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1 業務要件の定義 

 業務実施手順 

1.1.1 業務の範囲（業務機能とその階層） 

経済産業省の会計手続（補助金、委託費、物品購入、役務請負、旅費、謝金、

給与等の個別業務や予算示達、支出負担行為、支出決定、証拠書類提出、歳入等

の共通業務）の業務内容を以下に示す。 
 

階層１ 階層２ 処理 

No. 名称 No. 名称 No. 名称 

1 予算配

分 

1-1 予算情報の登録 1-1-1 予算科目体系ツリー表の登録 

1-2 予定総表・示達の登

録 

1-2-1 予定総表の登録 

1-2-2 示達の登録 

1-3 執行見込の登録 1-3-1 執行計画の登録 

1-3-2 随契申請・承認 

1-3-3 11月以降の執行抑制 

1-4 残高の管理 1-4-1 予算・示達残高の管理 

2 執行 2-1 交付情報・契約情報

の登録 

2-1-1 補助金 

2-1-2 委託費 

2-1-3 庁費 

2-1-4 謝金(SEABIS以外) 

2-1-5 分任官（常設） 

2-1-6 分任官（臨時） 

2-1-7 債主情報 

2-1-8 概算払・前金払 

2-2 発注手続きのポータ

ル化 

2-2-1 払出し物品の手続き 

2-2-2 単価契約の手続き 

2-3 予定価格積算の作成

補助 
2-3-1 予定価格情報の登録 

2-4 
前渡金請求の登録 

2-4-1 常設前渡官 

2-4-2 臨時前渡官 

2-5 政府共通システムへ

の登録 
2-5-0 

支出・負担行為業務（負担行為→支出

業務) 

2-5-1 ADAMS国庫債務負担行為 

2-5-2 ADAMS戻入処理 

2-5-3 ADAMS即決 

2-5-4 ADAMS限度額示達 

2-5-5 ADAMS科目更正 
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階層１ 階層２ 処理 

No. 名称 No. 名称 No. 名称 

2-5-6 GEPS入札公告・入開札 

2-5-7 GEPS電子契約 

3 証拠 

書類 

3-1 会計検査院へ提出情

報の登録 

  

4 その他 4-1 物品管理の登録 4-1-1 補助金財産管理 

4-1-2 委託費財産管理 

4-2 任免情報の登録 4-2-1 官職指定 

4-2-2 個別指定 

5 共通機

能 

5-1 債権情報の登録 5-1-1 債権管理 

5-2 登録情報の検索   

5-3 ステータスの表示   

5-4 登録データの活用   

5-5 管理機能の設定 5-5-1 アカウント管理 

5-6 必須入力項目の設定   

5-7 ログイン機能   

5-8 その他の管理   
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1.1.2 業務フロー 

経済産業省の会計手続の全体の概観業務フローとして以下に示す。詳細の業

務フローは、「資料 10 ワークフロー」に示す。なお、翌会計年度へ予算を繰り

越すものもあり、繰越しすることが確定した案件は、翌年度４月から６月にデー

タの繰越し登録を行うことになる。また、案件によっては、複数年度分の契約を

まとめて行える国庫債務負担行為もあることにも留意が必要。 
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1.1.3 入出力情報項目及び取扱量 

入出情報項目及び取扱量を以下に示す。また、各業務処理は、３・４月を繁忙

期と想定する。 
 

業務処理 主な入出力情報項

目 

取扱量 利用目的 取得元/提供元 

予算科目体系

ツリー表の登

録 

予算科目、予算金

額、財源別 
2,000  

科目/

年 

予算情報、略科目

情報の設定 
管理者 

予定総表の登

録 

四半期毎に各月の

支払計画額 
2,500 

科目/

年 
予定総表の登録 

体系・配分

TB、事業 TBに

登録されたデ

ータ 

示達の登録 
示達日、示達先官

署、示達金額 
14,500 

科目/

年 

負担行為示達、支

払計画示達の登録 

体系・配分

TB、事業 TBに

登録されたデ

ータ 

随契申請 
随契区分、随契理

由 
700 回/年 

随契申請・承認の

管理 
原課 

執行申請 

(11月以降) 

11月以降の執行理

由 
200 回/年 

11月以降の執行承

認申請 
原課 

補助金管理 

公募・採択情報、

交付日、交付先、

交付金額、事業期

間、支払金額 

7,000 件/年 
補助金交付情報の

管理 
原課 

委託費管理 入札/企画競争情

報、契約日、契約

相手、契約金額、

事業期間、支払金

額 

1,500 件/年 委託費情報の管理 原課 

庁費管理 案件種別(物品/役

務）、契約日、契

約相手、契約金

額、契約期間、支

払金額 

40,500 件/年 庁費情報の管理 業管室/原課 

謝金管理 契約日、契約相

手、契約金額、契

約期間、支払金額 

300 件/年 

謝金情報の管

（SEABIS利用対象

外の案件） 

原課 

分任官（常

設）管理 

限度額示達、案件

種別、契約日、契

約相手、契約金

額、契約期間、支

払金額 

700 件/年 

分任負担行為担当

官（常設）の契約

情報の管理 

原課 
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業務処理 主な入出力情報項

目 

取扱量 利用目的 取得元/提供元 

債主情報管理 法人番号、債主

名、住所、振込先

口座 

11,500 者/年 
振込先の債主情報

の管理 

事業者/立替払

職員 

払出物品の発

注 
払出し申請・実

績、在庫量 
600 

種類/

年 

物品の払出し情

報・在庫情報の管

理 

業管室/会計機

関 

単価契約の発

注 

案件種別、発注

日、発注量、納品

日、支払金額 

200 
種類/

年 

単価契約の発注情

報の管理 
原課/業管室 

物品取得管理 品目、型番、数

量、物品登記番

号、納品日、登記

日 

44,500 個/年 
物品登記情報の管

理 

業管室/会計機

関 

ADAMS連携

（負担行為） 

整理番号、略科目

コード、債主コー

ド、負担行為金

額、負担行為日 

121,500 件/年 

ADAMSに登録する/

登録した負担行為

情報の管理 

会計機関 

ADAMS連携

（支出決定） 

整理番号、略科目

コード、債主コー

ド、支出決定金

額、支払予定日 

126,500 件/年 

ADAMSに登録する/

登録した支出決定

情報の管理 

会計機関 

ADAMS連携

（国庫債務） 

整理番号、国庫債

務事項コード、債

主コード、国庫債

務負担行為金額、

国庫債務負担行為

日、年割額 

300 件/年 

ADAMSに登録する/

登録した国庫債務

負担行為情報の管

理 

会計機関 

ADAMS登録

（限度額示

達） 

整理番号、略科目

コード、債主コー

ド、限度額示達

額、限度額示達日 

400 件/年 

ADAMSに登録する/

登録した限度額示

達情報の管理 

会計機関 

ADAMS登録

（科目更正、

訂正、取消） 

訂正前、訂正後情

報、訂正日 
2,500 件/年 

ADAMSに登録した決

議書の訂正登録情

報の管理 

会計機関 

債権管理（歳

入） 

債権発生日、債務

者、債権の種類、

歳入科目、債権金

額、履行期限、納

入日 

5,000 件/年 
歳入金債権の納入

管理 
会計機関 

債権管理（戻

入） 

債権発生日、債務

者、債権の種類、

戻入科目、債権金

額、履行期限、納

入日 

300 件/年 

歳入外債権（戻

入）の納入状況管

理 

会計機関 
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 利用規模・アカウント区分 

サービスの利用者数及び情報システムの利用者数を、以下に示す。また、想定

する業務の繁忙期は、3・４月を想定している。 
 

利用者 利用者数 補足 

一般利用者 

【全課室（810課室）】 

 

810人程度 外局、地方局を含めた当省の全課室職員を対象とする。

Webブラウザ経由でモデルシステムにアクセスし、執行計画

の登録、事業情報の登録、及び登録データの検索並びにファ

イル出力を行う。 

アカウント権限：資料 10「ワークフロー一覧」における担

当課室及び予算計上課室が行う業務の操作権限を付与し、基

本的に、担当課室及び予算計上課室が登録した分のみ登録

（修正含む）・閲覧・削除等が行える。 

各局管理者 

【会計課等（20課室程度）】 

50人程度 本省会計課、各外局、各地方局の会計機関職員を対象とす

る。債主登録、予算管理、負担行為登録、支出決定、支出負

担即出等を行う。また、登録データの検索及びファイル出力

を行う。 

アカウント権限：資料 10「ワークフロー一覧」における会

計課及び業管室が行う業務の操作権限を付与し、自局の担当

課室及び予算計上課室が登録したデータに対し、修正・閲

覧・削除等が行える。 

システム管理者 

【官房会計課】 

5人程度 官房会計課職員を対象とする。システム管理者権限の操

作、外局・地方局を含めた全登録データの検索及びファイル

出力を行う。 

アカウント権限：すべての操作権限を付与する。アカウン

ト管理はシステム管理者が行うことを想定。 

 

 管理するべき指標 

 新システムの運用において管理すべき指標等を以下に示す。なお、下記指標を

計測するための機能は新システムに設けることは想定していないが、パッケー

ジ製品（標準機能）等で簡単に計測・集計表示が可能である場合は、機能を設け

ることを拒むものではない。 
 

指標の種類 指標名 内容 

業務効果指標 投資回収期間 削減作業時間・人件費単価をもとに、新システムの開発費

の投資回収に係る年数を確認する。 

繁忙期における 

作業時間 

新システムの導入前・後の繁忙期の作業時間を比較する。 



 

9 

指標の種類 指標名 内容 

業務品質指標 書類の修正数又は

差戻し数 

新システムの導入前・後の書類の修正や差戻し数を比較す

る。 

 
 

 情報システム化の範囲 

1.4.1 情報システムの機能 

会計課又は経済産業省本省等で会計業務を実施する職員から聴取した「資

料 1 問題点課題一覧」を踏まえて、新システムの「資料 10 ワークフロー」

に示す業務フローのうち、システム化の範囲を次頁に示す。 

 
表 1 システム化の範囲 

情報システム機能 

科目管理 ADAMS管理用の予算科目（財源、会計、所管、組織、項、目、事項、予算額

等）のテーブルと、省内管理用の略科目（各目 1、各目 2、細分 1、細分 2、細

分 3、予定計上課室、予定額、執行課室、配分額等）のテーブルに区分する 

科目登録 予算科目を CSV形式（ADAMS仕様）でインポートする 

略科目を直接入力又は EXCEL形式でインポートする 

事業体系を直接入力又は EXCEL形式でインポートする 

事務費体系を直接入力又は EXCEL形式でインポートする 

予算科目と仕訳コード等との対応表を登録する 

予算科目に仕訳コード等を紐付ける 

略科目を EXCEL形式でエクスポートする 

事業体系を EXCEL形式でエクスポートする 

事務費体系を EXCEL形式でエクスポートする 

予定総表登録 執行見込及び交付情報・契約情報を基に、予定総表を作成・登録する（※会計課

へも権限付与） 

予定総表のマスタを登録する。 

予定総表を CSV形式（ADAMS仕様・タンギングデータ）でエクスポートする 

予定総表を EXCEL形式（財務省提出用・復興庁提出用）でエクスポートする 

示達登録 配分先（配分体系や執行課室）を登録する 

事業計画情報（事業期間の始期と終期等）を登録する 

事業計画情報が示達額を超える場合はアラートを通知する 
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情報システム機能 

執行状況（執行見込及び交付情報・契約情報）を検索・閲覧・EXCEL形式で出力す

る 

国庫債務負担行為示達の登録に対して、示達処理を行う。（ステータス＝ADAMS連

携済、全局分参照可） 

支払計画示達の登録を行う。（目・部局別、ステータス＝登録中、自局のみ参照

可） 

示達が登録されたことを通知する 

支払計画示達の登録に対して、示達処理を行う。（ステータス＝ADAMS連携済、全

局分参照可） 

示達を CSV形式（ADAMS仕様・タンギングデータ）でエクスポートする 

官署・示達日に応じた示達・事項別内訳を検索・閲覧・CSV形式・PDF形式で出力

する 

執行計画登録 配分先（配分体系や執行課室）を登録する 

事業計画情報（事業期間の始期と終期等）を登録する 

事業計画情報が示達額を超える場合はアラートを通知する 

執行状況（執行見込及び交付情報・契約情報）を検索・閲覧・EXCEL形式で出力す

る 

随契申請 添付の申請資料（PDF等のファイル）をアップロードし、申請を登録する 

申請登録後、会計課企画担当へメール通知する 

メール通知先（複数）を設定する 

申請から一定期間、承認が無い場合、メール通知先へお知らせメールを送付する 

随契申請内容の表示・修正・差戻・承認する 

執行申請（11月

以降） 

添付の申請資料（PDF等のファイル）をアップロードし、申請を登録する 

申請登録後、会計課企画担当へメール通知する 

メール通知先（複数）を設定する 

申請から一定期間、承認が無い場合、メール通知先へお知らせメールを送付する 

執行申請内容の表示・修正・承認する 

基準額（1000万円）未満かつチェックボックス（「総務課承認済み」欄）にチェ

ック済みの場合は自動的に承認する 

基準額を登録・変更する 

予算・示達残高

管理 

交付情報・契約情報が示達額を超える場合はアラートを通知する 

執行状況（執行見込及び交付情報・契約情報）を検索・閲覧・EXCEL形式で出力す

る 

物品管理簿情報（SEABIS仕様）をエクスポートする 

旅費・謝金・委員手当執行情報を SEABISから随時インポートする 

人給 Sから給与執行情報を定期的にインポートする 

予算・示達残高を検索・閲覧・EXCEL形式で出力する 
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情報システム機能 

補助金管理 補助金の交付情報・契約情報（公募情報、採択結果、交付決定情報（※概算払協

議承認書を含む）、交付決定通知書など）を登録する 

補助金の交付情報・契約情報の入力を補助する（既存データの自動転記、入力候

補の表示、入力例、過去の履歴表示など） 

補助金の交付情報・契約情報の登録項目を管理（追加／削除及び必須項目の設

定）する 

補助金の交付情報・契約情報に添付資料（WORD,PDF等）をアップロードする 

補助金の交付情報・契約情報（公募情報、採択結果、交付決定情報、交付決定通

知書など）を元に定型資料のベースを自動作成する 

補助金の関連ファイルを電子決裁基盤・証拠書類管理システムへ API連携する 

当該事業の再委託先、間接補助先データを登録できるようにする 

登録した情報を Excel（帳票）及び CSVデータで出力する 

マイナスの金額情報（戻入時）を登録する（案件が少ないため ADAMSへの登録は

手入力とする） 

負担行為の ADAMS連携後（即決含む）、科目を更正する場合は会計機関の権限の

みとする 

案件に対して、繰越フラグ（繰越するか否か）の設定ができるようにする。 

繰越フラグが立った案件を、翌年度にコピーできるようにする。 

繰越した案件については、繰越前年度のデータをロックする。 

 

委託費管理 委託費の交付情報・契約情報（公募情報、採択結果、交付決定情報（※概算払協

議承認書を含む）、契約情報、確定情報、支払情報等）を登録する 

委託費の交付情報・契約情報の入力を補助する（既存データの自動転記、入力候

補の表示、入力例、過去の履歴表示など） 

委託費の交付情報・契約情報の登録項目を管理（追加／削除及び必須項目の設

定）する 

委託費の交付情報・契約情報に添付資料（WORD,PDF等）をアップロードする 

委託費の交付情報・契約情報（公募情報、採択結果、交付決定通知書など）を元

に定型資料のベースを自動作成する 

委託費の関連ファイルを電子決裁基盤・証拠書類管理システムへ API連携する 

当該事業の再委託先、外注先データを登録できるようにする 

登録した情報を Excel（帳票）及び CSVデータで出力する 

マイナスの金額情報（戻入時）を登録する（案件が少ないため ADAMSへの登録は

手入力とする） 

負担行為の ADAMS連携後（即決含む）、科目を更正する場合は会計機関の権限の

みとする 

案件に対して、繰越フラグ（繰越するか否か）の設定ができるようにする。 

繰越フラグが立った案件を、翌年度にコピーできるようにする。 

繰越した案件については、繰越前年度のデータをロックする。 
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情報システム機能 

庁費管理 庁費を固定費と裁量費で区分する 

庁費の固定費については過去実績を参照する 

庁費の仕様書ファイル（WORD）をインポートする 

庁費の仕様書が登録されたことを通知する 

庁費の交付情報・契約情報（契約実績額・時期、支払予定額・時期、支払実績

額・時期、交付決定情報（※概算払協議承認書を含む）など）を登録する 

庁費の交付情報・契約情報を基に、物品取得請求書、役務依頼書、請書、個別表

等を作成する 

庁費の各案件について、ステータスを表示する 

示達不足の場合、アラート通知する 

庁費の関連ファイルを電子決裁基盤・証拠書類管理システムへ API連携する 

登録した情報を Excel出力する 

マイナスの金額情報（戻入時）を登録する（案件が少ないため ADAMSへの登録は

手入力とする） 

負担行為の ADAMS連携後（即決含む）、科目を更正する場合は会計機関の権限の

みとする 

案件に対して、繰越フラグ（繰越するか否か）の設定ができるようにする。 

繰越フラグが立った案件を、翌年度にコピーできるようにする。 

繰越した案件については、繰越前年度のデータをロックする。 

 

謝金管理

（SEABIS以外） 

謝金（SEABIS以外）の契約書等のファイル（WORD等）をインポートする 

謝金（SEABIS以外）の情報が登録されたことを通知する 

謝金（SEABIS以外）の情報（支払予定額・時期、支払実績額・時期）を登録する 

謝金（SEABIS以外）の情報を基に、個別表等を作成する 

謝金（SEABIS以外）の各案件について、ステータスを表示する 

示達不足の場合、アラート通知する 

謝金の執行情報を CSV形式でエクスポートする 

登録した情報（個別表）を Excel出力する 

マイナスの金額情報（戻入時）を登録する（案件が少ないため ADAMSへの登録は

手入力とする） 

負担行為の ADAMS連携後（即決含む）、科目を更正する場合は会計機関の権限の

みとする 

案件に対して、繰越フラグ（繰越するか否か）の設定ができるようにする。 

繰越フラグが立った案件を、翌年度にコピーできるようにする。 

繰越した案件については、繰越前年度のデータをロックする。 

 

権限を追加する（本官（会計機関権限）であれば、分任官の執行情報を見れる） 
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情報システム機能 

分任官（常設）

管理 

限度額示達を登録する 

限度額示達の登録を通知する 

分任官（臨時）

管理 

支払計画書等及び債主登録依頼表を登録する 

支払計画書等及び債主登録依頼表の登録を通知する 

決議書へ登録情報を自動転記する 

決議書を登録する 

支出決定決議書（限度額示達）を登録する 

債主情報管理 債主登録依頼票を Excel形式でインポートする 

インポートされた債主情報を編集する（年度の概念を要しない） 

ADAMSに API連携して債主を登録する 

ADAMSで付与された債主番号を API連携で予算管理Ｓに戻す 

債主情報登録の際に法人番号を登録する 

法人番号を元に名寄せが出来るように登録する（法人番号が付与されていない場

合は、法人番号とは差別化し、一意の番号を付与する。管理は大臣官房会計課） 

登録状況（システム入力済、ADAMS登録済、確定など）を表示する 

権限を設定する（他官署の執行情報であっても、官房会計課（管理者）では経産

省全体の執行情報を出力できるようにする） 

登録日から５年間支払履歴がない場合、休眠扱いとする。 

システム登録後にメールで通知する 

概算払・前金払

の承認情報管理 

交付決定情報、契約情報をチェック（承認済かどうか）する 

物品発注 物品の発注ポータル画面から発注情報を登録する 

物品の発注情報（申請数、注文数、納品数、配布数、在庫数）を登録する 

物品の発注情報を事業者へメール等で通知する 

物品の発注手続のステータス（申請、受付、配付、納品待ち等）を登録・表示す

る 

物品の在庫数を検索・閲覧する 

物品の申請リスト、注文リスト等を作成し、EXCEL形式でエクスポートする 

物品の払出リスト、払出請求書を作成し、EXCEL形式でエクスポートする 

物品の種類・単位・払出しの種類を作成・修正する 

物品の支払情報（支払実績額・時期）を登録する 

物品の支払情報（支払実績額・時期）の登録結果についてメール通知する 

単価契約発注 単価契約の発注ポータル画面から発注情報を登録する 

単価契約の発注情報（発注量、役務内容）を登録する 

単価契約の発注情報を基に、発注書類を作成・登録する 

単価契約の発注情報を事業者へメール等で通知する 
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情報システム機能 

単価契約の納品処理、役務完了処理のフラグを立てる 

単価契約の発注処理、納品処理のステータスを表示する 

納品書・請求書等ファイルを添付する 

執行額を発注元課室・金額・執行日で集計し、予算・示達残高を算出する 

請求データを EXCEL形式でインポートする 

月締めで自動的に請求データを通知する 

予定価格積算支

援 

予定価積算書（Excelや PDF等）を登録・管理する。 

常設前渡請求の

管理 

予算情報を基に、前渡資金請求を登録する 

予算情報を基に、前渡金計算書を登録する 

予算情報を基に、現金出納簿へ登録する 

前渡官（臨時）

管理 

前渡官に関する情報を登録 

決議書へ登録情報を自動転記する 

支出・負担行為

業務 （負担行為

→支出業務)機能 

手続情報（支出負担行為決議書、支出決定決議書）をＡＤＡＭＳへ API連携する 

ADAMS国庫債務負

担行為登録 

契約情報を元に決議書を自動で作成する 

複数項を１つの決議書で扱う （※次期 ADAMSで機能追加される予定） 

手続情報（国庫債務負担行為決議書、支出決定決議書）をＡＤＡＭＳへ API連携

する 

ＡＤＡＭＳで発行された整理番号を API連携する 

ADAMS連携後の修正は、会計機関のみ修正が可能 

予算情報～契約情報を元に財源別内訳を自動生成する 

自動作成した財源別内訳を ADAMSへタンキング連携（csv）する 

財源別内訳マスタを手動で設定する 

ADAMS戻入処理登

録 

債権発生（帰属）通知書を作成する 

債権発生（帰属）調査確認及び返納金納入告知決議書を作成する 

債権発生（帰属）通知書を通知する 

ADAMS即決登録 契約情報を元に決議書を自動で作成する 

国庫債務負担行為に係る支払については、国庫債務負担行為との関連付けを行う 

単価契約（発注ポータル案件）に係る支払いについては、単価契約情報との紐付

けを行う 

複数項を１つの決議書で扱う （※次期 ADAMSで機能追加される予定） 

手続情報（支出負担行為即支出決定決議書）をＡＤＡＭＳへ API連携する 

ＡＤＡＭＳで発行された整理番号を API連携する 
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情報システム機能 

ADAMS連携後の修正は、会計機関のみ修正が可能 

予算情報～契約情報を元に財源別内訳を自動生成する 

自動作成した財源別内訳を ADAMSへタンキング連携（csv）する 

財源別内訳マスタを手動で設定する 

ADAMS限度額示達

登録 

交付情報・契約情報が示達額を超える場合はアラートを通知する 

執行状況（執行見込及び交付情報・契約情報）を検索・閲覧・EXCEL形式で出力す

る 

手続情報（支出負担行為限度額示達要求書、支出行為限度額示達決議書、支出決

定決議書）をＡＤＡＭＳへ API連携する 

差引補助簿の自動作成・更新 

予算・示達残高を検索・閲覧・EXCEL形式で出力する 

各案件について、ステータスを表示する 

分任支出負担行為担当官と支出負担行為担当官の間で、「示達登録」と同様の処

置が行えること。 

分任支出負担行為担当官は、支出負担行為担当官に対し限度額示達の要求を行

う。（ステータス＝要求中） 

ADAMS登録（科目

更正） 

科目更正決議書を作成する 

GEPS入札公告・

入開札連携 

入札公告の決裁終了後、予算管理システムから GEPSへ入札公告情報を API連携す

る。 

開札後、GEPSから予算管理システムへ落札情報を API連携する。 

企画競争や単純随契の場合、予算管理システムへ入れた契約情報を GEPSへ API連

携する。 

GEPS電子契約連

携 

文書管理システム OR電証システムから契約締結起案の決裁日を予算管理システム

へ API連携する。 

予算管理システムから GEPSへ決裁日（仮登録の締結日の修正）を API連携する。 

補助金財産管理 事業毎に取得財産明細表を添付（アップロード）する。 

処分制限期間における複数回処分に係る報告書や修正後の明細表を複数添付する 

委託物品システ

ム連携 

委託物品システムへ契約情報を連携する（CSV出力） 

官職指定 官職指定に係る発令に必要な情報を登録する 

通知文を作成する 

監査員・検収員を表示する 

個別指定 個別指定に係る発令に必要な情報を登録する 

通知文、任命簿を作成する 

監査員・検収員を表示する 

債権情報の管理 債権情報を登録する 
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情報システム機能 

登録された債権情報から債権発生通知、債権管理帳簿を作成する 

債権発生通知に関連資料をアップロードする 

債権情報のステータス（債権発生～債権消滅）を管理する 

債権発生通知者を検索する 

歳入と戻入を区分できるようにする 

債権情報を ADAMSへ API連携する 

ADAMSで付与された債権番号を API連携で予算管理Ｓに戻す 

登録情報検索 指定した検索条件から該当する情報を検索する 

検索結果をグラフィカルに表示する（簡易なグラフ作成機能程度で可） 

過去の検索条件をデフォルト表示する 

デフォルトで表示する検索条件を管理する 

複数年度を指定して検索する 

他組織・他部局のデータ参照も可能とする。 

ステータス管理 手続きのフェーズ毎にステータスをロックする 

ロック状況を管理する（会計機関側で各官署のロック状況を解除できるようにす

る） 

手続きのステータス（一時保存、登録済、契約済、支払済など）を表示する 

登録情報の活用 検索した情報を csvで出力する 

指定した様式で Excel出力する 

BIツールのように、定型で出力する様式は登録でき、簡易な定型様式はシステム

管理者は各官署会計機関で設定・登録できるようにする 

アカウント管理 権限を登録する 

アカウント情報を CSV形式でエクスポートする 

アカウント情報を CSV形式でインポートする 

必須入力項目の

設定 

必須入力項目の設定をする 

入力、更新時に入力エラーチェックする 

ログイン機能 ID、パスワードによるログイン 

※Excel 形式と記載していものについては、基本的に CSV 形式でのエクスポー

ト／インポートも可能であるが、経済産業省と協議の上、形式を決定することと

する。  
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 業務の継続の方針等 

1.5.1 目標復旧時間 

目標復旧時間・稼働率を、以下に示す。また、障害発生時とその際にユーザーサ

ポート業務として実施する内容を示す。 
 

目標復旧時間 稼働率 

定常時 大規模災害等の発災時 定常時 

１日以内 ７日以内 97% 

 
障害発生時に以下の内容を実施する。 
・インシデント管理 
・障害復旧（インシデント対応） 
・リリース作業 
・リストア作業 
 
また、その際のユーザーサポート業務として以下の内容を実施する。 
・障害発生/復旧の周知 
・リリース作業、リストア作業に係る周知 
 

 情報セキュリティ 

1.6.1 情報セキュリティ対策の基本的な考え方 

 本章では、新システムで備える情報セキュリティ対策の前提となる、基本的な

考え方について示す。 
 
（１） 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成 30 年度版）

（2018 年（平成 30 年）7 月 25 日）情報セキュリティ政策会議決定）に定める

セキュリティ対策を行うこと。 
 
（２） 経済産業省情報セキュリティ管理規定（平成 18 年 3 月 31 日※令和元年

5 月 31 日改正）、経済産業省情報セキュリティ対策基準（平成 18 年 3 月 31 日

※令和元年 5 月 31 日改正）を遵守すること。  
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2 機能要件の定義 

 機能に関する事項 

１．システム機能一覧 
 新システムのシステム機能については、「資料 2 システム機能一覧」を参照

のこと。 
 

 画面に関する事項 

１．画面について 
 新システムに必要な画面については、「資料 2 システム機能一覧」を参照の

上で、必要となる画面を設計すること。 
 
２．画面遷移の基本的考え方 
 画面遷移を検討する際に考慮すべき基本となる要件を以下に示す。 
 新システム全体の画面遷移、画面表示及び画面構成に統一性を持たせること。 
 システム利用者が、一連の処理を想像しやすい画面とし、次に続く処理を想

像しやすい遷移とすること。 
 画面を一度閉じたり、メニュー画面に遡ったりすることなく、連続的な操作

を可能とすること。 
 一連の処理において、画面が遷移しても一度入力した情報が引き継がれるよ

うにし、再入力を不要とすること。 
 ポップアップ表示による子画面を除き、各画面の上部に統一的な操作メニュ

ーを表示し、他の画面への遷移を可能とすること。 
 ポップアップ表示による子画面を除き、現在の画面のメニュー体系における

位置を階層的に表示し、他の画面への遷移を可能とすること。 
  誤操作の防止を含め、処理確認等のメッセージ画面を効果的に適用するこ

と。 
 
 
３．画面設計ポリシー 
画面の表示項目及びレイアウトを検討する際に考慮すべき基本要件を以下に

示す。 
 PC 操作に不慣れな者から熟練した者まで、それぞれの操作性を考慮するこ

と。各画面のデザインは、フォントや色の見やすさ、入力ガイダンス、マウ
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スやキー操作の分かりやすさに配慮し、ユーザの意見を収集、反映すること

により決定すること。 
 １つの画面でスクロールが長くならないようにすること 
 ユーザが必要な操作を想起しやすい画面構成とすること 
 出来る限り、最小限の操作、入力で処理等ができるような画面構成とするこ

と 
 操作の指示や説明、メニュー等には、利用者が正しく理解できる用語を使用

すること 
 関連する情報は、一画面内で参照できるような画面構成とすること。 
 関連する情報は、画面内での位置が近くなるように配置すること。 
 アイコン等を適切に使用することで分かりやすさの向上を図ること。画像で

示すことが難しい内容であれば文字で表現すること。 
 システム利用者が操作するにあたって、画面のどの部分に注目すべきかに配

慮すること。 
 機能、用語、視覚シンボル（アイコン等）、レイアウト、操作方法はシステム

全体を通じて統一すること。 
 エラーの表示形式はシステム全体を通じて統一すること。 
 エラーメッセージは、エラー発生を知らせるだけではなく、エラーの原因・

解決方法を明示するようにすること。（例：エラー項目を強調表示し、フォ

ーカスを遷移させる等） 
 システム利用者への警告やメッセージは、画面にメッセージを表示して伝え

ること。 
 処理に時間のかかる操作は、システム利用者が端末の処理状況を把握できる

表示とすること。（例：「処理経過の表示」ダイアログや「処理中」メッセー

ジ等） 
 適切な既定値を設定することでシステム利用者の操作負荷を軽減できるよ

うな場合、既定値を予め設定すること。 
 
４．検索結果の表示 
登録されたデータ（案件等）を検索した結果は、一覧表示され、案件を選択し

たら各案件の登録画面に行くなど、直感で操作しやすい画面構成にすること。 
また、システム機能 No202 のとおり、予算残額の確認などではグラフィカル

に表示できるような画面にすること。グラフ等のイメージは下記のとおり。 
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 帳票に関する事項 

１．帳票一覧 
 新システムに必要な帳票については、「資料 3 帳票一覧」を参照の上、必要

となる帳票を設計すること。なお、システム機能 No210 のとおり、BI ツールの

ような機能を備えることで、簡易な定型様式はシステム管理者や各官署会計機

関側で自由に設定・登録でき、これにより、受注者よる帳票作成数を絞ることを

想定している。よって、提案内容がそのような機能を実現しない場合は、帳票や

ファイル数が増えることに留意すること。 
 
２．帳票イメージ 
 新システムに必要な帳票のイメージについて、「資料 4 帳票イメージ」に示

す。 
 
３．帳票設計ポリシー 
 出力する帳票について、設計時に考慮すべき基本的な要件を以下に示す。 
 出力用紙は、日本工業規格（JIS）による A4 とすること。 
 Excel 形式又は PDF 形式で出力される帳票の文字は、タイトル文字・内容

文字等に区別して、それぞれフォント及びサイズを規定することとすること。 
 CSV 形式で出力される帳票の特定のフィールドに、必ず見出しを付けるこ

と。 
 Excel 形式又は PDF 形式で出力される帳票の特定のフィールドに、必ず見

出し、ページ番号を付けること。 
 Excel 形式又は PDF 形式で出力される帳票において、文字列の値は常に左

揃えにすること。 
 Excel 形式又は PDF 形式で出力される帳票において、数値は常に右揃えに

し、3 桁毎にカンマ区切りをすること。 
 帳票間での表示内容及び出力項目を見直し、統一化すること。 
 帳票上に表示する日付項目は、西暦・和暦を見直し、統一化すること 
 

 ファイルに関する事項 

１．ファイル一覧 
 新システムのファイルについては、「資料 5 ファイル一覧」を参照の上、必

要なファイルを設計すること。なお、システム機能 No210 のとおり、BI ツール

のような機能を備えることで、簡易な定型様式はシステム管理者や各官署会計
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機関側で自由に設定・登録でき、これにより、受注者よる帳票作成数を絞ること

を想定している。よって、提案内容がそのような機能を実現しない場合は、帳票

やファイル数が増えることに留意すること。 
 

 データに関する事項 

１．データモデル 
 新システムにおける概念データとその関係性を示したデータモデルは「資料 6 
データモデル」に示す。なお、設計工程においてテーブル構成の分割及びテーブ

ル項目の追加・変更・削除を検討するものとする。 
 
２．データ一覧 
 データモデルで示した各概念データ内容について、以下に示す。 
 

No 概念データ名 概要 

1 
予算マスタ 予算編成システムからインポートされる予算書の情報をベースとした予算科目情

報。目・事項までの情報が入っている。 

2 体系・配分マスタ 目・事項配下の詳細情報。事業及び事務費の体系で詳細化されている。 

3 事業情報 募集単位ごとの事業に関する情報。 

4 交付決定・契約情報 各契約に関する情報。 

5 支払情報 各支払単位で管理する情報。 

6 発注案件情報 発注ポータルで管理されている発注別情報（発注数、納品日等）や請求情報。 

7 払出物品情報 発注ポータルで管理されている物品に関する情報（入出情報、在庫情報など）。 

8 負担行為示達 負担行為示達に関する目・事項までの情報。随時登録。 

9 支払計画示達 支払計画示達に関する目・事項までの情報。月次で集計。 

10 予定総表  支払計画示達の四半期での集計。 

11 国庫債務事項示達 国庫債務事項示達に関する目・事項までの情報。 

12 
略科目 ADAMS 官署で管理されている科目体系。予算番号にて、予算管理システムで管理

する科目体系と紐づけられる。 

13 国庫債務事項 国庫債務事項に関する情報。 

14 官署マスタ 官署のマスタ情報。 

15 仕分区分マスタ 仕分区分のマスタ情報。 

16 債主情報マスタ 債主情報のマスタ情報。 

17 法人番号マスタ 法人番号のマスタ情報。 

18 債権情報マスタ 債権情報のマスタ情報。 
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19 部署マスタ 部署情報のマスタ情報。 

20 任免マスタ 任免情報のマスタ情報。 

21 アカウントマスタ 予算管理システムのアカウントに関するマスタ情報。 

 
３．データ定義 
 概念データを構成するデータ項目内容について、「資料 7 データ定義」に示

す。なお、詳細は設計段階で整理することが必要である。 
 
４．CRUD マトリクス 
 各機能における概念データへの関わり（作成・参照・更新・削除）について、

「資料 8 CRUD マトリクス」に示す。 
 

 外部インタフェースに関する事項 

１．外部システム連携図 
 新システムと外部システムとの間連携図を以下に示す。 

 

外部システム連携図

凡例

伝送・ネットワーク

CSV等ファイル

連携頻度

予算管理システ

ム

SEABIS

定期

執行情報

（旅費・謝金・委員手当情報）

人給Ｓ

定期

執行情報

（給与情報）

予算科目

随時

予定総表、負担行為計画示達、支

払計画示達、財源別内訳情報

随時

補助金・委託費・庁費・謝金

（SEABIS以外）の決議書情報、

債主情報

随時（API）

整理番号、債主番号

随時（API）

ADAMS

委託物品システ

ム

随時

契約情報

GEPS

随時（API）

入札公告情報、契約情報

落札情報、請求情報

随時（API）

電子決裁基盤・

証拠書類管理シ

ステム随時（API）

補助金、委託費、庁費の

関連ファイル

債権情報

随時（API）

債権管理番号

随時（API）
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２．外部インタフェース一覧 
 新システムにおける外部インタフェースについて、「資料 9 外部インタフェ

ース一覧」に示す。 
 
３．外部インタフェースの概要 

外部システム 概要 
官庁会計システム

（ADAMS） 
 政府共通システム。大きく大臣業務、官署業務、歳

入業務に分かれる 
 大臣業務：予算科目、予算額、示達額（支出負担行

為計画示達、支払計画示達）、予定総表等を管理。

（経済産業省所管の一般会計及び東日本大震災復

興特別会計は官房会計課、エネルギー特別会計は資

源エネルギー庁、特許特別会計は特許庁がとりまと

め部局） 
 官署業務：所管大臣から示達された予算を各官署で

執行（支出負担行為、支出決定）・管理。各官署は、

本省、各外局、各地方経済産業局。 
 歳入業務：給与や補助金・委託費等の過払い、補助

金や委託費で取得した財産の売払い等に伴う国庫

納付を各官署で管理。 
電子決裁基盤・証拠

書類管理システム

（ELGA） 

 政府共通システム。大きく分けて、電子決裁機能と

証拠書類管理機能に分かれる。 
 会計手続に係る決裁は、この電子決裁機能を用いる

ことを想定している。 
 証拠書類管理機能は、電子決裁機能を用いて決裁し

た案件を会計検査院へ証拠書類として提出する機

能 
政府電子調達システ

ム（GEPS） 
 政府共通システム。 
 委託費や庁費業務で事業者との間で行う、入札公

告、電子契約、支払請求手続。 
旅費等内部管理業務

システム（SEABIS） 
 政府共通システム。 
 職員や委員等へ支払う旅費、謝金、委員手当を計画・

決裁・管理するためのシステム。 
 SEABIS で決裁する案件は新システムの対象外と

するが、予算残高管理は新システムで行う。 
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人事・給与関係業務

情報システム（人給

システム） 

 政府共通システム。 
 職員（非常勤等含む）へ支払う給与を計算・管理す

るためのシステム。 
 人給システムで管理する案件の支出負担行為・支出

決定は新システムの対象外とするが、予算残高管理

と証拠書類業務は新システムで行う。 
委託物品システム  経済産業省独自のシステム。 

 現在システム構想段階であり、令和 3 年度中の構築

を予定している。 
 新システムで管理される事業情報（一案件の予算科

目、事業名、契約情報等）を委託物品システムに非

オンラインで連携を想定。 
 
４．外部インタフェースのステータス管理 
API 連携、CSV タンキングで外部システムと連携する業務において、業務上必

要なものについては、ステータスを管理できるようにすること。（I/F 中→I/F 完

了など）。 
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3 非機能要件の定義 

 非機能要件における考え方 

１．クラウド・バイ・デフォルト原則 
 新システムは「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基

本方針（2018 年（平成 30 年）6 月 7 日 各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連

絡会議決定）」に基づき、クラウド・バイ・デフォルト原則を前提として構築す

るものとする。 
 したがって、本非機能要件に関しても、基本的にクラウドを前提として取りま

とめていることを考慮すること。 
 なお、クラウドサービスの利用を検討した結果、経済産業省基盤情報システム

を利用した方が優位であると判断した場合は、これを排除することはしない。そ

の場合は、新システムの非機能要件についても、経済産業省基盤情報システムの

非機能要件に準拠させること。 
 

 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 

１．情報システムの利用者の種類、特性 
 予算管理システムにおける利用者区分と種類を以下に示す。 
No 利用者区分 利用者の特性 

1 会計課等 官房会計課や各外局、各地方経済産業局の会計機関。 

対象手続きに対する会計知識レベルが高く、処理が集中するため

作業負荷が高い 

2 予算計上課室 予算を計上し、当該予算を管理している課室。 

新システム利用者に占める割合が多い区分。課室によって案件数

にばらつきがあるため、IT習熟度にばらつきがある。 

3 執行課室（担

当課室） 

予算を執行する課室。予算計上課室とは別の課室に予算配分され、

執行する場合もある。 

新システム利用者に占める割合が多い区分。課室によって案件数

にばらつきがあるため、IT習熟度にばらつきがある 

4 業管室 各局の予算計上課室と執行課室をとりまとめる部署。 

対象手続きに対する会計知識レベルが比較的高く、処理が集中す

るため作業負荷が高い 
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２．ユーザビリティ要件 
(１) デザイン 
 Web サイトガイドブック及び Web サイト等による行政情報の提供・利用促

進に関するガイドラインを参照すること。（https://www.cio.go.jp/guides） 
 文字コード指定等で文字が正しく表示されること。 
 ユーザインタフェースは、経済産業省スタイルガイドライン、ウェブサイト

デザインガイドライン、ウェブアクセシビリティガイドライン及び JIS Z 
8530:2019 「人間工学-インタラクティブシステムの人間中心設計」を踏ま

えた設計・デザインを行うこと。 
 その他機能については、契約担当課と相談の上決定すること。 
 
(２) 操作性 
 カーソルの移動等、基本的な操作はコマンド入力で行えるようにする等、操

作性を確保すること。 
 
３．アクセシビリティ要件 
(１) 基準への準拠 
 日本産業規格 JIS X8341 シリーズ、「みんなの公共サイト運用モデル」（総

務省）に従い、アクセシビリティを確保した設計・開発を行うこと。 
 
（２）指示や状態の分かりやすさ 
 色の違いを識別しにくい利用者（視覚障害のかた等）を考慮し、利用者への

情報伝達や操作指示を促す手段はメッセージを表示する等とし、可能な限り

色のみで判断するようなものは用いないこと。 
 
（３）言語対応 
 本情報システムでは、日本語に対応すること。 
 
（４）クライアント機器 
 次期経済産業省基盤情報システムで用意されるクライアントＰＣでの利用

を想定している。 
 
（５）対応するブラウザ 
 以下のブラウザのいずれかでの利用を想定する。マルチブラウザ対応は不要

であり、利用するブラウザは提案によるものとするが、当省と調整の上、決

定するものとする。 
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OS ブラウザ バージョン 

Windows 
MicrosoftEdge 最新版 
GoogleChrome 最新版 

他 FireFox 最新版 
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 システム方式に関する事項 

１．情報システムの構成に関する全体の方針 
（１）システムアーキテクチャ 
 本情報システムのシステムアーキテクチャは、基本的には外部サービス利用

(クラウドサービス)型とすること。ただし、クラウドサービスを検討した結

果、経済産業省基盤情報システム利用型（オンプレミス）の方が優位である

と判断した場合は、これを排除することはしない。 
 
（２）アプリケーションプログラムの設計方針 
 情報システムを構成する各コンポーネント（ソフトウェアの機能を特定単位

で分割したまとまり）間の疎結合、再利用性の確保を基本とする 
 
（３）ソフトウェア製品の活用方針 
 広く市場に流通し、利用実績を十分に有するソフトウェア製品を活用する 
 アプリケーションプログラムの動作、性能等に支障を来たさない範囲におい

て、可能な限りオープンソースソフトウェア（ＯＳＳ）製品（ソースコード

が無償で公開され、改良や再配布を行うことが誰に対しても許可されている

ソフトウェア製品）の活用を図る。ただし、それらのＯＳＳ製品のサポート

が確実に継続されていること 
 
２．開発方式及び開発手法 
 開発手法は定義しない。機能により最適な開発手法を提案の上、当省と協議

し決定のこと。ただし、設計・開発は「政府情報システムの整備及び管理に

関する標準ガイドライン実務手引書(第 3 編第 7 章 設計・開発)」に準拠し

行うこと。 
 アジャイル開発手法を採用する場合、当省が実際の業務フローをイメージで

きる形でのレビューをあらかじめ計画し、フィードバックを反映できる期間

を設けること。 
 いずれの方式であっても、機能として実装した仕様は、ドキュメント（チケ

ット管理システムの Activity のみでは不足）に整備すること。ドキュメント

の形式は問わないが、政府 CIO ポータルにて公開されているデジタル・ガ

バメント推進標準ガイドライン解説書の設計・開発の章にてうたわれている

内容を網羅するものとし、のちの運用保守事業者などが俯瞰して仕様を把握

できるようなものであること。 
 ドキュメントは必ずしも実装と同時に整備されている必要はないが、マニュ



 

30 

アル・周知資料に必要な内容やデータモデルなどは整備する時期を計画に盛

り込むこと。 
 要件定義の段階から実装実現性のフィージビリティがとれていることを確

認しながら進めること。技術的な検証が必要な場合は検証環境の立ち上げも

含めあらかじめ計画に盛り込むこと。 
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 規模に関する事項 

１．利用者数 
 経済産業省の全職員（約 11,000 人）が利用する可能性があるが、最低限、「1.2 
規模」に記載の利用者区分・利用者数分は用意すること。同時アクセス数は、200
件とすること。 
 
２．データ規模 
 業務要件定義書「３．入出力情報項目及び取扱量」に関する現行システムにお

けるデータ規模の概算は 200GB 程度/年である。 
 以下、業務要件定義書「３．入出力情報項目及び取扱量」の項目に対するデー

タ量の概算を記載する。 
 

業務処理 主な入出力情報項目 取扱量 
メタデータ

量（MB） 

添付ファイ

ル量（MB） 

予算科目体系ツリ

ー表の登録 

予算科目、予算金

額、財源別 
2,000 科目/年 4   

予定総表の登録 
四半期毎に各月の支

払計画額 
2,500 科目/年 2   

示達の登録 
示達日、示達先官

署、示達金額 
14,500 科目/年 18   

随契申請 随契区分、随契理由 700 回/年 3 627 

執行申請(11月以

降) 
11月以降の執行理由 200 回/年 1 154 

補助金管理 

公募・採択情報、交

付日、交付先、交付

金額、事業期間、支

払金額 

7,000 件/年 35 104,294 

委託費管理 

入札/企画競争情報、

契約日、契約相手、

契約金額、事業期

間、支払金額 

1,500 件/年 6 37,862 

庁費管理 
案件種別(物品/役

務）、契約日、契約
40,500 件/年 196 56,332 
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相手、契約金額、契

約期間、支払金額 

謝金管理 

契約日、契約相手、

契約金額、契約期

間、支払金額 

300 件/年 2 345 

分任官（常設）管

理 

限度額示達、案件種

別、契約日、契約相

手、契約金額、契約

期間、支払金額 

700 件/年 4 944 

債主情報管理 
法人番号、債主名、

住所、振込先口座 
11,500 者/年 11   

払出物品の発注 
払出し申請・実績、

在庫量 
600 種類/年 2   

単価契約の発注 

案件種別、発注日、

発注量、納品日、支

払金額 

200 種類/年 499   

物品取得管理 

品目、型番、数量、

物品登記番号、納品

日、登記日 

44,500 個/年 87   

ADAMS連携（負担

行為） 

整理番号、略科目コ

ード、債主コード、

負担行為金額、負担

行為日 

121,500 件/年 238   

ADAMS連携（支出

決定） 

整理番号、略科目コ

ード、債主コード、

支出決定金額、支払

予定日 

126,500 件/年 247   

ADAMS連携（国庫

債務） 

整理番号、国庫債務

事項コード、債主コ

ード、国庫債務負担

行為金額、国庫債務

負担行為日、年割額 

300 件/年 1   

ADAMS連携（限度

額示達） 

整理番号、略科目コ

ード、債主コード、
400 件/年 1   
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限度額示達額、限度

額示達日 

ADAMS登録（科目

更正、訂正、取

消） 

訂正前、訂正後情

報、訂正日 
2,500 件/年 5   

債権管理（歳入） 

債権発生日、債務

者、債権の種類、歳

入科目、債権金額、

履行期限、納入日 

5,000 件/年 30 30 

債権管理（戻入） 

債権発生日、債務

者、債権の種類、戻

入科目、債権金額、

履行期限、納入日 

300 件/年 2 2 

合計 1GB 196GB 

 
  



 

34 

 性能に関する事項 

１．応答時間 
 クラウドサービスを利用する場合については、レスポンスタイムの性能目標

を以下に示す。 
 

項目 目標値 

画面遷移 1.0秒 

処理（保存、検算等）を伴う画面遷移 3.0秒 

添付ファイルアップデートを伴う波面繊維 容量により最大 15秒 

データインポート、エクスポートを伴う画面遷移 容量により最大 15秒 

 
 なお、レスポンスタイムは、新システムが利用者用パソコンから依頼リクエス

トを受信してから応答リクエストの送信を開始するまでの時間とする。 
 
２．スループット 
 クラウドサービスを利用する場合については、スループットの性能目標を以

下に示す。 
 

項目 目標値 

スループット 69.6（件/秒） 

 
 スループットは、利用者用パソコンからオンライン処理により業務処理を依

頼し、新システムより業務処理の結果を返信するまでの処理を 1 件とした 1 秒
あたりのオンライン処理の実行件数とする。 
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 信頼性に関する事項 

１．可用性要件 
 政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針に準拠し

た可用性を確保すること。 
 
２．完全性要件 
（１）トランザクション処理 
 処理の正常異常に関わらず、データの整合性を確保する仕組みとすること。 
 複数の処理が並列で実行される場合でも、データ更新、参照の独立性及び整

合性を確保する仕組みとすること。 
 システム障害などによりデータが損失した場合にも、リカバリができること。 
 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。 
 データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること。 
 データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも、毀損したデー

タ及び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと。 
 
（２） 業務データを含むデータベース領域 
 バックアップ環境の構築や動作確認テストにより、正確性や妥当性を確認す

ること。 
 日常バックアップ取得運用において、データ更新の正確性や妥当性を確保す

る仕組みとすること。 
 障害発生時のリストア/リカバリに係る要領を確立するとともに、検証や訓

練を行うことにより、データ更新の正確性や妥当性を補完すること。 
 
（３）アプリケーション構成ファイル（プログラム、設定情報など業務データ外

の情報） 
 バックアップ環境の構築や動作確認テストにより、データ損失やファイル破

損のリスクを最小限に抑える仕組みとすること。 
 日常バックアップ取得運用において、データ損失やファイル破損のリスクに

備える仕組みとすること。 
 障害発生時のリストア/リカバリに係る要領を確立するとともに、検証や訓

練を行うことにより、データ損失やファイル破損を補完すること。 
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 拡張性に関する事項 

１．性能の拡張性 
 新システムの利用者及びデータ量は、大幅な拡張は予定されていないが、可能

な限り処理能力の向上やデータ保存領域の拡張が容易に行えること。 
 
２．性能の拡張性 
 アプリケーションは、利用者ニーズ及び業務環境の変化等に最小限のコスト

で対応可能とするため、新システムを構成する各コンポーネントの再利用性を

確保すること。 
 
 

 上位互換性に関する事項 

１．上位互換性 
 クライアント OS のバージョンアップに備え、 OS の特定バージョンに依

存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること。 
 Web ブラウザ及び実行環境等のバージョンアップの際、必要な調査及び作

業を実施することで バージョンアップに対応可能な情報システムとするこ

と。 
 

 中立性に関する事項 

１．中立性 
 提供するソフトウェア等は、特定ベンダーの技術に依存しない、オープンな

技術仕様に基づくものとすること。 
 提供するソフトウェア等は、全てオープンなインタフェースを利用して接続

又はデータの入出力が可能であること。 
 導入するソフトウェア等の構成要素は、標準化団体（ＩＳＯ、ＩＥＴＦ、Ｉ

ＥＥＥ、ＩＴＵ、ＪＩＳＣ等）が規定又は推奨する各種業界標準に準拠する

こと。 
 次期情報システム更改の際に、移行の妨げや特定の装置や情報システムに依

存することを防止するため、原則として情報システム内のデータ形式はＸＭ

Ｌ、ＣＳＶ等の標準的な形式で取り出すことができるものとすること。 
 特定の事業者や製品に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシス

テム構成であること。 
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 継続性に関する事項 

１．継続性 
 新システムの運用は、計画停止を除き 24 時間 365 日とする。 
 
 

 情報セキュリティに関する事項 

１．基本的事項 
 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を踏まえ、新システ

ムのアーキテクチャとの整合を設計の段階で確認しセキュリティを確保するこ

と。また設計時にセキュリティリスクの洗い出しを行い、必要な機能が網羅され

ているか確認を行うこと。 
 
２．セキュリティ対策 
（1）ID・パスワードのなりすまし対策 
 許可された利用者のみにサービスを提供すること。（主体認証） 
 新システム利用時の利用者の役割・職務権限を定義し、役割に応じた機能を

提供すること。（アクセス権管理） 
 リリース時に経済産業省基盤情報システムの利用者認証（クライアントＰＣ

端末へのログイン）などを利用したシングルサインオン（フェデレーション

方式）が可能か、本事業期間中に経済産業省と一緒に行い、協議の上、主体

認証方法を決定すること。 
（2）連携システムのなりすまし対策 
 API 利用システムの正当性を確認するための認証を行うこと。（通信のなり

すまし防止） 
 API 連携時の接続を必要な通信のみ許可すること。（通信経路の分離） 
（3）通信経路における盗聴による情報漏洩対策 
 システムと利用機関の間の通信を暗号化すること。（通信経路上の盗聴防止） 
（4）マルウェア等に感染した内部端末からの攻撃（情報搾取、改ざん、破壊）

対策 
 各サービスを提供する Web/AP サーバ、データベースサーバ、ファイルスト

レージへの不正プログラム感染防止対策を講じると共に、新たに発見された

不正プログラムへの対応のための更新が可能な機能を備えること。（不正プ

ログラムの感染防止） 
 攻撃時のシステムへの通信を監視し、不正なアクセスや侵入通信、許可され
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ていないプロトコルを遮断する機能を備えること。（侵入検知、不正通信の

遮断） 
 攻撃時の影響範囲を限定するため、システム間の通信、システム内の通信を

分離又は制限すること。（通信経路の分離） 
 保存された情報（文書）の窃取や漏洩に備えて情報を暗号化すること。（保

存情報の機密性保護） 
 改ざん検知機能は、効率よく不正を検知しシステム管理者が認識することで

被害を最小化する効果はあるが、システム負荷が高まり性能劣化の可能性が

あるため、監視対象の選定、頻度については充分検討すること。（侵入検知） 
（5）マルウェア等に感染した内部端末からの攻撃（サービス停止）対策 
 大量のアクセスや機器の異常によるシステムへの通信の異常や回線の過負

荷状態を検知する機能を備えること。（サービス不能化の検知） 
（6）特権管理の不備によるシステム侵害対策 
 特権を有する管理者による不正を防止するため、システム管理者権限を制御

する機能を備えること。（管理者権限の保護） 
 クラウドサービスのマネージドサービスを採用する場合は、外部からの侵害

を防止するため、アクセス権を必要最低限の利用者に限定し、かつ正確に設

定すること。（アクセス権管理） 
 ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能

を備えるとともに、ログをバックアップすること。（ログの保護） 
 情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡におい

て、ログの分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期

する機能を備えること。（時刻の正確性確保） 
（7）操作ミス、障害・災害によるデータ喪失や改ざん、システム停止対策 
 操作ミス、障害・災害によるデータ喪失や改ざんへ対応するためにデータを

バックアップすること。（システムの可用性確保） 
(8) セキュアコーディング 
 プログラミングに当たっては、安全なウェブサイトの作り方に準拠すること。

（https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html） 
(9) 脆弱性対策 
 使用するソフトウェア及び製造したプログラムに係る脆弱性について、第三

者または当システム開発者とは異なるチームにより、サービスをリリースす

る前に確認を行うこと。また、発見された脆弱性はリリースまでに修正を行

うこと。 
 サービスリリース後であっても、脆弱性や新システムに関連するサイバー攻

撃手法について情報を収集し、対応を行うこと。 
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 運用の中で障害や機能追加などにより大きな修正が発生した場合には、脆弱

性診断の実施すること。 
(10）クラウドサービスにおける対策 
 政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針及び

NISC 統一基準に準拠したサービスを選定し、あらかじめセキュリティ上の

リスク分析を行うこと。 
 政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針に記載

される認証制度の認証を取得し、又は監査フレームワークに対応しているこ

と。（https://cio.go.jp/guides） 
 クラウドサービスのセキュリティ機能、脆弱性診断サービスを活用すること。 
 我が国の法律及び締結された条約が適用される国内データセンタと我が国

に裁判管轄権があるクラウドサービスを採用候補とするものとする。ただし、

データの保存性、災害対策等からメリットがある場合、または争訟リスク等

を踏まえ海外にあることが特に問題ないと認められる場合はこの限りでは

ない。 
 格納するデータやデータベースのうち機微な情報は暗号化を行うものとす

る。また暗号化に使用する鍵については利用者側で管理できるサービスであ

ることが望ましい。 
 

 情報システム稼働環境に関する事項 

１．クラウドサービスの構成 
 新システムの稼働環境をクラウドサービス上に構築すること。環境は、本番

環境とテスト環境を最低限用意すること。 
 新システムで活用するクラウドサービスについては、政府共通システムとの

API 連携等を踏まえ、政府共通ネットワークに接続可能なものとすること。 
 新システムの提供するサービスの特性（機能要件、非機能要件等）を踏まえ

たクラウドサービスを活用すること。その際、複数のクラウドサービス（マ

ルチクラウド）を用いる場合は、統合監視の機能を構築すること。 
 データ保護や業務継続の観点から必要に応じてオンプレミス環境などを活

用したハイブリッドクラウドも可能とする。その際はオンプレミス環境のセ

キュリティ対策等について当省の承認を得るものとする。 
 上記要件をふまえたクラウド環境を提案の上、当省の承認を得た上で構築す

ること。 
 
２．経済産業省基盤情報システムで提供される OS 等 
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 新システムの構築において、経済産業省基盤情報システムを利用する場合は、

令和４年２月に更改される次期基盤情報システムの内容を踏まえた上で新

システムを構築すること。稼働環境は、本番環境とテスト環境を最低限用意

すること。 
 

（1）利用にあたっての手続・スケジュール 

・作業計画書の提出期限（作業日の 2週間前） 

・作業時間（9:30~18:00） 

 

（2）制約条件 

・1サーバに複数のシステムが相乗りする形で運用。 

・（１）、（２）で用意されないものについては本調達で用意。 

・バックアップは日次で深夜に取得。 

・開発ツールの導入は不可。 

・ソフトウェアやソースコード等の持ち込みで、USBの利用は不可。 

 

 テストに関する事項 

１．テストに関する要件 
（１）テスト計画 
 a.テスト計画に含める内容 
  テスト計画の作成に当たっては、以下の事項を含めること。 
  • テスト方針 
  • テスト体制 
  • テスト環境及びテストツール 
  • テスト内容 
  • 作業スケジュール 
  • テストシナリオ 
  • 合否判定基準等 
b.テスト仕様書 
 テスト仕様書の作成に当たっては、以下の事項を含めること。テスト仕様書に

ついて当省の承認を得ること。 
  • テストケース 
  • 使用するテストデータ 
 
（２）テスト手法 
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 テストドキュメント（テスト計画書、テスト設計書、テストケース、レポー

トなど）の作成、管理については当省と協議の上決定すること。 
 非機能要件テストに必要なツールやシステムを構築すること。 
 テスト実施や問い合わせなどで検知した不具合への対応については、当省と

都度協議の上、必要に応じてテスト実施を行う。 
 また、性能要件を満たしていることをパフォーマンス検証により確認するこ

と。 
 
（３）テスト実施結果の報告 
 テストについては、当省に対して実施状況の報告を行うこと。報告に対して、

当省から課題の指摘等があった場合には適切に対応すること。 
 テストの実施結果については、要件定義及び設計内容に照らして、設定した

合否判定基準を満たした場合にのみ次の工程に進むことができるものとす

る。 
 
（４）テスト環境 
 テストに必要な各種機器（PC、検証用デバイス等）、必要となるソフトウェ

ア・ライセンスは受託者において用意すること。 
 総合テスト及びユーザ受入テストについては、当省がテスト実施可能な環境

を用意する。テストが実施可能となる時期は令和３年１１月以降を予定して

いる。なお、テストを行うに際には、作業要員が多くならないように留意す

ること。 
 

 移行に関する事項 

１．移行データ 
 現行システムからの移行データは、債主情報等のマスタデータ、過去の事業情

報、契約情報等を想定している。移行するデータは、データベース格納データは

CSV 形式を想定しており、添付ファイル（PDF や画像等）のデータ移行は想定

していない。 
 なお、移行元データについては、現行システム運用事業者より電子データで提

供する。 
 

 引継ぎに関する事項 

１．引継ぎ事項 
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 特定の事業者に依存することなく、他者による保守、追加開発が可能なシス

テム構成であること。 
 

 教育に関する事項 

１．教育対象者の範囲、教育の方法 
 教育対象者の範囲： 会計課、各課室 
 教育の内容：  
 （会計課）執行計画の登録、事業情報の登録、及び登録データの検索並びに 
     ファイル出力等、債主登録、予算管理、負担行為登録、支出決定、 
     支出負担即出等 
 （各課室）執行計画の登録、事業情報の登録、及び登録データの検索並びに 
      ファイル出力等 
 教育の実施時期： 運用開始前準備時 
 教育の方法： 集合研修及びオンライン研修（各職員が日常使用している端

末ＰＣ） 
 教材： 操作手順書 
 教育対象者数： 
   会計課等  50 名程度 
 
２．教材の作成 
（１）オンライン研修コンテンツ作成 
 各利用者向けに行う新システムの利用方法に関するオンライン研修の内容

を検討し、コンテンツを作成すること。 
 経産省の提供する e ラーニングシステムにおいて動作することを前提とす

ること。 
 各利用者が利用する一連の処理についての基礎的な操作方法を中心とした

内容とすること。 
 章、節、項の階層的な構造で構成するとともに、端末のマウス操作で次画面

に進むことや、ナレーション音声による解説を含む内容とするなど、学習し

やすいものにすること。 
 
（２）集合研修コンテンツ作成 
 各利用者向けに行う新システムの利用方法に関する集合研修の内容を検討

し、コンテンツを作成すること。 
 オンライン研修を受講していることを踏まえ、研修環境を利用し新システム
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についての操作方法等を習熟させ、更なる業務効率の向上を図る内容とする

こと。 
 各利用者が利用する一連の処理についての発展的な操作方法を中心とした

内容とすること。 
 

 運用に関する事項 

１．運用業務 
 運用業務としては、以下に掲げる事項を想定している。運用開始までに実施す

る業務に係る運用計画書を作成し、当省の承認を得ること。 
 
（１）定常時対応 
 定常時作業として以下の内容を実施する。 
 死活監視 
 稼働状況監視 
 性能監視 
 不正アクセス監視 
 ログ管理 
 
（２）システム維持作業 
システム維持作業として以下の内容を実施する。 
 バックアップ管理 
 計画停止 
 データ維持管理作業 
 情報資産管理 
 システム構成管理 
 変更要求管理 
 アクセス管理 
 システム設定変更 
 業務運用支援 
 セキュリティ監査対応 
 大規模災害時対応 
 リリース作業 
 定期的なパフォーマンス検証 
 脆弱性に係る情報収集と、発見した脆弱性に係る影響度の分析 
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（３）データ収集・報告業務 
 データ収集・報告業務として以下の内容を実施する。 
 定期報告業務 
 
（４）障害発生時対応 
 障害発生時に以下の内容を実施する。 
 インシデント管理 
 障害復旧（インシデント対応） 
 リリース作業 
 リストア作業 

また、その際のユーザーサポート業務として以下の内容を実施する。 
 障害発生／復旧の周知 
 リリース作業、リストア作業に係る周知 
 

 保守に関する事項 

１．保守業務 
 保守業務としては、以下に掲げる事項を想定している。保守開始までに実施す

る業務に係る保守作業計画書を作成し、当省の承認を得ること。 
 
（１）定常時対応 
 アプリケーション・ソフトウェア保守として以下の内容を実施する。 
 対応が必要とされた脆弱性への対応 
 機能アップデート対応 
 製品サポート対応 
 職員（リリース前後以外は、会計課等の職員）からの操作に関する問い合わ

せ対応 
 
（２）障害時対応 
 利用するアプリケーション・ソフトウェアにて不具合が発生し、新システム

に業務影響が発生する場合には即座に不具合対応を行うこと。 
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4 別紙資料一覧 
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資料 5 ファイル一覧 
資料 6 データモデル 
資料 7 データ定義 
資料 8 CRUD マトリクス 
資料 9 外部インタフェース 
資料 10 ワークフロー一覧 
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