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本仕様書は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「甲」という。）が請負付

託する「委員会システムのマイグレーション及び改修」に関して、受注者（以下「乙」という。）が実施すべ

き業務について定めるものである。 
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1. 基本要件 

1.1 件名 

委員会システムに係るマイグレーション及び改修 

 

1.2 目的 

委員会システムとは、甲が開催する委員会に係る委員会の設置、委員の選出及び委嘱、委員会の

開催、出欠情報及び謝金支払い状況等の管理並びに関係帳票の出力を行うシステムである。 

本業務では当該システムを指定のバージョンのＯＳ及びミドルウエアに更新し、更新前と同様の機

能を果たすために必要な改修を行う。 

甲は、新プロジェクトマネジメントシステム（以下「新ＰＭＳ」という。）に対応させるために、当該システ

ムのユーザー認証機能を新ＰＭＳの統合認証機能と連携させる。さらに、システム間連携機能（デー

タベースの連携機能）をＰＭＳ会計系システム及び新ＰＭＳと連携させるように改修を行う。 

 

1.3 用語の定義 

本仕様書上の用語については、別紙 1「用語の定義」のとおりとする。 

 

1.4 システム構成 

現在の委員会システムの構成については、別紙 2「委員会システムの構成」のとおりとする。 

 

1.5 納入成果物 

表 1.「納入成果物」に記載した納入物及び提出書類（以下「成果物」という。）を作成すること。 

表 1. 「納入成果物」 

年度 項番 成果物名 掲載箇所 媒体 

平成 30 年度 1 プロジェクト実施計画書 

（開発体制、秘密保持体制、工程管理

計画、作業スケジュール等） 

2.1 書面/電子媒体 

2 要件定義書 3.1 書面/電子媒体 

3 基本設計書 3.2 書面/電子媒体 

4 詳細設計書 3.3 書面/電子媒体 
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5 

 

テスト実施計画書・テスト結果報告

書（結合テスト実施計画書・結合テスト

結果報告書、総合テスト実施計画書・

総合テスト結果報告書、連携総合テス

ト実施計画書・連携総合テスト結果報

告書） 

3.5 

3.7 

書面/電子媒体 

6 環境設定定義書 3.6 書面/電子媒体 

7 議事録（通年） 2.4 書面/電子媒体 

8 年度末作業完了報告書 2.6 書面/電子媒体 

平成 31 年度 

 

9 移行計画書 3.10 書面/電子媒体 

10 移行完了報告書 3.10 書面/電子媒体 

11 プログラムソース及びシステム一式  3.10 電子媒体 

12 操作マニュアル 3.11 書面/電子媒体 

13 運用保守手順書 3.11 書面/電子媒体 

14 インストール設定書 3.11 書面/電子媒体 

15 議事録（通年） 2.4 書面/電子媒体 

16 作業完了報告書 2.6 書面/電子媒体 

 

1.6 納入方法 

納入成果物は、以下の条件を満たすこと。 

(1) 表 1.「納入成果物」の項番 1 から 10、12 から 16 の書面及び項番 1 から 16 の電子媒体を各

2 部納入すること。 

(2) 書面の納入成果物は日本語で記載すること。ただし、固有名詞については、日本語以外での

記載も可とする。また、専門用語には説明を付すこと。 

(3) 書面は A4 判又は A3 判（A3 判を用いる場合は、折り込んで A4 判に収まる形態）とすること。 

(4) 電子媒体の形式は、Adobe PDF 又は Microsoft Office2013 で扱える形式とすること。 

ただし、項番 11 を除く。 

(5) 項番 11 の「プログラムソース及びシステム一式」は、項番 14 の「インストール設定書」に従い、

再インストールすることが可能なものとすること。 

 

1.7 納入場所 

〒212-8554 

神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 ミューザ川崎セントラルタワー 

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 システム業務部 
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1.8 納入期限 

  表 1.「納入成果物」の納入期限は以下のとおり。 

   項番 1 は、2.1 のとおり。 

   項番 2 は、平成 30 年 11 月 30 日 

   項番 3 及び 4 は、平成 30 年 12 月 28 日 

項番 5 は、平成 31 年 2 月 28 日。ただし、各計画書は各テスト工程開始まで、各結果報告書は各テ

スト終了後、次工程開始まで。 

   項番 6 は、平成 30 年 11 月 30 日 

    項番 7 及び 15 は、2.4 のとおり。 

    項番 8 は、平成 31 年 3 月 31 日 

    項番 9 は、平成 31 年 4 月 19 日 

   項番 10 から 14 及び 16 は、平成 31 年 5 月 31 日とする。 

    

     ただし、各納入期限での提出は書面のみとし、電子媒体は全て項番 16 と共に納入とする。 

 

 

2. プロジェクト管理要件 

2.1 プロジェクト実施計画書の作成 

乙は、契約締結後２週間以内に、本業務の実施体制、作業内容及びスケジュール等について記

載した「プロジェクト実施計画書(案)」を作成し、甲の了承を得ること。「プロジェクト実施計画書

（案）」においては、プロジェクト責任者、品質管理責任者、各チームの役割、作業分担等を明記し

た体制図及び秘密保持体制の案を包含すること。また、工程管理を行うために進捗管理方法及

び課題管理方法を包含すること。 

甲の了承を得た「プロジェクト実施計画書」は、乙にて進捗管理、品質管理、コミュニケーション管

理、課題管理、リスク管理及変更管理等のプロジェクト管理の指標として用いるものとする。 
 

2.2 工程管理 

乙は、作成した「プロジェクト実施計画書」に基づいて、本業務の各工程において、工程管理を実

施すること。 

また、乙は、本業務について、甲が別途進める新ＰＭＳの開発との工程調整を行い、各種テスト計

画及び移行計画案をまとめること。 

なお、工程調整については、甲が、関連システムの改修に係る開発業者も含めた打合せの場を設

けるものとし、乙は、これに参加して手順及びスケジュールについて協議すること。 

 

2.3 会議体 

「プロジェクト実施計画書」の工程上、キックオフ、要件定義終了、連携総合テスト終了及び本番移

行開始前において甲と乙による判定会議等を行うこと。また、プロジェクトの進捗、リスク等の確認
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及び協議のために、１ヶ月に１回程度、甲と日程調整のうえ、報告会議を開催すること。 

 

2.4 議事録の作成 

判定会議等の「議事録」は、甲の翌 3 営業日以内に乙が作成し、甲の承認を得ることとし、その他

発生した甲との確認事項のやり取りについても、乙が書面にまとめて、甲の了承を得ること。 

 

2.5 調整事項 

本業務を履行するにあたり、乙が新ＰＭＳ開発業者又は関連システムの改修に係る開発業者との

調整が必要と判断した場合は、甲にその旨を連絡すること。甲は乙の連絡を受けて、新ＰＭＳ開

発業者及び関連システムの改修に係る開発業者と乙が打合せを行う機会を設ける。また、乙は当

該打合せに際し、資料等の作成について甲より依頼があった場合はこれを引き受けること。 

なお、打合せの参加にあってはその技術分析や見解の提供を積極的に行い、円滑な本業務の実

施に努めること。 

 

2.6 報告書の作成 

「プロジェクト実施計画書」の平成 30 年度の工程の完了後に「年度末作業完了報告書」を、全工程

の完了後に「作業完了報告書」を作成し、甲の了承を得ること。 

 

3. 実施内容 

乙が実施する内容は以下のとおりとする。実施にあたっては甲が主催する打合せ並びに甲を含む

新ＰＭＳの開発業者及び関連システムの開発業者との技術打合せに参加し、技術分析・見解の

提供を積極的に行い、円滑な改修に努めること。なお、本業務に関するスケジュールは、別紙３

「委員会システムの改修スケジュール」のとおりとする。 

表 2. 「各年度の実施内容」 

項番 実施内容 
平成 30 年度 

1 2.1 プロジェクト実施計画書の作成 
2 3.1 要件定義 
3 3.2 基本設計 3.3 詳細設計 
4 3.4 開発・単体テスト、3.5 結合テスト 
5 3.6 環境設計・本番環境構築 
6 3.7 総合テスト・連携総合テスト 
7 3.8 受入テスト支援 

平成 31 年度 
1 3.9 検証環境構築 
2 3.10 移行 
3 3.11 運用移管 
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3.1 要件定義 

本仕様書の内容を踏まえ、委員会システムのマイグレーション及び改修に対する要求事項の確

認、実現方法及び実施方法の検討並びに詳細化を行い、甲と調整のうえ、「要件定義書」を作成

し、甲の了承を得ること。また、要件定義に際しては、甲が主催する新ＰＭＳ開発業者との打合せ

に参加し技術要件を十分に確認すること。 

 

3.2 基本設計 

3.1 に基づき基本設計を行い、委員会システムの既存の基本設計書と整合性を取ったうえで編纂

を行い、委員会システム全体の「基本設計書」として取りまとめ、甲の了承を得ること。「基本設計

書」においては、本業務に係るシステム構成設計、機能設計、画面設計、帳票設計、外部インター

フェース基本設計、DB 設計、セキュリティ設計、性能設計、運用設計を包含すること。 

 

3.3 詳細設計 

3.2 に基づき詳細設計を行い、委員会システムの既存の詳細設計書と整合性を取ったうえで編纂

を行い、委員会システム全体の「詳細設計書」として取りまとめ、甲の了承を得ること。「詳細設計

書」においては、本業務に係る機能詳細設計、画面詳細設計、帳票詳細設計、外部インターフェー

ス詳細設計、DB 詳細設計、ジョブ運用設計、本業務による関連システムへの影響評価を包含す

ること。 

 

3.4 開発・単体テスト 

3.3 に基づきプログラムの開発を行い、開発したプログラムについてプログラム単体レベルでのテ

ストを乙の保有する開発環境で行うこと。単体テストの進捗及び品質の状況は 2.3 で示す報告会

議で報告すること。 

 

3.5 結合テスト 

単体テスト実施済みのプログラムの動作に関する結合テストを乙の保有する開発環境で行い、3.1

の内容を満たしていることを確認すること。 

結合テストに際しては、乙は品質基準を明確にした「結合テスト実施計画書」を作成し、甲の了承

を得ること。また、「結合テスト実施計画書」に基づき、結合テストを実施し、その達成度合い等を

「結合テスト結果報告書」として取りまとめ、甲の了承を得ること。 

 

3.6 環境設計及び本番環境構築 

委員会システムに係る環境設計を行い、「環境設定定義書」にまとめ、甲の了承を得ること。「環境

設定定義書」に基づき、甲が用意する本番環境に改修したプログラムを含むソフトウェアのインス

トール及び設定を実施し、本番環境を構築すること。ただし、ＯＳ及びＤＢについては甲のシステム

運用ベンダーによりインストールされるため、対象から除く。 



9 
 

 

3.7 総合テスト・連携総合テスト 

結合テスト実施済みのプログラムについて、3.6 で環境構築した検証環境を用いて、委員会システ

ムとしての総合テスト及び関連システムとの連携総合テストを行い 3.1 の内容を満たしていること

を確認すること。 

これらのテストに際しては、乙は品質基準を明確にした「総合テスト実施計画書」及び「連携総合テ

スト実施計画書」を作成し、甲の了承を得ること。また、その達成度合いをそれぞれ「総合テスト結

果報告書」及び「連携総合テスト結果報告書」として取りまとめ、甲の了承を得ること。 

  

3.8 受入テスト支援 

   甲の職員による業務確認としての受入テストの支援（テスト環境の設定、テストデータの手順の

提示、テストデータの提供等）を行うこと。 

 

3.9 検証環境構築 

「環境設定定義書」に基づき、甲が用意する仮想環境に改修したプログラムを含むソフトウェアの

インストール及び設定を実施し、検証環境を構築すること。ただし、ＯＳ及びＤＢについては甲の

システム運用ベンダーによりインストールされるため、対象から除く。 

 

3.10 移行 

乙の方法論及び知見に基づき、移行に伴うリスク最小化検討や移行事前検証を行う等、移行に

必要な方法論及び手順を検討すること。検討した方法論及び手順を反映したリハーサルを含む移

行手順、スケジュール及び分担等を「移行計画書」にまとめ、甲の了承を得ること。「移行計画書」

に基づき、甲が用意する仮想サーバーに改修したプログラムを含むソフトウェアのインストール及

び設定を実施し、既存の委員会システムのデータを改修後の委員会システムへ移行する等本番

環境を構築及び移行し、その実施結果を「移行完了報告書」にまとめ、甲の了承を得ること。 

移行リハーサル及び移行は、現在開発中である新ＰＭＳの移行リハーサル及び移行に合わせて

実施するものとし、関連システムとの連携や機能テスト等を行い、移行が可能であるか否かの確

認を実施すること。 

また、移行は、受入テストが終了し、移行判定会議で甲の了承を得たシステムを甲の本番環境及

び検証環境に移行すること。移行完了後、完成したシステムの「プログラムソース及びシステム一

式」を甲に提出すること。  

 

3.11 運用移管 

乙は、甲及び甲が指定する委員会システムの運用保守業者に対して、本業務で追加変更された

機能等に係る運用移管を行うこと。その際は、「操作マニュアル」、「運用保守手順書」及び「イント

ール設定書」を作成し、甲の了承を得たうえで実施すること。 

なお、運用移管が完了するまでの期間は甲が指定する委員会システムの運用保守業者と協力し
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て運用保守業務を実施すること。 

 

     

4. システム要件 

システムの要件は以下のとおりとする。また、詳細については要件定義にて検討後確定する。 
 

4.1 環境設計・環境構築 

環境設計・環境構築は以下の要件を踏まえて実施すること。 

 

4.1.1 ＯＳ及びミドルウエア仕様 

(1) ＯＳ及びＤＢのバージョン 

  以下のＯＳ及びＤＢのバージョンを前提に「環境設定定義書」を作成すること。 

    ＯＳ；Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

     DB；Ｏｒａｃｌｅ 11.2.0.4 Standard Edition 

(2) その他ミドルウエアのバージョン 

その他ミドルウエアのバージョンは可能な限り最新版とすること。 

ＩＩＳ、ＯＤＰ.NET、ASP.NET、OPEN XML SDK、.NET Framework、Active Reports For .NET、 

            Microsoft Office、Visual Studio 

 

4.1.2 サーバーハードウエア仕様 

新環境サーバー仕様は以下のとおりとする。 

項番 仮想サーバー CPU（論理コア数） ディスク[GB] メモリ[GB] 

1 Web/AP サーバー 
2core ２Ｇｈｚ 

(※最大 4core) 
57 

2 

(※最大 4) 

2 DB サーバー 
2core ２Ｇｈｚ 

(※最大 4core) 
107 

3 

(※最大 4) 

3 検証サーバー 2core ２Ｇｈｚ   171 4 

※ CPU 及びメモリについては、総合テスト、連携総合テストの負荷テストにおいて必要が 

ある場合には、甲が最大まで確保する。 

 

4.1.3 動作クライアントの条件 

動作確認用クライアントのＯＳ及びブラウザの条件は以下のとおりとする。 

   ＯＳ；Windows7 sp1 

    ブラウザ；Internet Explorer 11 Enterprise モード  

 

4.2 単体・結合・総合・連携総合テスト 

新環境の上で、同様に動作するために必要な改修を行い、動作確認テストを単体・結合・総合・連
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携総合のフェーズに分けて行う。この時の動作確認の観点は以下のとおりとする。 

 
4.2.1 画面表示 

   乙が作成した「操作マニュアル」に記載された全機能を動作させ、画面表示内容が現行と同等で

あることを以下の観点から保証すること。 
    (1) レイアウト 
      画面全体のレイアウトが正しいこと。 
    (2) 文字 
      文字フォント、サイズ、色が正しいこと。 
    (3) 図形 
      線の太さ、線種、色が正しいこと。 
      図形の形状、面の色、網掛けが正しいこと。 
    (4) 画面入出力要素（外観） 
      ラジオボタン、テキストボックス、ドロップダウンリストボックス等の表示が正しいこと。 
 

4.2.2 機能 

乙が作成した「操作マニュアル」に記載された全機能を動作させ、機能が現行と同等であることを

以下の観点から保証すること。 

(1) 各画面入出力要素の動作 

ラジオボタン、ドロップダウンリストボックス等が正しく動作すること。 

(2) ボタン／リンク／タブ押下による動作 

処理の実行、アクション（画面遷移、ＤＢ更新、データ出力等）が起動すること。 

(3) 処理結果（画面） 

画面に出力された処理結果（ＤＢの更新／参照やデータの加工）が正しいこと。 

(4) 処理結果（帳票） 

出力された帳票のレイアウト及び出力データが正しいこと。 

(5) エラー処理 

エラー画面表示等が正しいこと。 

 

4.2.3 応答時間 

検索表示や帳票印刷等、代表的なオンライン処理について応答時間が現行と比較して劣化して

いないこと。 

 

4.3 システム間連携機能 

新ＰＭＳでは、プロジェクトマネジメントシステム（以下「現行ＰＭＳ」という。）が使用していたデータ

ベース間の連携処理を行う EAI 連携システムを廃止する。そのため、委員会システムと現行ＰＭＳ

間及びＰＭＳ会計系システムとの間で行っているデータベース間の連携処理は以下の要件をみた

すこと。 

 

(1) DB 連携処理（データベーステーブルのコピー処理）を用いない方法（DBLink 等）により、新Ｐ

ＭＳ及びＰＭＳ会計系システムとの連携処理を可能とすること。 
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(2) DBLink 接続先を現行ＰＭＳから新ＰＭＳ対応に変更すること。 

(3) 現行ＰＭＳから新ＰＭＳへの移行に伴い、参照しているデータベーステーブルが廃止される場

合には、新ＰＭＳ開発業者と協力して代替手段を構築すること。 

(4) 新ＰＭＳ上に委員会情報を表示する機能を新たに開発するため、新ＰＭＳから委員会システ

ムのデータベーステーブルを参照可能にすること。 

4.4 統合認証機能 

新ＰＭＳのログインは、「共通ログイン画面」から IceWallSSO のログイン機能に対してログインの

リクエストを行う事で実現している。委員会システムは新ＰＭＳログイン後のメニューポータルより、

シングルサインオンで利用できるようにするため、以下の IceWallSSO の機能を利用すること。 

(1) リバースプロキシ 

IceWallSSOのリバースプロキシ方式により、クライアントから委員会システムへのリクエスト／

リプライを代行して送受信を行うこと。 

(2) 自動フォーム認証 

委員会システムにアクセスする際にはユーザ・パスワード等を送信しているが、これを

IceWallSSO の「自動フォーム認証」機能を利用し、IceWallSSO サーバーと委員会システムの

サーバー間でシステムに合わせた認証情報の連携を行うこと。 

(3) 新ＰＭＳから委員会システムへの画面遷移 

新ＰＭＳログイン成功後のメニューポータルからリンクメニューを押下することで行うこと。リン

クメニューを押下すると、IceWallSSO の自動フォーム認証により、ID/パスワード等がシステム

にリクエストされることで委員会システムのシングルサインオンが行われて業務画面が表示さ

れること。 

   

 

5. その他留意事項 

5.1 実施上の遵守事項 

(1) 仮想化基盤の監視管理、バックアップ管理、セキュリティ管理及びユーザー管理は既存の各

標準に合わせることを原則とする。 

(2) 業務に影響を与えない応答時間、ターンアラウンドタイム（許容可能な処理時間）、スループ

ットを実現すること。 

(3) 既存システムの手法（.NET Framework を用いた開発）に準拠して作業を実施すること。 

(4) 改修部分において、セキュリティ脆弱性を生まないセキュアプログラミングを行うこと。 

(5) 本業務の実施中に、本業務の目的を達成するために追加の改修が必要と判断された場合は、

甲乙間で本業務の改修内容に含めるかを協議のうえ、その結果に従い対応すること。 

(6) データ移行は業務に支障が生じないように行うこと。 

(7) 本業務を遂行するために購入が必要となるソフトウェアは乙が購入し、成果物と共に納品す

るものとする。ただし、開発環境や甲が予め保有しているソフトウェアは除く。 
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5.2 設計書の閲覧等 

乙が、本業務を履行するにあたって必要とする場合、甲は、設計図書・マニュアル類を乙に閲覧させ

る。これに係る甲乙間の手続きについては、本件契約締結後に甲から乙に提示する。 

なお、設計図書・マニュアル類は完全性を保証するものではない。 

 

5.3 改修責任 

乙は、本業務を履行するにあたって、実装されている他の機能及び関連システムの正常動作と整合

性の確保についても完成保証として責を負うこと。 

 

5.4 著作権  

本業務で作成される著作物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）及

び所有権については、甲に帰属するものとし、乙は著作物及びこれに類するものについて、著作者

人格権を行使しないものとする。 

 

5.5 秘密保持 

乙は、本業務の履行に際して、甲が乙に提供する秘密情報の取り扱いにおいて、甲と別途、「覚書」

を締結すること。 

 

5.6 情報セキュリティに関する乙の責任 

本業務における情報セキュリティを確保するうえで、次のことを遵守するものとする。 

(1) 乙の組織全体のセキュリティを確保するとともに、甲から求められた本業務の実施において

情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。 

(2) 甲の情報セキュリティポリシー（「情報セキュリティ管理規程」、「情報セキュリティ対策基準」

及び「個人情報保護管理規程」並びに「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基

準」）を遵守すること。 

(3) 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律」及び「独立行

政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」等の情報セキュリティ関係の法規を遵

守すること。 

(4) 本業務における情報セキュリティ対策の履行状況について甲が改善を求めた場合には、甲

と協議のうえ、必要な改善策を立案して速やかに実施すること。 

(5) 本仕様書にない事項又は仕様について生じた疑義については、甲と協議のうえ解決するこ

と。 
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用語の定義 

用語 定義 

新プロジェクトマネジメン

トシステム（新ＰＭＳ） 

基幹システムであるプロジェクトマネジメントシステムのセキュリティ強

化、システム安定稼働及び甲におけるプロジェクトマネジメントの効率

化、高度化、事業者の利便性向上を目指し、新たにナレッジの蓄積・共

有、プロジェクトの可視化及びプロジェクトに参加する事業者との情報共

有を実現すべく開発を行っている新たな業務システム。 

ＰＭＳ会計系システム 甲における基幹となるシステムであり、出納･資金管理、支払管理、伝票

作成、決算、相手方（個人･法人）情報・口座管理等の一連の会計処理を

行うシステム。                           

関連システム 委員会システムの機能改修に関連システム。 

新プロジェクトマネジメントシステム、ＰＭＳ会計系システム、資産管理シ

ステム、文書管理システム。 

関連システムの開発業者 新プロジェクトマネジメントシステムを構築するにあたって、関連システム

は機能の見直しや追加を実施するが、その作業を受注した事業者。 

AP サーバー アプリケーションサーバー。甲の業務のためのアプリケーションを実行す

るサーバー。 

DB サーバー データベースサーバー。甲の業務のためのデータベースを運用するサー

バー。AP サーバーからアクセスされる。DB サーバー間は EAI 連携シス

テム及び DBLink で連携している。 

EAI 連携システム 会計系システム及び関連システム間連携共通基盤システム。 

DBLink オラクル社の Oracle DBMS 間の接続方式。 

新統合認証システム 新ＰＭＳ対応で業務システムのシングルサインオン(SSO)を実現するため

に導入される統合認証システム。HP 社の「IceWallSSO」を導入。 

 

  

別紙 1 
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委員会システムの構成 

１．委員会システム概要 
機能 機能概要 

1.ログイン認証 1.1 ログイン 委員会システムにログインする。 

2.委員会情報一

覧 

2.1 委員会の検索 登録済み委員会情報を検索し、一覧表示する。 

  2.2 委員会ダウンロー

ド 

検索結果をダウロードする。 

3.委員会 3.1 委員会ワークフロ

ー 

委員会システムワークフローの進行状況を表示する。それ

ぞれの機能を呼び出す。 

  3.2 委員会明細表示 登録されている委員会情報（委員会名、種別、担当部、設

置期間、担当者等）を明細に表示する。 

  3.3 委員会情報の登録 委員会情報（委員会名、種別、担当部、設置期間、担当者

等）の新規登録を行う。また、委員会コードの発行を行う。 

  3.4 委員会情報の更新 委員会情報（委員会名、種別、担当部、設置期間、担当者

等）の更新を行う。 

  3.5 委員会情報の削除 委員会情報の削除を行う。 

  3.6 延長伺い 委員会の設置期間を延長する。 

  3.7 委員会設置に係る

帳票の出力 

委員会設置に係る帳票を出力する。 

4. 委員・委嘱 4.1 委員一覧表示 登録されている委員を一覧で表示する。 

  4.2 委嘱手続き状況 委嘱手続きの内容を状況と共に一覧で表示する。 

  4.3 委嘱ワークフロー 委嘱ワークフローの進行状況を表示する。それぞれの機

能を呼び出す。 

  4.4 委員情報明細表示 委員の情報（氏名、住所、勤務先、指名状況、委嘱期間、

所属長、事務手続き窓口等）を明細に表示する。 

  4.5 委員登録 相手方個人を検索し委員として登録を行う。 

  4.6 委員情報の更新 登録されている委員の情報（所属長、事務手続き窓口等）

の更新を行う。 

  4.7 委員の指名解除 登録されている委員の指名解除を行う。 

  4.8 委員の委嘱手続き

等の事務処理に係る帳

票の出力 

委員の委嘱手続き等の事務処理に係る帳票の出力を行

う。 

5. 開催 5.1 開催情報の一覧表

示 

委員会の開催情報（回数、開催日、議題、工程状況等）を

一覧で表示する。 

  5.2 開催情報の明細表

示 

委員会の開催情報（開催日、会議名、開始時刻、終了時

刻、議題、場所、工程状況等）を明細に表示する。 

  5.3 開催情報の新規作

成 

委員会の開催情報（開催日、会議名、開始時刻、終了時

刻、議題、場所等）を新規作成する 

別紙 2 
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機能 機能概要 

  5.4 特別出席委員の登

録 

相手方個人を検索し特別出席委員として登録を行う。 

  5.5 開催情報の更新 委員会の開催情報（開催日、会議名、開始時刻、終了時

刻、議題、場所等）の更新を行う。工程状況も表示する。 

  5.6 開催情報の削除 委員会の開催情報の削除を行う。 

  5.7 開催の準備チェック

リスト 

委員会の開催にあたり、必要な作業の確認を行う。 

  5.8 出欠の登録 委員の出欠有無及び旅費の様式を登録する。 

  5.9 議事録の管理 議事録の一覧を表示し、また、アップロード及びダウンロ

ード/削除等管理を行う。 

  5.10 謝金総括表の管

理 

謝金総括表の表示、作成、変更、削除を行う。 

  5.11 開催に係る帳票

の出力 

開催に係る帳票の出力を行う。 

6. 依頼状況 6.1 依頼状況の一覧表

示 

事務処理の内容（依頼日、どこへ、分類、内容等）を状態

（依頼中、済等）と共に一覧で表示する。それぞれの機能

を呼び出す。 

7. 委員 7.1 委員検索 登録済みの委員を、相手方情報、委員会情報等で検索

し、一覧表示する。 

 7.2 委員情報明細表示 委員の情報（氏名、住所、勤務先、指名状況、委嘱期間、

所属長、事務手続き窓口等）を明細に表示する。 

 7.3 委員情報の更新 登録されている委員の情報（所属長、事務手続き窓口等）

の更新を行う。 

 

＜補足＞ 

 上記機能の操作については、それぞれユーザー及び部署の有する権限によって操作の可否が異なる。 

  



 

17 
 

２．サーバー動作環境 

委員会システムには、本番環境と検証環境がある。 

 

(1) システム構成一覧 

 

名称 概要 

委員会システムＡＰサーバー

（本番環境） 

委員会システムＷｅｂアプリケーションサーバー。同じサーバ

ー上で複数の他システムも稼働している。 

委員会システムＤＢサーバー

（本番環境） 

委員会システム及び会議室予約システムＤＢサーバー。同じ

サーバー上で複数の他システムのＤＢも稼働している。 

委員会システムＡＰ・ＤＢサーバ

ー（検証環境） 

委員会システムＷｅｂアプリケーションサーバー兼ＤＢサーバ

ー。同じサーバー上で複数の他システムも稼働している。 

 

(2) 動作環境一覧 

 

名称 動作環境 

委員会システムＡＰサーバー

（本番環境） 

ＯＳ： Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition 

Ｗｅｂサーバーソフト： IIS 6.0 

アプリケーション実行環境： .NET Framework 3.5 

帳票作成ツール： Active Reports for .Net 6.0J 

委員会システムＤＢサーバー

（本番環境） 

ＯＳ： Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition 

データベース： Oracle10g Standard Edition 

委員会システムＡＰ・ＤＢサーバ

ー（検証環境） 

ＯＳ： Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition 

Ｗｅｂサーバーソフト： IIS 6.0 

データベース： Oracle10g Standard Edition 

アプリケーション実行環境：  .NET Framework 3.5 

帳票作成ツール： Active Reports for .Net 6.0J 

 

(3) クライアント動作環境 

 【仮想デスクトップ環境】 

・OS：Windows7 Pro SP1（32bit） 

・CPU：3.33GHz 以上 

・メモリ：2GB 以上 

・ブラウザ：Windows Internet Explorer 11 Enterprise mode 

     ・オフィス： 2013 Microsoft Office system 

・PDF ファイル作成ソフト： Adobe Acrobat 8 Standard 

 

職員端末（約 1,000 台）で使用する。 
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委員会システムの改修スケジュール 

乙のプロジェクト管理体制の下に実施されるものとすること。 

 

図 1. 「作業スケジュール（案）」 

 平成３０年度 平成３１年度 

１０月 １１月 1２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月～ 

イベント 

契約 Kick-

off  

    本番 

移行 

本 稼

働 

 

マイグレーションと改修 

  要件定義 
  

       

 基本設計 

 詳細設計 

 環境設計・ 

本番環境構築 

 開発 

 単体テスト 

 結合・総合・連携総

合テスト 

  

  

 

    

 受入テスト 
  

   
 

   

 検証環境構築 
  

    
 

  

 移行 
  

    
 

  

 本稼働 
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