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国立感染症研究所総務部業務管理課

NO 文書名 ページ 章 項目番号 仕様書(案)等の記載内容 仕様書（案）等に対する意見又は修正案 意見又は修正案の提出理由 回答

1 調達仕様書 9 3 (1)

ウ　保守に係わる作業の内容
（カ）引継ぎ
2 受注者は、本契約の終了後に他の保守事業者が本情報
システムの保守を受注した場合には、次期保守事業者に対
し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。

受注者は、本契約の終了前に国立感染症研究所に対し、作
業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。

契約終了後の引継ぎ作業を本契約の作業範囲として定め
ることは適切ではないと考えます。対応期間も不明確です。
左記のように修正をお願い致します。

本契約の事業者と本契約終了後の次期保守事業者が異な
る場合に、適切に引継ぎを行うよう記載しているものであり、
契約終了後の引継ぎ作業を本契約の作業範囲として定め
たものではないため、現状の記載のままとさせていただきま
す。
なお、引継ぎ作業は本契約の終了前に次期保守事業者に
対して行ってください。

2 調達仕様書 15 5 (2) 1

受注者におけるプロジェクト統括責任者は、本調達と同規

模以上のシステム設計・開発の遂行責任者としての経験を2

件以上有すること。

受注者におけるプロジェクト統括責任者は、医薬品の品質

管理に関するシステム設計・開発の遂行責任者としての経

験を2件以上有すること。

本調達と同規模以上という表現は曖昧であり、具体的な要
件にすべきと考えます。本調達は医薬品の品質管理に関す
るシステムのため、同種のシステム開発の経験に変更頂け
ますようご検討をお願いいたします。

検討の結果、以下のとおり調達仕様書を修正いたします。

受注者におけるプロジェクト統括責任者は、「別紙１ 要件定
義書」に記載した本システムと同規模以上の医薬品の品質
管理に関するシステムの設計・開発の遂行責任者としての
経験を2件以上有すること。

3 調達仕様書 15 5 (2) 2

受注者におけるプロジェクト統括責任者は、情報処理の促
進に関する法律(昭和45年5月22日法律第90号)に基づき実
施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ
試験の合格者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監
査部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有するこ
と。ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが
経歴等において明らかな者については、こえれを認める場
合がある（その根拠を明確に示し、国立感染症研究所の理
解を得ること。)。

本項目は削除頂けますようご検討をお願いいたします。

プロジェクトマネージャ試験の合格者又は技術士に限定さ
れた場合、著しく人を限定することになりますので、プロジェ
クト統括管理者の要件は、(2) 1の業務経験として頂けます
ようご検討をお願いいたします。

プロジェクト統括責任者については、プロジェクトマネージャ
試験の合格者又は技術士としての有資格者に限定しており
ません。原案ではただし書きで、「同等の能力を有すること
が経歴等において明らかな者については、これを認める場
合がある」としておりましたが、プロジェクト統括責任者に要
求される能力、経験等をより明確にするため、以下のとおり
修正いたします。

受注者におけるプロジェクト統括責任者は、以下のいずれ
かであること。
①情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報
処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格
者。
②技術士（情報工学部門又は総合技術監理部門（情報工
学を選択科目とする者））の資格を有する者。
③「IT スキル標準V3 2011」（平成24 年3 月26 日 独立行政
法人 情報処理推進機構）における「プロジェクトマネジメン
ト」のいずれかの専門分野で達成度指標及びスキル熟達度
ともにレベル4 以上に相当する知識・経験を有する者。

4 調達仕様書 15 5 (2) 4

受注者におけるプロジェクト責任者は、情報処理の促進に
関する法律(昭和45年5月22日法律第90号)に基づき実施さ
れる情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験
の合格者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監査部
門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有すること。た
だし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴
等において明らかな者については、こえれを認める場合が
ある（その根拠を明確に示し、国立感染症研究所の理解を
得ること。)。

本項目は削除頂けますようご検討をお願いいたします。

プロジェクトマネージャ試験の合格者又は技術士に限定さ
れた場合、著しく人を限定することになりますので、プロジェ
クト管理者の要件は、(2) 3の業務経験として頂けますようご
検討をお願いいたします。

プロジェクト責任者については、プロジェクトマネージャ試験
の合格者又は技術士としての有資格者に限定しておりませ
ん。原案ではただし書きで、「同等の能力を有することが経
歴等において明らかな者については、これを認める場合が
ある」としておりましたが、プロジェクト責任者に要求される
能力、経験等をより明確にするため、以下のとおり修正いた
します。

受注者におけるプロジェクト責任者は、以下のいずれかであ
ること。
①情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報
処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格
者。
②技術士（情報工学部門又は総合技術監理部門（情報工
学を選択科目とする者））の資格を有する者。
③「IT スキル標準V3 2011」（平成24 年3 月26 日 独立行政
法人 情報処理推進機構）における「プロジェクトマネジメン
ト」のいずれかの専門分野で達成度指標及びスキル熟達度
ともにレベル4 以上に相当する知識・経験を有する者。

5 調達仕様書 20 8 (1) ⑧品質管理体制についてISO9001:2008、（以下略） ⑧品質管理体制についてISO9001、（以下略）
2015年度版で取得している場合や、既に2015年版に移行済
の場合でも応札可能とするため、2008年版の指定を外して
くださるようお願い致します。

検討の結果、以下のとおり調達仕様書を修正いたします。

⑧品質管理体制についてISO9001:2008又はISO9001:2015
（以下略）

6 要件定義書 65 4 (2) ア 1
システムアーキティクチャー
・本情報システムのシステムアーキティクチャーは、クライア
ント/サーバ型とする。

システムアーキティクチャー
・本情報システムのシステムアーキティクチャーは、クライア

ント/サーバ型又はWeb型とする。

Web型はクライアントにデータや利用の痕跡を残さないた
め、セキュリティ上優れたアーキティクチャーと考えます。ま
た、クライアントソフトウェアの再配布が不要となりシステム
管理上も有効と考えます。本システムのアーキティクチャー
として、Web型も許容頂けますようご検討をお願いいたしま
す。

セキュリティ確保のためブラウザは最新のバージョンである
必要があるが、Web型はブラウザバージョン等への依存が
大きく、メジャーバージョンアップ等があった際の動作を保証
することが困難であり、また、システムアーキティクチャー
は、当研究所において本システム仕様等に責任を持つ委員
会で当研究所の業務実態等（測定機器の制御を含む通信
が必要となること等）に鑑みて決定した事項であるため、現
状の記載のままとさせていただきます。

7 要件定義書 75 4 (10)

エ　情報セキュリティ対策要件
4  製品サポート期間の確認
なお、後継製品に更新する場合の費用は本調達に含むもの
とする。

なお、後継製品への更新に関しては別途協議のうえ決定す
ること。

サポートライフサイクルポリシーが事前に公表されていない
製品の場合、契約当初にその更新費用を見積もることが困
難です。左記のように修正をお願い致します。

サポートが継続して行われるように後継製品への更新計画
を提出して後継製品への更新に関して別途協議を行うこと
を含めているので、現状の記載のままとさせていただきま
す。

8 要件定義書 77 4 (11) ア(イ)
No3 補足
うち1台は計測用(RS-232C接続)

No3 補足

うち1台は計測用(RS-232C接続、RS-232C/LANコンバー

ターでの接続も許容する)

計測機器との接続はRS-232C/LANコンバーターでの接続
実績を有しており、本構成での接続も許容頂けますようご検
討をお願いいたします。

検討の結果、以下のとおり調達仕様書を修正いたします。

うち1台は測定用RS-232C
（変換ケーブル等を使用した接続も可とする。ただし、変換
ケーブル、動作確認等に係る費用は受注者の負担とす
る。）

9 要件定義書 77 4 (11) ア (イ)
No5 補足
RS-232C接続

No5 補足

RS-232C接続、RS-232C/LANコンバーターでの接続も

許容する

同上

検討の結果、以下のとおり調達仕様書を修正いたします。

RS-232C
（変換ケーブル等を使用した接続も可とする。ただし、変換
ケーブル、動作確認等に係る費用は受注者の負担とす
る。）

10 要件定義書 77 4 (11)
（イ）ハードウェア要件
5.クライアントPC（ノート型）
RS-232C接続

RS-232C接続
（変換ケーブル等を使用し、対象機器との接続も可とする。
なお、動作確認等にかかる費用は受注者の負担とする。）

RS-232Cコネクタを装備するノートPCは市場では減少傾向
となっております。提案間口を広げるためにも、左記の通り
修正をお願い致します。

通番9への回答に同じ。

11 要件定義書 78 4 (11)

ア　ハードウェア構成
（イ）ハードウェア要件
10.ページプリンタ
うち1台（事務担当者用）は高速なもの

印刷速度
1台（事務担当者用）：A4片面　32枚/分以上
24台：A4片面　28枚/分以上

「高速なもの」といった曖昧な表記では既存機器より印刷速
度が遅くなる可能性もあるため、具体的な印刷速度を明示く
ださい。

検討の結果、以下のとおり調達仕様書を修正いたします。

・印刷速度
　A4片面　28枚/分以上
　うち1台（事務担当者用）はA4片面　31枚/分以上

12 要件定義書 79 4 (11) イ (ア)
(ア) ソフトウェア構成図
・クライアント

「アプリケーション」を「アプリケーション/Webブラウザ」

に変更頂けますようご検討をお願いいたします。

No.4 同様にWeb型も許容頂きたくご検討をお願いいたしま
す。

通番6への回答に同じ。

13 要件定義書 82 4 (11)

ウ　ネットワーク構成
（イ）ネットワーク回線の要件
厚生労働省統合ネットワーク側の対応は要求事項によって
は別途有償になる場合があるため、受注者の責任と負担で
調整する。

厚生労働省統合ネットワーク側の対応は本契約の対象外と
する。

作業範囲、責任範囲、作業実施時期が不明確であり、適切
な見積ができかねます。削除もしくは左記のように修正をお
願い致します。

ネットワーク回線の要件の部分につきまして、本件通信要件
の変更などが発生することが想定されます。記載はそのま
まといたします。

国家検定・検査業務品質管理システム構築業務、ハードウェア等の賃貸借及び保守業務調達仕様書（案）に対する意見招請の結果について


