブサイトの構築を実現することを目的とする。 

 

4. 現行ウェブサイトの概要 

① URL 

https://www.pmda.go.jp/（左記ドメイン配下のページをリニューアルの対象とす

る。） 

② 現行Webコンテンツ容量等（令和２年９月現在） 

総ページ数   約 10000ページ 

PDFファイル数   約 50000ファイル 

MS-Officeファイル  約 1000ファイル 

画像ファイル（JPG,GIF,PNG） 約 2400ファイル 

https://www.pmda.go.jp/
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データ総量   約 80GB 

③ CMS 

ALAYA 7（彼方株式会社） 

④ CMSサーバー／WWW サーバー 

absonne（日鉄ソリューションズ株式会社） 

 

5. リニューアル基本方針 

（１） 閲覧者への配慮を最重要視する。 

閲覧者の視点に立ち、ユーザビリティやアクセシビリティに配慮しつつ、ナビゲー

ション及び階層構造の再構築、ユーザーニーズを踏まえた新たなコンテンツの作成等

により、目的とする情報を入手しやすい使いやすいサイトを構築する。 

（２） ページデザイン変更によるイメージの向上・統一 

掲載情報の「見やすさ」「分かりやすさ」に注目し、既存コンテンツの情報の見せ

方を改善できるテンプレートの開発や、PC・タブレット・スマートフォン等によるコ

ンテンツ閲覧時の表示最適化機能（マルチデバイス対応）により、時流に沿ったデザ

インを作成する。 

（３） 管理・運用面の整備 

PMDA職員にとって運用しやすいマニュアルを整備し、リニューアル後のウェブサ

イトの管理維持や、職員によるウェブサイトでの積極的な情報発信ができる環境を整

備する。 

 

6. 業務内容 

6.1. 課題抽出・分析・改善策提案 

次期ウェブサイトの設計に向け、現行ウェブサイトが抱える問題を明らかにするた

めに、現行ウェブサイトについて以下の調査、分析（アクセシビリティ・ユーザビリ

ティ分析など）を行う。なお、令和３年９月 17日までに、（１）～（３）の業務を

行い、（４）の仕様書等の作成を行う。 

（１） 現行ウェブサイトの分析 

 リニューアルの目的及び現状の運用に関する情報収集（PMDAに対するヒアリン

グ） 

 現行ウェブサイトのコンテンツの調査（構造分析、アクセスログ解析、ヒューリ

スティック分析、X8341-3:2016の対応状況調査等を含む） 

 米国食品医薬品庁（FDA）や欧州医薬品庁（EMA）、国立研究開発法人日本医療

研究開発機構（AMED）等の類似サイトとの構造や導線、ユーザーインターフェ

ース等の比較 

（２） ユーザーニーズの調査支援 
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 PMDAが行うユーザーニーズ調査（外部団体及び職員向け）の支援（調査票の作

成、調査結果のとりまとめ） 

（３） 課題の整理及び企画 

 （１）及び（２）の結果を踏まえた課題の洗い出し（運用面の課題を含む） 

 リニューアルの目標と方針定義の立案 

 その他ＳＮＳの活用を含めた、ウェブサイト制作上の最新技術等の情報提供及び

提案 

 上記を踏まえたウェブサイトリニューアルの「企画書」の作成（企画書には以下

を含むものとし、PMDAと協議の上作成する。） 

① 各ページのレイアウトなど基本デザイン・仕様の作成（ページ構成、デザイン

ラフなど。6.2の要件に基づき提案することとし、複数の案を PMDAに示すこ

と。） 

② ページの情報分類とサイト構造・設計 

③ 上記（１）及び（２）の調査結果及びそれから得られた課題やニーズとそれら

に対する対応方針 

（４） 業者向けの仕様書の作成 

 （３）を踏まえ、ウェブサイトリニューアル業務委託の際に用いる業者向け仕様

書や評価項目等、必要と思われる書類を PMDAと協議の上作成する。 

（５） サイトデザインガイドライン（案）の作成 

リニューアル後の運用保守において、サイトデザインやアクセシビリティを維持で

きるよう、必要な情報や注意事項をまとめた「サイトデザインガイドライン」の案を

作成する。ガイドライン（案）には、各ページの基本デザイン、サイト構造（PMDA

内の所管範囲が明確化された管理しやすいサイト構成や、新たな事業の追加や廃止し

た事業の削除に対する統一したルール等）やナビゲーションの基本的考え方、用字用

語の表記例等のウェブサイト構築及び編集上の各種ルールを含むこととし、PMDAの

了承を得た上で作成を行うこと。 

（６） 会議体 

受注者は、以下の会議体を対面又はウェブ会議により開催すること。なお、各報告

会、レビューに必要な会議等の進行、議事録の作成、進捗及び懸案事項の管理は受注

者が行うこと。 

① 定例の進捗報告会 

原則的に月に１回以上、各作業フェーズの進捗状況の報告会を実施すること。 

② 臨時報告会 

緊急を要する報告に関しては、必要に応じて報告会を実施すること。 

③ レビュー 
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それぞれのフェーズごと受注者内で適正なレビューを実施するとともに、PMDAに

対してレビューを計画し実施すること。 

 

6.2. リニューアル後のウェブサイトの要件 

 利用者が必要な情報を迅速かつ確実に得られるウェブサイトとすることを目指

し、現行ウェブサイトの構造を調査、他の類似サイトとの比較により改善すべき

問題点や課題を洗い出し、改善を図ったうえで、情報分類とサイト設計を行い、

分かりやすいメニュー、階層構造を実現すること。（トップページから目的の情

報にたどり着くまでに５クリック以内を目安とする。） 

 全ページで統一したデザインと操作に一貫性を持たせること。 

 直感的に理解がしやすく迷いにくいナビゲーションの仕組み（パンくずリスト

等）や、掲載されている情報の識別が容易で内容を読み取りやすいデザインを実

現すること。 

 最新のウェブアクセシビリティ（JIS X8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針

－情報通信における機器・ソフトウェア・サービス－第３部：www コンテン

ツ」への準拠）やWebサイトガイドブック（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦

略室）を基準とした、年齢や性別の違い、インターネット利用の習熟度、障害の

有無等に関わらず、それぞれの利用者が状況に応じて快適に利用できるサイトを

実現すること。 

 数年先でも陳腐化しない技術・デザインを提案すること。 

 レスポンシブウェブデザインを採用し、ＰＣだけでなくスマートフォンやタブレ

ットなどからも閲覧が可能なウェブサイトであること。 

 画面が正常に印刷できるように配慮すること。 

 各ページに対するタグや説明文の設定など適切な方法により検索エンジンの最適

化を行うこと。 

 トップページのデザインは、PMDAのイメージの向上につながるような洗練され

たものとすること。 

 

7. 成果物 

（１） 成果物及び納入期日 

納入成果物は下表のとおりとする。ただし、納入成果物の構成、詳細については、

受注後、PMDAと協議し取り決めること。 

分類 納入成果物 納入期日 

中間報告書 ① 現ウェブサイト課題抽出・分析・改善策提案に関する

データ及び報告書 

② ウェブサイトリニューアルの方向性についての提案書 

令和３年９

月 17日 
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③ ウェブサイトリニューアル業務委託に係る資料一式

（仕様書案を含む） 

最終報告書 上記①～③に加え、 

④ サイトデザインガイドライン（案） 

⑤ 会議体に係る資料一式 

⑥ その他調査結果、提案書など各フェーズにおける資

料・報告書 

令和４年３

月 31日 

 

（２） 納品方法 

納入成果物については、以下の条件を満たすこと。 

① 文書を CD-R、DVD-R等の電子媒体に保存し、２部提出すること。紙媒体で

の納品は不要。 

② 電子媒体に保存する形式は、PDF形式及びMicrosoft Office2016で扱える形

式とする。ただし、PMDA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。 

③ 本業務を実施するうえで必要となる一切の機器物品等は、受注者の責任で手

配するとともに、費用を負担すること。 

 

（３） 納品場所 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 経営企画部 

 

8. 成果物の取扱いに関する事項 

（１） 著作権の帰属 

知的財産の帰属は、以下のとおり。 

① 本件に係り作成されるドキュメント類の著作権（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、受注者が本件のドキュメント類作成

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、かつ PMDA の承諾を得たもの以外、

PMDA 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

PMDA に帰属するものとする。 

② 本件に係り発生した権利については、受注者は著作者人格権（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。 

③ 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。 
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④ 本件に係り作成されるドキュメント類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 PMDA に報告し、承認を得

ること。 

⑤ 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 PMDA 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、PMDA 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、PMDA に提出する際は、その旨併せて報告

するものとする。 

（２） 契約不適合責任 

本委託業務の納入成果物に関して契約不適合の疑いが生じた場合であって、PMDA 

が必要と認めた場合は、受注者は速やかに契約不適合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契約不適合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 PMDA の承認を得てから着手すると共に、修正

結果等について、PMDA の承認を受けること。 

（３） 検収 

納入成果物については、適宜、PMDA 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、「7. 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、PMDA が確認し、

これらが確認され次第、検収終了とする。 

なお、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、PMDA 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。 

 

9. 応札者の条件 

① 過去３年間に、ユーザビリティ及びウェブアクセシビリティ確保に向けたウェブサ

イトリニューアルの事前調査、方針策定などの事業を行った経験を有すること。 

② 「情報システムに係る政府調達の基本方針」（平成 19年３月１日各府省情報化統

括責任者（CIO）連絡会議決定）を踏まえ、国、地方公共団体独立行政法人、特殊

法人等の公的機関における調達の支援業務に携わった経験を有すること。 
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③ ウェブアクセシビリティ JIS規格（JIS X8341-3:2016）及び総務省「みんなの公共

サイト運用モデル（2016年度改定版）」に関する専門的な知識・知見を有するこ

と。 

④ 現行の PMDA ウェブサイトを予め確認した上で、当該業務を行うのに十分な実施

体制を整えていること。 

 

10. 再委託に関する事項 

① 受注者は、受注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。 

② 受注者は、再委託する場合、事前に再委託する業務、再委託先等を PMDA 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、PMDA に提出すること。受注者は、機密保持、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業者も負うよう、必要な処置を実施

し、PMDA 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

の最終的な責任は受注者が負うこと。 

 

11. 作業の実施に当たっての遵守事項 

（１） 基本事項 

受注者は、次に掲げる事項を遵守すること。 

① 本業務の遂行に当たり、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。 

② 本業務に従事する要員は、PMDAと日本語により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。 

③ 本業務の履行場所を他の目的のために使用しないこと。 

④ 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。 

⑤ 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。 

⑥ 受注者は、本業務の履行に際し、PMDA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。 

⑦ 次回の本業務調達に向けた現状調査、PMDA が依頼する技術的支援に対する回答、

助言を行うこと。 

⑧ 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。 

 



10 
 

（２） 機密保持、資料の取扱い 

本業務を実施する上で必要とされる機密保持に係る条件は、以下のとおり。 

① 受注者は、受注業務の実施の過程で PMDA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、本受注業務

の目的以外に使用又は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ずること。 

② 受注者は、本受注業務を実施するにあたり、PMDAから入手した資料等については

管理簿等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。 

・ 複製しないこと。 

・ 用務に必要がなくなり次第、速やかに PMDAに返却又は消去すること。 

・ 受注業務完了後、上記①に記載される情報を削除又は返却し、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 PMDAに提出すること。 

③ 応札希望者についても上記①及び②に準ずること。 

④ 「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」の第 52 条

に従うこと。 

⑤ 「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ならない。 

⑥ 機密保持の期間は、当該情報が公知の情報になるまでの期間とする。 

 

（３） 遵守する法令等 

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、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連法規及び労働関係法令を遵

守すること。 

② 受注者は、次の文書に記載された事項を遵守すること。遵守すべき文書が変更され

た場合は変更後の文書を遵守すること。  

ア 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 情報セキュリティポリシー  

イ 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 

ウ 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  

なお、「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」  

は非公開であるが、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（最新

版）」に準拠しているので、必要に応じ参照し、その内容を取り込むこと。「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」の開示について

は、事業者が PMDAに「秘密保持等に関する誓約書」を提出した際に開示する。  

③ PMDAへ提示する電子ファイルは事前にウイ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。 
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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、PMDA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 PMDAに提出すること。また、そのような事態

が発生した場合は、PMDA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。 

 

12. 特記事項 

（１） 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。 

① 本件に係る納入成果物については、最新の「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）」に基づいた製品を可能な限り導入すること。 

② 導入する機器等がある場合は、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、

発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。 

 

（２） その他 

PMDA 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。 

 

13. 窓口連絡先 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構  

経営企画部 広報課 

電話：03 (3506) 9454 

Email：kouhou-ka●pmda.go.jp 

＊迷惑メール防止対策をしているため、●を半角のアットマークに置き換えて下さい。 

 


