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１ 調達案件の概要に関する事項 
 

 調達の背景 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）では、一般国民から問い合わせ電話を受ける窓

口が複数あるが、それぞれ直通ダイヤルとなっており、自動音声案内や録音機能も一部を除き整

備されておらず、組織的な電話応対マニュアルも策定されていないことから、これらの課題を解

決すべく、別途「電話応対体制整備のための技術的支援業務」を調達したところである。（参

照：https://www.pmda.go.jp/procurements/public-bidding/general-competition-

government/0106.html） 

当該調達においては、「組織的な電話応対体制の構築」と「自動音声応答装置（IVR）導入支

援」が主要業務として掲げられているが、 自動音声応答装置（IVR）の導入については別調達と

したことから、本件にて調達をおこなうもの。  

 

 対象部署及び窓口 

本調達において対象とする窓口は以下の通り。現状は、①～⑧について個別に外線番号が設定

されており、各番号における対応職員数（＝着信する端末の台数）は「対応者」の通りとなる。

導入後は、①～⑧を 1つの番号の番号に集約した上で、自動音声応答装置により①～⑧に振り分

ける。振り分け後の着信オペレーション（各窓口内でどの端末に着信させるか）については、従

来通り既設の電話交換機で行うため、本件の対象外となる。 

 

表１対象窓口 

業務内容 部署名 電話機台数 外線番号数 

①救済制度相談窓口（※） 
健康被害救済部 

企画管理課 
6～9 2～3 

②救済制度申請後窓口 
健康被害救済部 

給付課、 
6～8 2 

③救済制度申請後窓口 
健康被害救済部 

調査第一課・第二課 
2～4 1 

④特定 C型肝炎給付金支給相談窓口（※） 
健康被害救済部 

特定救済課 
2 1 

⑤くすり相談窓口 
安全性情報・企画管理部 

リスクコミュニケーション推進課 
9 1 

⑥医療機器相談窓口 
安全性情報・企画管理部 

リスクコミュニケーション推進課 
9 1 

⑦情報公開窓口 
経営企画部 

情報公開課 
2 1 

⑧一般相談窓口 
経営企画部 

広報課 
3 1 

⑨未定 
 

 
1～2 1 

※①及び④はフリーダイヤルからの着信あり 

 

https://www.pmda.go.jp/procurements/public-bidding/general-competition-government/0106.html
https://www.pmda.go.jp/procurements/public-bidding/general-competition-government/0106.html
https://www.pmda.go.jp/procurements/public-bidding/general-competition-government/0106.html
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 契約期間 

契約締結日から令和８年８月 31 日までとし、具体的には以下の通り。 

① 導入（機器設置・構築）        ：契約締結日～令和５年８月 31 日 

② 運用（サービス提供・機器賃貸借・保守）：令和５年９月 1 日～令和８年８月 31 日 

 

 調達範囲 

別紙２参照 

 

 用語の定義 

① 電話交換機（PBX） 

PMDA の現行電話交換システムを構築する既設電話交換機である富士通（株）製の

LEGEND‐V 及び Pathfinder‐S各 1 台をいう。このうち、本調達で導入する自動音声対

応システムについては、Pathfinder‐S と接続する。 

② IVR システム 

     本調達で導入する自動音声応答システムをいう。音声ガイダンス及び発信者のプッシュ

操作に基づく目的先電話番号の自動振分け、音声録音を含む通話履歴管理、時間外ガイ

ダンス及び着信時における LAN 回線を利用した PC 画面へのポップアップ表示等を行う。

なお現行の PBX における電話交換機能はそのまま、新たに導入する専用の IVR 用サーバ

及びノート PC を用いて行う。 

③ 相談窓口 

     PMDA が外部向けに開設する電話相談窓口をいう。内訳は表 1‐1 の通りとなるが、現状

は窓口毎に個別の電話番号が設けられており、当該番号に発信すると各窓口に直接着信

する。また通話記録の録音や夜間アナウンスは一部の窓口で実施しているが、端末側で

の対応となっている。 

④ 個別相談電話番号 

     上記③で設けている各窓口の電話番号（NTTの 03 番号）をいう。本調達導入後は、下記

⑤代表相談電話に集約し音声ガイダンスによって番号を振分けることとするが、個別相

談電話番号に着信があった場合は、直接つながず⑤の代表相談電話番号を案内するか、

直接窓口に繋ぐかを、個別相談電話番号毎に任意で設定する。 

⑤ 代表相談電話番号 

     上記④とは別に今回新たに設ける電話番号（NTTの 03 番号）をいう。相談者が本代表相

談電話番号に発信すると、自動音声応答システム IVR 装置に着信し、音声ガイダンスに

より各窓口（下記⑥出力電話番号）に振分けされるものとする。なお当該電話番号自体

は PMDA が準備する。 

⑥ 受付電話番号 

PMDA への着信時に、本調達で設ける IVR 用サーバに入力される電話番号をいう。フリー

ダイヤルである場合を除き、原則として発信者がダイヤルした番号になる。本調達にお
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いては、上記⑤代表電話番号だけでなく、上記④の個別電話番号についても受付電話番

号となる。 

⑦ 出力電話番号 

     PMDA への着信時に、本調達で設ける IVR 用サーバから PBX に出力される番号をいう。

IVR サーバ内で、音声ガイダンス等による振分けを行わない場合は、受付電話番号と出

力電話番号が同一となる。 

⑧ 発信時通知電話番号 

     PMDA からの発信時に、相手方に通知される電話番号をいう。PBX 内で設定された発信電

話番号については、IVR装置内では特段の処理や変換をせず、そのまま NTT 回線網へ出

力することとする。 

 

 

 

２ 作業の実施内容に関する事項 
 

 作業の内容 

① 業務実施計画書の作成                   
ア 本業務委託の作業内容、作業体制、スケジュール、成果物等を定めた業務実施計画

書を作成し、PMDA の承認を受けること。 

イ これら文書は、作業進捗に応じて適宜更新すること。 

② 機器導入 

以下の機能を備えたサーバ（稼働に必要な付属機器や PBX 及び LAN 機器との接続に必要な

回線を含む）及びノート PC を導入すること。別紙 1「機能要件」で規定された機能につい

ても必ず満たすこと。なお、初回構築時における全てのデータについては受注者にてバッ

クアップを行い、以下の「④ウ 障害時対応」で定める対応が必要になった際に備えるこ

と。 

ア 新たに設ける代表相談電話番号を、自動音声ガイダンスにより各個別電話番号に変換

し、電話交換機に出力できること。 

イ 電話交換機側が混雑中の場合は、自動アナウンスを行った後、通話を切断するか、若し

くは電話交換機側が受入れ可能になるまで待機するか、双方の対応が可能なこと。 

ウ 全ての通話（電話交換機側に発着信したものに限る）について、自動で通話記録（音声

録音データを含む）が保存でき、LAN 回線を通じて PC から参照できること。 

エ 営業時間外に自動アナウンス対応が可能なこと。 

オ 着信時に LAN 回線を通じて PC に着信情報をポップアップ表示できること。 

③ IVR 構築 

    上記②で導入した機器を所定の場所に設置のうえ、PMDA の指示の下、設定作業（検証を含

む）を行い、期日までに運用開始すること。導入時における作業対象は以下の通りとする

が、将来的な拡張を想定し、機器やプログラムの性能については、本紙及び別紙で定める

基準を満たすものであること。 
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ア NTT 局線   :INS1,500×1 本、アナログ 0～2 本 

イ 受付電話番号：10～15番号 

ウ 出力電話番号：10～15番号 

エ 内線数   ：最大 50台 

④ 賃貸借・運用・保守 

    導入した機器を賃貸借するとともに、以下の通り保守を行う 

（保守については、本調達で導入する全てのハード機器を含む）。 

ア 定期保守    ：年４回（四半期ごと（実施日は落札後協議））  

機器（サーバ、アダプタ）の点検のほか、プログラムのバックアッ

プや PMDA が入居するビルにおける法定停電時の対応（本調達で導

入する機器と接続する既設電話交換機の電源を落とすため、これに

伴い本機側で必要となる作業を行う）も含むこととする。 

              また、定期保守時に、軽微な設定変更があれば対応すること。 

              （応答メッセージの差替えや、各ノートＰＣの窓口設定変更など。

なお変更内容は作業日の 10 営業日日前に提示する。）               

イ ヘルプデスク機能：随時（本件の担当部署からのみとし各ユーザーからの直接の問合せ

は対象外とする。） 

24 時間 365日、電話受付及びメール受付が可能なこと。 

ウ 障害時対応   ：導入した機器に障害が発生した場合は、速やかに復旧に向けた対応

（原因究明、対処法の検討、PMDA への説明、機材調達、各種作

業・検証等、復旧に必要となる一切の対応）を開始し、対応状況を

逐次報告の上、対応すること。機器を入れ替えた場合は、プログラ

ムのインストール等、必要となる全ての設定作業やデータ復旧対応

（リストア作業を含む）も合わせて行うこと。 

（データ復旧障害対応に関する現地対応作業は年２回を上限とし、

３回目以降は、別途、担当部署と協議し対応すること。軽微な対応

は都度、確認のうえ対応すること。） 

    

 

     

⑤ 報告等 

上述作業の進捗管理及び発生した課題解決のための会議を定期的に開催すること。web 会

議形式での実施も可とする。会議においては、進捗報告と今後実施予定事項を取りまとめ

た資料と議事録（共に様式自由）を作成すること。 

また、プロジェクトの進捗を担当部署の職員等に報告・説明する会議体を適宜開催する。

これらにおいても週次会議と同様に会議に用いる資料を作成すること。 
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 プロジェクトスケジュール  

①   業務実施計画    ：契約締結日から２週間 

② 機器導入・IVR 構築：契約締結日～令和５年８月 31 日 

③ 運用開始     ：令和５年９月１日 

④ 機器賃貸借・保守 ：令和５年９月 1 日～令和８年８月 31 日 

 

 成果物の範囲、納品期日等 

① 成果物 

作業工程別の納入成果物を下表に示す。ただし、納入成果物の構成、詳細については、受

託後、PMDAと協議し取り決めること。 

表 2 成果物一覧 

項番 工程 納入成果物 納入期日(予定) 備考 

1 業務実施計画 

業務実施計画書・管理要領（プロジェ

クトスコープ、体制表、作業分担、ス

ケジュール、 

契約締結日から 2週間

以内 
 

2 
機器導入 

IVR構築 
納入機器一覧及びメーカーカタログ 令和５年８月 31日  

3 
機器導入 

IVR構築 
IVR設定内容が分かる資料（様式任意） 令和５年８月 31日  

4 
機器導入 

IVR構築 
ユーザーマニュアル 令和５年８月 31日  

7 保守実施報告 業務実施報告書 
作業実施後１週間以

内 
 

8 会議議事録 各種会議議事録 各会議後１週間以内  

9 その他資料 
上記に含まれないその他本業務で作成

した資料を取りまとめたもの 

随時（最終版：令和８

年８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。 

ア 文書を磁気媒体等（CD-R、DVD-R 等）により日本語で提供すること。紙媒体での納品は

不要。 

イ 磁気媒体等に保存する形式は、PDF形式及び Microsoft365 office 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。 

ウ 磁気媒体等については２部用意すること。 

エ 本業務を実施する上で必要となる一切の機器物品等は、受託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 BPR・DX 推進室 

 

 

３ 作業の実施体制・方法に関する事項 
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 作業実施体制 

① 受託者は、本業務に係る要員の役割分担、責任分担、体制図等を実施計画書の一部として

作成し、PMDA に報告するとともに、承認を得ること。 

② ３（１）に記載の作業内容を踏まえ本業務を確実に履行するために必要な専門知識を適切

な単位に細分化し、それぞれの専門知識を複数の専門家で担保する体制を整備すること。 

③ 体制について、PMDA が本業務を履行するうえで著しく不適当と認める場合は、受託者に対

してその理由を付して通知し、必要な措置を要求することができるものとする。受託者は

PMDA から要求を受けた場合は、円滑且つ誠実に対処すること。  

④ 当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、本業務の実施場

所、本業務従事者の所属・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を行うこと。具体的な情報提供内容については PMDA と協議の

上、決定するものとする。 

⑤ 受託者は、インシデント発生時などの連絡体制図を PMDAと協議の上定めること。 

 

 作業要員に求める資格等の要件 

① 作業要員として、以下に示す条件を満たす者を必ず１名置くこと。 

ア 本仕様書６（１）①～③に記載の各受託実績と同等の業有すること。 

イ PMDA の既設電話交換機である富士通（株）製の電話交換機全般を熟知しており、十分

な知識と経験を有すること。 

 

 作業場所、常駐場所 

① 受託業務の作業場所は、（再委託も含めて）日本国内で PMDA の承認した場所で作業するこ

と。 

② PMDA 内での作業場所が必要な場合は、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。 

必要に応じて PMDA は作業場所の状況を確認できることとする。 

 

 作業の管理に関する要領 

① 受託者は、PMDA の指示に従って運用業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業

管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行

うこと。 

 

 

４ 作業の実施に当たっての遵守事項 
 

 基本事項 

受託者は、次に掲げる事項を遵守すること。 
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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 受託者は、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、受託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。 

 

 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 受託者は、受託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。）、他の受託者が提示した情報及び受託者が作成した情報を、本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 受託者は、本業務を実施するにあたり、PMDAから入手及び本業務で作成した資料等につい

ては PMDA の承認を得ることなく３（３）①に記載の作業場所から持ち出してはならな

い。また、資料等の管理及び処分は、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 

    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 PMDA に返却又は消去すること。 

ウ 作業場所からの持ち出しが必要な場合は事前に PMDAに対し、持ち出し目的、対象情

報の範囲、情報利用端末、情報の利用者等に関し申請を行うこと。また受託者は、持

ち出した情報を台帳等により管理すること。 

エ 業務完了後、上記①に記載される情報を消去又は返却し、そのエビデンスを提出する

こと。また、受託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 「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。 

⑤ 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。 
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 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 受託者は、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（平成 30 年７月

25 日サイバーセキュリティ戦略本部決定）、「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サイバー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」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、受託者が担当職員に「秘密保

持等に関する誓約書」を提出した際に開示する。 

② 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。 

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 PMDA 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 

④ 受託者は、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。 

 

 

５ 成果物の取扱いに関する事項 
 

 知的財産権の帰属 

知的財産の帰属は、以下のとおり。 

① 本業務において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、受託者が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、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 本業務に係り発生した権利については、受託者は著作者人格権（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 本業務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、受託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 本業務において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、受託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 本業務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、受託者の責任、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、受託者に通知し、必要な範囲で訴

訟上の防衛を受託者にゆだねる等の協力措置を講ずる。 

なお、受託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、受託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。 

 

 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、「２（３）①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、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、受託者は直ちに引

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。 

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。 

③ PMDA 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。 

 

 

６ 入札参加資格に関する事項 
 

 入札参加要件 

応札希望者は、以下の条件を満たしていること。 

① 過去 5 年以内に、本件と同等上の自動音声応答システムを導入した実績があること 
② 過去 5 年以内に、富士通（株）製の電話交換機による既設電話交換システムに対して、本

件と同等以上の規模の自動音声応答システムを導入した実績があること。 
③ 本件の公告期間中に、PMDA の既設電話交換設備及び本調達で導入する機器の設置場所を現

地確認し、内容を十分理解していること。 

④ 応札時には、本仕様書に示した業務毎に十分に細分化された工数、概算スケジュールを含

む見積り根拠資料の即時提出が可能であること。なお、応札後に PMDA が見積り根拠資料の

提出を求めた際、即時に提出されなかった場合には、契約を締結しないことがある。 
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 入札制限 

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 PMDAの 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 ①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。） 

③ ①と同一の親会社を持つ事業者 

④ ①から委託を請ける等緊密な利害関係を有する事業者 

 

（７情報セキュリティ管理は削除） 

 

７ 再委託に関する事項 
 

 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 

① 受託者は、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 ①における「主要部分」とは、以下に掲げるものをいう。 

ア 総合的企画・計画の立案 

イ プロジェクト管理、各種報告内容の決定、報告会での説明。 

③ 受託者は、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、受託

者と再委託先との委託契約書の写し及び委託要領等の写しを PMDA に提出すること。受託者

は、機密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受託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託者が負うこと。 

④ 再委託先が「６（２）入札制限」の要件を満たすこと。 

⑤ 再委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反、義務を怠った場合に

は、受託者が一切の責任を負うとともに、PMDA は当該再委託先への再委託の中止を請求す

ることができる。 

⑥ 再委託における情報セキュリティ要件については以下のとおり。 

・ 受託者は再委託先における情報セキュリティ対策の実施内容を管理し PMDA に報告するこ

と。 

・ 受託者は業務の一部を委託する場合、本業務にて扱うデータ等について、再委託先また

はその従業員、若しくはその他の者により意図せざる変更が加えられないための管理体

制を整備し、PMDA に報告すること。 

・ 受託者は再委託先の資本関係・役員等の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者の

所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関して、

PMDA から求めがあった場合には情報提供を行うこと。 
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・ 受託者は再委託先にて情報セキュリティインシデントが発生した場合の再委託先におけ

る対処方法を確認し、PMDA に報告すること。 

・ 受託者は、再委託先における情報セキュリティ対策、及びその他の契約の履行状況の確

認方法を整備し、PMDAへ報告すること。 

・ 受託者は再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に確認すること。

また、情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を検討し、PMDAへ報告す

ること。 

・ 受託者は、情報セキュリティ監査を実施する場合、再委託先も対象とするものとする。 

・ 受託者は、再委託先が自ら実施した外部監査についても PMDA へ報告すること。 

・ 受託者は、委託した業務の終了時に、再委託先において取り扱われた情報が確実に返

却、又は抹消されたことを確認すること。 

⑦ 上記①～⑥について再委託先が、さらに再委託を行う場合も同様とする。 

 

 承認手続  

受注者は、受注業務を再委託する場合、予め再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再

委託を行う業務の範囲、再委託の必要性（及び契約金額）について記載した「再委託に関する承

認申請書」を提出し、PMDA の承認を受けること。なお申請にあたっては、次に掲げる事項を遵守

すること。 

① 再委託先が情報セキュリティに関する管理体制と管理基準、社内規程が整備されている事実

を証明する書面（例：管理体制図、社内規程、ISO 認証、外部監査実績、等）、受注者と再

委託先との関係がわかる書面（例：委託契約書の写し及び委託要領等の写し、等）及び「７

（１）情報セキュリティの実施」の情報セキュリティ管理計画書を「再委託に関する承認申

請書」に添付して提出すること。 

② 再委託の相手方は「６（２）入札制限」の対象となる事業者でないこと。 

③ 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。 

④ 受注者は再委託先の資本関係・役員等の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者の所

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

を行うこと。具体的な情報提供内容については PMDA と協議の上、決定するものとする。 

 

 再委託先の契約違反 

再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った

場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、PMDA は、当該再委託先への再委託の中止を請求

することができる 

 

８ その他特記事項 
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 環境への配慮 

環境への負荷を低減するため、本業務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。 

 

 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、受託者もその方

針に従うこと。 

 

 

９ 窓口連絡先 
 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 BPR・DX 推進室 中西 

電話：03 (3506) 9600 

Email：nakanishi-shoko●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ること。 

 

本調達仕様書「６入札参加資格に関する事項」（１）③に定める現地確認の詳細については上記窓

口連絡先に問い合わせること。 



別紙１ 

   

 

機能要件 

 

１．基本機能 

 

（１）基本構成 

①管理用サーバ 1 台、CTI アダプター1 式、データバック用外付け HDD１台及びノート PC９

台による構成とする。 

②既設電話交換設備（NTT 回線、PBX、構内配線、端末等）側において、機器増設及び設定

変更が必要なく本機が実装可能なこと。 

③既設 LAN環境側において機器増設等が必要なく、本機が実装可能なこと。 

④既設現行環境（電話交換設備及び LAN 設備）を実地で確認のうえ、本機の設置環境（本

調達で導入する機器について、事前に PMDA が指定する場所以外への設置は一切認めな

い）を確認すること。 

      

 （２）管理用サーバ要件 

   ①OS     ：WindowsServer 2022 

②CPU   ：Corei5 以上又は intel xeon 以上 

③搭載メモリ ：16Gbyte  以上 

④光学媒体  ：DVD-ROM 以上 

⑤HDD 容量   ：SSD 480GB 以上  

 

（３）データバックアップ用 HDD 

    ①上記（２）と接続可能であり、本仕様における全ての条件を満たせるもの。 

   ②電源供給が上記（２）からではなく AC 電源からとなるもの。 

 ③通話データは、内臓している２つのディスクに同じデータを保存がされること。 

    （ディスクは、２つ以上としＲＡＩＤ構成を取ること） 

④USB 外部媒体 ：BUFFALO HD-WHA8U3/R1  8TB 同等以上の機能を有する物 

           （RAID１ 設定 4TB） 

 

 （4）専用端末要件（ノート PC） 

   ①台数    ：９台 

②OS     ：Windows10（但し Windows11 にバージョンアップ可能なこと）   

③CPU   ：Corei5 以上 

④搭載メモリ ：8Gbyte  以上 

⑤HDD 容量   ：SSD 256G 以上 

⑥その他   ：有線 LAN 接続が可能なこと。 

 



   

 

   

 

２．IVR 機能 

 

（１）IVR 機能 

   ①NTTの INS1,500回線、INS64回線及びアナログ回線を最大で６０ch 受けられること。

なおアナログ回線については、IVR機能の一部に制限が生じることは差支えないが、ダ

イヤルイングループについては有効に機能すること。 

 

②30 以上の受付電話番号に対応でき、番号毎に、対応内容（例：音声ガイダンスにより

出力電話番号に振分けて PBX に出力、番号を変換せずそのまま PBXに出力、ガイダンス

を流して切断、等）の設定が可能なこと。 

   ③上記②で受けた受付電話番号を音声ガイダンスにより出力電話番号に振分ける場合、1

受付番号あたり 3 階層以上のガイダンスが可能なこと（別紙 3 参照）。なお、出力相談

電話番号を受けた上で各電話機に着信させる処理については、従前どおり PBXで行う。 

   ④PBXに出力した通話について、PBX が混雑中の場合（端末の空きがなく、且つ PBX 内に

おける音声ガイダンス容量にも空きがない場合）は、IVRサーバ内で混雑アナウンスを

行った後、通話を切断するか、NTT局線の空きがある範囲内で PBX 側に空きが生じるま

で待機させるか、受付番号毎に任意に設定可能なこと。 

   ⑤PBXに出力した通話について、発信元が発信元の電話番号を通知している場合は、当該

番号についても PBX に出力可能なこと。 

⑥受付電話番号毎に営業時間内/営業時間外の時間帯を設定でき、営業時間外について

は、音声ガイダンス後に通話を切断できること。 

⑦電話回線による音声情報は IVRサーバから PBX を経由して電話機に着信するとともに、

着信情報については別途本サーバから社内 LAN 環境を経由して専用ノート PC にポップ

アップ表示できること。 

⑧上記専用ノート PC から社内 LAN環境経由で本サーバにアクセスし、「２．通話履歴管理

機能」及び「３．通話録音管理機能」に掲げるデータ（録音データや通話記録）を参照

できること。 

⑨音声ガイダンスは肉声及び、音声合成による設定が可能なこと。 

⑩音声合成によるガイダンスを納品すること。納品前に PMDA の確認を受け、必要な修正

を行ったこと 

⑪停電時やサーバ障害時は、音声ガイダンスに振り分けを行わずに、着信番号を変換せず

にダイレクトで PBX に流せること。 

 

２．通話履歴管理機能 

 

 （１）履歴管理件数 

   ①通話履歴情報蓄積件数 ：10,000,000 件以上 



   

 

   

 

   ②相手先番号登録件数  ： 1,000,000 件以上 

 

 （２）履歴管理機能 

①以下の項目の履歴が管理でき、対応内容（自由記載）以外については、自動的に記録が

残ること。また同一発信元からの着信履歴及び同一発信先への発信履歴については集約

して管理できること。 

 ア 着信履歴 

  ・受付電話番号 

  ・出力電話番号 

  ・着信日時（西暦・月・日・時・分・秒） 

  ・着信終了日時（西暦・月・日・時・分・秒） 

  ・発信元電話番号及び発信元名（番号を通知して発信された場合。また発信元名

は過去に既登録の場合のみ。） 

  ・応答時間 

  ・通話時間 

  ・会話録音の有無 

  ・対応内容（自由記載） 

 イ 発信履歴 

・発信元電話番号 

・発信日時（西暦・月・日・時・分・秒） 

・発信終了日時（西暦・月・日・時・分・秒） 

・発信先電話番号及び発信先名（発信先名は過去に既登録の場合） 

・応答時間 

・通話時間 

・会話録音の有無 

・対応内容（自由記載） 

   ②蓄積した通話履歴情報の一覧をノート PC 上で表示することができ、データをプリント

アウトすることができること。 

③通話履歴情報をエクセルファイルもしくは CSV ファイルで出力でき、外部アプリケーシ

ョンソフトにより編集加工できるデータとすること。 

④蓄積されている履歴情報を以下の抽出条件で検索でき、複数の検索条件を組み合わせて

検索することができること。 

  ・発着信日時 

  ・発信元電話番号（発信時及び着信時） 

  ・受付電話番号（着信時） 

  ・出力電話番号（着信時） 

  ・発信先電話番号（発信時） 



   

 

   

 

  ・呼出区分（着信・発信・両方） 

  ・応答区分（応答・未応答・両方） 

  ・通話録音（あり・なし・両方） 

  ・発着信区分（着信・話中・着信拒否） 

  ・着信動作区分（スルー・ガイダンス・留守番電話・IVR） 

  ・応答時間（○○秒～○○秒） 

  ・通話時間（○○秒～○○秒） 

  ・対応内容（あり・なし・両方） 

※対応内容（メモ）内の文字を検索し抽出できること 

   ⑤専用ノート PCについては、端末毎に個別電話番号と紐づけ、紐づいた番号の着信情報

のみポップアップを表示させることが可能なこと。また紐づいた番号以外の着信履歴に

は一切アクセスできないよう制限を設けることができること。 

⑥常時履歴情報を収集できること。 

   ⑨検索結果一覧より着信拒否設定ができること。  

   ⑩日別月別着信集計機能により単位時間ごとの回線使用率や、応対時間を一覧化できるこ

と。 

   ⑪発着信履歴検索一覧より通話録音再生機能（ダウンロードして再生）とメモ登録画面を

参照できること。 

   ⑫単位時間ごとの回線使用率や、応対時間を一覧で見ることが出来る集計機能を有するこ

と。 

 

３．通話録音管理機能 

 

 （１）録音件数 

   ①同時通話録音数：30 通話以上 

   ②録音蓄積件数 ：無制限（但し HDD容量内に限る） 

 

 （２）録音管理機能 

   ①前項に掲げる全ての着信履歴データ及び本項のおける全ての通話録音データについて

は、実際の通話と時差なく外付け HDD へ自動でバックアップができること。また、その

設定を行うこと。なおバックアップ対象は過去６か月間とする。 

 

 

②通話録音は毎通話、録音再生できること。 

 

③通話録音・通話履歴データは以下の自動削除機能を有すること。 

  ・管理サーバの HDD 容量の○○％に到達すると○○％になるまで古いデータから自動



   

 

   

 

削除を行う。（○○は 1～99 まで任意に指定できるものとする） 

  ・△△ヶ月前のデータを自動削除する（△△は 1 ヶ月単位で任意に指定できるものと

する） 

  ・上記 2 つを組合せて運用できること。 

③着信履歴の確認、各種設定はパソコンの（ソフトウェアのインストールを不要とした）

ブラウザから可能とすること。対象ブラウザは Chrome・Edge とする。 

④音声データは WAV 形式のファイルで任意に出力できること。 

⑤外線より着信があった際、システムに情報が登録されている場合、着信ポップアップが

インストールされている PC では発信者情報が PC に表示でき、未登録な場合は顧客情報

登録画面より発信者情報を登録できること。 

⑥着信時に通話を録音する旨の音声案内を流せること。 

  

  

４．その他 

 

 （１）ユーザー管理 

   ①本調達で導入するノート PC から社内 LAN 環境（但しネットワークは別設定）を経由し

て管理用サーバへアクセスする際、各ユーザーにアカウントを設けるのではなく、ノー

ト PC 単位でアクセス権を設定するため、1 台の PC を複数名で共有する。有線 LAN 接続

とするが、接続ポイントは以下の通りとなる。 

      新霞が関ビル７階西ウイング：６か所 

      新霞が関ビル 13 階西ウイング：3か所 

      新霞が関ビル 19 階東ウイング：3か所 

      新霞が関ビル 19 階西ウイング：1か所 

   ②権限を一般ユーザーと管理者ユーザーに分け、ユーザー管理（新規登録や登録削除）に

ついては管理者ユーザーのみ可能であること。 

  

（２）既設電話交換環境 

  ①既設 PBX：富士通 IP-Pathfinder S 1 台 

  ②収容回線：外線 INS1,500 1 本 

        内線 アナログ回線：0 デジタル回線：約 40 合計約 40 

 



別紙2

【現行】
新霞が関ビル

サーバ室

INS1,500×1本

【導入後】
新霞が関ビル

サーバ室

INS1,500×1本 音声回線

・IVR機能
・録音機能
・通話記録保存

上記窓口に配布

※赤字、赤枠、赤線部分（設定作業や保守を含む）を本件の調達対象とする
※黒字、黒枠、黒線（スイッチや社内LANサーバ等）に係るネットワーク設定についてはPMDAにて行う。
※導入直後の構成は上記の通りとするが、全ての納入物については仕様書で定める条件を満たすものを提供すること。

専用PC

D部署

E部署

F部署

社内LAN用サーバ 既設PC

G部署

H部署

I部署

A部署

B部署

相談者 NTT 専用サーバ 既設PBX C部署

HDD

C部署

ネットワーク構成図

D部署

社内LAN用サーバ

F部署

A部署

E部署

既設PC

B部署

スイッチ

G部署

H部署

I部署

スイッチ

相談者 NTT 既設PBX

LAN回線



別紙3

第1階層 第2階層 第3階層

●●●の方は1を 切断も含めて任意の番号を設定可

●●▲の方は2を 同上

略 同上

●●■の方は9を 同上

●▲●の方は1を 同上

●▲▲の方は2を 同上

略 同上

●▲■の方は9を 同上

略 略 同上

●■●の方は1を 同上

●■▲の方は2を 同上

略 同上

●■■の方は9を 同上

▲の方は2を

略（3～8）

■の方は9を

03-XXXX-0002

略（0003～0029）

03-XXXX-0030

・受付電話番号は30番号以上とし、受付番号毎に独自の設定が可能なこと。

・音声ガイダンスについては3階層以上の対応が可能なこと。

・各階層における枝分かれについても、最大9を上限に1～9パターンで自由に設定可能なこと。

・音声ガイダンス後に、PBXへの出力ではなく通話を切断する設定も可能なこと。

・第1階層や第2階層の時点で、それ以上ガイダンスを行わず処理（PBXへの番号主力や切断）に進むことが可能なこと。

・音声ガイダンスを経由せず、受付電話番号を変換せずにそのまま出力する設定も可能なこと

上記同様に、最大で9（第1階層）×9（第2階層）×9（第3階層）＝729パターンの対応が可能なこと

同上

同上

音声ガイダンスのイメージ

受付電話番号
ガイダンス

出力電話番号

03-XXXX-0001

●の方は1を

●●の方は1を

●▲の方は2を

●■の方は9を

上記同様に、最大で9（第2階層）×9（第3階層）＝81パターンの振分が可能なこと

同上

同上
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	② 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。
	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PMDA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

	④ 受託者は、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。


	５ 成果物の取扱いに関する事項
	（１） 知的財産権の帰属
	① 本業務において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、受託者が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、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 本業務に係り発生した権利については、受託者は著作者人格権（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 本業務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、受託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。
	④ 本業務において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、受託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 本業務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、受託者の責任、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、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者にゆだねる等の協力措置を講ずる。 なお、受託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、受託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） 検収
	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、受託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。
	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。
	③ PMDA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。


	６ 入札参加資格に関する事項
	（１） 入札参加要件
	① 過去5年以内に、本件と同等上の自動音声応答システムを導入した実績があること
	② 過去5年以内に、富士通（株）製の電話交換機による既設電話交換システムに対して、本件と同等以上の規模の自動音声応答システムを導入した実績があること。
	③ 本件の公告期間中に、PMDAの既設電話交換設備及び本調達で導入する機器の設置場所を現地確認し、内容を十分理解していること。
	④ 応札時には、本仕様書に示した業務毎に十分に細分化された工数、概算スケジュールを含む見積り根拠資料の即時提出が可能であること。なお、応札後にPMDAが見積り根拠資料の提出を求めた際、即時に提出されなかった場合には、契約を締結しないことがある。

	（２） 入札制限
	① PMDAの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 ①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。）
	③ ①と同一の親会社を持つ事業者
	④ ①から委託を請ける等緊密な利害関係を有する事業者


	７ 再委託に関する事項
	（１） 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
	① 受託者は、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 ①における「主要部分」とは、以下に掲げるものをいう。
	ア 総合的企画・計画の立案
	イ プロジェクト管理、各種報告内容の決定、報告会での説明。

	③ 受託者は、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、受託者と再委託先との委託契約書の写し及び委託要領等の写しをPMDAに提出すること。受託者は、機密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受託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託者が負うこと。
	④ 再委託先が「６（２）入札制限」の要件を満たすこと。
	⑤ 再委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反、義務を怠った場合には、受託者が一切の責任を負うとともに、PMDAは当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
	⑥ 再委託における情報セキュリティ要件については以下のとおり。
	⑦ 上記①～⑥について再委託先が、さらに再委託を行う場合も同様とする。

	（２） 承認手続
	（３） 再委託先の契約違反

	８ その他特記事項
	（１） 環境への配慮
	（２） その他

	９ 窓口連絡先
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