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1

調達仕様書
要件定義書
全般
「インフラサービス」

調達仕様書
要件定義書
全般
「システムサービス」

用語を修正します。

2

調達仕様書
2.3目的及び期待する効果
現行e-JISCの問題及び課題を解消するために、
次期e-JISCを構築し、業務の効率化・合理化、
職員の利便性向上及びコスト削減を実現させ
る。

調達仕様書
2.3目的及び期待する効果
現行e-JISCの問題及び課題を解消するために、
次期e-JISCを構築し、業務の効率化・合理化及
びコスト削減を実現させる。

要件を修正します。

3

調達仕様書
2.4業務・情報システムの概要
2.4.1システム概要
e-JISCにおけるシステム概要は「図1　e-JISC概
要図」のとおり。

なお、次期e-JISCにおいては、JIS等の策定/JIS
マーク制度及びJISCホームページでサーバを分
割することを予定している。
また、現行e-JISCの課題を踏まえ、以下を更改
方針とする。
(ア)業務用サイトの機能改修
(イ)JISCホームページの抜本的な再構築
(ウ)JISCホームページ及び業務用サイトにおけ
る機能の疎結合化
(エ)他システムとのデータ連携

調達仕様書
2.4業務・情報システムの概要
2.4.1システム概要
e-JISCにおけるシステム概要は「図1　e-JISC概
要図」のとおり。

なお、次期e-JISCの開発期間中も現行e-JISCを
継続して改修するため、改修内容を踏まえた設
計・開発を実施する必要がある。改修内容の詳
細は資料閲覧で確認すること。

要件を修正します。

4

調達仕様書
2.4業務・情報システムの概要
2.4.1システム概要
図1 e-JISC概要図

調達仕様書
2.4業務・情報システムの概要
2.4.1システム概要
図1 e-JISC概要図

概要図を修正します。

5

調達仕様書
2． 調達案件の概要に関する事項
2.4 業務・情報システムの概要
2.4.2 調達対象機能
表2　アプリケーション開発及びシステムサービ
ス対象機能
No.6　CMS機能

調達仕様書
2． 調達案件の概要に関する事項
2.4 業務・情報システムの概要
2.4.2 調達対象機能
表2　アプリケーション開発及びシステムサービ
ス対象機能

要件を削除します。

6

調達仕様書
2． 調達案件の概要に関する事項
2.4 業務・情報システムの概要
2.4.2 調達対象機能

【凡例】
◎：調達主体
〇：次期インフラサービス事業者へ設計内容等
の情報提供が必要な項目
△：サーバ構築、導入支援
- ：調達範囲外
※：別途調達する「次期産業標準策定システム
に係るインフラサービス業務（仮称）」が実施
する範囲

調達仕様書
2． 調達案件の概要に関する事項
2.4 業務・情報システムの概要
2.4.2 調達対象機能

【凡例】
◎：調達主体
〇：次期システムサービス事業者へ設計内容等
の情報提供が必要な項目
- ：調達範囲外
※：別途調達する「次期産業標準策定システム
に係るシステムサービス業務（仮称）」で実施
する範囲

要件を修正します。

7

調達仕様書
2． 調達案件の概要に関する事項
2.6 作業スケジュール
2.6.1 本業務の作業スケジュール

総合テスト：令和4年1月
受入テスト：令和4年3月

調達仕様書
2． 調達案件の概要に関する事項
2.6 作業スケジュール
2.6.1 本業務の作業スケジュール

総合テスト：令和3年12月
受入テスト：令和4年2月

ご意見を踏まえ、左記のとおり要件を修正します。

その他仕様書修正箇所（新旧対比表）
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8

調達仕様書
2． 調達案件の概要に関する事項
2.6 作業スケジュール
2.6.2 次期e-JISCに係る調達全体スケジュール

環境提供：令和4年1月

調達仕様書
2． 調達案件の概要に関する事項
2.6 作業スケジュール
2.6.2 次期e-JISCに係る調達全体スケジュール

環境提供：令和3年12月
ご意見を踏まえ、左記のとおり要件を修正します。

9

調達仕様書
3． 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調
達の方式等に関する事項
表3　調達案件、調達単位、調達方式及び実施時
期

次期産業標準策定システムに係るインフラサー
ビス業務（仮称）
意見招請・官報公示：令和3年3月
入札公告・官報公示：令和3年6月
落札者決定　　　　：令和3年8月

調達仕様書
3． 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調
達の方式等に関する事項
表3　調達案件、調達単位、調達方式及び実施時
期

次期産業標準策定システムに係るシステムサー
ビス業務（仮称）
意見招請・官報公示：令和3年2月
入札公告・官報公示：令和3年4月
落札者決定　　　　：令和3年7月

ご意見を踏まえ、左記のとおり要件を修正します。

10

調達仕様書
9． 入札参加資格に関する事項
9.1 入札参加条件
9.1.1 競争参加資格

① 経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格
審査事務取扱要領の特例を定める要領（昭和56
年1月23日付け55会第543号。）により、平成
31・32・33年度又は令和1・2・3年度経済産業省
競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供
等」の「A」等級に格付けされている者であるこ
と。

調達仕様書
9． 入札参加資格に関する事項
9.1 入札参加条件
9.1.1 競争参加資格

① 経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格
審査事務取扱要領の特例を定める要領（昭和56
年1月23日付け55会第543号。）により、平成
31・32・33年度又は令和1・2・3年度経済産業省
競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供
等」の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格
付けされている者であって、「情報処理」の営
業品目を選択した者であること。

等級を修正します。

11

要件定義書
2．機能要件
2.1 業務用サイト
業務用サイトについては、現行e-JISCに対し
て、「表1 業務用サイトの改修内容」の改修を
実施すること。
表1 業務用サイトの改修内容

要件定義書
2．機能要件
2.1 業務用サイト
業務用サイトについては、現行e-JISCの既存プ
ログラムを活用し、現行e-JISCの機能を全て実
現すること。なお、現行e-JISCに関する設計書
等は、資料閲覧で確認すること。

要件を削除します。

12

要件定義書
2．機能要件
2.2 JISCホームページ
2.2.2 画面に関する事項

現行JISCホームページにおける静的画面の画面
数は約200ページであり、動的画面数について
は、画面一覧を「別添8.現行JISCホームページ
動的画面一覧」に示す。「3.1　ユーザビリティ
及びアクセシビリティに関する事項」を踏まえ
て、画面の設計及び開発を行うこと。（特に、
画面デザインについては、以下に示す当省のWeb
サイトと類似のデザインとなるよう設計し統一
感を図ること。）

参考）
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyoju
n-kijun/index.html

また、項目・レイアウト等の詳細については、
設計時に当省職員と協議の上、決定すること。
なお、HTML5を利用すること。

要件定義書
2．機能要件
2.2 JISCホームページ

JISCホームページについては、現行e-JISCの既
存プログラムを活用し、現行e-JISCの機能を全
て実現すること。なお、現行e-JISCに関する設
計書等は、資料閲覧で確認すること。

要件を削除します。
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13

要件定義書
3．非機能要件
3.1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関
する事項

JISCホームページは一般利用者による不特定多
数の利用が見込まれる。また、内部利用者/外部
利用者の双方が利用するサイト構成であるた
め、一貫したデザインポリシーに基づき、障害
者・高齢者等を含めた全ての利用者にとって利
用しやすいユーザビリティ及びアクセシビリ
ティを兼ね備えたシステムとして開発するこ
と。
具体的には、「経済産業省ウェブアクセシビリ
ティ方針」、「Webサイトガイドブック」及び
「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト
運用ガイドライン」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。

要件定義書
3．非機能要件
3.1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関
する事項

JISCホームページのユーザビリティ及びアクセ
シビリティに関しては、現行JISCホームページ
を踏襲すること。

要件を削除します。

14

要件定義書
3．非機能要件
3.1.2 ユーザビリティ要件
表4 ユーザビリティ要件

要件定義書
3．非機能要件

要件を削除します。

15

要件定義書
3．非機能要件
3.1.3 アクセシビリティ要件
表5 アクセシビリティ要件

要件定義書
3．非機能要件

要件を削除します。

16

要件定義書
3．非機能要件
3.2.2 JISCホームページのアプリケーション構
造

現行JISCホームページにおける以下の課題を踏
まえ、ビジネスロジック、データロジック及び
デザイン等を精査し、アプリケーション構造を
刷新すること。
① 静的ページのプログラムが冗長である。
② CSSファイルが集約され、修正した場合に影
響する範囲が多い。また、必要のないCSSファイ
ルがインポートされている場合がある。
③ 静的ページ及び動的ページのプログラム構造
が分離している。
④ デザイン及びロジックが混在している。
⑤ 画像等のリソースファイルについて配置場所
が統一されていない。

要件定義書
3．非機能要件

要件を削除します。

17

要件定義書
3．非機能要件
3.2.3 次期e-JISCの開発方針
表6 開発方針
No.1

Webアプリケーションとして、クライアントは
Webブラウザで閲覧・操作できること。業務利用
として、内部利用者、外部利用者が使用する機
能は、以下のWebブラウザに対応できること。
 Microsoft Edge
 Google Chrome
 Safari
 Firefox
また、対応バージョンは原則契約締結時点で最
新のメジャーバージョンとする。

要件定義書
3．非機能要件
3.2.2 次期e-JISCの開発方針
表3 開発方針
No.1

Webアプリケーションとして、クライアントは
Webブラウザで閲覧・操作できること。業務利用
として、内部利用者、外部利用者が使用する機
能は、以下のWebブラウザ及びOSに対応できるこ
と。
 Microsoft Edge（Windows10）
 Google Chrome（Windows10）
また、対応バージョンは原則契約締結時点で最
新のメジャーバージョンとする。

ご意見を踏まえ、左記のとおり要件を明確にします。

18

要件定義書
3．非機能要件
3.2.3 次期e-JISCの開発方針
表6 開発方針
No.4

JISCホームページについて、スマートフォン及
びタブレット等を含むマルチデバイスに対応し
ていること。スマートフォン及びタブレットに
おいて対応するWebブラウザを以下に示す。
 Google Chrome
 Safari
 Microsoft Edge

要件定義書
3．非機能要件
3.2.2 次期e-JISCの開発方針
表3 開発方針
No.4

JISCホームページについて、スマートフォン及
びタブレット等を含むマルチデバイスに対応し
ていること。スマートフォン及びタブレットに
おいて対応するWebブラウザ及びOSを以下に示
す。
 Google Chrome（Android）
 Safari（iOS）

ご意見を踏まえ、左記のとおり要件を明確にします。
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19

要件定義書
3．非機能要件
3.2.3 次期e-JISCの開発方針
表6 開発方針
No.5

JISCホームページでは文言の修正等を当省職員
が修正できるように、導入するCMSのライセンス
を提供すること。CMSの利用者数は、20名とす
る。また、処理と表示を分けたプログラム構成
とする等により、当省職員が文言変更をしても
次期e-JISCの動作への影響が最小限となるよう
に、構成を見直すこと。
なお、CMSの製品を選定するに当たっては、サイ
ト内のコンテンツにおいて、リンク切れが発生
しないようチェックする機能及びワークフロー
機能を有すること。

要件定義書
3．非機能要件
3.2.2 次期e-JISCの開発方針
表3 開発方針

要件を削除します。

20

要件定義書
3．非機能要件
3.2.3 次期e-JISCの開発方針
表6 開発方針
No.8

現行e-JISCでは、業務用サイト及びJISCホーム
ページが同一サーバで構築されているが、それ
ぞれ求めるサービスレベルが異なることから、
業務用サイト及びJISCホームページのサーバを
分割する。当該サーバ構成を踏まえてアプリ
ケーションを開発すること。

要件定義書
3．非機能要件
3.2.2 次期e-JISCの開発方針
表3 開発方針

要件を削除します。

21

要件定義書
3．非機能要件
3.2.3 次期e-JISCの開発方針
表6 開発方針
No.9

JISCホームページの刷新に当たっては、可能な
範囲で既存のプログラムを活用すること。ただ
し、新規でプログラムを作成する方が望ましい
と判断される場合には、当省職員と協議の上、
決定すること。

要件定義書
3．非機能要件
3.2.2 次期e-JISCの開発方針
表3 開発方針
No.9

可能な範囲で既存のプログラムを活用するこ
と。ただし、新規でプログラムを作成する方が
望ましいと判断される場合には、当省職員と協
議の上、決定すること。

要件を修正します。

22

要件定義書
3．非機能要件
3.4 性能に関する事項
表9 応答時間要件

オンライン処理応答時間
目標値
定常時：
5秒以内
ピーク時：
10秒以内

要件定義書
3．非機能要件
3.4 性能に関する事項
表6 応答時間要件

オンライン処理応答時間
目標値
定常時：
5秒以内
ピーク時：
10秒以内
※ただし、業務用サイトにおいて帳票作成処理
等を行う場合は除く。

ご意見を踏まえ、左記のとおり要件を明確にします。

23

要件定義書
3．非機能要件
3.10 次期e-JISC稼働環境に関する事項
3.10.1 次期e-JISC概要
図 2　次期e-JISC概要図

要件定義書
3．非機能要件
3.10 次期e-JISC稼働環境に関する事項
3.10.1 次期e-JISC概要
図 2　次期e-JISC概要図

概要図を修正します。

24

別添2_JIS等の策定に関する業務概要
No.70

【認定産業標準作成機関、METI審査担当（認定
産業標準作成機関担当）】
・受理済又は新規登録の届出中の委員会を一覧
表示する。
・各委員会について、委員会情報を編集でき
る。入力する内容は、予め主務大臣の認定を受
けた変更内容の登録（変更認定登録）又は軽微
な変更として認められるもの（軽微変更届出）
のいずれかとなる。
・委員会を廃止する場合は、「変更（認定）年
月日」に委員会の廃止年月日を入力し、「委員
会廃止」ボタンで申請する。

別添2_JIS等の策定に関する業務概要
No.70

【認定産業標準作成機関、METI審査担当（認定
産業標準作成機関担当）】
・受理済又は新規登録の届出中の委員会を一覧
表示する。
・各委員会について、委員会情報を編集でき
る。入力する内容は、予め主務大臣の認定を受
けた変更内容の登録（変更認定登録）又は軽微
な変更として認められるもの（軽微変更届出）
のいずれかとなる。
・委員会の修正については、「産業標準作成委
員会変更届出・変更認定登録入力」画面から
「変更届出」、「廃止届出」をプルダウンで選
択したうえで、変更・廃止を行う。

記載を修正します。
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25

別添2_JIS等の策定に関する業務概要
No.71

【METI審査担当（認定産業標準作成機関担
当）】
・認定産業標準作成機関がシステムに入力した
産業標準作成委員会情報（新規登録、変更届
出・変更認定登録）が、未受理委員会一覧に表
示される。委員会ごとに入力された内容を確認
し、受理する。
・各産業標準作成委員会の情報は、未受理委員
会一覧の「委員会名称」のリンクから、別ウイ
ンドウの「産業標準作成委員会変更前後情報表
示画面」で参照できる。
・受理する際、産業標準作成機関宛に通知メー
ル（産業標準作成委員会の受理通知）を送信す
る。なお、通知メールの件名・本文を編集でき
る画面を備えている。

別添2_JIS等の策定に関する業務概要
No.71

【METI審査担当（認定産業標準作成機関担
当）】
・認定産業標準作成機関がシステムに入力した
産業標準作成委員会情報（新規登録、変更届
出・変更認定登録）が、未受理委員会一覧に表
示される。委員会ごとに入力された内容を確認
し、受理する。
・万が一、変更手続きの記載に不備があった場
合は、「差し戻し」ボタンにて、申請者に対し
て差し戻しを行う。
・各産業標準作成委員会の情報は、未受理委員
会一覧の「委員会名称」のリンクから、別ウイ
ンドウの「産業標準作成委員会変更前後情報表
示画面」で参照できる。
・受理する際、産業標準作成機関宛に通知メー
ル（産業標準作成委員会の受理通知）を送信す
る。なお、通知メールの件名・本文を編集でき
る画面を備えている。

記載を修正します。

26

別添4_JISマーク制度に係る業務概要
No.1

・立入検査記録登録/ステータス変更
立入検査記録の登録とステータス変更につい
て、以下の項目の登録を行う。
検査対象工場・事業所、初回立入検査予定（検
査理由、検査実施者、検査対象年度、初回立入
検査予定年月日）、初回立入検査結果（初回立
入検査実施年月日、判定会議開催年月日、立入
検査結果、備考）表示除去又は抹消命令、販売
停止命令、再立入検査予定（再立入検査（有
り、無し）、検査実施者、再立入検査予定年月
日）、再立入検査結果（再立入検査実施年月
日）、再判定会議結果（判定会議開催年月日、
判定結果（適合、その他）、備考）

別添4_JISマーク制度に係る業務概要
No.1

・立入検査記録登録/ステータス変更
立入検査記録の登録とステータス変更につい
て、以下の項目の登録を行う。
検査対象工場・事業所、初回立入検査予定（検
査理由、検査実施者、検査対象年度、初回立入
検査予定年月日）、初回立入検査結果（初回立
入検査実施年月日、判定会議開催年月日、立入
検査結果、備考）、再立入検査予定（再立入検
査（有り、無し）、検査実施者、再立入検査予
定年月日）、再立入検査結果（再立入検査実施
年月日）、再判定会議結果（判定会議開催年月
日、判定結果（適合、その他）、備考）

記載を修正します。

27

別添4_JISマーク制度に係る業務概要
No.2

・新規登録
新規の認証取得者の以下の項目の登録を行う。
認証番号、認証年月日、認証契約の有効期限、
認証機関、審査方法種別、認証取得者名称、法
人番号、代表者の氏名、国・地域など、都道府
県、郵便番号、住所、電話番号、問合せ用メー
ルアドレス、資本金、従業員数、HP準備完了/公
開作業中の別、ロット有無、特記事項、認証JIS
番号（JIS番号、鉱工業品、加工技術、電磁的記
録又は役務の名称、事業の別、種類または等
級、対応工場・事業所）、工場・事業所情報
（工場・事業所名称、郵便番号、都道府県、住
所、電話番号、認証JIS番号、状態、所管組織入
力ステータス）、JISマーク表示情報、認証維持
検査（定期検査日付、定期審査結果、指摘、臨
時検査日付、臨時検査結果、指摘）、履歴情報
（変更種類、変更理由）

別添4_JISマーク制度に係る業務概要
No.2

・新規登録
新規の認証取得者の以下の項目の登録を行う。
認証番号、認証年月日、認証契約の有効期限、
認証機関、審査方法種別、認証取得者名称、法
人番号、代表者の氏名、国・地域など、都道府
県、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、資本
金、従業員数、HP準備完了/公開作業中の別、
ロット有無、特記事項、認証JIS番号（JIS番
号、鉱工業品、加工技術、電磁的記録又は役務
の名称、事業の別、種類または等級、対応工
場・事業所）、工場・事業所情報（工場・事業
所名称、郵便番号、都道府県、住所、電話番
号、認証JIS番号、状態、所管組織入力ステータ
ス、一時停止、失効、取消年月日）、JISマーク
表示情報、認証維持検査（定期検査日付、定期
審査結果、指摘、臨時検査日付、臨時検査結
果、指摘）、履歴情報（変更種類、変更理由）

記載を修正します。

28

別添4_JISマーク制度に係る業務概要
No.3

・外部出力
検索条件に該当する登録認証機関の入力事項を
Microsoft Excel形式（Microsoft Accessで読み
込み可能な形式）で出力する。
また、認証機関登録簿として以下の項目を
Mirosoft Excelで出力する。
登録番号、登録年月日、機関名称、代表者名、
住所、鉱工業品等の区分（分野記号、区域、区
域その他）、事務所（名称、住所）、みなし試
験所（名称、住所、試験方法区分）

別添4_JISマーク制度に係る業務概要
No.3

・外部出力
検索条件に該当する登録認証機関の入力事項を
Microsoft Excel形式（Microsoft Accessで読み
込み可能な形式）で出力する。
また、認証機関登録簿として以下の項目を
Mirosoft Excelで出力する。
登録番号、機関名称、代表者名、住所、鉱工業
品等の区分（分野記号、区域、区域その他）、
事務所（名称、住所）、みなし試験所（名称、
住所、試験方法区分）

記載を修正します。
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29

別添4_JISマーク制度に係る業務概要
No.5
登録認証機関
判定委員会

・認証機関の判定に係る会議の登録、資料の作
成、アップロード及び閲覧、判定結果登録を行
う。
※資料アップロード可能者、閲覧可能者、閲覧
及びアップロード可能期間は個別に管理者が設
定可能とする。

当省管理者は会議の登録、資料の作成、アップ
ロード及び閲覧、資料のアップロード、及び閲
覧可能者の設定、 判定委員会資料の閲覧及び
アップロード期間の設定を可能とする。
・当省担当者、地方経済産業局は資料の作成、
アップロード及び閲覧を可能とする。
・判定委員は資料のアップロード及び閲覧、判
定結果登録を可能とし、ダウンロード及び印刷
は不可とする。

別添4_JISマーク制度に係る業務概要

記載を削除します。

30

別添4_JISマーク制度に係る業務概要
No.6
登録認証機関
所管組織変更メンテナンス

別添4_JISマーク制度に係る業務概要
No.5
登録認証機関
所管組織変更メンテナンス Noを修正します。

32

別添5_JISマーク制度に関する業務フロー
別添5-1.JISマーク制度に関する業務フロー（全
体フロー）

JISマーク制度に関する業務の全体フローを以下
に示す。なお、判定委員会が対面審議の場合の
業務フローを別添5-2、判定委員会がWeb審議又
は書面審議の場合の業務フローを別添5-3に示
す。

別添5_JISマーク制度に関する業務フロー
別添5-1.JISマーク制度に関する業務フロー（全
体フロー）

JISマーク制度に関する業務の全体フローを以下
に示す。なお、登録認証機関業務の業務フロー
を別添5-2に示す。

記載を修正します。

31

別添4_JISマーク制度に係る業務概要
No.7

業務内容
・検索
報告年月日、報告種別、登録認証機関を組み合
わせて対応する報告情報を検索する。

・一覧
検索条件に該当する報告情報を一覧表示する。
ここで報告種別を選択し、報告情報の詳細を確
認する。

・詳細表示
該当する報告情報の全ての入力事項を参照す
る。

備考
当省管理者は全登録認証機関について参照可能
とする。
地方経済産業局及び他省庁は担当している登録
認証機関のみ参照可能とする。

別添4_JISマーク制度に係る業務概要
No.6

業務内容
・検索
報告年月日、報告種別、登録認証機関、状態を
組み合わせて対応する報告情報を検索する。

・一覧
検索条件に該当する報告情報を一覧表示する。
ここで報告種別を選択し、報告情報の詳細を確
認する。

・詳細表示
該当する報告情報の全ての入力事項を参照す
る。
また、各報告について受理、差し戻しを行う。

・外部出力
検索条件に該当する報告情報をCSVファイル形式
で出力する。

備考
当省管理者は全登録認証機関について参照可能
とする。
当省担当者、地方経済産業局及び他省庁は担当
している登録認証機関のみ参照可能とする。

No、業務内容及び備考の記載を修正します。
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33

別添5_JISマーク制度に関する業務フロー
別添5-2.JISマーク制度に関する業務フロー（登
録認証機関業務（判定委員会が対面審議の場
合））

区分
登録認証機関業務（判定委員会が対面審議の場
合）

作業内容（アクティビティ）
④判定（対面審議）
対面審議の場合、判定委員に資料を提出し、審
議を行う。

当省（認証企画室又は地方経済産業局担当課）
判定委員会報告書(紙) の作成

別添5_JISマーク制度に関する業務フロー
別添5-2.JISマーク制度に関する業務フロー（登
録認証機関業務）

区分
登録認証機関業務

作業内容（アクティビティ）
④判定
判定委員に資料を提出し、審議を行う。

当省（認証企画室又は地方経済産業局担当課）
判定委員会報告書の作成

区分、作業内容（アクティビティ）及び業務フローの記載を修正
します。

34
別添5_JISマーク制度に関する業務フロー
別添5-3.JISマーク制度に関する業務フロー

別添5_JISマーク制度に関する業務フロー
業務フローを削除します。

35

別添7.JISCホームページ機能一覧
No.1.2.0.0
No.1.2.1.0
No.1.2.1.1
PDF変換/閲覧機能

No.1.2.1.0
JISC資料等メンテナンス機能にてJISCホーム
ページ上に公開設定したJISC審議に関する開催
回情報（議事要旨、議事録、配布資料）を表示
する。
なお、著作権保護を講じたファイルは海外から
のアクセスはできない。

No.1.2.1.1
業務用サイトで登録されたWordファイルをPDF
ファイルに変換する。

別添7.JISCホームページ機能一覧
No.1.2.0.0
No.1.2.1.0
No.1.2.1.1
閲覧機能

ご意見を踏まえ、左記のとおり記載を修正/削除します。

36

別添7.JISCホームページ機能一覧

No.2.1.1.1
公開済みのJISをJIS規格番号で検索し、一覧表
示する。（廃止された規格はグレーアウト等に
より表示する。)なお、廃止済みJISの規格文書
は掲載せず、書誌情報の参照のみとする）。

No.2.1.1.2
公開済みのJISをJIS規格名称で検索し、一覧表
示する。（廃止された規格はグレーアウト等に
より表示する。)なお、廃止済みJISの規格文書
は掲載せず、書誌情報の参照のみとする）。

No.2.1.1.3
公開済みのJISに使用されている単語をキーワー
ドとして検索し、一覧表示する。（廃止された
規格は表示しない）。
なお、本検索は全文検索（規格文書内の文字検
索）を行う。

別添7.JISCホームページ機能一覧

No.2.1.1.1
公開済みのJISをJIS規格番号で検索し、一覧表
示する。

No.2.1.1.2
公開済みのJISをJIS規格名称で検索し、一覧表
示する。

No.2.1.1.3
公開済みのJISに使用されている単語をキーワー
ドとして検索し、一覧表示する。

要件を修正します。

27

別添7.JISCホームページ機能一覧

No.2.1.6.1
公開済みJIS規格番号で検索し、詳細情報を表示
する。JIS規格文書ファイル、正誤表ファイルの
閲覧及び音声読み上げは、ログインしたユーザ
に限定して可能とする。

No.2.1.8.1
TS/TR・TS/TR番号・名称の検索結果である一覧
表示から詳細情報を表示したいTS/TRを選択し、
詳細情報を表示する。TS/TR文書ファイル、正誤
表ファイルの閲覧及び音声読み上げは、ログイ
ンしたユーザに限定して可能とする。

別添7.JISCホームページ機能一覧

No.2.1.6.1
公開済みJIS規格番号で検索し、詳細情報を表示
する。JIS規格文書ファイル及び正誤表ファイル
の閲覧は、ログインしたユーザに限定して可能
とする。

No.2.1.8.1
TS/TR・TS/TR番号・名称の検索結果である一覧
表示から詳細情報を表示したいTS/TRを選択し、
詳細情報を表示する。TS/TR文書ファイル及び正
誤表ファイルの閲覧は、ログインしたユーザに
限定して可能とする。

要件を修正します。
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38

別添7.JISCホームページ機能一覧

No.3.1.3.1
検索条件の組み合わせにより、認証取得者情報
の検索及び一覧表示を行う（検索条件のうちJIS
番号は、完全一致及び部分一致から選択可能
）。

No.3.1.3.2
認証取得者情報の検索結果を一覧に表示する。
また、種類等級等の情報（テキスト及びファイ
ル）は別リンクにて表示する。

No.3.1.5.1
検索条件の組み合わせにより認証取得者一時停
止請求情報及び過去１年以内にJISCホームペー
ジへ公開された、認証取得者失効情報の検索と
一覧表示を行う。
検索条件は、設計・開発フェーズで当省と協議
の上、決定すること。

別添7.JISCホームページ機能一覧

No.3.1.3.1
検索条件の組み合わせにより、認証取得者情報
の検索及び一覧表示を行う。

No.3.1.3.2
認証取得者情報の検索結果を一覧に表示する。

No.3.1.5.1
認証取得者一時停止請求情報及び過去１年以内
にJISCホームページへ公開された、認証取得者
失効情報の検索を行う。

要件を修正します。
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