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1． 用語の定義 1 

本仕様書（「別紙1 要件定義書）を含む。）において使用する用語の定義を2 

「表1 用語の定義一覧」に示す。 3 
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表 1 用語の定義一覧 5 

No. 用語 定義 

1 e-JISC 

産業標準策定システム 

 

注：令和元年、法改正に

伴い、工業標準策定シス

テムから産業標準策定シ

ステムに名称を変更 

2 JIS 

日本産業規格 

(Japanese Industrial 

Standards） 

日本産業標準調査会の答

申を受けて、主務大臣が

制定する産業標準 

3 JISC 

日本産業標準調査会 

(Japanese Industrial 

Standards Committee） 

経済産業省に設置されて

いる審議会で、JISの制

定、改正等に関する審

議、産業標準/JISマーク

表示制度/試験所登録制度

等、産業標準化の促進に

関して関係各大臣への建

議及び諮問に応じて答申

を行う等の機能を持つ 

4 JISCホームページ 
日本産業標準調査会 Web

サイト 

5 JISマーク 

JISへの適合性を示すた

めのマーク 

製品が JISへの適合性の

認証を受けたときに、製

品そのもの、製品の包

装、製品の容器又は製品



2 

No. 用語 定義 

の送り状に付することが

できる 

6 JSA 

日本規格協会 

(Japanese Standards 

Association) 

7 METI 

経済産業省 

（Ministry of Economy, 

Trade and Industry） 

8 ODB 

政府情報システム管理

データベース 

（Official information 

system total management 

Database） 

9 TR 

標準報告書（Technical 

Reports) 

標準に関連する技術文書

であるが、JISでの標準

化がふさわしくないもの 

10 TS 

標準仕様書(Technical 

Specifications) 

現時点では日本産業標準

調査会として JIS化にふ

さわしいと判断されな

かったが、将来は標準化

の可能性があるとされる

技術文書 

11 Webサイトガイドブック 

「Webサイトガイドブッ

ク」(平成 31年 4月 18日 

内閣官房 情報通信技術

(IT)総合戦略室) 

12 
経済産業省ウェブ 

アクセシビリティ方針 

2016年 3月 22日に改正

された JIS X 8341-

3:2016（「高齢者・障害

者等配慮設計指針－情報

通信における機器，ソフ

トウェア及びサービス－

第 3部：ウェブコンテン
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No. 用語 定義 

ツ」）に基づき多くの利

用者に確実、かつ正確に

情報伝達が行われること

を目的とする方針 

13 業務用サイト 

JIS等の策定及び JIS

マーク制度に係る業務の

実施に当たり、経済産業

省等が利用する内部用の

Webサイト 

14 原案作成団体 

主務大臣から委託を受け

た団体や民間団体等 

JIS原案を作成する 

15 現行 e-JISC 
現行運用中の産業標準策

定システム 

16 現行インフラサービス事業者 

現行産業標準策定システ

ムに係るインフラサービ

ス業務を請け負った事業

者 

17 現行運用事業者 

現行産業標準策定システ

ムに係る運用役務を請け

負った事業者 

18 次期 e-JISC 
本業務で更改予定の産業

標準策定システム 

19 次期 e-JISC工程管理事業者 

「次期産業標準策定シス

テム更改に係る支援業

務」を請け負った事業者 

20 次期インフラサービス事業者 

「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）」を請

け負う事業者 

21 次期運用事業者 

「次期産業標準策定シス

テムに係る運用役務業務

（仮称）」を請け負う事

業者 

22 受注者 

「次期産業標準策定シス

テムに係るアプリケー

ションの開発等業務」を
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No. 用語 定義 

請け負う事業者 

23 統一基準群 

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） 

24 当省 経済産業省 

25 登録認証機関 

国に登録された民間の第

三者認証機関 

製品等の JISへの適合性

を認証する 

26 認証取得者 

登録認証機関により JIS

への適合性が認証された

者 

27 みんなの公共サイト運用ガイドライン 

総務省より、公的機関が

ウェブアクセシビリティ

の確保・維持・向上に取

り組む際の取組の支援を

目的として作成された手

順書 

28 標準ガイドライン 

デジタル・ガバメント推

進標準ガイドライン（令

和 2年 3月 31日各府省情

報化統括責任者（CIO）連

絡会議決定) 

29 本業務 

次期産業標準策定システ

ムに係るアプリケーショ

ンの開発等業務 

 

2． 調達案件の概要に関する事項 6 

2.1 調達件名 7 

次期産業標準策定システムに係るアプリケーションの開発等業務 8 

 9 

2.2 調達の背景 10 

当省においては、産業標準制定業務の効率化、高度化を図るため、平成12年度に11 

e-JISCの開発を行い、以降、運用を行っている。 12 

産業標準制定業務とは、産業標準化法に基づき、当省及び当省に設置された審議13 
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会であるJISCが行う、以下の3業務を指し、e-JISCは産業標準制定業務の遂行上、14 

必要不可欠なものとなっている。 15 

① JIS等の制定・公示・公開等に関する業務 16 

産業標準化業務計画の作成、JIS原案及び類似の技術文書であるTS/TR原案17 

の作成支援・受理、JISCの審議調整、JIS制定等の付議、意見受付公告、主18 

務大臣への答申、公示・公開、審議委員・原案作成団体対応等の組織運営19 

に係る業務。 20 

② JISマーク制度に係る業務 21 

JISマーク制度に基づき登録認証機関情報、認証取得者情報の管理、各種統22 

計情報の集計及び公開情報管理に係る業務。 23 

③ JISCホームページの維持管理に係る業務 24 

e-JISCは、当省外部のデータセンタ内のインフラサービスで稼働してお25 

り、e-JISCの利用者は、各自のクライアントPCに搭載されたWebブラウザを26 

用い、インターネットを介して各機能にアクセスしている。また、e-JISC27 

では、文書保管サーバにJIS、JISC会議資料等の文書ファイル、規格検索用28 

テキストファイル及びインデックスファイルを保管し、各ファイルのパス29 

をデータベースで管理している。 30 

また、e-JISCの前回の更改に際して、システムの見直しを行った上で、アプリ31 

ケーションの新規開発及び運用の合理化を実施し、平成29年4月より現行e-JISCの32 

運用を行っている。 33 

一方、現行e-JISCについては、令和4年3月でサービス契約が終了する予定である34 

ことから、当該時期に併せてシステムの見直しを行い、令和4年4月より次期e-JISC35 

の運用を開始する予定である。 36 

なお、アプリケーション開発、インフラサービスの提供及び運用に関する調達手37 

続、並びに開発、環境構築、移行等、各プロジェクトは、標準ガイドラインに基づ38 

き実施する必要がある。 39 

 40 

2.3 目的及び期待する効果 41 

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42 

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。 43 

 44 

2.4 業務・情報システムの概要 45 

2.4.1 システム概要 46 

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47 

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48 

を分割することを予定している。 49 

また、現行e-JISCの課題を踏まえ、以下を更改方針とする。 50 

(ア) 業務用サイトの機能改修 51 
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(イ) JISCホームページの抜本的な再構築 52 

(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 53 

(エ) 他システムとのデータ連携 54 

 55 

 56 

図1 e-JISC概要図 57 

 58 

2.4.2 調達対象機能 59 

受注者及び別途調達する次期インフラサービス事業者の調達対象機能は、「表60 

2 アプリケーション開発及びインフラサービス対象機能」のとおり。なお、受61 

注者は、以下に示すソフトウェア等以外に、次期e-JISCを動作させるために必要62 

となるソフトウェアを準備し、環境構築の際に初期インストール等の作業を実施63 

すること。また、開発期間中に必要となるソフトウェアは受注者が用意するこ64 

と。 65 

 66 

表 2 アプリケーション開発及びインフラサービス対象機能 67 

No. 対象機能 受注者 

インフラ 

サービス 

（※） 

1 オペレーティングシステム 〇 ◎ 

2 全文検索機能 〇 ◎ 

3 データベース機能 〇 ◎ 

4 データベース管理機能 〇 ◎ 

5 PDF閲覧・変換機能 〇 ◎ 

e-JISC（IaaS）

JIS等の策定/JISマーク制度/JISCホームページ

・規格情報
・原案情報

・受付管理情報

・登録認証機関情報
・認証取得者情報
・審議情報 等

業務用サイト JISCホームページ

外部利用者
• 経済産業省

• 地方局職員

• 原案作成団体

• 日本規格協会

• 主務大臣省庁担当者

• 登録認証機関

内部利用者
• 経済産業省

• 本省職員

一般利用者

現行e-JISC

e-JISC

JIS等の策定/

JISマーク制度
JISCホームページ

・規格情報
・原案情報

・受付管理情報

・登録認証機関情報
・認証取得者情報
・審議情報 等

業務用サイト JISCホームページ

外部利用者
• 経済産業省

• 地方局職員

• 原案作成団体

• 日本規格協会

• 主務大臣省庁担当者

• 登録認証機関

内部利用者
• 経済産業省

• 本省職員

一般利用者

次期e-JISC
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No. 対象機能 受注者 

インフラ 

サービス 

（※） 

6 CMS機能 〇 ◎ 

7 電子メール・メーリングリスト機能 〇 ◎ 

8 Webサーバ機能 〇 ◎ 

9 APサーバ機能 〇 ◎ 

10 アプリケーション開発/実行環境 〇 ◎ 

11 DNSサーバ機能 - ◎ 

12 NTPサーバ機能 - ◎ 

13 クラスタソフトウェア - ◎ 

14 改ざん検知防止機能 - ◎ 

15 不正アクセス防止機能 - ◎ 

16 WAF機能 - ◎ 

17 ウイルス対策管理機能 - ◎ 

18 バックアップ管理機能 - ◎ 

19 スパムメール対策機能 - ◎ 

20 インターネットコンテンツフィルタリング機能 - ◎ 

21 ファイアウォール機能、統合脅威管理機能 - ◎ 

22 負荷分散機能 - ◎ 

23 不正アクセス監視機能（IPS/IDS） - ◎ 

24 HTTPS暗号化機能（SSLアクセラレータ） - ◎ 

25 システムログサーバ - ◎ 

26 DDoS対策機能 - ◎ 

27 仮想サーバ機能 - ◎ 

28 ストレージ機能 - ◎ 

29 リモート管理機能 - ◎ 

30 システム運用機能 - ◎ 

【凡例】 68 

◎：調達主体 69 

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 70 

△：サーバ構築、導入支援 71 

- ：調達範囲外 72 

※：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73 

称）」が実施する範囲 74 

 75 

2.5 契約期間 76 

契約締結日から令和4年3月31日（木）まで 77 
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 78 

2.6 作業スケジュール 79 

2.6.1 本業務の作業スケジュール 80 

本業務のスケジュールは「図2 本業務の作業スケジュール」のとおり。 81 

 82 

 83 

図 2 本業務の作業スケジュール 84 

  85 

No. 作業名
令和3年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 基本設計

2 詳細設計

3 開発・単体テスト

4 結合テスト

5 総合テスト

6 受入テスト

7 移行
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2.6.2 次期e-JISCに係る調達全体スケジュール 86 

次期e-JISCに係る調達（アプリケーション開発等、インフラサービス、運用役87 

務）全体のスケジュールは「図 3 次期e-JISCに係る調達全体スケジュール」の88 

とおり。 89 

 90 

 91 

図 3 次期 e-JISCに係る調達全体スケジュール 92 

 93 

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 94 

3.1 調達案件、調達単位、調達方式及び実施時期 95 

本業務に関連する調達は「表3 調達案件、調達単位、調達方式及び実施時期」96 

のとおり。 97 

 98 

項目
令和2年度 令和3年度 令和4年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

現行e-JISC運用

次期産業標準策
定システムに係
るアプリケー
ションの開発等
業務（本業務）

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）

次期産業標準策
定システムに係
る運用役務業務
（仮称）

運用

調達手続き 設計・開発・テスト・移行

調達手続き 準備 環境提供

調達手続き

サービス
提供

運用
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表 3 調達案件、調達単位、調達方式及び実施時期 99 

調達件名 調達方式 調達時期 

次期産業標準策定

システムに係るア

プリケーションの

開発等業務（本業

務） 

一般競争入札 

（総合評価落札方式） 

意見招請・官報公示：令和2年9月 

入札公告・官報公示：令和2年12月 

落札者決定    ：令和3年3月 

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） 

一般競争入札 

（総合評価落札方式） 

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 

次期産業標準策定

システムに係る運

用役務業務（仮

称） 

一般競争入札 

（最低価格落札方式） 

入札公告・官報公示：令和4年1月 

落札者決定    ：令和4年3月 

 100 

4． 情報システムに求める要件に関する事項 101 

本業務の実施に当たっては、「別紙1 要件定義書」の各要件を満たすこと。 102 

 103 

5． 作業の実施内容に関する事項 104 

5.1 作業全体管理 105 

5.1.1 設計・開発実施計画書及び実施要領 106 

① 設計・開発実施計画書等の作成 107 

(ア) 契約締結後2週間以内に作業体制、導入スケジュール等を示した「設計・108 

開発実施計画書」を作成し、当省職員の承認を得ること。 109 

(イ) 「設計・開発実施計画書」には、以下の項目について記述すること。 110 

 作業概要 111 

 作業体制に関する事項 112 

 スケジュールに関する事項 113 

 成果物に関する事項 114 

 設計・開発手法等 115 

② 設計・開発実施要領の作成 116 

(ア) 受注者は、設計・開発業務の管理方法、手順及び遵守事項等について定め117 

た「設計・開発実施要領」を作成し、当省職員の承認を得ること。 118 

(イ) 「設計・開発実施要領」には、以下の項目について記述すること。 119 

 コミュニケーション管理 120 

 体制管理 121 

 工程管理 122 
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 品質管理 123 

 リスク管理 124 

 課題管理 125 

 システム構成管理 126 

 変更管理 127 

 情報セキュリティ対策 128 

 129 

5.1.2 進捗管理 130 

① 「設計・開発実施計画書」作成時に定義したスケジュールに基づく進捗管131 

理を行うこと。 132 

② 受注者は、プロジェクト管理の国際標準であるPMBOK（Project Management 133 

Body of Knowledge）の体系に準じ、「WBS（Work Breakdown 134 

Structure）」をベースとしたEVMを用いて、本業務の実施期間中、効率的135 

なプロジェクト管理を行うこと。 136 

③ WBS等の変更が必要な場合には、事前に当省職員の承認を得ること。 137 

④ EVMによる工程管理において、SPI（Schedule Performance Index）が0.8を138 

下回った場合は、必要な改善策を提示し、当省職員の承認を得ること。な139 

お、当省職員の承認が得られない場合は、当省職員の指示に従い、再度改140 

善策を提示すること。 141 

⑤ プロジェクト管理を適切に行うため、上記による改善策を実施後1週間経過142 

しても、本業務の進捗状況が好転しない場合、当省から受注者に対して、143 

統括責任者、その他要員等の交代を求めることができる。その場合、受注144 

者は、代替要員を2週間以内に選任し、当省職員の承認を得ること。 145 

 146 

5.1.3 変更管理 147 

① 設計完了後に設計内容に変更が生じた場合、設計変更に伴う影響範囲を特148 

定した上で進捗報告会議において当省職員と協議の上、適切な対応策を確149 

定し、行うこと。また、対応策の実施状況を確認し、当省職員に報告する150 

こと。 151 

 152 

5.1.4 課題管理 153 

① 当省職員の指示に従い、「設計・開発実施計画書」、「設計・開発実施要154 

領」、「WBS（WBSD（Work Breakdown Structure Dictionary）を含155 

む）」、「課題管理表」といったプロジェクト管理に必要とされる資料を156 

作成し、提出すること。 157 

② 本業務の実施を妨げる要因となる課題を把握・分析し、適切な対策を立158 

案・実施すること。また、対応策の実施状況を確認し、当省職員に報告す159 

ること。 160 
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5.1.5 リスク管理 161 

① リスク管理として、本業務の遂行に影響を与えるリスクを識別し、当該発162 

生要因、発生確率、根本原因、影響度を分析し、リスク対応策を事前に定163 

めること。 164 

② リスクが顕在化した場合には、事前に定められたリスク対応策に従って、165 

問題解決のために必要な措置を講じること。 166 

 167 

5.1.6 会議 168 

① 本業務で実施する会議を「表4 会議体」に示す。 169 

② 開催する会議で協議又は報告する事項については、全て資料を作成し論理170 

的、かつ効率的に行うこと。 171 

③ その他必要な会議については、当省職員と協議の上、設置すること。 172 

④ 会議を開催した場合は、3営業日以内に「会議議事録」を作成及び提出し、173 

当省職員の承認を得ること。 174 

 175 

表 4 会議体 176 

No. 会議名称 内容・目的 時期・頻度 

1 

キックオフ会議 「設計・開発実施計画書」及び

「設計・開発実施要領」に基づく

本業務の計画、管理要領等の合意 

契約締結日翌日

から2週間以内 

2 
進捗報告会議 本業務に係る進捗・課題等の報

告、共有 

隔週 

 

3 
課題検討会議 本業務に係る個別の課題に係る検

討 

必要に応じて随

時 

4 
業務完了報告会議 「業務完了報告書」に基づく完了

報告 

業務終了時 

 177 

5.2 設計・開発に係る作業 178 

5.2.1 設計 179 

① 受注者は、基本設計及び詳細設計を行い、「基本設計書」、「プログラミ180 

ング等標準規約（標準コーディング規約、セキュアコーディング規約181 

等）」及び「詳細設計書」等の納入成果物を作成し、当省職員の承認を得182 

ること。 183 

 184 

5.2.2 開発 185 

① 受注者は、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発を効率的に186 

実施するため、「プログラミング等標準規約」を遵守すること。 187 

② 受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守及び188 
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納入成果物の確認方法を定め、当省職員の承認を得ること。 189 

 190 

5.2.3 テスト 191 

① 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体192 

制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判193 

定基準等を記載した「テスト計画書」を作成し、当省職員の承認を得るこ194 

と。 195 

② 受注者は、設計工程の納入成果物及び「テスト計画書」に基づき、テスト196 

を行うこと。 197 

③ 受注者は、「テスト計画書」に基づき、各テストの実施状況・結果を取り198 

まとめ、「テスト結果報告書」を作成の上、当省職員に報告すること。 199 

 200 

5.2.4 環境構築 201 

① 受注者は、当省が別途調達する「次期産業標準策定システムに係るインフ202 

ラサービス業務（仮称）」上で、次期e-JISCを稼働させるための環境構築203 

を行い、「環境設計書」、「環境構築手順書」及び「環境構築結果報告204 

書」を作成すること。 205 

② 受注者は、「表2 アプリケーション開発及びインフラサービス対象機能」206 

に示すインフラサービスに関する設計を行い、別途調達する次期インフラ207 

サービス事業者に提供すること。 208 

 209 

5.2.5 受入テスト支援 210 

① 受注者は、当省が受入テストの「テスト計画書」を作成するに当たり、情211 

報提供等の支援を行うこと。 212 

② 受注者は、当省が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支213 

援を行うこと。 214 

③ 受注者は、当省職員の指示に基づき、内部利用者、外部利用者のテスト実215 

施も含めて、「テスト計画書」作成の支援を行うこと。 216 

 217 

5.2.6 移行 218 

① 受注者は、次期e-JISCへの移行方法、環境、ツール、段取り等を記載した219 

「移行計画書」を作成し、当省職員の承認を得ること。 220 

② 受注者は、当省職員の移行判定を受けて、「移行計画書」に基づき移行作221 

業を行うこと。 222 

③ 受注者は、データ移行に当たり、次期e-JISCのデータ構造を明示し、保223 

有・管理するデータの変換、移行要領の策定方法等に関する手順書を作成224 

し、当省職員の承認を得ること。 225 

④ 受注者は、上記手順書に従い、データを変換・移行した後は、移行後の226 
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データについて確認を行い、データの信頼性確保を図ること。 227 

⑤ 移行の対象となる現行e-JISCの環境情報については、「別紙1 要件定義228 

書」及び閲覧資料を参照すること。 229 

 230 

5.2.7 導入準備 231 

① 受注者は、開発するアプリケーションの運用及び保守に関し、次期e-JISC232 

のライフサイクル中に計画的、かつ定期的な作業が必要な場合には、想定233 

される時期等を取りまとめた「運用・保守作業計画案」を作成し、当省職234 

員の承認を得ること。 235 

② 受注者は、次期e-JISCの導入に当たり、「導入計画書」を作成すること。 236 

③ 受注者は、「教育計画」、「操作マニュアル」、「運用・保守マニュア237 

ル」を作成した上で、教育を実施すること。 238 

 239 

5.2.8 引継ぎ 240 

① 受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、当省241 

及び次期運用事業者に対して確実な引継ぎを行うこと。 242 

② 受注者は、引継ぎ体制・役割、詳細な作業及びスケジュール、引継ぎ方243 

法、引継ぎ結果の評価方法・評価基準等について記述した「引継ぎ報告244 

書」を作成すること。 245 

 246 

5.2.9 ODB登録用シートの提出 247 

① 受注者は、ODB登録用シートを「設計・開発実施要領」において、定める時248 

期に提出すること。 249 

(ア) 開発規模の管理 250 

 次期 e-JISCの開発規模（工数、ファンクションポイント等）の計画251 

値及び実績値 252 

(イ) ソフトウェアの管理 253 

 次期 e-JISCを機能させるために必要なソフトウェア製品等の名称254 

（エディションを含む。）、バージョン、ソフトウェア分類、契約255 

形態、ライセンス形態及びサポート期限等 256 

(ウ) 取扱情報の管理 257 

 次期 e-JISCが取り扱う情報について、データ名、マスタ名、個人情258 

報の有無及び格付等 259 

(エ) 情報セキュリティ要件の管理 260 

 次期 e-JISCの情報セキュリティ要件 261 

(オ) その他、当省職員と調整の上、必要な事項 262 

 ODB登録用シートの提出に係るその他の記載内容 263 

② 受注者は、当省から求められた場合は、スケジュール及び工数等の計画値264 
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及び実績値について記載したODB登録用シートを提出すること。 265 

 266 

6． 納入成果物の範囲、納入期日等 267 

6.1 納入成果物 268 

本業務の納入成果物を「表5 納入成果物」に示す。 269 

 270 

表5 納入成果物 271 

No 納入成果物 納入時期 

プロジェクト管理関連 

1 設計・開発実施計画書、設計・開発実施要領 
契約締結日より 10 営

業日以内 

2 作業工程表、課題管理表、会議議事録、EVM報告書 
定期報告日、3営業日

前まで 

基本設計工程 

3 基本設計書 基本設計工程完了時 

4 プログラミング等標準規約 詳細設計工程着手前 

詳細設計工程 

5 詳細設計書 詳細設計工程完了時 

開発・単体テスト工程 

6 単体テスト計画書 単体テスト開始前 

7 単体テスト結果報告書 
開発・単体テスト工

程完了時 

結合テスト工程 

8 結合テスト計画書 
結合テスト工程開始

の 10営業日前 

9 結合テスト結果報告書（テスト項目表含む） 
結合テスト工程完了

時 

総合テスト工程 

10 総合テスト計画書 
総合テスト工程開始

の 10営業日前 

11 総合テスト結果報告書（テスト項目表含む） 
総合テスト工程完了

時 

環境構築 

12 環境設計書 基本設計工程完了時 

13 環境構築手順書 環境構築作業前まで 
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No 納入成果物 納入時期 

14 環境構築結果報告書 環境構築完了時 

移行 

15 移行計画書 移行計画完了時 

16 移行設計書 移行作業前まで 

17 移行手順書 移行作業前まで 

18 移行結果報告書 移行完了時 

導入準備 

19 運用・保守作業計画案 令和 4年 3月 31日 

20 導入計画書 
総合テスト工程完了

時 

21 教育計画 
操作説明実施の 5 営

業日前 

22 
操作マニュアル（アプリケーション開発、システ

ム管理者、業務マニュアル等） 
令和 4年 3月 31日 

23 
運用・保守マニュアル（インストール停止、起動

の手順等） 
令和 4年 3月 31日 

24 
次期 e-JISCアプリケーション一式（ソースプログ

ラム、実行モジュール） 
令和 4年 3月 31日 

引継ぎ 

25 引継ぎ報告書 令和 4年 3月 31日 

 272 

6.2 納入方法 273 

6.2.1 形式 274 

① 納入成果物は、全て日本語で作成すること。 275 

② 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領（昭和27年4276 

月4日内閣甲第16号内閣官房長官依命通知）」を参考にすること。 277 

③ 情報処理に関する用語の表記については、JISの規定を参考にすること。 278 

④ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、日本産業規格A列4番を原則279 

とし、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。 280 

⑤ 電磁的記録媒体での納品については、原則以下の形式とし、当該ファイル281 

をISO26300（ODF）形式で保存したファイルをISO9660形式にフォーマット282 

されたCD-R又はDVD-Rの媒体で提出すること。 283 

(ア) Microsoft Word 2016 284 

(イ) Microsoft Excel 2016 285 

(ウ) Microsoft PowerPoint 2016 286 
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⑥ 納入後、当省において編集が可能となるよう、図表等の元データも併せて287 

納品すること。 288 

⑦ 納入成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、当省職員289 

の承認を得ること。 290 

⑧ 納入成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされた291 

りすることのないよう、安全な納品方法を用いて、納入成果物の情報セ292 

キュリティの確保に留意すること。 293 

⑨ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェア294 

による確認を行うなどして、納入成果物に不正プログラムが混入すること295 

のないよう、適切に対処すること。 296 

 297 

6.2.2 数量 298 

① 納入成果物は、当省が別途指定する場合を除き、以下2点を納品すること。 299 

(ア) 紙媒体：正1部・副1部 300 

(イ) 電磁的記録媒体：2式 301 

 302 

6.3 納入場所 303 

原則として、納入成果物は以下の場所において引渡しを行うこと。ただし、当省304 

が納入場所を別途指示する場合はこの限りではない。 305 

 306 

〒100-8901 307 

東京都千代田区霞が関1-3-1 308 

経済産業省 産業技術環境局 基準認証政策課 309 

 310 

7． 作業の実施体制・方法に関する事項 311 

7.1 作業実施体制 312 

① 想定する作業実施体制及び役割を「図4 作業実施体制」及び「表6 体制313 

要員の役割」に示す。 314 

② 本業務全体を統括し、各要員を管理する統括責任者を置くこと。 315 

③ 本業務において、設計・開発に責任者を配置し、各作業チームに作業実施316 

責任者を配置すること。 317 

④ 各要員は、本仕様書に示す要件を円滑に遂行できる能力を有すること。 318 

⑤ 各要員は、日本語による円滑なコミュニケーションが可能であること。 319 

⑥ 体制の変更が必要な場合には、変更内容を記載した書面を事前に当省職員320 

へ提示・説明し、承認を得ること。 321 

⑦ 体制における要員の変更に際しては、いずれの要員においても十分な引継322 

ぎ期間を設ける等、業務を円滑に持続できるように十分な配慮を行うこ323 

と。 324 
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⑧ 次期e-JISCの設計・開発において、当省が意図しない変更及び機密情報の325 

窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下で326 

なされていること。当該品質保証体制を証明する書類（例えば、品質保証327 

体制の責任者及び各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図）328 

を提出すること。本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策329 

の履行状況を確認するために、当省が情報セキュリティ監査の実施を必要330 

と判断した場合は、受注者は情報セキュリティ監査を受け入れること。ま331 

た、役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅332 

威に対して、情報セキュリティを確保すること。 333 

 334 

  335 

図 4 作業実施体制 336 

 337 

表 6 体制要員の役割 338 

組織又は要員 役割 

統括責任者 ・本業務全体を統括し、受注者側で必要な意思決定を

行う。 

設計・開発業務責任者 ・本業務全体を統括し、受注者側で必要な意思決定を

行う。 

また、関連する組織・部門とのコミュニケーション

窓口を担う。 

・原則として全ての進捗会議に出席する。 

作業実施責任者 ・チームの統括を行う。 

・チームを複数設定する場合、各チームに作業実施責

任者を置く。 

作業実施者 ・各作業実施責任者の指示に従い、開発等を実施す

る。 

関係する事業者
経済産業省

産業技術環境局 基準認証政策課

次期産業標準策定システムに係るアプリケーションの開発等業務（本調達）

設計・開発業務責任者

統括責任者

○○チーム
作業実施責任者
作業実施者

○○チーム
作業実施責任者
作業実施者

○○チーム
作業実施責任者

作業実施者

現行運用事業者

現行インフラサービス事業者

次期インフラサービス事業者

次期運用事業者

次期e-JISC
工程管理事業者
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組織又は要員 役割 

各チーム ・次期 e-JISC用アプリケーションの設計・開発、シ

ステム移行等を実施する。 

・業務内容に応じ、細分化したチームを設定可能。 

社内体制 ・必要に応じ、作業実施体制をサポートする。 

 339 

7.2 作業要員に求める資格等の要件 340 

7.2.1 統括責任者 341 

① 1名配置すること。 342 

② 本業務の作業全体を統括し、各要員を管理すること。 343 

③ 情報システムの設計・開発業務においてプロジェクトマネージャ（プロ344 

ジェクトマネージャ補佐等、同等の経歴を含む。）としての経験が10年以345 

上あり、設計・開発業務に関する15年以上の経験を有すること。 346 

④ 本業務と同等規模以上の設計・開発業務において、プロジェクトマネー347 

ジャ（プロジェクトマネージャ補佐等、同等の経歴を含む。）として携348 

わった実績を2件以上有すること。 349 

 350 

7.2.2 設計・開発業務責任者 351 

① 1名配置すること。 352 

② 本業務の各チームに係る作業全体を統括し、各要員を管理すること。 353 

③ 情報システムの設計・開発業務において、プロジェクトマネージャ（プロ354 

ジェクトマネージャ補佐等、同等の経歴を含む。）としての経験が5年以上355 

あり、設計・開発業務に関する10年以上の経験を有すること。 356 

④ 本業務と同等規模以上の設計・開発業務において、プロジェクトマネー357 

ジャ（プロジェクトマネージャ補佐等、同等の経歴を含む。）としての実358 

績を有すること。 359 

⑤ 以下のいずれかの資格を有すること。 360 

(ア) 情報処理技術者（プロジェクトマネージャ） 361 

(イ) プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル（PMP） 362 

(ウ) 技術士（情報工学部門）資格の保有者 363 

(エ) 独立行政法人 情報処理推進機構のITスキル標準v3 2011（以下「ITSSv3 364 

2011」という。）に定義されているレベルに連動した情報処理技術者試験365 

又は同等とみなされるベンダー資格を有する等、ITSSv3 2011に定義され366 

ているITSSv3 2011 プロジェクトマネジメント職種のレベル4以上 367 

 368 

参考）特定非営利活動法人 スキル標準ユーザー協会の公開ドキュメント 369 

「ITSSのスキルフレームワークと ITベンダー試験の関係 Ver.11r2」 370 

http://www.ssug.jp/docs/isv/ISVMapVer11r2.pdf 371 

 372 
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7.2.3 作業実施責任者 373 

① 各チームに1名配置すること。 374 

② 本業務の設計・開発等に係る作業のうち、担当するチーム全体を管理監督375 

すること。 376 

③ 情報システムの設計・開発の経験年数を5年以上有すること。また、リーダ377 

クラスとしての経験を2件以上有すること。 378 

④ ITSSv3 2011に定義されているレベルに連動した情報処理技術者試験又は同379 

等とみなされるベンダー資格を有する等、ITSSv3 2011に定義されている以380 

下のいずれかの資格を有すること。 381 

(ア) ITSSv3 2011 ITスペシャリスト（データベース）レベル3以上 382 

(イ) ITSSv3 2011 ITスペシャリスト（セキュリティ）レベル3以上 383 

 384 

7.2.4 作業実施者 385 

① 必要数要員を配置すること。 386 

② プログラミング言語によるアプリケーションの設計・開発等の情報処理業387 

務の経験年数が3年以上の要員を1名以上配置すること。 388 

③ 統括責任者、設計・開発業務責任者及び作業実施責任者の指示に従い、本389 

業務を行うこと。 390 

④ 以下の技術又は同等の技術を使用した開発実績を有する要員を1名以上配置391 

すること。なお、要員1名で以下の開発実績を満たすことが困難な場合、複392 

数名で、満たすことも可とする。 393 

(ア) Java 394 

(イ) JSP 395 

(ウ) HTML 396 

(エ) JavaScript 397 

(オ) Oracle SQL 398 

(カ) Linuxシェルスクリプト 399 

(キ) Perlスクリプト 400 

 401 

7.3 作業場所 402 

① 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となるシステム環境、設備、備品403 

及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必404 

要に応じて当省職員が現地確認を実施することができるものとする。 405 

② 結合テスト以降のテスト、システム開発、移行に係る作業については当省406 

が指定する地域で行うこと。 407 

 408 

7.4 作業の管理に関する要領 409 

① 受注者は、当省職員が承認した「設計・開発実施要領」に基づき、設計・410 
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開発業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管411 

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412 

ティ対策を行うこと。 413 

 414 

8． 納入成果物の取り扱いに関する事項 415 

8.1 検収 416 

① 納入場所は、「6.3 納入場所」を参照すること。 417 

② 当省は納入成果物等について検査を行い、以下の判断基準のいずれかに該418 

当する場合は不合格とする。また、不合格の場合においては、当省の指示419 

に従い、受注者の責任及び費用負担により遅滞なく再作業・再作成、再納420 

品及び再検査を行うこと。 421 

(ア) 全部又は一部の納入成果物等が納品されない場合 422 

(イ) 本仕様書に記載した全部又は一部の要件が満たされていないと判断される423 

場合 424 

 425 

9． 入札参加資格に関する事項 426 

9.1 入札参加条件 427 

9.1.1 競争参加資格 428 

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429 

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・33430 

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431 

務の提供等」の「A」等級に格付けされている者であること。 432 

 433 

9.1.2 公的な資格及び承認等の取得 434 

① 本業務に従事する部門が「JIS Q 27001」又は「ISO/IEC 27001」に基づく435 

認証を取得していること。なお、事業部単位で認証を受けている場合は、436 

当該事業部が本業務の実施体制に参画すること。 437 

② 本業務に従事する部門が「ISO9001」を取得していること。若しくはCMMI 438 

レベル3以上、又はこれと同等の認証を受けていること。なお、事業部単位439 

で認証を受けている場合は、当該事業部が本業務の実施体制に参画するこ440 

と。 441 

 442 

9.1.3 受注実績 443 

① 過去3年間で、次期e-JISCと同等規模以上の情報システムにおける設計・開444 

発業務のプロジェクト実施を請け負った実績があること。 445 

 446 

9.2 入札制限 447 

① 本仕様書の作成に直接関与した事業者 448 
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(ア) 本仕様書の作成に直接関与した事業者は、透明性及び公平性の確保の観点449 

から、本業務の入札に参加させないものとする。また、本仕様書の作成に450 

直接関与した事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規451 

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、同452 

一の親会社を持つ会社並びに緊密な利害関係を有する事業者も入札に参加453 

することはできない。 454 

 455 

10． 不開示情報の取り扱いについて 456 

10.1 情報管理体制 457 

① 受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確458 

保し、注文者に対し「情報取扱者名簿」（氏名、住所、生年月日、所属部459 

署、役職等が記載されたもの）及び「情報セキュリティを確保するための460 

体制を定めた書面（情報管理体制図）」（別紙）を契約前に提出し、担当461 

課室の同意を得ること。（住所、生年月日については、必ずしも契約前に462 

提出することを要しないが、その場合であっても担当課室から求められた463 

場合は速やかに提出すること。）なお、情報取扱者名簿は、契約業務の遂464 

行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 465 

（確保すべき履行体制） 466 

契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情467 

報が、経済産業省が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に468 

記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有469 

していること。 470 

② 本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏471 

えいしてはならないものとする。ただし、担当課室の承認を得た場合は、472 

この限りではない。 473 

③ ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者474 

名簿に変更がある場合は、予め担当課室へ届出を行い、同意を得なければ475 

ならない。 476 

 477 

10.2 履行完了後の情報の取扱い 478 

国から提供した資料又は国が指定した資料の取扱い（返却・削除等）について479 

は、担当職員の指示に従うこと。 480 

 481 

10.3 業務従事者の経歴 482 

業務従事者の経歴（氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他483 

の経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等がわかる資料）を484 

提出すること。 485 

 486 
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11． その他一般事項 487 

11.1 個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項 488 

11.1.1 個人情報の保護 489 

① 個人情報の取扱いに係る事項については、当省と協議の上決定し、書面で490 

提出すること。また、個人情報の適正な取扱いを図るための責任者を選任491 

し、併せて報告を行うこと。 492 

② 個人情報を複製する際には、事前に当省の許可を得ること。ただし、複製493 

の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元494 

することができないように破棄・消去を実施すること。 495 

③ なお、受注者は廃棄作業が適切に行われたことを確認し、その保証をする496 

こと。 497 

④ 受注者が、個人情報の取扱いにおいて、適正な取扱いをしなかった場合498 

は、本業務の契約解除の措置を受けることがある。 499 

⑤ 受注者が、本業務を履行する上で個人情報の漏えい等、個人情報の秘密保500 

持に反する行為及び安全確保の上で問題となる事案等を把握した場合に501 

は、直ちに当省に報告すること。 502 

 503 

11.1.2 機密保持 504 

① 当省が開示した情報、契約履行過程で生じた成果物（印刷した帳票を含505 

む。）及び本業務の履行上知り得た一切の事項について、いかなる場合に506 

もこれを当省が開示することを認めていない第三者に開示又は漏えいして507 

はならないものとし、そのために必要な措置を講じること。また、「機密508 

保持体制表」を作成し、当省の承認を得ること。当省が提供した情報を第509 

三者に開示する必要がある場合には、事前に当省と協議し、承認を得るこ510 

と。 511 

② なお、上記の開示又は漏えい防止等について、当省の承認を得ることにつ512 

いては、契約期間終了後も同様とする。 513 

③ 本業務の実施に当たって、受領、作成及び出力した一切の情報について、514 

当省の許可なく作業実施場所から持ち出してはならない。 515 

④ 当省が提供する本業務に関連する文書等については、原則として、契約期516 

間終了時までに返却又は裁断・溶解等の処分を行うこと。 517 

⑤ プログラム及びデータは事前に許可した機器やディレクトリのみに格納す518 

ること。 519 

⑥ プログラム、データ及びその他本業務の履行上発生した成果物について520 

は、当省の許可なしに、作業実施場所から外部に持ち出したり、外部から521 

アクセスできる状態においてはならない。 522 

⑦ なお、当省以外の物品等を作業実施場所へ持ち込み、又は当省の物品を作523 

業実施場所から持ち出す場合は、事前に当省の許可を得ること。 524 



24 

⑧ 電子媒体によって運用するプログラム、データ及び文書等については、ウ525 

イルスチェックを実施すること。 526 

⑨ データ等の授受に当たっては、当省の承認を得ず、業者間同士で直接、連527 

絡をしてはならない。データ等の授受に当たっては、原則として、当省が528 

調整の上、連絡するので、当省の調整の支援を行うこと。 529 

 530 

11.1.3 情報セキュリティに関する事項 531 

① 以下の事項について遵守すること。 532 

(ア) 受注者は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制533 

を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める534 

情報、書類等（以下「情報セキュリティを確保するための体制等」とい535 

う。）について、経済産業省（以下「当省」という。）の担当職員（以下536 

「担当職員」という。）に提示し了承を得た上で確認書類として提出する537 

こと。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体538 

制等について担当職員に提示し了承を得た上で提出したときは、この限り539 

でない。また、契約期間中に、担当職員の要請により、情報セキュリティ540 

を確保するための体制等及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体に541 

より報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に担当職542 

員へ案を提出し、同意を得ること。なお、報告の内容について、担当職員543 

と受注者が協議し不十分であると認めた場合、受注者は、速やかに担当職544 

員と協議し対策を講ずること。 545 

(イ) 受注者は、本作業に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対546 

策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アク547 

セス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの548 

対策に関する情報セキュリティ教育を本作業にかかわる従事者に対し実施549 

すること。 550 

(ウ) 受注者は、本作業遂行中に得た本作業に関する情報（紙媒体及び電子媒体551 

であってこれらの複製を含む。）の取扱いには十分注意を払い、当省内に552 

複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合553 

には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、この場合であっても、担554 

当職員の許可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持ち込ん555 

だ機器から情報が消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明556 

すること。 557 

(エ) 受注者は、本作業遂行中に得た本作業に関する情報（紙媒体及び電子媒558 

体）について、担当職員の許可なく当省外で複製してはならない。また、559 

作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを560 

担当職員が確認できる方法で証明すること。 561 

(オ) 受注者は、本作業を終了又は契約解除する場合には、受注者において本作562 
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業遂行中に得た本作業に関する情報（紙媒体及び電子媒体であってこれら563 

の複製を含む。）を速やかに担当職員に返却又は廃棄若しくは消去するこ564 

と。その際、担当職員の確認を必ず受けること。 565 

(カ) 受注者は、契約期間中及び契約終了後においても、本作業に関して知り得566 

た当省の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはな567 

らない。ただし、担当職員の承認を得た場合は、この限りではない。 568 

(キ) 受注者は、本作業の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はその569 

おそれがある場合の対処方法について担当職員に提示すること。また、情570 

報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合に571 

は、速やかに担当職員に報告を行い、原因究明及びその対処等について担572 

当職員と協議の上、その指示に従うこと。 573 

(ク) 受注者は、経済産業省情報セキュリティ管理規程（平成18･03･22シ第1574 

号）、経済産業省情報セキュリティ対策基準（平成18･03･24シ第1号）及575 

び「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年度576 

版）」(以下「規程等」と総称する。)を遵守すること。また、契約締結時577 

に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。 578 

(ケ) 受注者は、当省が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け579 

入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 580 

(コ) 受注者は、外部公開ウェブサイト（以下「ウェブサイト」という。）を構581 

築又は運用するプラットフォームとして、受注者自身（再委託（作業の一582 

部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。）先583 

を含む。）が管理責任を有するサーバ等を利用する場合には、OS、ミドル584 

ウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログ585 

ラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実586 

施すること。また、ウェブサイト構築時においてはサービス開始前に、運587 

用中においては年１回以上、ポートスキャン、既知の脆弱性検査を含むプ588 

ラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実589 

施すること。 590 

(サ) 受注者は、ウェブサイト上のウェブアプリケーションの構築又は改修を行591 

う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全な592 

ウェブサイトの作り方」（以下「作り方」という。）に基づくこと。ま593 

た、構築又は改修したウェブアプリケーションのサービス開始前に、「作594 

り方」に記載されている脆弱性の検査等（ウェブアプリケーション診断）595 

を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。併せ596 

て、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記597 

入したチェックリストを担当職員に提出すること。なお、チェックリスト598 

の結果に基づき、担当職員から指示があった場合は、それに従うこと。 599 

(シ) 受注者は、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを600 
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介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバで601 

あることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等602 

によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じること。なお、必要となる603 

サーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要と604 

することなく、その正当性を検証できる認証局（証明書発行機関）により605 

発行された電子証明書を用いること。 606 

(ス) 受注者は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築607 

又は運用する場合には、原則、政府機関のドメインであることが保証され608 

るドメイン名「.go.jp」（以下「政府ドメイン名」という。）を使用する609 

こと。なお、政府ドメイン名を使用しない場合には、第三者による悪用等610 

を防止するため、作業完了後、一定期間ドメイン名の使用権を保持するこ611 

と。 612 

(セ) 受注者は、情報システム（ウェブサイトを含む。以下同じ。）の設計、構613 

築、運用、保守、廃棄等（電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、614 

通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア（以下615 

「機器等」という。）の調達を含む場合には、その製造工程を含む。）を616 

行う場合には、以下を実施すること。 617 

 各工程において、当省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行わ618 

れないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされ619 

ていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書620 

類等を提出すること。 621 

 情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つ622 

かったときに、追跡調査や立入検査等、当省と連携して原因を調査623 

し、排除するための手順及び体制を整備していること。それらが妥624 

当であることを証明するため書類を提出すること。 625 

 不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知626 

の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフト627 

ウェアを導入すること。 628 

 情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、担629 

当職員に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階か630 

ら運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、631 

情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。 632 

 サポート期限が切れた又は本作業の期間中にサポート期限が切れる633 

予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わ634 

ない及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名635 

称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サ636 

ポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集637 

し、担当職員に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆638 
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弱性対策計画を作成し、担当職員の確認を得た上で対策を講ずるこ639 

と。 640 

 電子メール送受信機能を含む場合には、SPF（Sender Policy 641 

Framework）等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTPによる642 

サーバ間通信の TLS（SSL）化や S/MIME等の電子メールにおける暗643 

号化及び電子署名等により保護すること。 644 

(ソ) 受注者は、本作業に従事する者を限定すること。また、受注者の資本関645 

係・役員の情報、本作業の実施場所、本作業の全ての従事者の所属、専門646 

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647 

情報を担当職員に提示すること。なお、本作業の実施期間中に従事者を変648 

更等する場合は、事前にこれらの情報を担当職員に再提示すること。 649 

(タ) 受注者は、本作業を実施するに当たり、約款による外部サービスやソー650 

シャルメディアサービスを利用する場合には、それらサービスで要機密情651 

報を扱わないことや不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守するこ652 

と。 653 

(チ) 受注者は、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ（アプ654 

リケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同655 

じ。）の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低656 

下を招かぬよう、以下の内容も含めて行うこと。 657 

 提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プ658 

ログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行う659 

こと。 660 

・ ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、661 

不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プ662 

ログラムが含まれていないことを確認すること。 663 

・ アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケー664 

ションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確665 

認すること。 666 

・ 提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおい667 

て、経済産業省外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが668 

発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、ＨＴＭＬ669 

ソースを表示させるなどして確認すること。 670 

 提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこ671 

と。 672 

 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合673 

を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。 674 

 電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケー675 

ション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認676 
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できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケー677 

ション・コンテンツの提供先に与えること。なお、電子証明書を用678 

いた署名を用いるときに、政府認証基盤（GPKI）の利用が可能であ679 

る場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名680 

を施すこと。 681 

 提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時682 

に、脆弱性が存在するバージョンの OSやソフトウェア等の利用を強683 

制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSや684 

ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト685 

又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発するこ686 

と。 687 

 経済産業省外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利688 

用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供さ689 

れるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツ690 

に組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があっ691 

て当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組692 

み込む場合は、経済産業省外へのアクセスが情報セキュリティ上安693 

全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバ694 

へ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に695 

関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法696 

等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、担当職員697 

が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケー698 

ション・コンテンツに掲載すること。 699 

(ツ) 受注者は、本作業を再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅700 

威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、上記（ア）～701 

（チ）の措置の実施を契約等により再委託先に担保させること。また、702 

（ア）の確認書類には再委託先に係るものも含むこと。 703 

 704 

11.2 仕様の変更に関する事項 705 

後発事象等によって、仕様書において言及がない仕様が新たに追加となった場合706 

には、両者で協議の上、他の部分の仕様の調整等により対処することとする。 707 

 708 

11.3 業務の委任について 709 

受注者は、受注業務の全部又は主要部分を第三者に委任することはできない。受710 

注業務の一部を委任する場合は、事前に委任する業務、委任先等を当省に報告し、711 

契約担当官の承認を得ること。受注者は、機密保持、知的財産権等に関して本仕様712 

書が定める受注者の責務を委任先業者も負うよう、必要な処置を実施し、当省に報713 

告し、当省職員の承認を得ること。 714 
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 715 

11.4 契約不適合責任に関する事項 716 

本業務において納入する全ての成果物について、受注者は契約不適合責任を負う717 

ものとする。 718 

 719 

11.5 著作権等 720 

① 当省は、受注者が契約書に定める条件を満たす場合、本業務においてなさ721 

れた発明等に係る知的財産権を受注者から譲り受けないものとする。 722 

② ①にかかわらず、受注者は、本業務の成果物及びその複製物（受注者又は723 

第三者がこの契約締結前から権利を有する著作物を含む。）について、当724 

省及び当省が指定する第三者が、本システムの利用に必要な範囲内におい725 

て、追加の費用負担することなく、複製、利用、翻案することを当省に許726 

諾するものとする。ただし、経路検索ソフトウェアは複製、利用のみとす727 

る。 728 

③ 受注者は②に基づく当省及び当省が指定する第三者による実施について、729 

著作者人格権を行使しないものとする。 730 

 731 

11.6 暴力団関与 732 

受注者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77733 

号）第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。 734 

 735 

12． 特記事項 736 

① 業務の円滑な運営を図るため、受注者は当省との連絡を密にして業務を遂737 

行すること。 738 

② 本仕様書に記載なき事項であっても、本業務に必要と認められる事項につ739 

いては、別途当省と協議の上、誠意を持って対処すること。 740 

③ 受注者は、契約締結後、速やかに、各担当者の作業範囲と責任が明記され741 

た従事担当者一覧を含む体制図を提示すること。 742 

④ 当省設備を使用するに際してのガイドライン・遵守事項等は、契約後に提743 

示する。 744 

⑤ 受注者は、常に作業場所を整理・整頓し、安全に留意して事故の防止に努745 

めるとともに、労働基準法、労働安全衛生法等を遵守すること。 746 

⑥ 受注者は、標準ガイドラインに基づき、契約金額内訳等の情報を記載した747 

一覧を提示すること。詳細については当省職員の指示に従うこと。 748 

⑦ 本業務の実施に当たっては、標準ガイドライン等の政府が定める情報シス749 

テムに係る各種規定等に基づくこと。また、契約締結時に規程等が改正さ750 

れている場合は、改正後の規程等を遵守すること。 751 

⑧ 入札予定者は、本業務内容を適切に把握するため、適合証明書提出前に、752 
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e-JISCの開発環境、e-JISCが動作するハードウェア等の情報が記載された753 

設計書等及び規定等のドキュメント類を、当省職員立会の下、当省内にお754 

いて閲覧すること。なお、閲覧を希望する場合には、jisc@meti.go.jpにそ755 

の旨を連絡の上、後日、当省職員から返信される電子メールの指示に従い756 

閲覧すること。 757 

⑨ また、意見招請時において、意見提出前に当該ドキュメント類を当省職員758 

立会の下、当省内において閲覧のうえ意見を提出すること。 759 
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1． 業務要件 1 

1.1 e-JISCに関する共通業務 2 

1.1.1 業務概要 3 

e-JISCに関する共通業務として、システムメンテナンス、マスタメンテナンス4 

等の業務概要を「別添1.e-JISCに関する共通業務の業務概要」に示す。 5 

 6 

1.2 JIS等の策定に関する業務 7 

1.2.1 業務概要 8 

JIS等の策定に関する業務として、JISの策定に関する機能及びTS/TRの策定に9 

関する機能を提供する。JIS等の策定におけるシステム関連業務を「別添2.JIS等10 

の策定に関する業務概要」に示す。 11 

 12 

1.2.2 業務フロー 13 

JIS等の策定に係る業務フローを「別添3.JIS等の策定に関する業務フロー」に14 

示す。 15 

 16 

1.3 JISマーク制度に係る業務 17 

1.3.1 業務概要 18 

登録認証機関及び認証取得者を登録し、申請の変更、認証後の状況（ステータ19 

ス）を管理するとともに、利用者ごとに業務上必要な情報を利用可能にする。登20 

録された登録認証機関情報及び認証取得者情報は広く一般利用者に公開する。21 

JISマーク制度に係る業務内容を「別添4.JISマーク制度に係る業務概要」に示22 

す。 23 

 24 

1.3.2 業務フロー 25 

JISマーク制度に係る業務フローを「別添5.JISマーク制度に関する業務フ26 

ロー」に示す。 27 

 28 

1.4 JISCホームページに係る業務 29 

1.4.1 業務概要 30 

JISCホームページは、一般利用者に対しJIS策定の状況及びJISマーク制度に関31 

わる情報を公開している。また、当該機能を実現するため、PDFファイルの閲覧32 

機能及びPDFファイルの全文検索機能を有する。 33 

 34 

1.4.2 業務フロー 35 

JISCホームページに係る業務フローを「別添6.JISCホームページに関する業務36 

フロー」に示す。 37 

 38 
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2． 機能要件 39 

2.1 業務用サイト 40 

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41 

容」の改修を実施すること。 42 

 43 

表 1 業務用サイトの改修内容 44 

No. 業務名称 改修内容 

共通 

1 - 
マニュアルの最新版をメニューからダウンロード

できるようにすること。 

2 - 
次期 e-JISC で不要となるプログラムについては削

除すること。 

3 - 役割ごとに必要な権限について見直しすること。 

4 - 

当省でメール送信に対するテストを実施する際

に、以下の点を考慮した効率的なテストが実施で

きる仕組みを提供すること。 

 本番環境及びテスト環境のうち、いずれのテ

ストメールか把握できる。 

 どのアカウントでログインして送信したメー

ルか把握できる。 

 当省で送信したテストメールの送信先等の履

歴が管理できる。 

5 - 

必須入力項目と任意入力項目の表示方法を変える

等、必須入力項目を担当者が容易に認識できるよ

うにすること。 

6 - 
日付を入力する項目について、直接入力及びカレ

ンダーからの選択による入力を可能とすること。 

7 - 

エラーが発生したときは、重複したエラーメッ

セージを複数表示しないようにする等、利用者に

分かりやすいエラーメッセージを表示すること。 

8 - 

複数入力項目がある画面において、入力内容に複

数エラーが発生したときは、一度に各項目に対す

る全てのエラーメッセージを表示すること。 

e-JISCに関する共通業務 

9 

マスタメンテナン

ス（JIS等の策定

に関する業務） 

原案作成団体の名称が変更となった場合、変更履

歴を管理する機能を設けること。また、原案数の

集計を実施する場合、過去の名称で申請された件

数も集計可能であること。 
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No. 業務名称 改修内容 

10 
システムメンテナ

ンス 

「ドロップインボックス格納先一覧画面」に表示

されている「原案作成団体向け 原本管理用」の

文言を削除すること。また、同画面内の「原案作

成団体向け 審議予定一覧管理用」の文言を「原

案作成団体向け 文書管理用」に修正すること。 

JIS等の策定に関する業務 

11 
原案登録 原案作成団体が JIS 規格名称を入力する際に、全

角英数字のみ入力可能な制限を設けること。 

12 

JISC審議 部会・専門委員会開催後一定期間以内に議事録が

掲載されない等、特定の条件においてアラート

メールが送信されること。 

13 

答申 答申に必要な情報、議決情報をシステムに登録及

び公開しない場合、答申ができないよう制限を設

けること。なお、答申に必要な条件及び例外の取

扱い等については、当省職員に確認すること。 

14 

答申 「施行文アップロード画面」及び「TS/TR 施行文

アップロード画面」において、以下のファイルを

アップロードできること。 

「施行文アップロード画面」 

 答申文書 

 答申 JISリスト 

 調査審議報告書 

 JIS原案 

「TS/TR施行文アップロード画面」 

 答申文書 

 答申 TS/TRリスト 

 調査審議報告書 

 TS/TR原案 

なお、アップロードする文書の保存期間は 10 年で

あるため、保存開始年度及び保存終了年度が設定

できること。また、誤操作等で削除することを防

止するために、保存期間中の対象ファイルは次期

e-JISCの画面から削除できない操作とすること。 

15 

答申 公示済み案件の答申文書及び公表済みの TS／TR 答

申文書を検索・閲覧できる機能を追加すること。

また、検索結果及び答申文書ファイルを出力でき

るようにすること。 
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No. 業務名称 改修内容 

16 

JIS公示・TS/TR公

表 

官報原稿の備考欄に記載する閲覧場所は、担当部

局ごとに登録できるようにすること。「公示・公

示予定日入力画面」に、個別の官報原稿ごとの閲

覧場所入力・編集機能を設けること。なお、出力

した官報原稿中の閲覧場所は、官制順に並ぶよう

にすること。 

17 

JIS公示・TS/TR公

表 

官報原稿等を作成するに当たり、JIS規格番号及び

規格名称を出力する際には、全角英数字として出

力すること。 

18 

業務ステータス 「制定等中 JIS 原案表示画面」の詳細情報を表示

させるに当たり、可読性を保つために、項目ごと

にインデックスを付与する、項目ごとに別ページ

で確認できる等の表示とすること。 

19 
業務ステータス 原案差換えが発生した場合、システムから JIS 担

当者に自動通知を行うこと。 

20 

業務メンテナンス JISマーク適用が可能な JIS規格については、申出

時の書誌情報画面及び制定等済 JIS メンテナンス

画面において、「JISマーク認定取得者の有無」が

表示されること。 

21 

産業標準作成委員

会 

「産業標準作成委員会新規登録画面」及び「産業

標準作成委員会変更届・変更認定登録入力画面」

において、委員会構成の種別を選択した際に、以

下のような入力制御を実施すること。 

 選択した種別に応じて、必須入力項目が明示

的に把握できる 

 種別を選択に応じて決定する項目について

は、自動で入力される 

22 

産業標準作成委員

会 

産業標準作成委員会の情報を登録後、登録内容に

不備があった場合、登録した担当者自身が取り下

げを行うことができること。 

23 

産業標準作成委員

会 

登録した産業標準作成委員会の情報を主務大臣が

確認し、登録内容に不備があった場合、差戻しを

行うことができること。 

JISマーク制度に係る業務 

24 

登録認証機関 登録認証機関の情報を登録・編集する際、法人イ

ンフォメーション等（例えば登記情報検索 Web-

API）で提供している API を使用し、可能な限り担
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No. 業務名称 改修内容 

当者の直接入力作業を省略すること。 

25 

登録認証機関 JISC ホームページに公開されている登録番号、機

関名称、登録年月日及び住所等の登録認証機関情

報について、CSVファイル形式でエクスポートでき

ること。 

26 
登録認証機関 認証機関登録簿として登録年月日を出力されるよ

うにする。 

27 

認証取得者 認証取得者情報を登録・編集する際、法人イン

フォメーション等で提供している API を使用し、

可能な限り担当者の直接入力作業を省略するこ

と。 

28 

認証取得者 認証取得者情報の編集に必要な入力項目の情報が

共通フォーマットとして CSV ファイル形式でエク

スポートできること。 

29 

認証取得者 認証取得者情報の編集に当たり、共通フォーマッ

トにより CSV ファイル形式で保存された認証取得

者情報をインポートできること。 

30 

認証取得者 

 

検索機能として、JISマーク適用可能な JISリスト

が CSV ファイル形式で出力できること。なお、検

索は、JIS番号、名称、制定公示日、改正公示日、

廃止公示日（各公示日については一定期間を指定

可能）で検索できること。 

31 

認証取得者 認証取得者情報の登録・編集画面において、基本

情報項目の「FAX 番号」欄を削除し、「問合せ用

メールアドレス」欄を任意項目として追加するこ

と。なお、「問合せ用メールアドレス」は、JISC

ホームページにて表示可能であること。 

32 

認証取得者 認証 JIS 番号の種類又は等級の入力については、

自由入力方式及びファイルのアップロード方式の

両方での入力を可能とすること。 

33 
認証取得者 「認証 JIS 番号追加画面」において、種類等級の

入力欄のサイズを見直すこと。 

34 - 

登録認証機関業務（判定）の Web 審議又は書面審

議において作成する以下の判定会議資料のうち、

①～④については、必要事項を入力することで効

率的に判定会議報告書を作成する機能を設けるこ

と。 
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No. 業務名称 改修内容 

① 登録 

② 登録更新 

③ 立入検査 

④ 審査員・検査員登録 

⑤ その他 

なお、各資料を作成する際に、次期 e-JISC で保持

している登録認証機関に関する情報は、自動で入

力されること。 

また、Web審議又は書面審議を実施する際の業務フ

ローについては、「別添 5-3.JIS マーク制度に関

する業務フロー（判定委員会が登録認証機関業務

(判定委員会が Web 審議又は書面審議の場合)）」

の④判定（Web 審議又は書面審議）を参照するこ

と。」 

35 - 

登録認証機関業務（判定）の Web 審議又は書面審

議において、各判定委員会委員が、審議結果とし

て、「承認」、「否認」及び「コメント」の登録

が可能なこと。 

 45 

2.2 JISCホームページ 46 

2.2.1 機能に関する事項 47 

JISCホームページに必要な機能を、「別添7.JISCホームページ機能一覧」に示48 

す。同資料に記載した事項を全て実現すること。 49 

 50 

2.2.2 画面に関する事項 51 

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52 

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53 

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54 

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55 

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。） 56 

 57 

参考） 58 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/index.html 59 

 60 

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、61 

決定すること。なお、HTML5を利用すること。 62 

 63 
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2.2.3 ファイルに関する事項 64 

JISCホームページで閲覧可能なファイル及びダウンロード可能なファイルの一65 

覧を「別添9.JISCホームページ使用ファイル一覧」に示す。同資料に記載した閲66 

覧及びダウンロードの権限を設定すること。 67 

 68 

2.2.4 情報・データに関する事項 69 

JISCホームページで扱う情報・データについては、資料閲覧において詳細設計70 

書を参照すること。同資料に記載した事項を踏まえ、「2.2.1 機能に関する事71 

項」に記載の要件を満たすこと。 72 

 73 

3． 非機能要件 74 

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 75 

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76 

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77 

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78 

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。 79 

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80 

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」81 

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。 82 

 83 

3.1.1 次期e-JISCの利用者の種類、特性 84 

次期e-JISCの利用者特性は「表2 JIS等の策定に関する業務利用者」、「表3 85 

JISマーク制度に係る業務利用者」のとおり。 86 

 87 

表 2 JIS等の策定に関する業務利用者 88 

No. 利用者区分 利用者の種類 

1 
METI担当官 

（JISC担当者） 

当省職員担当官（JISC事務局の担当者を兼ねる） 

2 

METI審査担当 

（JISC審査担

当） 

当省職員審査担当（JISC 事務局の担当者を兼ねる。審査

班・調査会班・認定産業標準作成機関担当） 

3 
METI関係職員 当省職員（担当官、審査担当以外の JIS等関係者） 

4 
他府省担当官 他府省担当官 

5 
原案作成団体 原案を作成する団体 
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No. 利用者区分 利用者の種類 

6 
認定産業標準作

成機関 

認定産業標準作成機関 

7 
システム管理者 当省職員、e-JISC 管理者 

8 
一般利用者 国民（制定された規格文書の公開版を参照） 

 89 

表 3 JISマーク制度に係る業務利用者 90 

No. 利用者区分 利用者の種類 

1 
管理者 当省職員、システム管理者 

2 
当省 当省職員 

3 
地方局 当省地方局担当者 

4 
他省庁 他省庁担当者 

5 
登録認証機関 登録認証機関 

6 
判定委員会委員 認証企画室長から指名され、受託した者 

7 
審査員 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE) 

8 
一般利用者 国民 

 91 

3.1.2 ユーザビリティ要件 92 

次期e-JISCに求めるユーザビリティについての要求は「表4 ユーザビリティ要93 

件」のとおり。 94 

 95 

表 4 ユーザビリティ要件 96 

No. ユーザビリティ分類 ユーザビリティ要件 

1 

画面の構成  何をすれば良いか直ちに分かるような画面構成

になるよう、意識して設計すること。 

 無駄な情報、デザイン及び機能を排し、簡潔で

分かりやすい画面を意識して設計すること。 

 十分な視認性のあるフォント及び文字サイズを
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No. ユーザビリティ分類 ユーザビリティ要件 

用いること。 

 画面の大きさ及び文字サイズの変更ができるこ

と。 

 JISC ホームページについては、文字の半角/全

角、フォント等、全ページの書式を統一するこ

と。 

 JISC ホームページについては、日本語ホーム

ページ及び英語ホームページ間において、相互

のページに遷移できるように、リンクを設ける

こと。 

2 

操作方法の分かりや

すさ 

 無駄な手順を省き、最小限の操作、入力等で利

用者が作業できるようにすること。 

 画面上で入出力項目のコピー及び貼付けができ

ること。 

3 

指示及び状態の分か

りやすさ 

 操作の指示、説明、メニュー等には、利用者が

正確に当該内容を理解できる用語を使用するこ

と。 

 検索機能において、英数字については全角半角

及び大文字小文字を問わず検索できること。 

 検索機能において、一部を除き完全一致ではな

く、部分一致で検索できること。 

 検索機能において、直前に検索した検索条件を

保持する等、複数回検索を実施する利用者が効

率的に作業できるようにすること。 

 検索機能において、複数のキーワード検索を実

施可能とすること。 

 システムが処理を行っている間、当該処理内容

を利用者が直ちに分かるようにすること。 

4 

エラーの防止及び処

理 

 利用者が操作、入力等を間違えないようなデザ

イン及び案内を提供すること。 

 日付を入力する項目について、直接入力及びカ

レンダーからの選択による入力が可能であるこ

と。 

 入力内容の形式に問題がある項目については、

それを強調表示する等、利用者が都度、該当項

目を容易に見つけられるようにすること。 

 確認画面等を設け、利用者が行った操作又は入



 

10 

No. ユーザビリティ分類 ユーザビリティ要件 

力の取消し、修正等が容易にできるようにする

こと。 

 重要な処理については事前に注意表示を行い、

利用者の確認を促すこと。 

 エラーが発生したときは、利用者が容易に問題

を解決できるよう、エラーメッセージ、修正方

法等について、分かりやすい情報提供をするこ

と。 

 エラーが発生したときは、重複したエラーメッ

セージを複数表示しないようにする等、利用者

に分かりやすいエラーメッセージを表示するこ

と。 

 複数入力項目がある画面において、入力内容に

複数エラーが発生したときは、一度に各項目に

対する全てのエラーメッセージを表示するこ

と。 

 97 

3.1.3 アクセシビリティ要件 98 

次期e-JISCに求めるアクセシビリティについての要求は「表5 アクセシビリ99 

ティ要件」のとおり。 100 

 101 

表 5 アクセシビリティ要件 102 

No. アクセシビリティ分類 アクセシビリティ要件 

1 

基準等への準拠  「経済産業省ウェブアクセシビリティ方針」

に準拠し、「JIS X 8341-3:2016」のレベル AA

に適合することを目標とした設計・開発を行

うこと。 

 「Webサイトガイドブック」に準拠した設計・

開発を行うこと。 

 「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイ

ト運用ガイドライン」（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 

指示及び状態の分かり

やすさ 

 利用者への情報伝達及び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

色のみで判断させるようなものは用いないこ

と。 
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3 
言語  画面表示及び格納するデータは日本語対応で

あること。 

 103 

3.2 システム方式に関する事項 104 

3.2.1 次期e-JISCの構成に関する全体の方針 105 

次期e-JISCを稼働させるために必要なハードウェア・OS等は、別途調達する次106 

期インフラサービス事業者が提供する。 107 

本業務の範囲は、次期e-JISCに係るアプリケーションの開発、別途調達する次108 

期インフラサービス事業者が提供するインフラサービス上で次期e-JISCを稼働さ109 

せるためのシステム構築及び移行である。 110 

 111 

3.2.2 JISCホームページのアプリケーション構造 112 

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113 

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。 114 

① 静的ページのプログラムが冗長である。 115 

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116 

のないCSSファイルがインポートされている場合がある。 117 

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。 118 

④ デザイン及びロジックが混在している。 119 

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。 120 

 121 

3.2.3 次期e-JISCの開発方針 122 

次期e-JISCの設計、開発方針は「表6 開発方針」のとおり。 123 

 124 

表 6 開発方針 125 

No. 開発方針 概要 

1 

3階層モデルの採用 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。 

2 
開発ソフトウェアの共

通化 

開発ソフトウェアの共通化と保守性の向上のた

め、システム全体で採用する言語、ツール等を可
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No. 開発方針 概要 

能な限り統一すること。 

3 

次回開発時の再利用 開発したソフトウェア資産を次回の開発に有効に

再利用することを可能とするための設計を行うこ

と。 

4 

マルチデバイス対応 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 

5 

CMSの導入 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。 

6 

PDF変換/閲覧 JISCホームページでは PDFファイルによる JIS規

格等の公開を実施しているが、次期 e-JISCにおい

ては、現行 e-JISCで生じている以下の課題を踏ま

え、最適な手法・製品を提案すること。 

【PDF変換】 

 ファイルが大容量の場合、PDF変換ができず、

エラーメッセージも表示されないという事象

が発生する。 

 ダウンロード件数が多い場合には、セッショ

ンタイムアウトとなる。 

【PDF閲覧】 

 JIS規格閲覧で PDFファイルが表示されない場

合がある。 

 PDFファイル閲覧時に白線が混入する。 

また、導入する PDF変換ソフトが使用できるよう
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No. 開発方針 概要 

に業務用サイトを改修すること。 

7 

音声読み上げ JISCホームページでは PDFファイルによる JIS規

格等の公開を実施しているが、次期 e-JISCにおい

ては、現行 e-JISCで生じている以下の課題を踏ま

え、音声読み上げの機能を実現すること。 

 JIS規格以外の記載（ヘッダ情報及びページ数

等）について読み上げてしまう。 

 自然な読み上げではない。 

8 

サーバ構成 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。 

9 

既存プログラムの活用 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。 

 126 

3.2.4 開発方式及び開発手法 127 

次期e-JISCの開発方式及び開発手法の要件は以下のとおり。 128 

① ウォーターフォール型開発とする。 129 

② 原則としてスクラッチ開発を前提とする。 130 

③ 同一用途（業務）の画面は極力同じ画面を利用し、権限コントロールによ131 

り必要な画面項目及びボタンの表示・非表示等を容易に切り替えられるよ132 

うな構造とすること。 133 

④ 同様な項目のデータについては、極力同じテーブルを利用する等、データ134 

ベースについても極力単純な構造で、かつ容易に変更が可能となるよう統135 

合を図ること。 136 

 137 

3.3 規模に関する事項 138 

3.3.1 機器数及び設置場所 139 

機器、設置場所は、別途調達する次期インフラサービス事業者が提供する。 140 

 141 

  142 
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3.3.2 データ量 143 

次期e-JISCにおける主要な情報のデータ量は「表7 データ量」のとおり。 144 

 145 

表 7 データ量 146 

No. 区分 データ量 

1 データベース 総テーブル数 約200テーブル 

2 総レコード数 約4,800,000件 

3 総データ量 約2.2GB 

4 ファイル 総ファイル数 約340,000件 

5 1ファイル当たりの平均容量 約530KB 

6 1ファイルの最大容量 約400MB 

7 総データ量 約180GB 

 147 

3.3.3 利用者数 148 

次期e-JISCの利用対象、想定アクセス数、主な利用時間帯は「表8 利用対象、149 

想定アクセス数、主な利用時間帯」のとおり。 150 

 151 

表 8 利用対象、想定アクセス数、主な利用時間帯 152 

利用者※ 拠点 人数 

想定アクセス数 

(件数／日) 
主な利用時

間帯 
平均 ピーク数 

一般利用者 不特定多数 不特定多数 100,000 120,000 24時間 

内部利用者 1 150 100 350 平日 

8時-19時 

外部利用者 900 31,850 70 300 平日 

8時-19時 

※各利用者の定義は以下のとおり。 153 

① 一般利用者：インターネット経由でのJISCホームページの利用者 154 

② 内部利用者：JIS等の策定及びJISマーク制度の業務を行う当省職員  155 

③ 外部利用者：内部利用者以外の次期e-JISCの利用者 156 

 157 

  158 
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3.4 性能に関する事項 159 

3.4.1 応答時間 160 

次期e-JISCにおける性能要件は「表9 応答時間要件」のとおり。 161 

 162 

表 9 応答時間要件 163 

No. 設定対象 指標名 目標値 
応答時間 

達成率 
補足 

1 

オンライン処

理応答時間 

レスポンスタ

イム 

定常時： 

5秒以内 

ピーク時： 

10秒以内 

90パーセン

タイル 

※データセン

タ内の試験端

末等から利用

時の目標値 

2 

バッチ処理時

間 

- 2時間（翌

日のオンラ

イン処理開

始時刻の遅

延とならな

いこと） 

- - 

 164 

応答時間とターンアラウンドタイムのイメージは「図 1 ターンアラウンドタ165 

イム」のとおり。 166 

 167 

 168 

図 1 ターンアラウンドタイム 169 

 170 

3.5 信頼性に関する事項 171 

3.5.1 完全性要件 172 

誤操作に起因するデータの滅失及び改変の防止、処理結果の信頼性確保、デー173 

タの真正性確保に係る対策についての要件は以下のとおり。 174 

① 異常な入力及び処理を検出し、データの滅失及び改変を防止する対策を講175 

じること。 176 

入力開始

リクエスト

入力

リクエスト

伝送
サーバ処理

結果

伝送
結果表示

入力終了・

リクエスト開始

最初の応答・

出力開始
出力終了

時間

サーバ処理時間

レスポンスタイム

ターンアラウンドタイム
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② 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。 177 

③ データの複製及び移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護するこ178 

と。 179 

④ データの複製及び移動を行う際にデータが毀損した場合でも、毀損した180 

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。 181 

 182 

3.6 上位互換性に関する事項 183 

上位互換に関する要件は以下のとおり。 184 

① 次期e-JISCの稼働環境であるOS又はミドルウエアがバージョンアップした185 

場合、次期e-JISCのプログラム及びデータは円滑に移行できるか、又は軽186 

微な改修を伴い、影響がないようにすること。 187 

② 次期e-JISCの機器を追加変更した場合、次期e-JISC内のデータは円滑に移188 

行できるか、又は影響がないようにすること。 189 

 190 

3.7 中立性に関する事項 191 

中立性に関する要件は以下のとおり。 192 

① アプリケーション開発においては、特定のハードウェア、OSでのみ動作す193 

るプログラムとしてはならない。 194 

② アプリケーション開発の前提条件及び稼動条件は、ISO/IEEE及び国際標準195 

等を考慮し、幅広い製品選択が可能な仕様とし、改修及び利用環境を限定196 

しないよう配慮すること。 197 

③ 次期e-JISC内のデータの形式が特殊な形式である場合、データ移行を配慮198 

して、標準的な形式に変換できる方法を次期e-JISC内の機能又は付属の199 

ツールとして提供すること。 200 

 201 

3.8 継続性に関する事項 202 

3.8.1 継続性に係る目標値 203 

本項目に関する要件は以下のとおり。 204 

① 次期e-JISCの事業継続性は、バックアップデータから復旧できることで、205 

確保するものとする。 206 

 207 

3.9 情報セキュリティ関する事項 208 

3.9.1 情報セキュリティ対策要件 209 

次期e-JISCの情報セキュリティ要件は「表10 情報セキュリティ要件」に示210 

す。また、現行e-JISCにおけるJIS等制定に関する業務及びJISマーク制度に係る211 

業務の操作権限については、資料閲覧にて確認すること。 212 

 213 
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表 10 情報セキュリティ要件 214 

No. 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 

1 

主体認証  次期 e-JISCによるサービスを許可され

た者のみに提供するため、次期 e-JISC

にアクセスする主体のうちログイン認証

を行う機能として、ID/パスワードの方

式を採用すること。 

2 

権限管理  主体のアクセス権を適切に管理するた

め、主体が用いるアカウント（識別コー

ド、主体認証情報、権限等）を管理（登

録、更新、停止、削除等）するための機

能を備えること。 

 次期 e-JISCの利用範囲を利用者の職務

に応じて制限するため、次期 e-JISCの

アクセス権を職務に応じて制御する機能

を備えるとともに、アクセス権の割り当

てを適切に設計すること。 

 特権を有する管理者による不正を防止す

るため、管理者権限を制御する機能を備

えること。 

 次期 e-JISCのサブシステムごとの利用

者権限区分及び各権限で利用できる機能

は、資料閲覧にて確認すること。 

3 

ログの蓄積・管理  次期 e-JISCではアクセスログ、操作ロ

グを取得し、誰が何の操作を実施したか

が確認できる設計とすること。 

 アプリケーションのログを取得し、不具

合発生時の原因調査が可能な設計を行う

こと。 

 次期 e-JISCに対する不正行為の検知、

発生原因の特定に用いるために、情報シ

ステムの利用記録、例外的事象の発生に

関するログを蓄積し、最大 60ヶ月の期

間保管するとともに、不正の検知、原因

特定に有効な管理機能（ログの検索機

能、ログの蓄積不能時の対処機能等）を

備えること。 

4 情報漏えい対策  次期 e-JISCのサーバに格納する情報に
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No. 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 

ついては、必要に応じて暗号化を施すこ

と。 

 次期 e-JISCに蓄積された情報の窃取や

漏えいを防止するため、情報へのアクセ

スを制限できる機能を備えること。ま

た、外部との接続のある情報システムに

おいて保護すべき情報を利用者が直接ア

クセス可能な機器に保存しないこと。 

5 

セキュリティ事故対策  「3ログの蓄積・管理」と連動し、セ

キュリティ事故及び不正の原因追跡等の

セキュリティ対策が講じられること。 

 ログの不正な改ざん及び削除を防止する

ため、ログに対するアクセス制御機能を

備えるとともに、ログのアーカイブデー

タの保護（消失及び破壊や改ざん等の脅

威の軽減）のための措置を含む設計とす

ること。 

6 

Webアプリケーションの脆弱

性対策 

 Webアプリケーションの脆弱性（ディレ

クトリトラバーサル、SQLインジェク

ション攻撃、OSコマンドインジェクショ

ン、クロスサイトスクリプティング、

セッション管理の不備及びクリック

ジャッキング等）への対策を考慮した設

計を行うこと。 

7 

アプリケーション・コンテン

ツ作成時の対策 

 不正プログラムが含まれていないことを

確認すること。 

 実行プログラムの形式以外にコンテンツ

を提供する手段がない場合を除き、実行

プログラムの形式でコンテンツを提供し

ないこと。 

 電子証明書を用いた署名等、次期 e-JISC

の改ざん等がなく真正なものであること

を確認できる手段を提供先に与えるこ

と。 

 脆弱性が存在するバージョンの OS又は

ソフトウェア等の利用を強制する等、情

報セキュリティ水準を低下させる設定変
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No. 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 

更を、OS及びソフトウェア等の利用者に

要求することがないこと。 

 次期 e-JISCにアクセスする利用者のア

クセス履歴、入力情報等を当該利用者が

意図しない形で第三者に送信されないよ

うにすること。 

8 

アプリケーション・コンテン

ツ提供時の対策 

 利用者が検索サイト等を経由して、次期

e-JISCになりすました不正な Webサイト

へ誘導されないよう対策すること。 

9 

データベース導入・運用時の

対策 

 データベースに格納されているデータに

アクセスした利用者を特定できること。 

 データの不正操作を検知・防止できるこ

と。 

10 

情報セキュリティ水準低下の

防止 

 次期 e-JISCの利用者の情報セキュリ

ティ水準を低下させないように配慮した

上でアプリケーションプログラムやウェ

ブコンテンツ等を提供すること。 

  215 
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3.10 次期e-JISC稼働環境に関する事項 216 

3.10.1 次期e-JISC概要 217 

次期e-JISCにおける概要図を「図 2 次期e-JISC概要図」に示す。 218 

 219 

 220 

図 2 次期 e-JISC概要図 221 

 222 

3.10.2 ソフトウェア構成 223 

パッケージ製品の使用は可能であるが、その際にはシステム改修及び構築が寡224 

占とならないことを証明すること。また、適切にサポートを受けることが可能な225 

ソフトウェアを選定の上、ソフトウェアの提供事業者が推奨していない技術は使226 

用しないこと。 227 

なお、現行e-JISCで用いている主要なソフトウェアとサーバの関係を、「別添228 

10.現行e-JISCにおけるソフトウェア・サーバマトリクス」に示す。具体的なソ229 

フトウェア及びバージョン等については、資料閲覧で確認すること。 230 

  231 

e-JISC

JIS等の策定/

JISマーク制度
JISCホームページ

・規格情報
・原案情報

・受付管理情報

・登録認証機関情報
・認証取得者情報
・審議情報 等

業務用サイト JISCホームページ

一般利用者外部利用者
• 他府省担当官

• 原案作成団体

• 日本規格協会

• 登録認証機関

• 判定委員会委員 等

内部利用者
• 当省職員

• システム管理者

インフラサービス事業者、運用役務事業者

【インフラサービス】

ログ情報、パッチ情報等

【運用役務】

システム運用状況等

【利用登録】

・個人情報

【投稿】

・意見

インターネットインターネット

【登録】

JIS等の策定に関する業務情報

（JIS原案、TS/TR等）

JISマーク制度に係る業務情報

（認証取得者情報、登録認証

機関情報）

【閲覧】

JIS（原案）、TS/TR等

WAN

【環境】

PC

【環境】

PC、スマートフォン

【環境】

PC

• 国民
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3.11 テストに関する事項 232 

テストに関して想定しているテスト方法及びテストデータを、「表11 テスト方233 

法」及び「表12 テストデータ」に示す。また、「表13 テスト要件一覧」を踏まえ234 

て、適切なテストケースを検討すること。 235 

また、次期e-JISCを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した236 

不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が237 

必要な脆弱性は修正の上で納入すること。 238 

 239 

表 11 テスト方法 240 

種類 
実施主体 

テスト方法（例） テスト環境 
当省 事業者 

単体テスト 監理 実施 
 ホワイトボックステスト 

 カバレッジテスト 

受注者環境 

結合テスト 監理 実施  ブラックボックステスト 受注者環境 

総合テスト 
監理／

支援 
実施 

 シナリオテスト 

 ブラックボックステスト 

 性能テスト 

 負荷テスト 

 障害復旧テスト 

 セキュリティテスト 

 運用テスト 

当省が提供す

る本番環境 

受入テスト 支援 実施 
 ブラックボックステスト 当省が提供す

る本番環境 

 241 

表 12 テストデータ 242 

種類 テストデータ 

単体テスト テストケースに合わせて受注者が必要なテストデータを作成

すること。 結合テスト 

総合テスト 

本番データを用いてテストを実施すること。ただし、氏名、

メールアドレス等の個人情報についてはマスキングして使用

すること。なお、当省が実施する受入テストについても、テ

ストケースを作成すること。また、テストケースの作成に当

たっては、メールの送信先等、当省が実施するテスト内容を

網羅したテストケースとすること。 

受入テスト 

  243 
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表 13 テスト要件一覧 244 

No. 要件項目 要件内容 

1 
Web ブラウザの

確認 

「3.2.3 次期 e-JISCの開発方針」に記載した対応 Web

ブラウザ（スマートフォン及びタブレット等を含む）を

基に、各 Webブラウザの違いを考慮した試験実施を行う

こと。 

2 障害管理 

単体テスト工程の終了後に発生した障害については、障

害内容、障害原因、修正内容が明確に理解できる障害管

理を行うこと。障害管理ツールについての指定はなく、

受注者の所有する障害管理ツール等での管理で可とす

る。 

3 試験項目の選定 

総合テスト開始後からの再リリースにおいては、新規作

成した試験項目と、変更による影響を考慮した以前の試

験項目を選定し試験を行うこと。 

4 ユーザ認証 
ユーザ認証の機能テスト（許可されたユーザのログイ

ン・無許可のログイン)を行うこと。 

5 
ユーザデータ保

護テスト 

暗号化、証明書の機能テスト（セキュリティレベルの設

定・無効な証明書)を行うこと。 

6 不正アクセス 
ユーザ権限テスト（ユーザアクセス権限定義）を行うこ

と。 

7 
サーバアクセス

制御 

サーバへのアクセス権限（アプリケーションのアクセス

権限定義）のテストを行うこと。 

8 性能テスト 

一通りのアプリケーションが「3.4性能に関する事項」

に定める目標値を達成し、正常動作することを確認する

こと。 

9 負荷テスト 
Webページ参照時と更新処理時の応答時間/ダウンロード

とアップロード時間/バッチ処理時間を確認すること。 

10 ストレステスト 

ある一定の負荷（トランザクション）を掛けたときの応

答時間を確認すること。 

システム要件の Max値以上の条件で運用を試すこと。シ

ステムダウンした場合は、正常復旧することを確認する

こと。 

11 テスト自動化 
テスト計画時に、テスト自動化による効率化を検討する

こと。 

 245 

3.12 移行に関する事項 246 

3.12.1 移行手順 247 

移行手順は以下のとおり。 248 
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① 次期e-JISCのデータ移行は、通常業務に支障をきたさないように、現行e-249 

JISCを並行稼働させながら実施するものとする。 250 

② 移行を実施するに当たっては、現行インフラサービス事業者、現行運用事251 

業者、次期e-JISC工程管理事業者、次期インフラサービス提供業者等、関252 

係業者と連携の上、移行作業に支障をきたさないようにすること。 253 

③ 移行に際しては、現行e-JISCの設計書等のドキュメントを参照の上、実施254 

すること。 255 

④ 現行e-JISCとドキュメント類に齟齬がある場合は、現行e-JISCを現況とし256 

優先すること。 257 

⑤ 移行データの抽出作業は、原則、現行インフラサービス事業者、現行運用258 

事業者が行うことを想定している。移行データの抽出に必要な情報を作業259 

従事者に示すこと。また、受注者が直接作業を行う必要が生じた場合は当260 

省職員と調整の上、実施すること。 261 

 262 

3.12.2 移行要件 263 

データ移行に際しては、「表14 移行要件」に記載する作業項目を考慮し、移264 

行を行うこと。 265 

 266 

表 14 移行要件 267 

No. 作業項目 作業の概要 

1 

システ

ム移行

計画 

移行

データ

の調

査・分

析 

移行データの調査計画及び調査手順を検討した上

で、移行対象データの調査・分析を実施するこ

と。なお、移行対象データの調査・分析に当たっ

ては、資料閲覧で提供する現行 e-JISCの設計書

等資料及び「表 7 データ量」を参照すること。 

2 

「移行

計画

書」の

作成 

移行時期、利用するサービス、必要なソフトウェ

ア及び移行対象データ等を明確化した上で、「移

行計画書」を作成すること。 

3 

システ

ム移行

設計 

「移行

設計

書」及

び 

「移行

手順

書」の

作成 

現行 e-JISC、次期 e-JISCの「基本設計書」、

「詳細設計書」及び「移行計画書」を基に、デー

タ移行及びシステム移行に関する「移行設計書」

及び「移行手順書」を作成すること。 

4 移行環 移行作業に必要となる移行環境の設計を行うこ
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No. 作業項目 作業の概要 

境の設

計 

と。 

5 

移行

ツール

の設計 

移行作業に必要となる移行ツールの設計を行うこ

と。 

6 

移行検

証ツー

ルの設

計 

移行結果の検証に必要となる移行検証ツールの設

計を行うこと。 

7 

移行検

証項目

の作成 

移行作業の各チェックポイントにおける検証項

目、全移行完了時の検証項目を準備すること。 

8 

データ

移行

ツール

の開

発・テ

スト 

移行環

境の構

築 

移行作業に必要となる移行環境の構築を行うこ

と。 

9 

移行

ツール

の開

発・テ

スト 

移行作業に必要となる移行ツールの開発・テスト

を行うこと。 

10 

移行検

証ツー

ルの 

開発・

テスト 

移行結果の検証に必要となる移行検証ツールの開

発・テストを行うこと。 

11 

システ

ム移行

リハー

サル 

移行リ

ハーサ

ルの計

画 

「移行手順書」を踏まえ、本番移行と同等となる

移行リハーサルのスケジュール、移行作業、体

制、役割分担、作業条件及びコンティンジェン

シープラン等を考慮した移行リハーサルを計画す

ること。 

12 

移行リ

ハーサ

ルの実

施 

「移行手順書」及び移行リハーサル計画に基づ

き、移行ツールを用いた移行データの整備、移行

検証ツールを用いた検証及びコンティンジェン

シープランの対応等について移行リハーサルを実

施すること。 

13 
システ

ム移行 

事前

データ

現行 e-JISCの運用事業者と調整の上、現行 e-

JISCから事前移行対象データを抽出し、移行ツー
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No. 作業項目 作業の概要 

移行 ルを用いて次期 e-JISCへ事前のデータ移行を行

うこと。 

14 

現行 e-

JISCの

停止 

現行 e-JISCの運用事業者と調整の上、現行 e-

JISCのアプリケーション及びバッチ処理等を停止

すること。 

15 

データ

移行 

現行 e-JISCの運用事業者と調整の上、事前デー

タ移行で移行したデータの差分を現行 e-JISCか

ら抽出し、移行ツールを用いて次期 e-JISCへ

データ移行を行うこと。 

16 

次期シ

ステム

の起動 

次期 e-JISCのアプリケーション、バッチ処理等

を起動し、次期システムへの切り替えを行うこ

と。 

17 

動作確

認 

移行完了後において、次期 e-JISCの動作確認を

行うこと。また、移行実施後のデータが正しく取

り込まれていることの検証を行うこと。動作確認

の結果を踏まえ、「移行結果報告書」を作成する

こと。 

 268 

3.13 引継ぎに関する事項 269 

次期e-JISCの開発、運用等について、他の関係事業者への引継ぎに関する要件は270 

以下のとおり。 271 

 272 

3.13.1 運用設計 273 

次期e-JISCの運用設計を行うこと。また、運用作業を「業務及びアプリケー274 

ションを安全、かつ安定的に運用し続けるために必要な作業」とし、現行e-JISC275 

での運用作業における不要な作業等について見直しを行い、体系的、かつ網羅的276 

に必要な作業要件を定義し設計すること。 277 

 278 

3.13.2 保守・運用マニュアル 279 

次期e-JISCに係る運用業務に必要な「運用・保守マニュアル」を作成するこ280 

と。 281 

 282 

3.13.3 引継ぎ計画書 283 

引継ぎ体制・役割、詳細な作業及びスケジュール、引継ぎ方法、引継ぎ結果の284 

評価方法・評価基準等について記述した「引継ぎ計画書」を作成すること。 285 

 286 

3.13.4 運用事業者への引継ぎ 287 
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引継ぎ計画書に基づいて引継ぎを実施すること。また、引継ぎ実施後、「引継288 

ぎ報告書」を作成すること。 289 

 290 

3.14 教育に関する事項 291 

3.14.1 教育対象者の範囲、教育の方法 292 

次期e-JISCの利用者教育として、「操作マニュアル」を作成し、利用者向け研293 

修を開催すること。なお、研修回数は最低1回とし、集合での研修は当省での開294 

催を想定している。また、操作方法の導入は、内部利用者、外部利用者を交えて295 

テスト段階で習得させること。 296 

 297 

3.14.2 教材の作成 298 

「アプリケーションに関する操作マニュアル」、「システム管理者用操作マ299 

ニュアル」及び「業務マニュアル」を作成すること。また、システム更改に合わ300 

せて、既存のマニュアルを更新すること。なお、「操作マニュアル」、「システ301 

ム管理者用操作マニュアル」の構成及び「業務マニュアル」の更新箇所は、当省302 

職員と協議の上、決定すること。 303 

 304 

3.15 運用に関する事項 305 

運用は、別途調達する次期運用事業者が実施する。 306 
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別添1.e-JISCに関する共通業務の業務概要

No 業務名称 メニュー名 業務内容

1 システムメンテナンス お知らせ掲示板（ログイン画面） 「ログイン画面」に、問合せ先等のお知らせを掲載する。

2
システムメンテナンス お知らせ掲示板メンテナンス 「ログイン画面」にある、お知らせ掲示板のメンテナンスを行う。

3
システムメンテナンス ロック解除メンテナンス ログイン時に、パスワードを一定回数以上誤り、ロックがかかったユーザのロッ

クを解除する。

4
システムメンテナンス ＜国外アクセス制限メンテナンス＞地域IP

アドレス検索
特定の更新日時で地域インターネットレジストリが公開しているIPアドレスがア
クセス許可となっているかどうかを検索する。

5
システムメンテナンス ＜国外アクセス制限メンテナンス＞アクセ

ス制限設定検索・修正
国外アクセス制限IPアドレスの検索、修正及び削除を行う。

6
システムメンテナンス ＜国外アクセス制限メンテナンス＞アクセ

ス制限設定新規登録
国外アクセス制限IPアドレスの新規登録を行う。

7
システムメンテナンス 規格閲覧者メンテナンス JISCホームページで登録された規格閲覧者情報をメンテナンスする。

8
システムメンテナンス ドロップインボックス（システム） METI審査担当等と原案作成団体及び運用事業者等がファイルを授受する。

9
マスタメンテナンス（共通） 組織メンテナンス ユーザが所属する組織のメンテナンスとして、組織の新規登録、修正、削除及び

有効/無効の変更を行う。

10

マスタメンテナンス（共通） ユーザ情報メンテナンス 業務用サイトのユーザ情報のメンテナンスとして、ユーザ情報の新規登録、修
正、削除、有効/無効の変更、操作権限の個別設定及び受信メールの個別設定を
行う。

11
マスタメンテナンス（共通） 権限管理 役割ごとの操作権限の作成及び初期設定を行う。

12
マスタメンテナンス（共通） 受信メール管理 役割ごとの受信メール設定の作成及び初期設定を行う。

13
マスタメンテナンス（共通） 主務大臣管理 設定、表示等に使用する主務大臣情報の管理として、主務大臣の登録、削除及び

表示設定を行う。

14
マスタメンテナンス（JIS等の策定に関す
る業務）

原案策定団体メンテナンス 原案作成団体の新規登録、検索、確認、修正、削除及び有効/無効の設定を行
う。

15
マスタメンテナンス（JIS等の策定に関す
る業務）

JISC委員会メンテナンス JISC委員会の新規登録、検索、確認、修正、削除、表示順及び有効/無効の設定
を行う。

16

マスタメンテナンス（JIS等の策定に関す
る業務）

JISC資料等メンテナンス 資料公開対象の委員会に対して、以下のメンテナンスを行う。
 新規に部会・委員会の開催回情報を登録
 開催回情報の登録・更新、ファイルアップロード
 開催回情報の削除

17
マスタメンテナンス（JIS等の策定に関す
る業務）

一般公開委員会表示順メンテナンス JISCホームページに公開する委員会の表示順をメンテナンスする。

18

マスタメンテナンス（JIS等の策定に関す
る業務）

アラート通知期間設定 業務ごとに以下のアラート期間を設定する。
 JIS・原案提出済→METI受理済
 JIS・原案提出済→他省庁受理済
 TS/TR・METI受理済→諮問起案済
 TS/TR・原案提出済→METI受理済
 TS/TR・原案提出済→他省庁受理済
 JIS・METI受理済→付議起案済

19
マスタメンテナンス（お問い合わせ） お問い合わせ先メンテナンス お問い合わせ先の新規登録、修正、削除、表示順及び有効/無効の設定を行う。

20
マスタメンテナンス（JISマーク制度に係
る業務）

国・地域名メンテナンス JISマーク制度に係る業務において使用する国・地域名のメンテナンスを行う。

21
マスタメンテナンス（JISマーク制度に係
る業務）

外字ファイルメンテナンス JISマーク制度に係る業務において使用する外字ファイルのメンテナンスを行
う。

22
マスタメンテナンス（JISマーク制度に係
る業務）

外字画像メンテナンス JISマーク制度に係る業務において使用する外字画像のメンテナンスを行う。

23
マスタメンテナンス（JISマーク制度に係
る業務）

郵便番号アップロード JISマーク制度に係る業務において使用する郵便番号データのアップロードを行
う。
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別添2.JIS等の策定に関する業務概要

No 業務名称 メニュー名 業務内容

1

審議予定一覧 審議予定一覧作成 【METI担当官、METI審査担当（審査班）】
・クライアントPC上で作成した審議予定一覧（CSVファイル形式）をシステムにアッ
プロードする。
・システムに登録されている審議予定一覧（CSVファイル形式）のダウンロードを行
う。
・システムの入力画面で1件ずつ審議予定を作成する。

2

審議予定一覧 見直し規格ダウンロード（認定機関） 【METI担当官、METI審査担当（審査班）】
・システムに登録されている認定産業標準作成機関の見直し対象規格となりうる規格
一覧（CSVファイル形式）のダウンロードを行う。

3
審議予定一覧 審議予定一覧修正 【METI担当官、METI審査担当（審査班）】

・システムの入力画面で1件ずつ審議予定を参照・修正する。

4

審議予定一覧 審議予定一覧了承 【METI審査担当（審査班）】
・審議予定を参照・修正する。
・審議予定を了承する。
・審議予定一覧（印刷用）（CSVファイル形式）をダウンロードする。（これをJISC
標準第一部会、標準第二部会の審議に付す。）

5

審議予定一覧 審議予定一覧確認 【METI審査担当（審査班）】
・審議予定を参照・修正する。
・JISCで了承された審議予定のステータスを更新する。（以後、原案登録情報に割当
できるステータスとなる。）

6

審議予定一覧 廃止事前公告公開 【METI審査担当（審査班）】
・廃止事前公告の対象規格リスト（廃止事前公告CSV）をダウンロードし、その内容
を確認する。
・廃止事前公告の対象リストをJISCホームページ（JIS廃止の事前公告）で公開する。

7

審議予定一覧 確認審査準備 【METI審査担当（審査班）】
・認定産業標準作成機関の規格のうち、見直し期限が到来しようとしている規格を抽
出する。
・抽出した規格のうち、主務大臣が認定産業標準作成機関に見直しを命ずる規格を登
録する。

8

審議予定一覧 作業計画修正 【METI審査担当（審査班）】
・JISCホームページ（作業計画・作成状況の公開）にて、作業計画・作成状況を公開
（掲載）する。WTO/TBT協定に基づき、規格を作成することを決定した時から作業計
画を公表するものとされ、少なくとも6ヶ月に1回公表するもの。
・作業計画公開対象規格（公示前又は公示後180日経っていない原案/JIS規格）を抽出
する。
・システムの入力画面で、規格ごとに作業状況の日付（2.審議開始 3.意見受付実施中
4.意見受付終了）を入力する。
・作業計画のリスト（作業計画修正一覧CSV）をダウンロードし、作業状況の日付
（2.審議開始 3.意見受付実施中 4.意見受付終了）を修正する。
・修正した作業計画のリスト（作業計画修正一覧CSV）をアップロードする。

9

審議予定一覧 作業計画ダウンロード 【METI審査担当（審査班）】
・作業計画のリスト（作業計画公開CSV）をダウンロードし、その内容を確認する。
・作業計画のリストをJISCホームページ（作業計画・作成状況の公開）で公開する。

10

原案登録 JIS原案基本項目入力 【原案作成団体】
・JIS原案に関する基本項目をシステム上の入力画面で入力し、登録する。
　（公示の種別、規格番号・規格名称、審議が予定されるJISCの部会・専門委員会、
主務大臣、申出等の条文番号）
・JISの公示種別は、制定、改正、確認、廃止。
・提出方法（申出等）の種別は、JIS原案では報告（11条）、申出（12条、14条）。

【METI担当官】
・電子申請以外の方法で報告又は申出された場合、システムへの代行登録を行う。
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11

原案登録 JIS原案一覧・修正・申出・報告 【原案作成団体】
・申出書・報告書、産業標準原案作成経過報告書 、原案、原案作成委員会名簿等を
アップロードし、原案情報を入力する。
・主務大臣宛にシステムを通して電子申請する。

【METI担当官】
・電子申請以外の方法で報告又は申出された場合、システムへの代行登録を行う。

12

原案登録 TS/TR原案基本項目入力 【原案作成団体】
・TS/TR原案に関する基本項目をシステム上の入力画面で入力し、登録する。
　（公示の種別、TS/TR番号・TS/TR名称、審議が予定されるJISCの部会・専門委員
会、主務大臣）
・TS/TRの公示種別は、公表、改正、継続、廃止。

【METI担当官】
・電子申請以外の方法で報告又は提案された場合、システムへの代行登録を行う。

13

原案登録 TS/TR原案一覧・修正・提案・報告 【原案作成団体】
・提案書・報告書、TS/TR原案作成経過報告書 、TS/TR原案、TS/TR原案作成委員会
名簿等をアップロードし、原案情報を入力する。
・主務大臣宛にシステムを通して電子申請する。

【METI担当官】
・電子申請以外の方法で報告又は提案された場合、システムへの代行登録を行う。

14

原案受付 ＜原案受付＞JIS原案受付 【METI担当官、他府省担当官】
・報告又は申出されたJIS原案情報をシステム上で確認、受付処理（受理、受理通知
メールの作成）を行う。

15

原案受付 ＜原案受付＞審議予定一覧割当 【METI審査担当（審査班）】
・原案ごとに、METI担当官又は他府省担当官が受理した原案情報と審議予定との紐付
け処理（割当）を行う。

16

原案受付 ＜原案受付＞TS/TR原案受付 【METI担当官、他府省担当官】
・報告又は提案されたTS/TR原案情報をシステム上で確認、受付処理（受理、受理通
知メールの作成）を行う。

17

原案受付 ＜受理後原案＞JIS原案検索 【METI審査担当（審査班）、METI担当官、他府省担当官】
・受理済原案の情報を参照し、申出書等の資料をダウンロードする。
・受理済原案を削除する。

18

原案受付 ＜受理後原案＞TS/TR原案検索 【METI審査担当（審査班）、METI担当官、他府省担当官】
・受理済原案の情報を参照し、提案書等の資料をダウンロードする。
・受理済原案を削除する。

19

付議・諮問 ＜付議＞付議起案準備 【METI審査担当（審査班）】
・1つの付議にまとめるJIS原案/規格を選択する。
・付議起案対象原案を確認し、入力画面で付議情報（付議番号）を入力し、登録す
る。

20

付議・諮問 ＜付議＞付議起案 【METI審査担当（審査班）】
・付議起案準備でまとめた案件ごとに、付議起案の情報を登録し、付議起案文書を作
成する。
・付議起案対象の原案を追加登録することができる。
・付議起案対象原案ごとに、原案の情報を参照・修正、JIS原案・原案作成委員会名簿
の差し替えをすることができる。JIS原案、産業標準説明資料、意見受付原稿の帳票を
出力することができる。
・システム上の入力画面で、付議起案情報（付議件名、付議番号）を入力・修正し、
登録する。
・付議起案文書（付議文書案、JIS原案、産業標準説明資料、意見受付原稿）を出力す
る。

21

付議・諮問 ＜付議＞付議施行 【METI審査担当（審査班）】
・付議対象原案ごとに、原案の情報を参照・修正、JIS原案・原案作成委員会名簿の差
し替えをすることができる。JIS原案、産業標準説明資料、意見受付原稿の帳票を出力
することができる。
・システム上の入力画面で、付議施行日を入力・登録する。
・付議施行文書を出力する。
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22

付議・諮問 ＜付議＞付議（他省庁案件） 【他府省担当官】
・各省庁の決裁手順等に従い、付議の起案・決裁・施行を行う。
・付議対象原案ごとに、原案の情報を参照・修正、JIS原案・原案作成委員会名簿の差
し替えをすることができる。JIS原案、産業標準説明資料、意見受付原稿の帳票を出力
することができる。
・施行後、付議文書をMETI担当官に送付する。

【METI担当官】
・主務大臣からの付議文書が到達次第、付議対象原案、付議施行日及び付議番号をシ
ステムに代行登録する。

23

付議・諮問 ＜付議＞付議検索 【METI審査担当（審査班）、METI担当官、他府省担当官】
・以下の項目で付議番号（付議）を抽出する。
　審議するJISC部会又は専門委員会、付議の種類（制定、改正、確認、廃止、確認以
外）、処理状況（起案前、施行前、施行後）、付議番号（前方一致）
・付議番号ごとに、付議情報及び付議対象原案リストの参照、付議関連文書のダウン
ロードを行うことができる。

24

付議・諮問 ＜諮問＞諮問起案準備 【METI審査担当（審査班）】
・１つの諮問にまとめるTS/TR原案/規格を選択する。専門委員会を省略する場合は、
その欄に入力する。
・諮問起案対象原案を確認し、入力画面で諮問情報（諮問番号）を入力し、登録す
る。

25

付議・諮問 ＜諮問＞諮問起案 【METI審査担当（審査班）】
・諮問起案準備でまとめた案件ごとに、諮問起案の情報を登録し、諮問起案文書を作
成する。
・諮問起案対象の原案を追加登録することができる。
・諮問起案対象原案ごとに、原案の情報を参照・修正、TS/TR原案・原案作成委員会
名簿の差し替えをすることができる。TS/TR原案、説明資料の帳票を出力することが
できる。
・システム上の入力画面で、諮問起案情報（諮問件名、諮問番号）を入力・修正し、
登録する。
・諮問起案文書（諮問文書案、TS/TR原案、説明資料）を出力する。

26

付議・諮問 ＜諮問＞諮問施行 【METI審査担当（審査班）】
・諮問対象原案ごとに、原案の情報を参照・修正、TS/TR原案・原案作成委員会名簿
の差し替えをすることができる。TS/TR原案、説明資料の帳票を出力することができ
る。
・システム上の入力画面で、諮問施行日を入力・登録する。
・諮問施行文書を出力する。

27

付議・諮問 ＜諮問＞諮問（他省庁案件） 【他府省担当官】
・各省庁の決裁手順等に従い、諮問の起案・決裁・施行を行う。
・諮問対象原案ごとに、原案の情報を参照・修正、TS/TR原案・原案作成委員会名簿
の差し替えをすることができる。TS/TR原案、説明資料の帳票を出力することができ
る。
・施行後、付議文書をMETI担当官に送付する。

【METI担当官】
・主務大臣からの諮問文書が到達次第、諮問対象原案、諮問施行日及び諮問番号をシ
ステムに代行登録する。

28

付議・諮問 ＜諮問＞諮問検索 【METI審査担当（審査班）、METI担当官、他府省担当官】
・以下の項目で諮問番号（諮問）を抽出する。
　審議するJISC部会又は専門委員会、諮問の種類（公表、改正、継続、廃止、継続以
外）、処理状況（起案前、施行前、施行後）、諮問番号（前方一致）
・諮問番号ごとに、諮問情報及び諮問対象原案リストの参照、諮問関連文書のダウン
ロードを行うことができる。
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29

意見受付公告 意見受付公告公開 【JISC審査担当（審査班）】
・JISCホームページ（意見受付公告（JIS）、Key points of JIS to be established
（notice））に公開（掲載）する。
　※JISを制定・改正する前に、当該JISの利害関係者に対して60日間公告し、
WTO/TBT協定に基づき意見提出の機会を設ける。なお、JISの確認・廃止では行わな
い。
・公開対象となるJIS原案（付議施行済みで意見受付公告していない案件）の一覧が表
示される。
・公開に際しては、JIS原案は「著作権保護を講じた公開」とし、WORDファイルを
PDFファイルに変換しJISCホームページ上での閲覧のみに限定して公開する。モノク
ロかカラーのいずれかでの公開を選択できる。
・別途作成した英文の意見受付ページ（html）のアップロードを行う。
・意見受付公告を公開する際には、JIS原案と英文の意見受付ページがシステムにアッ
プロードされていることが必須である。

30

意見受付公告 ＜意見受付管理＞意見（制定・改正中） 【JISC担当官】
・JISCホームページ（意見受付公告（JIS）（入力画面））から提出された意見情報の
管理を行う。
・意見提出者にはシステム外で対応し、回答済みであることをシステムに登録する
（意見提出者へ連絡する機能は、対象外）。

31

意見受付公告 ＜意見受付管理＞意見（制定・改正済） 【JISC担当官】
・JISCホームページ（意見受付公告（JIS）（入力画面））から提出された意見情報の
管理を行う。

32
意見受付公告 ＜意見受付管理＞意見代行登録 【JISC担当官】

・次期e-JISCを介さない意見提出者の意見を、代行してシステムに登録する。

33
JISC審議 審議対象一覧 【JISC担当官】

・審議対象となる（付議済み・諮問済み）原案の一覧を表示する。

34

JISC審議 部会/専門委員会情報設定 【JISC担当官】
・部会、専門委員会の開催に必要となる審議情報（部会・専門委員会の選択、審議方
法、審議日、審議名称）をシステムに登録する。

35

JISC審議 部会/専門委員会検索 【JISC担当官】
・部会/専門委員会情報設定メニューで登録した委員会情報を検索し、審議詳細情報画
面で委員会情報の入力・修正・登録、審議対象原案の追加/除外を行う。
・審議資料の出力を行う。
・部会、専門委員会の議決後に、議決日と議決案件を登録する。
・議決日を登録した後は、審議日、審議方法、議決日、審議原案の編集は不可となる
（議決日と紐付ける議決案件の選択は可能）。

36

答申 JIS答申起案準備 【JISC審査担当（調査会班）】
・答申起案対象規格の一覧が表示される。原案ごとに審議資料（調査審議報告書、原
案作成委員会名簿、原案）をダウンロードできる。

37

答申 JIS答申起案 【JISC審査担当（調査会班）】
・答申文書（案）を作成し、答申起案（決裁依頼）を開始する。
・答申起案対象JISを抽出・選択し、産調番号と答申件名を登録する。
・答申文書ファイルをアップロードする。
・答申内容を確認し、起案開始（決裁依頼）する。

38
答申 JIS答申決裁 【JISC審査担当（調査会班）】

・JISC会長代理として、答申決裁画面で答申内容を確認し、決裁する。

39

答申 JIS答申施行 【JISC審査担当（調査会班）】
・答申施行日と答申文書をシステムに登録する。
・主務大臣の担当官に、答申施行通知メールを送信する。
・答申施行画面で、答申対象案件一覧の帳票（答申一覧PDF）をシステムから出力す
る。
・答申施行年月日を入力し、答申文書（施行文）をアップロードして登録する。

40
答申 翌月公示分JISリスト 【METI関係職員（広報班）】

・日本語版、英語版の翌月公示分JISリスト（docx）を出力する。

41

答申 TS/TR答申起案準備 【JISC審査担当（調査会班）】
・答申起案対象規格の一覧が表示される。原案ごとに審議資料（調査審議報告書、原
案作成委員会名簿、原案）をダウンロードできる。
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42

答申 TS/TR答申起案 【JISC審査担当（調査会班）】
・答申文書（案）を作成し、答申起案（決裁依頼）を開始する。
・答申起案対象TS/TRを抽出・選択し、産調番号と答申件名を登録する。
・答申文書ファイルをアップロードする。
・答申内容を確認し、起案開始（決裁依頼）する。

43
答申 TS/TR答申決裁 【JISC審査担当（調査会班）】

・JISC会長代理として、答申決裁画面で答申内容を確認し、決裁する。

44

答申 TS/TR答申施行 【JISC審査担当（調査会班）】
・答申施行日と答申文書をシステムに登録する。
・主務大臣の担当官に、答申施行通知メールを送信する。
・答申施行画面で、答申対象案件一覧の帳票（答申一覧PDF）をシステムから出力す
る。
・答申施行年月日を入力し、答申文書（施行文）をアップロードして登録する。

45

JIS公示、TS/TR公表 JIS公示 【METI審査担当（調査会班）、他府省担当官】
・主務大臣として答申文書（施行文）を取得する。
・答申文書の産調番号に紐付けされている規格一覧を確認することができる。
・公示予定年月日を入力し、登録する。

46

JIS公示、TS/TR公表 JIS官報原稿DL 【METI審査担当（調査会班）、他府省担当官】
・公示の手続きに必要となる以下の帳票等を取得する。
　官報原稿、答申文書（施行文）、答申一覧、調査審議報告書、JIS原案
・各省庁の決裁システム等により、公示の手続きを行う。

47

JIS公示、TS/TR公表 JIS公開 【METI審査担当（調査会班）】
・官報公示されたJIS原案情報について、公示日を登録し、JISCホームページ（データ
ベース検索）での公開を行う。
・公開されたJIS原案情報は、制定等済JISとなる。
・JIS、TS/TRの規格票は、著作権保護を講じた公開とする。
・JISCホームページ（データベース検索）での公開情報は以下の項目である。
　JIS規格詳細画面
　規格番号、規格名称、主務大臣、制定年月日、最新改正年月日、最新確認年月日

48

JIS公示、TS/TR公表 TS/TR公表 【METI審査担当（調査会班）、他府省担当官】
・主務大臣として答申文書（施行文）を取得する。
・答申文書の産調番号に紐付けされている規格一覧を確認することができる。
・公表予定年月日を入力し、登録する。

49

JIS公示、TS/TR公表 TS/TR官報原稿DL 【METI審査担当（調査会班）、他府省担当官】
・公表の手続きに必要となる以下の帳票等を取得する。
　官報原稿、答申文書（施行文）、答申一覧、調査審議報告書、TS/TR原案
・各省庁の決裁システム等により、公表の手続きを行う。

50

JIS公示、TS/TR公表 TS/TR公開 【METI審査担当（調査会班）】
・官報公示されたTS/TR原案情報について、公表日を登録し、JISCホームページ
（データベース検索）での公開を行う。
・公開されたTS/TR原案情報は、公表等済TS/TRとなる。
・JIS、TS/TRの規格票は、著作権保護を講じた公開とする。
・JISCホームページ（データベース検索）での公開情報は以下の項目である。
　TS/TR詳細
　TS/TR番号、TS/TR名称、TS/TRタイプ、主務大臣、有効期限年月日、公表年月日
（新規公表）、最新改正年月日、最新継続年月日

51

業務ステータス 制定等中JIS原案検索 【METI/JISC担当官、METI/JISC審査担当（審査班・調査会班）、他府省担当官】
・制定等中JIS原案の原案情報を、制定原案番号又は規格番号のどちらかで検索する。
・検索結果から、制定等中JIS原案情報の編集画面に入ることができる。ただし、制定
等中JISのステータスにない場合、制定等中JISだが自省庁が主務大臣ではない場合に
は、検索結果に表示されない（条件外の旨エラーメッセージが表示される）。
・「JIS等の策定に関する業務」各画面共通の「えんぴつマーク」アイコンから、この
画面にアクセスできる。
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別添2.JIS等の策定に関する業務概要

No 業務名称 メニュー名 業務内容

52

業務ステータス JISステータス情報検索 【METI/JISC担当官、METI/JISC審査担当（審査班・調査会班）、他府省担当官】
・制定等中JIS原案を検索する。検索項目は以下のとおり。
　制定原案番号/規格番号（完全一致）、部会/専門委員会名、ステータス、公示の種類
・検索結果としてJIS原案ごとのステータス情報（各ステータスで登録した年月日）が
一覧表示される。
・検索結果一覧の規格番号のアンカーから制定等中JIS原案表示画面へ遷移し、JIS原
案情報の参照・編集及び関連帳票（産業標準説明資料、調査審議報告書）の出力がで
きる。

53

業務ステータス TS/TRステータス情報検索 【METI/JISC担当官、METI/JISC審査担当（審査班・調査会班）、他府省担当官】
・制定等中TS/TR原案を検索する。検索項目は以下のとおり。
　TS/TR番号（完全一致）、部会/専門委員会名、ステータス、公表の種類
・検索結果としてTS/TR原案ごとのステータス情報（各ステータスで登録した年月
日）が一覧表示される。
・検索結果一覧の規格番号のアンカーから公表等中TS/TR原案表示画面へ遷移し、
TS/TR原案情報の参照・編集及び関連帳票（産業標準説明資料、調査審議報告書）の
出力ができる。

54

JIS・TS/TRデータベース JIS検索 【METI担当官、METI審査担当（審査班・調査会班）、METI関係職員、他府省担当
官】
・JIS規格情報（現行規格）を以下の項目で検索する。
　規格番号検索（前方一致）、規格名称検索（部分一致）、JIS規格に使用されている
単語
・検索結果から規格詳細情報の参照（JIS規格詳細表示画面）、規格票ファイルの取得
ができる。

【一般利用者】
・JISCホームページ（JIS検索）からJIS規格情報（現行規格）を以下の項目で検索す
る。
　規格番号検索（前方一致）、規格名称検索（部分一致）、JIS規格に使用されている
単語
・検索結果から、規格ごとの書誌情報の参照（JIS規格詳細画面）、規格票の閲覧（著
作権保護の承諾確認メッセージ［ポップアップ］をOKしたあと、機能制限されたPDF
を別ウィンドウで閲覧）、規格票読み上げ機能専用PDFのダウンロードができる。
・書誌情報の項目は以下のとおり。
　規格番号、規格名称、主務大臣、制定年月日、最新改正年月日、最新確認年月日

55

JIS・TS/TRデータベース JIS公示履歴検索 【METI担当官、METI審査担当（審査班・調査会班）、METI関係職員、他府省担当
官】
・JIS規格情報（規格番号ごと）を以下の項目で検索する。
　規格番号検索（前方一致）、規格名称検索（部分一致）、JIS規格に使用されている
単語
・検索結果から各規格のJIS規格公示履歴一覧を参照できる。公示時点ごとの書誌情報
（JIS規格詳細表示画面）及び規格票ファイルを参照できる（古い公示情報では、規格
票ファイルが登録されていない場合もある）。

56

JIS・TS/TRデータベース JIS CSVダウンロード 【METI担当官、METI審査担当（審査班・調査会班）、METI関係職員、他府省担当
官】
・検索条件を指定し、対象時点に指定された時点で公示されている規格の情報をCSV
ファイル形式でダウンロードできる。
・検索条件は以下のとおり。
　部会/専門委員会、対象時点（現時点、各年度末時点）、廃止済み規格を含む/含まな
い
・表示できる項目（選択）は以下のとおり。
　規格番号、規格名称、英文名称、団体規格番号、団体規格名称、制定年月日、大臣
名1、大臣名2、大臣名3、大臣名4、大臣名5、大臣名6、大臣名7、大臣名8、協議大臣
名、担当課名、部会、担当専門委員会1、担当専門委員会2条の別、国際整合性、最新
公示の種類、最新公示年月日、最新改正年月日、最新確認年月日、廃止年月日、原案
作成団体名1、原案作成団体法人番号1、原案作成団体名2、原案作成団体法人番号2、
原案作成団体名3、原案作成団体法人番号3、原案作成団体名4、原案作成団体法人番号
4、関係団体名1、関係団体名2、課室名1、課室名2、分割先・統合先JIS規格番号、対
応する国際規格、関連する強制法規、関連する公共調達基準、JISマーク表示制度の適
用、特許権等、著作権情報、原著作権情報、ICS分類コード、すべて

57

JIS・TS/TRデータベース 強制法規統計情報ダウンロード 【METI担当官、METI審査担当（審査班・調査会班）、METI関係職員、他府省担当
官】
・JISを引用している強制法規（法律名）、各法規ごとの合計引用回数、合計JIS引用
規格数の一覧をCSVファイル形式でダウンロードできる。
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別添2.JIS等の策定に関する業務概要

No 業務名称 メニュー名 業務内容

58

JIS・TS/TRデータベース TS/TR検索 【METI担当官、METI審査担当（審査班・調査会班）、METI関係職員、他府省担当
官】
・TS/TR情報（現行TS/TR）を以下の項目で検索する。
　TS/TR番号検索（前方一致）、TS/TR名称検索（部分一致）
・検索結果からTS/TR詳細情報の参照（TS/TR詳細表示画面）、TS/TR文書ファイル
の取得ができる。

【一般利用者】
・JISCホームページ（TS/TR検索）からTS/TR情報（現行TS/TR）を以下の項目で検
索する。
　TS/TR番号検索（前方一致）、TS/TR名称検索（部分一致）
・検索結果から、規格ごとの書誌情報の参照（TS/TR詳細画面）、TS/TR文書の閲覧
（著作権保護の承諾確認メッセージ［ポップアップ］をOKしたあと、機能制限された
PDFを別ウィンドウで閲覧）、規格票読み上げ機能専用PDFのダウンロードができる。
・書誌情報の項目は以下のとおり。
　TS/TR番号、TS/TR名称、主務大臣、TS/TRのタイプ、有効期限年月日、公表年月
日（新規公表）、最新改正年月日、最新継続年月日

59

JIS・TS/TRデータベース TS/TR CSVダウンロード 【METI担当官、METI審査担当（審査班・調査会班）、METI関係職員、他府省担当
官】
・検索条件を指定し、現時点で公表されているTS/TRの情報をCSVファイル形式でダ
ウンロードできる。
・検索条件は以下のとおり。
　部会/専門委員会、公表中のTS/TR （非公開処理が未済のTS/TRは有効期限超過でも
ダウンロード対象に含む）・廃止済み含む全てのTS/TR
・表示できる項目（選択）は以下のとおり。
　TS/TR番号、TS/TR名称、団体規格番号、団体規格名称、公表年月日（新規公
表）、大臣名1、大臣名2、大臣名3、大臣名4、大臣名5、大臣名6、大臣名7、大臣名
8、担当課室名、部会、担当専門委員会1、担当専門委員会2、TS/TRのタイプ、国際整
合性、国際規格番号、最新公表の種類、有効年月日、最新公表年月日、最新改正年月
日、最新継続年月日、廃止年月日、原案作成団体（者）名1、原案作成団体（者）法人
番号1、原案作成団体（者）名2、原案作成団体（者）法人番号2、原案作成団体（者）
名3、原案作成団体（者）法人番号3、原案作成団体（者）名4、原案作成団体（者）法
人番号4、関係団体（者）名1、関係団体（者）名2、関連する強制法規

60
業務メンテナンス 制定等中JIS原案メンテナンス 【METI審査担当（審査班・調査会班）、システム管理者】

・制定等中JIS原案のステータス変更・個別削除・PDF生成を行う。

61
業務メンテナンス 申出情報メンテナンス 【METI審査担当（審査班）】

・申出済未受理のJIS原案情報の削除を行う。

62

業務メンテナンス 制定等済JISメンテナンス 【METI審査担当（審査班・調査会班）、システム管理者】
・制定等済JISの詳細確認・修正・個別削除及びJIS規格・正誤票等のアップロード・
ダウンロード・削除を行う。

63
業務メンテナンス 意見メンテナンス 【METI審査担当（審査班）】

・意見受付公告で提出された意見の一括削除を行う。

64
業務メンテナンス 諮問メンテナンス 【METI審査担当（審査班）】

・諮問情報の詳細確認・修正を行う。

65
業務メンテナンス 付議メンテナンス 【METI審査担当（審査班）】

・付議情報の詳細確認・修正を行う。

66
業務メンテナンス 公表等中TS/TRメンテナンス 【METI審査担当（審査班）】

・公表等中TS/TR原案のステータス変更・個別削除を行う。

67

業務メンテナンス 公表等済TS/TRメンテナンス 【METI審査担当（調査会班）】
・公表等済TS/TRの詳細確認・修正・個別削除及びTS/TR文書等のアップロード・ダ
ウンロード・削除を行う。

68
業務メンテナンス 提案情報メンテナンス 【METI審査担当（審査班）】

・提案済未受理のTS/TR原案情報の削除を行う。
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別添2.JIS等の策定に関する業務概要

No 業務名称 メニュー名 業務内容

69

産業標準作成委員会 産業標準作成委員会新規登録、産業標準作成委
員会変更届出・変更認定登録

【認定産業標準作成機関】
・主務大臣の認定を受けた認定産業標準作成機関が設置する産業標準作成委員会の情
報を登録する。なお、委員会の新設は、別途主務大臣に申請し（変更）認定を受ける
必要がある。
・産業標準作成委員会の情報をシステムに登録する際、主務大臣に通知メール（産業
標準作成委員会の新規登録通知）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。

70

産業標準作成委員会 産業標準作成委員会変更届出・変更認定登録 【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。

71

産業標準作成委員会 産業標準作成委員会受理 【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。

72

産業標準作成委員会 産業標準作成委員会閲覧 【METI審査担当（認定産業標準作成機関担当）】
・受理済みの委員会一覧を表示する。主務大臣、認定機関名称を指定して検索（抽
出）することができる。
・委員会ごとに、委員会情報の登録履歴を参照及び帳票出力することができる。産業
標準作成委員会履歴画面の委員会履歴一覧から、委員会情報の登録履歴（産業標準作
成委員会履歴情報表示画面）の参照と名簿帳票（産業標準作成委員会_名簿CSVファイ
ル形式）のダウンロードを行う。
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別添3-1.JIS等の策定に関する業務フロー（全体フロー）

JIS等の策定に関する業務の全体フローを以下に示す。なお、各フェーズの詳細フローは別添3-2～別添3-9に示す。
対象とする案件が認定機関の案件かどうかで詳細フローが異なるため、各フェーズで2種類の詳細フローを示す。

フェーズ1　事前調査段階 フェーズ2　原案作成から申出
（詳細は別添3-2及び別添3-6を参照） （詳細は別添3-3及び別添3-7を参照）

フェーズ4　JIS制定後（最終公示から5年後） フェーズ3　申出から官報公示
（詳細は別添3-5及び別添3-9を参照） （詳細は別添3-4及び別添3-8を参照）

※ただし、認定機関案件は、②~⑤を経ず、①→⑥になる。

①e-JISC事前登録

②事前調査

③審議予定一覧作成

①原案作成及び様式確認

②申出前確認

①公示前年度の実施項目

⑥公示

①受理

③意見受付公告 ④部会／専門委員会審議

⑤答申

②公示年度の実施項目 ②付議

改正

確認
廃止



2 / 18 

別添3-2.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ1_事前調査段階）

① e-JISC事前登録

②

日本規格協会

フェーズ1 事前調査段階

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

原案作成団体
当省

（JIS担当者・JISC）
当省

（審査班）
主務大臣 システム 備考

原案作成団体は、「電子情報
処理組織使用申請書」を経済
産業大臣宛に送付する。当省
（審査班）は登録手続き完了
次第、申出に必要な識別番号
及び暗証番号をメールにて返
送する。

事前調査 随時
JISの制定・改正の原案作成に
着手する前に、担当窓口部署
に、制定・改正・廃止を希望
するJIS原案の名称、規定内容
等必要事項を記載した「事前
調査表」を提出する。

随時 メール送付

事前調査表及び案件リストの配布

事前調査表、案件リストの

受領及び確認

事前調査表の受領、確認

ユーザ情報新規登録画面

採否の決定

ヒアリング実施方法、

内容の回答

ヒアリング実施

ヒアリング回答、修正

修正内容受領

受領

登録

メール受信

事前調査表の作成、送付

電子情報処理組織

使用申請書

事前調査表

事前調査表 案件リスト

修正内容受領、確認

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携 JISCホームページ
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別添3-2.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ1_事前調査段階）

日本規格協会

フェーズ1 事前調査段階

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

原案作成団体
当省

（JIS担当者・JISC）
当省

（審査班）
主務大臣 システム 備考

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携 JISCホームページ

③

・作業計画の内容を確認する
ために「作業計画ダウンロー
ド/公開」画面よりダウン
ロードし、目視を行ってい
る。作業計画をダウンロード
しなくてもJISCホームページ
へ公開することも可能。

審議予定一覧作成 随時
事前調査が終了し、JIS担当者
にて採用と判断されたJISにつ
いて、JSAにて審議予定一覧
（Excel）の作成が行われる。
審議予定一覧は審査班にて
CSVファイル形式化され、e-
JISCに入力される。

審議予定一覧を作成

審議予定一覧作成

廃止の事前公告

【廃止の場合】

審議予定一覧のCSVファイル形

式化、アップロード

審議予定一覧了承入力内容了承

作業計画ダウンロード/公開作業計画ダウンロード

作業計画公開 作業計画ダウンロード/公開

作業計画・作成状況の公開

審議予定一覧確認

部会資料作成、確認依頼

審議予定一覧の確認

審議予定一覧

部会審議・議決

廃止の事前公告公開

部会資料
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別添3-3.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ2_原案作成から申出）

①

②

原案作成及び様式調整 随時 ・原案作成と併せて様式調整を
行う。

フェーズ2 原案作成から申出

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

原案作成団体 日本規格協会
当省

（JIS担当者・JISC）
当省

（審査班）
特許権者 システム 備考

申出前確認 随時
「JIS原案」、「作成経過報告
書」「その他申出書類（意見
受付公告原稿、委員名簿、特
許声明書を含む）」をJSAに
て確認し、問題なければJIS担
当者にて申出前チェックをす
る。

・著作権については、申出者等
が著作権を保持することを希望
するか、主務大臣に譲渡するか
等をe-JISC上で提出。

原案作成及び様式調整

申出前確認

申出前確認

承認

申出準備

受領

進捗管理 経過報告受領

申出前確認依頼

JIS原案等

JIS原案等

特許声明書への押印

【特許権に関わるJISの場合】

送付 特許声明書

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携
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別添3-3.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ2_原案作成から申出）

フェーズ2 原案作成から申出

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

原案作成団体 日本規格協会
当省

（JIS担当者・JISC）
当省

（審査班）
特許権者 システム 備考

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携

・原案登録では、JIS原案基本項
目の入力、JIS原案等のアップ
ロード及び申出を行う。

申出リストの送付

申出リスト

原案登録申出処理

受領
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別添3-4.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ3_申出から官報公示）

①

②

③

フェーズ3 申出から官報公示

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

原案作成団体 国民 システム 備考

受理 随時 ・主務大臣として付議する際、
職権修正が可能。この場合、e-
JISC上の原本修正は、担当者に
指示。業務効率化の観点から申
出前確認を日本規格協会で実施
することも可能。

・受理通知は、e-JISCで申出を
したユーザ及び審査班に送付さ
れる。

JIS担当者はe-JISC申出書類
及び押印書類を確認し、不備
がなければ受理をする。

主務大臣
当省

（JISC事務局）
当省

（各課総括）
当省

（審査班）
当省

（調査会班）
翻訳事業者日本規格協会

・当省管轄の規格は、主務大臣
の代わりに、審査班が付議を行
い、意見受付公告以降はJISCに
て実施。
・他省専管・共管の場合は、主
務大臣が申出受理、受理通知、
写し受領を行う。この場合のJIS
担当者が国際標準課等である。

受理後、主務大臣から日本産
業標準調査会長宛に付議の起
案・決裁の手続きを行い、付
議施行文書（原本）を当省担
当に提出する。

意見受付公告 随時

付議 随時

制定及び改正については、当
省において、概要を英文翻訳
した後、JISCホームページで
意見受付公告を実施する。

・修正原案は日本規格協にて保
管される。

・JISCホームページのパブリッ
クコメントへの添付は不可能。
そのため、パブリックコメント
の際に、添付の要望があれば
「意見代行登録場面」にて添付
を登録する。
※頻度は少ない。

60日間

原案登録

JISCホームぺージに意見公告を

公開

JISCホームぺージ閲覧

付議基本情報の作成、

JIS原案紐づけ

外部事業者に英訳依頼

日英版の意見受付公告手続き

パブリックコメント受領

相談受領

原案修正の指示

付議起案準備・

対象JIS原案選択画面

受理通知作成画面

毎月15日までに受理された案件

英訳

英訳受領

意見受付公告

パブリックコメント入力

意見受付公告（JIS）（入力画

面）

原案作成団体に連絡/相談

JIS受理通知送信画面

付議施行入力画面付議施行情報の登録

付議起案情報入力、登録 付議起案画面

【制定・改正のみ】

英訳送付

申出確認

受理通知作成

受理通知送信

JIS原案等

割当 審議予定一覧割当実行

受理通知受領受理通知受領 受理通知受領

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携 JISCホームページ
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別添3-4.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ3_申出から官報公示）

フェーズ3 申出から官報公示

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

原案作成団体 国民 システム 備考主務大臣
当省

（JISC事務局）
当省

（各課総括）
当省

（審査班）
当省

（調査会班）
翻訳事業者日本規格協会

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携 JISCホームページ

④

④-1部会審議 ・特定標準化機関（Competent
Standardization　Body以下、
CSBという。）とは、JISの原案
作成を行う団体等のうち、原案
作成を行うための委員会が、参
加を希望する全ての利害関係者
に参加の道が開かれている等、
公平かつ公開性をもち、適切な
JIS原案を作成することができる
体制を維持している団体等をい
う。

・書面審議は、メールにて審議
資料を送付し、期限までに返信
をすることにより審議を行う。
期限内に返信がなかったものは
賛成として取り扱う。

部会審議/専門員会審議 -
付議施行文書を受領後、当省
をJISC事務局として部会又は
専門委員会を開催する。e-
JISCには部会/専門委員会の
審議基本情報を入力し、JISC
審議基本情報を登録する。

月次
第12条のうち特定標準化
機関（CSB）の案件は部会
審議となる。
部会では、産業標準作成経
過報告書、名簿を使用。

電話、メールで回答を受領

部会資料受領

審議予定一覧作成画面

部会議決処理

JIS原案の答申原稿化指示

意見受付コメント記入 意見情報詳細画面

パブリックコメント者への回答

審議（対面or書面）

日本産業標準調査会

議事要旨、議事録、配布資料

JISC審議画面

部会/専門委員会委員

情報設定画面
部会

審議資料ダウンロード

部会資料作成、提供

結果

連絡

資料アップロード依頼

資料アップロード

議事要旨 審議資料 議事録

部会資料

原案修正

部会資料作成、提供

【部会議決済み原案】
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別添3-4.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ3_申出から官報公示）

フェーズ3 申出から官報公示

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

原案作成団体 国民 システム 備考主務大臣
当省

（JISC事務局）
当省

（各課総括）
当省

（審査班）
当省

（調査会班）
翻訳事業者日本規格協会

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携 JISCホームページ

④-2専門委員会審議

⑤

・原案に修正の必要性が生じた
場合は、原案作成団体及び当省
担当と調整の上、修正を行う。

・専門委員会の開催頻度は案件
によるため、不定期。

随時

部会又は専門委員会で議決さ
れ、かつ意見受付公告が公示前
に終了する予定の案件（e-JISC
上の処理の完了を含む）につい
て、審査班にて答申の手続きを
行う。この手続きが完了する
と、JIS担当者及び主務大臣に
対して、e-JISCから答申施行完
了通知メールが配信され、答申
施行文書、調査審議報告書及び
JIS案がダウンロード可能とな
る。

第11条・第12条は専門委
員会審議となる。
専門委員会では、調査審議
報告書、名簿、原案を使
用。

答申 月次
JIS原案の答申原稿作成

審議資料ダウンロード 審議資料

議事要旨 審議資料

審議（対面or書面）

審議会資料作成

日本産業標準調査会

議事要旨、議事録、配布資料

審議承認

専門委員会議決処理

承認連絡

JISC審議画面

答申すべき案件の特定依頼

依頼受領、確認

了承

調査審議報告

書

名簿 原案

議事録

答申原稿化指示

答申案件の答申資料準備

資料アップロード依頼

資料アップロード

専門委員会

審議基本情報の入力

【月次で実施】

依頼の受領

審議詳細情報画面

審議詳細情報画面

【専門委員会議決済み案件】

答申原稿アップロード

答申原稿化指示者への完了報告

答申原稿化完了報告受領

答申原稿化完了報告受領

制定等中JIS原案表示[制定・
改正]画面

【部会議決済み案件】

【専門委員会議決済み案件】
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別添3-4.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ3_申出から官報公示）

フェーズ3 申出から官報公示

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

原案作成団体 国民 システム 備考主務大臣
当省

（JISC事務局）
当省

（各課総括）
当省

（審査班）
当省

（調査会班）
翻訳事業者日本規格協会

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携 JISCホームページ

⑥ 公示 月次
調査会班は決裁が完了し審査
完了日が入力済みの案件につ
いて毎月期限を切って官報公
示の起案・決裁を行い、JSA
に対して規格票の確認を依頼
する。併せて官報公示日にe-
JISCでJISの公開手続きを行
う。

答申文書（案）の作成

公示予定日の決定、登録

規格票の確認依頼

規格票の確認依頼受領

答申決裁画面

JIS公開画面

JIS公開

（公示日入力、JISCホームペー

ジ公開）

JISCホームページ

官報公示

公示予定日入力画面

【公示の都度】【公示の都度】

公示予定日の決定、登録

【他省専管・共管の場合】

【経済産業省専管の場合】

官報原稿ダウンロード画面

答申起案画面

答申施行画面

公示・対象JIS選択画面

答申文書到達

（システムから取得）

答申起案準備画面

答申決裁

答申一覧ダウンロード、

答申文書（施行文）の作成

規格票

（閲覧のみ）

答申文書(案)
調査審議報

告書・別紙

JIS原案

答申一覧

施行文等.zip

・答申施行文

・答申一覧

・調査審議報告書・別紙

・JIS原案

答申文書（案）アップロード

答申起案

答申文書

（施行文）

答申文書（施行文）アップロー

ド、答申施行

官報原稿.zip

・官報原稿

・答申施行文

・答申一覧

・調査審議報告書・別紙

・JIS原案

官報公示の起案、決裁
官報公示の起案、決裁
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別添3-5.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ4_JIS制定後（最終公示から5年後））

①

② 公示年度の実施項目 随時

フェーズ4 JIS制定後（最終公示から5年後）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

原案作成団体 システム 備考

公示前年度の実施項目 年次
翌年度に見直し期限を迎える
JISについて、原案作成団体に
対して改正、確認又は廃止の
いずれかを選択する調査を実
施し、その結果に基づき翌年
度の「審議予定一覧」案を作
成し、審査班に提出する。

当省
（JIS担当者）

当省
（各課総括）

当省
（日本産業標準調査会）

当省
（審査班）

当省
（調査会班）

運用事業者日本規格協会

改正、確認又は廃止の手続き
を行う。

②-1　改正
制定同様、フェーズ1~3に
従う。

引用規格及び関連する国際規格

の調査

改正、確認、廃止の

調査実施又は調査表の送付

回答受領、

審議予定一覧案の作成、登録

審議予定一覧了承

審議予定一覧の部会資料作成

審議予定一覧の確認依頼

フェーズ1

①e-JISC事前登録へ

規格情報ダウンロード画面

審議予定一覧案の入力、提出

関係者との意見交換

確認依頼受領

審議予定一覧を審議議決

・確認、改正等

・理由

審議予定一覧了承

・確認、改正等

・理由

審議予定一覧アップロード

・確認、改正等

・理由

審議予定一覧確認審議予定一覧確認

審議予定一覧のフィードバック

受領

議事要旨送付

議事要旨

議事要旨受領

調査表の送付

調査表の受領

審議予定一覧の内容の

フィードバックを送付

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携 JISCホームページ
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別添3-5.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ4_JIS制定後（最終公示から5年後））

フェーズ4 JIS制定後（最終公示から5年後）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

原案作成団体 システム 備考当省
（JIS担当者）

当省
（各課総括）

当省
（日本産業標準調査会）

当省
（審査班）

当省
（調査会班）

運用事業者日本規格協会

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携 JISCホームページ

②-2　確認

JSAが作成した廃止理由を
もとにJISCホームページ上
で廃止の事前意見受付公告
を実施する。

・事前の意見受付公告は60日間
以上の公開が必要。

年次

②-3　廃止 年次

審議予定一覧に基づき、JIS
担当者が確認して差し支え
ないと判断したJISについて
審査班で全JIS の一括付
議・施行を行う。当省管轄
のJISは毎年10月20日まで
に、他省管轄のJISは毎年
10月25日までに確認処理を
行う。

一括付議・施行

事前意見受付公告

廃止の原案登録

付議・施行

フェーズ3

④-2へ

廃止事前公告ダウンロード/

公開画面

部会資料作成

フェーズ3

④部会審議へ

JIS廃止に関する事前公告

申出前チェックの確認依頼

【12条の場合】

廃止申出 原案登録[廃止]

廃止の原案登録

【11条の場合】

申出前チェックの確認

受理

フェーズ3

④-2へ

付議・施行画面

了承

受理通知作成画面

廃止の審議予定入力

審議予定一覧了承

部会資料作成

部会審議

議決処理 審議予定一覧確認

【専門委員会の開催に合わせ、随時】

【改正等の申出に合わせ、随時】

【確認の場合】
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別添3-6.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ1_事前調査段階 （認定機関案件））

①

フェーズ1 事前調査段階（認定機関案件）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

認定機関
当省

（各課総括）
当省

（審査班）
システム 備考

事前調査 随時
事前調査書を基に、JIS担当者
は認定機関へヒアリングを行
う。

当省
（JIS担当者）

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携 JISCホームページ

事前調査票の受領、確認

採否の決定

ヒアリング回答

事前調査表の作成、送付

事前調査表

事前調査票の受領、確認

事前調査票の受領、確認

ヒアリング実施

事前調査票の配布

事前調査表

事前調査票の配布

事前調査表
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別添3-6.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ1_事前調査段階 （認定機関案件））

フェーズ1 事前調査段階（認定機関案件）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

認定機関
当省

（各課総括）
当省

（審査班）
システム 備考

当省
（JIS担当者）

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携 JISCホームページ

② 審議予定一覧作成 随時 日本産業標準調査会の開催は必
須ではなく、報告のみでよい。事前調査が終了し、JIS担当者

にて採用と判断されたJISにつ
いて、認定機関にてe-JISCに
審議予定一覧が入力される。
JIS担当者が審議予定一覧に了
承したのち、審査班にて報告
資料の作成と作業計画及び作
成状況の公表が行われる。

審議予定一覧の入力 審議予定一覧作成

審議予定一覧了承了承

部会報告

審議予定一覧確認

部会資料 作業予定一覧の報告資料の

作成、確認依頼

審議予定一覧確認

作業計画ダウンロード/公開

作業計画・作成状況の公開

作成予定一覧の

報告資料

公表

作成計画
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別添3-7.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ2_原案作成から申出 （認定機関案件））

①

②

③

意見受付公告 ・廃止する場合は、このタイミ
ングで認定機関のホームページ
で意見受付を行う。

フェーズ2 原案作成から申出（認定機関案件）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

認定機関
（産業標準作成委員会）

当省
（JIS担当者）

システム 備考

原案作成及び様式調整 随時
JIS案の作成及び審議は認定機
関にて行われる。認定機関及
びJIS担当者は産業標準作成委
員会に出席する。

意見受付公告は、認定機関の
ホームページ上で行う。JISC
ホームページには認定機関
ホームページのリンクを貼
る。

申出前確認 随時
「JIS原案」、「作成経過報告
書」「その他申出書類（意見
受付公告原稿、委員名簿、特
許声明書を含む）」をJIS担当
者にて申出前チェックをす
る。

・著作権については、申出者等
が著作権を保持することを希望
するか、主務大臣に譲渡するか
等をe-JISC上で提出。

原案作成

申出前確認

承認

原案登録

申出前確認依頼
JIS原案等

JIS原案等

産業標準作成委員会の実施

様式調整

申出

意見受付公告

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携
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別添3-8.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ3_申出から官報公示 （認定機関案件））

①

②

備考

フェーズ3 申出から官報公示（認定機関案件）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

認定機関 日本規格協会
当省

（JIS担当者）
当省

（各課総括）
当省

（審査班）
当省

（調査会班）
システム

受理 随時 ・主務大臣としてする際、職権
修正が可能。この場合、e-JISC
上の原本修正は、JSAに指示。

JIS担当者は、申出リストへ
の掲載事項、e-JISCの申出内
容を確認し、不備がなければ
受理する。

審査起案 随時 ・現時点、他省専管・共管の認
定機関案件なしのため割愛す
る。

JIS担当者は、産業標準の案
の制定等の必要性可否につい
て、審査を行い、文書管理シ
ステムを用いて申出後原則2
週間以内に起案決裁を行う。
審査班は、受理後に審議予定
一覧の割当及び制定の場合の
規格番号入力を行い、起案回
付時に形式チェックを行う。
決裁が終了したら、JIS担当
者はe-JISCに審査完了日を入
力する。

原案登録

受理通知作成画面

JIS原案内容表示画面

JIS受理通知送信画面

申出確認

受理通知作成

受理通知送信

JIS原案等

割当 審議予定一覧割当実行

受理通知受領

申出リスト送付

申出リスト

申出リスト受領

【月末】

起案・決裁

形式チェック

審査完了日入力

審査 産業標準原

案作成経過

報告書等

最終決裁（基準認証政策課）

審査完了日入力

決裁

受理通知受領

公示対象リストの作成

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携 JISCホームページ
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別添3-8.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ3_申出から官報公示 （認定機関案件））

備考

フェーズ3 申出から官報公示（認定機関案件）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

認定機関 日本規格協会
当省

（JIS担当者）
当省

（各課総括）
当省

（審査班）
当省

（調査会班）
システム

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携 JISCホームページ

③ 公示 月次
調査会班は決裁が完了し審査
完了日が入力済みの案件につ
いて毎月期限を切って官報公
示の起案・決裁を行い、日本
規格協会に対して規格票の確
認を依頼する。併せて官報公
示日にe-JISCでJISの公開手
続きを行う。

官報公示の起案、決裁

規格票の確認依頼

JIS公開

（公示日入力、JISCホーム

ページ公開）

官報公示

官報原稿ダウンロード画面

官報原稿.zip

・官報原稿

・答申施行文

・答申一覧

・調査審議報告書・別紙

・JIS原案
規格票の確認依頼受領

【公示の都度】

JIS公開画面

JISCホームページ
規格票

(閲覧のみ)

公示予定日の決定、登録 公示予定日入力画面

【公示の都度】
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別添3-9.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ4_JIS制定後 （最終公示から5年後/認定機関案件））

①

② 公示年度の実施項目
②-1　確認

フェーズ4
JIS制定後

（最終公示から5年後/認定機関案件）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

認定機関 備考

公示前年度の実施項目 年次
翌年度に見直し期限を迎える
JISについて、改正、確認又は
廃止のいずれかとするか調査
する。JIS担当者は調査結果に
基づき、申出前チェックを行
う。

・毎年12月頃申出前確認。

・毎年2月頃、産業標準作成委員
会を実施。

当省
（各課総括）

当省
（日本産業標準調査会）

当省
（審査班）

当省
（調査会班）

運用事業者 システム
当省

（JIS担当者）

年次

審議予定一覧に基づき、JIS担
当者が確認して差し支えない
と判断したJISについて審査班
で全JIS の一括付議・施行を
行う。当省管轄のJISは毎年
10月20日までに、他省管轄の
JISは毎年10月25日までに確
認処理を行う。

改正、確認又は廃止の調査

申出前チェック

申出前チェックの指摘の

反映

起案・決裁

審査完了日入力

規格情報ダウンロード画面

産業標準作成委員会

部会に報告

・確認、改正等

審議予定一覧（見直し）の申出

了承

「確認」申出画面

審議予定一覧了承

部会への報告資料

[JIS（見直し対象）の公示予定一覧]

作成、提供

受領

報告受領

審査完了日入力

審議予定一覧確認審議予定一覧確認

確認審査準備

形式チェック

確認審査準備・対象JIS原案選択

連絡

最終決裁（基準認証政策課）

フェーズ３

③官報公示起案へ

受理

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携
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別添3-9.JIS等の策定に関する業務フロー（フェーズ4_JIS制定後 （最終公示から5年後/認定機関案件））

フェーズ4
JIS制定後

（最終公示から5年後/認定機関案件）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

認定機関 備考
当省

（各課総括）
当省

（日本産業標準調査会）
当省

（審査班）
当省

（調査会班）
運用事業者 システム

当省
（JIS担当者）

業務連携 JIS等の策定に関するシステム

システムとの連携

③ 改正又は廃止 随時

制定同様、フェーズ1~3に
従う。

改正又は廃止の手続きを行
う。

③-1　改正
制定同様、フェーズ1~3に
従う。

③-2　廃止 年次 フェーズ1へ

フェーズ1へ
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別添4.JISマーク制度に係る業務概要

No. 業務名称 メニュー名 業務内容 備考

・検索
認証番号、認証年月日、認証取得者名称、JIS番号等を組み合わせて対応する認
証取得者を検索する。

・一覧
検索条件に該当する認証取得者を一覧表示する。
ここで認証取得者名称を選択することで入力項目の詳細を確認する。

・詳細表示
該当する認証取得者の全ての入力事項を参照する。

・外部出力
検索条件に該当する認証取得者の入力事項をMicrosoft Excel形式（Microsoft
Accessで読み込み可能な形式）及びCSVファイル形式で出力する。

当省管理者は全認証取得者について参照可能とする。
地方経済産業局は当省が担当している認証取得者の参照を可能とする。
他省庁は担当している認証取得者の参照を可能とする。
登録認証機関ユーザは自社認証取得者のみとする。

・編集
認証取得者の入力事項に変更が発生した場合に編集を行う。

・一時停止・解除履歴の入力
認証取得者の一時停止状況に合わせ、一時停止・解除履歴（JIS番号、事業の
別、種類または等級、開始日付、解除日付、一時停止・解除理由）を入力する。

・報告
認証取得者情報の入力事項のうち特定の項目の変更を行った場合は報告を行う。

・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）

当省管理者は全認証取得者について参照可能とする。
地方経済産業局は当省が担当している認証取得者の参照を可能とする。
他省庁は担当している認証取得者の参照を可能とする。
登録認証機関ユーザは自社認証取得者のみとする。

・HP公開
登録された認証取得者情報の一部をJISCホームページに公開する。

バッチ処理（毎日）と手動で公開ができるようにする。

2

認証取得者 認証取得者新規認証 ・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）

・検索
登録年、JIS番号、所管組織、分野記号を組み合わせて対応する登録認証機関の
検索を行う。

・一覧
検索条件に該当する登録認証機関を一覧表示する。
ここで登録番号を選択することで入力項目の詳細を確認する。

・詳細表示
該当する登録認証機関の全ての入力事項を参照する。

・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）

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。

・編集
登録認証機関の新規登録後、以下の項目の編集を行う。
有効期限開始日、HP準備完了/公開作業中の別、備考、鉱工業品等の区分
（No.、分野記号、区域、区域その他、国内・外国の別、事業の別、有効期限、
ステータス、規格番号）、事務所（名称、郵便番号、都道府県、住所）、みなし
試験所（名称、〒番号、都道府県、住所、試験方法区分）
また、登録認証機関の入力事項に変更が発生した場合に編集を行う。

・登録・登録更新審査記録
登録・登録更新審査記録について、以下の項目の登録を行う。
審査種別、申請年月日、判定委員会情報、備考、事務所審査情報、工場審査情
報、試験所審査情報

・立入検査記録登録
立入検査記録について、以下の項目の登録を行う。
検査年月日、検査ステータス（指摘無し、適合命令、改善命令、一部停止、停
止）、特記事項

当省管理者は全登録認証機関について編集可能とする。
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編集可能とする。

・HP公開
登録された登録認証機関情報の一部をJISCホームページに公開を行う。

手動で行う。
実行できるのは当省管理者のみとする。

4

登録認証機関 登録認証機関登録 ・新規登録
新規の登録認証機関の以下の項目の登録を行う。
登録番号、略号、登録年月日、機関名称（日本語・英語）、機関略称（日本語・
英語）、法人番号、代表者名、郵便番号、住所（日本語・英語）、電話番号（国
内・海外）、FAX番号（国内・海外）、メールアドレス、担当者、URL、特記事
項、履歴情報（更新年月日、所管組織、変更理由）

認証取得者検索・修正認証取得者

1

登録認証機関検索・修正登録認証機関

3
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別添4.JISマーク制度に係る業務概要

No. 業務名称 メニュー名 業務内容 備考

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。

6
登録認証機関 所管組織変更メンテナンス ・所管組織変更

登録認証機関の所管組織の変更を行う。
実行できるのは当省管理者のみとする。

7

報告情報 認証取得者報告検索画面 ・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。

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。
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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に、
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。

登録認証機関業務

⑦登録認証機関からの届出等

②審査の準備

③審査

⑤決定

④判定

⑥登録証の発行

⑦登録認証機関からの
届出等

①登録又は登録更新申請書
の提出、確認及び受理

登録認証機関からの
変更届出等

登録証再交付

登録認証機関から
の届出

届出等確認
及び受理

認証機関情報の
入力及び公表

認証取得者に関する情報

登録認証機関から
の報告

届出等の確認
及び受理

認証取得者情報
の公表

登録認証機関
による審査情
報入力

経済産業局に
よる立入検査
情報入力
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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））

①

②

登録又は登録更新申請書の提出、
確認及び受理

随時 ・申請受理手続き後、登録申
請書の記載事項又は添付書類
に変更があった場合、担当者
は登録申請書訂正願を提出す
る。

品質管理者は登録申請者から登
録申請打診があった場合、JISの
最新版の閲覧方法又は入手方法
を提供する。併せて、登録制度
に関する説明資料をJISCホーム
ページ等に公表し、定期的に見
直す。

審査の準備 随時 ・認証企画室が鉱工業品もし
くはその加工技術又は電磁的
記録に係る登録手続きを行う
場合、原則、機構職員が調査
を行う。

審査チームは原則として2名以上
の審査員で構成する。機構に調
査させる必要がある場合には、
決裁後、調査資料及び必要な書
類を機構に簡易書留等追跡可能
な方法で送付する。担当者は申
請書類一式及びその他関係文書
を識別可能な状態で保管する。

備考

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）

処理
時期

登録認証機関の
登録申請者

当省
（認証企画室又は地方経済

産業局担当課）

当省
（トップマネジメント）

当省
（チームリーダー）

審査チーム（NITE含む） 判定委員会委員 システム

登録申請

申請受理

確認

審査・検査進捗管理表に必要事

項の記入

通知書作成、送付

審査員、チームリーダーを指名

氏名及び所属の通知書受領

氏名及び所属の

通知書

審査計画書の準備 審査計画書

審査計画書の作成、送付

審査計画書の保管

業務連携 JISマーク制度に係るシステム

システム連携 JISCホームページ

審査計画書の受領

指名書作成 審査員、チーム

リーダー

審査計画書の受領
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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））

備考

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）

処理
時期

登録認証機関の
登録申請者

当省
（認証企画室又は地方経済

産業局担当課）

当省
（トップマネジメント）

当省
（チームリーダー）

審査チーム（NITE含む） 判定委員会委員 システム

業務連携 JISマーク制度に係るシステム

システム連携 JISCホームページ

③ 審査 随時
審査・検査手順の参考として、
「NJI-IN-14審査・検査手順
書」を用いる。審査チームは現
地審査前までに登録申請者の提
出書類及びその他関連文書を審
査する。審査チームが審査の過
程で登録申請者に追加の書類等
を提出させた場合、審査チーム
はその情報を担当者に送付す
る。認証企画室は、判定委員会
の開催方法（対面審議、Web審
議、書面審議）を決定し、担当
者に通知する。

提出書類及び関連文書の審査

追加書類等の提出依頼

依頼受領

追加書類等の受領

現地審査の日程調整

現地審査の日程確定

現地審査通知書作成、送付 現地審査通知書

現地審査通知書受領

現地審査（工場等審査への立ち合い等を含む）

最終会合で指摘事項を作成 指摘事項確認書

審査報告書の作成、送付 審査報告書
指摘事項受領
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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））

備考

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）

処理
時期

登録認証機関の
登録申請者

当省
（認証企画室又は地方経済

産業局担当課）

当省
（トップマネジメント）

当省
（チームリーダー）

審査チーム（NITE含む） 判定委員会委員 システム

業務連携 JISマーク制度に係るシステム

システム連携 JISCホームページ

【（）内のフローは廃止予定】

・申請者が期間内に是正予定
（計画）を提出した場合、審
査報告書の送付日から90日以
内に処置結果を含む是正結果
報告書を提出させる。

審査報告書の受領、確認

必要に応じて協議

審査報告書の確認

了承

審査報告書の保存、写しの

送付

審査報告書受領

審査報告書の

写し

受領確認書受領

【指摘事項がない場合】

受領確認書

【指摘事項がある場合】

是正結果報告書等の作成、

送付

30日以内

是正結果報告書等の受領、

展開

是正結果報告書

懸念事項回答書

是正結果報告書等の受領
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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））

備考

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）

処理
時期

登録認証機関の
登録申請者

当省
（認証企画室又は地方経済

産業局担当課）

当省
（トップマネジメント）

当省
（チームリーダー）

審査チーム（NITE含む） 判定委員会委員 システム

業務連携 JISマーク制度に係るシステム

システム連携 JISCホームページ

④
対面審議の場合、判定委員に資
料を提出し、審議を行う。

判定（対面審議） 随時

質問、是正証拠の請求

回答、是正証拠の提出

回答、是正証拠の受領

是正等完了又は未完了の連絡

判定委員会報告書(紙)

の作成 判定委員会報告書

判定委員会開催方法決定

資料の提出 判定委員会報告

書

審査報告書に対

する登録申請者

意見

技能結果試験を

含むその他関連

資料

【意見の調整が

できなかった場合】【該当する場合】

資料の受領
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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））

備考

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）

処理
時期

登録認証機関の
登録申請者

当省
（認証企画室又は地方経済

産業局担当課）

当省
（トップマネジメント）

当省
（チームリーダー）

審査チーム（NITE含む） 判定委員会委員 システム

業務連携 JISマーク制度に係るシステム

システム連携 JISCホームページ

⑤

⑥

⑦ 登録認証機関からの届出等

担当者は決裁後、登録申請者に
登録証又は不登録の通知を送付
する。通知の写しは関連書類と
ともに保管する。

随時
登録認証機関からの届出等を受
理し、登録認証機関による審査
情報入力、経済産業局による立
入検査情報入力、認証機関情報
の入力及び公表を行う。

決定 随時
判定委員会からの勧告に基づき
起案、決裁する。

登録証の発行 随時

審議、勧告

起案、決裁

登録証又は不登録の通

知送付

登録証又は不登録の

通知

登録証又は不登録の通知

受領

登録認証機関情報の登

録、ホームページ公開
登録認証機関登録画面

登録認証機関一覧

登録認証機関からの報告

(認証取得者に関する報

告)

届出等の確認及び受理

【登録証の再交付が必要な場合】

【業務システムの更新のみ必要な場合】

認証取得者届出画面
【省令第22条第1項、第2項、第5項の届出を業務システムで行う場合】

JISマーク認証取得者一覧

登録認証機関からの届出

(登録認証機関に関する

こと)

認証取得者情報詳細画面

認証機関情報の入力及び

公表
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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））

備考

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）

処理
時期

登録認証機関の
登録申請者

当省
（認証企画室又は地方経済

産業局担当課）

当省
（トップマネジメント）

当省
（チームリーダー）

審査チーム（NITE含む） 判定委員会委員 システム

業務連携 JISマーク制度に係るシステム

システム連携 JISCホームページ

・認証取得者の立入検査は経
済産業局が計画に基づき実施
する。

・登録認証機関による認証取
得者の審査は少なくとも3年
に1回の定期審査、JIS改正に
よる臨時審査等がある。

起案、決裁

登録証再交付 登録証

認証機関情報の入力及び

公表

登録証受領
登録認証機関情報詳細画面

登録認証機関一覧

認証取得者の立入検査

立入検査情報入力

認証取得者の審査

審査情報入力

認証取得者情報詳細画面

認証取得者情報詳細画面

【経済産業局の計画に基づき随時】

【定期審査や臨時審査等の都度随時】
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別添5-3.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Web審議又は書面審議の場合））

①

②

備考

区分
登録認証機関業務

（判定委員会がWeb審議又は書面審議の場
合）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

登録認証機関の
登録申請者

当省
（認証企画室又は地方経済

産業局担当課）

当省
（トップマネジメント）

当省
（チームリーダー）

審査チーム（NITE含む） 判定委員会委員 システム

登録又は登録更新申請書の提出、
確認及び受理

随時 ・申請受理手続き後、登録申
請書の記載事項又は添付書類
に変更があった場合、担当者
は登録申請書訂正願を提出す
る。

品質管理者は登録申請者から登
録申請打診があった場合、JISの
最新版の閲覧方法又は入手方法
を提供する。併せて、登録制度
に関する説明資料をJISCホーム
ページ等に公表し、定期的に見
直す。

審査の準備 随時 ・認証企画室が鉱工業品もし
くはその加工技術又は電磁的
記録に係る登録手続きを行う
場合、原則、機構職員が調査
を行う。

審査チームは原則として2名以上
の審査員で構成する。機構に調
査させる必要がある場合には、
決裁後、調査資料及び必要な書
類を機構に簡易書留等追跡可能
な方法で送付する。担当者は申
請書類一式及びその他関係文書
を識別可能な状態で保管する。

登録申請

申請受理

確認

審査・検査進捗管理表に必要事

項の記入

通知書作成、送付

審査員、チームリーダーを指名

氏名及び所属の通知書受領

氏名及び所属の

通知書

審査計画書の準備 審査計画書

審査計画書の作成、送付

審査計画書の保管審査計画書の受領

指名書作成 審査員、チーム

リーダー

審査計画書の受領

業務連携 JISマーク制度に係るシステム

システム連携 JISCホームページ
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別添5-3.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Web審議又は書面審議の場合））

備考

区分
登録認証機関業務

（判定委員会がWeb審議又は書面審議の場
合）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

登録認証機関の
登録申請者

当省
（認証企画室又は地方経済

産業局担当課）

当省
（トップマネジメント）

当省
（チームリーダー）

審査チーム（NITE含む） 判定委員会委員 システム

業務連携 JISマーク制度に係るシステム

システム連携 JISCホームページ

③ 審査 随時
審査・検査手順の参考として、
「NJI-IN-14審査・検査手順
書」を用いる。審査チームは現
地審査前までに登録申請者の提
出書類及びその他関連文書を審
査する。審査チームが審査の過
程で登録申請者に追加の書類等
を提出させた場合、審査チーム
はその情報を担当者に送付す
る。認証企画室は、判定委員会
の開催方法（対面審議、Web審
議、書面審議）を決定し、担当
者に通知する。

提出書類及び関連文書の審査

追加書類等の提出依頼

依頼受領

追加書類等の受領

現地審査の日程調整

現地審査の日程確定

現地審査通知書作成、送付 現地審査通知

書

現地審査通知書受領

現地審査（工場等審査への立ち合い等を含む）

最終会合で指摘事項を作成
指摘事項確認

書

審査報告書の受領、確認

審査報告書の作成、送付

審査報告書

指摘事項受領
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別添5-3.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Web審議又は書面審議の場合））

備考

区分
登録認証機関業務

（判定委員会がWeb審議又は書面審議の場
合）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

登録認証機関の
登録申請者

当省
（認証企画室又は地方経済

産業局担当課）

当省
（トップマネジメント）

当省
（チームリーダー）

審査チーム（NITE含む） 判定委員会委員 システム

業務連携 JISマーク制度に係るシステム

システム連携 JISCホームページ

【（）内のフローは廃止予定】

・申請者が期間内に是正予定
（計画）を提出した場合、審
査報告書の送付日から90日以
内に処置結果を含む是正結果
報告書を提出させる。

必要に応じて協議

審査報告書の確認

了承

審査報告書受領

受領確認書受領

【指摘事項がない場合】

受領確認書

【指摘事項がある場合】

是正結果報告書等の作

成、送付

30日以内

是正結果報告書等の受領、

展開

是正結果報告書

懸念事項回答書

是正結果報告書等の受領

質問、是正証拠の請求

審査報告書の保存、写しの

送付

審査報告書の

写し
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別添5-3.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Web審議又は書面審議の場合））

備考

区分
登録認証機関業務

（判定委員会がWeb審議又は書面審議の場
合）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

登録認証機関の
登録申請者

当省
（認証企画室又は地方経済

産業局担当課）

当省
（トップマネジメント）

当省
（チームリーダー）

審査チーム（NITE含む） 判定委員会委員 システム

業務連携 JISマーク制度に係るシステム

システム連携 JISCホームページ

④
Web審議又は書面審議で実施
する場合、実施する判定委員
会の情報をシステムに登録
し、登録した判定委員会の判
定会議資料の作成及びアップ
ロードを行う。判定委員会委
員は、判定を実施後、システ
ムに委員自身の判定結果を登
録する。

随時判定（Web審議又は書面審議）

回答、是正証拠の提出

回答、是正証拠の受領

是正等完了又は未完了の連絡

【意見の調整が

できなかった場合】【該当する場合】

ログインの実行

判定委員会の登録～確認ま

での処理を実行

ログイン

判定委員会の登録

※管理者のみ可能

ログイン

システム上での判定委員

会報告書の作成

判定委員会開催方法決定

判定委員会報告書をシステ

ムに登録

判定委員会報告

書

審査報告書に対

する登録申請者

意見

技能結果試験を

含むその他関連

資料

その他ファイルのアップ

ロード

その他ファイルをシステム

に登録
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別添5-3.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Web審議又は書面審議の場合））

備考

区分
登録認証機関業務

（判定委員会がWeb審議又は書面審議の場
合）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

登録認証機関の
登録申請者

当省
（認証企画室又は地方経済

産業局担当課）

当省
（トップマネジメント）

当省
（チームリーダー）

審査チーム（NITE含む） 判定委員会委員 システム

業務連携 JISマーク制度に係るシステム

システム連携 JISCホームページ

⑤

⑥

⑦ 登録認証機関からの届出等

決定 随時
判定委員会からの勧告に基づき
起案、決裁する。

登録証の発行 随時
担当者は決裁後、登録申請者に
登録証又は不登録の通知を送付
する。通知の写しは関連書類と
ともに保管する。

随時
登録認証機関からの届出等を受
理し、登録認証機関による審査
情報入力、経済産業局による立
入検査情報入力、認証機関情報
の入力及び公表を行う。

書面審議又はWeb審議

起案、決裁

登録証又は不登録の通

知送付

登録証又は不登録の

通知

登録証又は不登録の通知

受領

登録認証機関情報の登

録、ホームページ公開
登録認証機関登録画面

登録認証機関一覧

登録認証機関からの報告

(認証取得者に関する報

告)

届出等の確認及び受理 JISマーク認証取得者一覧

登録認証機関からの届出

(登録認証機関に関する

こと)

認証取得者情報詳細画面

ログインの実施

判定委員会検索結果の表示

対象となる判定委員会の

検索

判定委員会資料の閲覧

書面審議又はWeb審議の

委員別判定結果の登録

委員別判定結果の更新
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別添5-3.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Web審議又は書面審議の場合））

備考

区分
登録認証機関業務

（判定委員会がWeb審議又は書面審議の場
合）

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

登録認証機関の
登録申請者

当省
（認証企画室又は地方経済

産業局担当課）

当省
（トップマネジメント）

当省
（チームリーダー）

審査チーム（NITE含む） 判定委員会委員 システム

業務連携 JISマーク制度に係るシステム

システム連携 JISCホームページ

・認証取得者の立入検査は経
済産業局が計画に基づき実施
する。

・登録認証機関による認証取
得者の審査は少なくとも3年
に1回の定期審査、JIS改正に
よる臨時審査等がある。

起案、決裁

登録証再交付 登録証

認証機関情報の入力及び

公表

【登録証の再交付が必要な場合】

登録証受領

【業務システムの更新のみ必要な場合】

登録認証機関情報詳細画面

登録認証機関一覧

認証取得者届出画面
【省令第22条第1項、第2項、第5項の届出を業務システムで行う場合】

認証機関情報の入力及び

公表

認証取得者の立入検査

立入検査情報入力

認証取得者の審査

審査情報入力

認証取得者情報詳細画面

認証取得者情報詳細画面

【経済産業局の計画に基づき随時】

【定期審査や臨時審査等の都度随時】
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別添6-1.JISCホームページに関する業務フロー（JIS等の策定に関する情報）

①
一般利用者からのJISCホーム
ページに対して、意見の登録を
行う。意見の登録完了後、当省
審査担当及び担当官に対してe-
JISCからメールで通知を行う。

区分

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

JIS等の策定に関する情報

一般利用者 システム 備考

意見受付公告 随時

業務連携

システム連携

JISCホームページ

意見受付原案検索
意見受付公告（JIS）

規格情報画面の表示

JIS原案閲覧
JIS原案のPDFファイル

表示

意見の新規登録
意見受付公告（JIS）

（入力画面～完了画面）の表示
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別添6-1.JISCホームページに関する業務フロー（JIS等の策定に関する情報）

区分

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

JIS等の策定に関する情報

一般利用者 システム 備考

業務連携

システム連携

JISCホームページ

② 随時JIS・TS/TRデータベース
一般利用者がJIS・TS/TR及び
JIS廃止規格の検索を行い、詳細
情報を閲覧する。各詳細画面に
表示されるPDFファイルを閲覧
するには、ログインを行う必要
がある。

JIS・TS/TR及びJIS廃止規格の

検索

JIS規格詳細画面、又は

TS/TRの詳細画面の表示

ログイン 規格閲覧者ログイン画面の表示

JIS・TS/TRのPDFファイル

表示

JIS・TS/TRのPDFファイル

閲覧
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別添6-1.JISCホームページに関する業務フロー（JIS等の策定に関する情報）

区分

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

JIS等の策定に関する情報

一般利用者 システム 備考

業務連携

システム連携

JISCホームページ

③ JISC資料等のダウンロード 随時
一般利用者がJISC資料（議事要
旨、議事録及び配布資料）のダ
ウンロードを行う。

会議配布画面の表示JISC資料の確認

ダウンロード対象の資料の選択 JISC資料等のダウンロード

JISC資料等の閲覧 JISC資料等の表示
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別添6-2.JISCホームページに関する業務フロー（JISマーク制度に係る情報）

①

②

区分 JISマーク制度に係る情報

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

一般利用者 備考

登録認証機関一覧の閲覧 随時
登録認証機関の検索を行う。ま
た、登録認証機関の鉱工業区分
等の詳細情報の検索を行う。

システム

登録認証機関事業所一覧の閲覧 随時
登録認証機関一覧画面で選択し
た登録認証機関の事業所一覧を
閲覧する。

登録認証機関の検索 登録認証機関一覧画面を表示

鉱工業区分の検索
鉱工業等の区分詳細画面を

表示

登録認証機関

事業所一覧の閲覧
事業所一覧画面を表示

業務連携

システム連携

JISCホームページ
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別添6-2.JISCホームページに関する業務フロー（JISマーク制度に係る情報）

区分 JISマーク制度に係る情報

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

一般利用者 備考システム

業務連携

システム連携

JISCホームページ

③

④
認証取得者を検索し、認証取得
者一覧画面を閲覧する。認証取
得者一覧画面で選択した認証取
得者の詳細情報を閲覧する。

認証取得者一覧の閲覧 随時
認証取得者を検索し、認証取得
者一覧画面を閲覧する。認証取
得者一覧画面で選択した認証取
得者の詳細情報を閲覧する。

最新ロット認証取得者一覧の閲覧 随時

認証取得者の検索 認証取得者一覧画面を表示

認証取得者詳細情報の閲覧
認証取得者詳細情報画面を

表示

ロット認証取得者の検索 ロット認証一覧画面を表示

ロット認証取得者詳細情報の

閲覧
ロット認証取得者詳細を表示
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別添6-2.JISCホームページに関する業務フロー（JISマーク制度に係る情報）

区分 JISマーク制度に係る情報

作業内容
（アクティビティ）

処理
時期

一般利用者 備考システム

業務連携

システム連携

JISCホームページ

⑤ 随時最新認証取得者一時停止及び失
効一覧の閲覧
一時停止及び認証失効した認証
取得者の一覧を閲覧する。

一時停止・認証失効した認証取

得者の検索

一時停止・認証失効一覧を

表示
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別添7.JISCホームページ機能一覧

Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4

1 0 0 0 共通

1 1 0 0
ログイン管理機能 ユーザがJIS規格等を閲覧する際に必要なログイン管理を行

う。

1 1 1 0
ログイン機能 ユーザは、JIS規格詳細表示画面等よりログインページに遷

移し登録・ログインする。

1 1 1 1
利用者情報入力機能 閲覧者は、利用規約を確認した上で、利用者情報の登録を

実施する。

1 1 1 2
パスワード変更機能 閲覧者は、初期登録時及び必要に応じてパスワードを変更

する。

1 1 1 3
ユーザID通知機能 発行したユーザID及び仮パスワードをメールで通知する。

1 1 1 4

セッション管理機能 ログインを行ったユーザに対して、一定時間操作をしな
かった場合、強制的にログアウトさせる等のセッション管
理を行う。

1 1 2 0
退会機能 ユーザが必要に応じて退会できる。

1 1 2 1
退会機能 ユーザは、JIS規格詳細表示画面より、必要に応じて退会を

行うことができる。

1 2 0 0

PDF変換/閲覧機能 JISCホームページ上で公開する一部のPDFファイル（JIS
規格、JIS原案（意見受付公告）、TS/TR等）について、
PDF変換/閲覧ができる。

1 2 1 0

PDF変換機能 JISCホームページ上で公開する一部のPDFファイル（JIS
規格、JIS原案（意見受付公告）、TS/TR等）について、
WordファイルをPDFファイルに変換する。

1 2 1 1
PDF変換機能 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。

1 2 2 0

PDF閲覧機能 JISCホームページ上で公開する一部のPDFファイル（JIS
規格、JIS原案（意見受付公告）、TS/TR等）について、閲
覧制限を設ける。

1 2 2 1

著作権保護機能 公開するPDFファイルは、以下の保護を付与する。
・ダウンロード不可（Webブラウザ上のみ閲覧可）
・コピー/印刷等の禁止
・画面キャプチャ不可

1 2 2 2
音声読み上げ機能 公開するPDFファイルは、音声読み上げを可能とする。

1 2 2 3

ウォーターマーク機能 PDFファイルを閲覧した際に、PDFファイルにウォーター
マーク（透かしでID等の登録情報が斜めに表示される）を
表示する。

1 2 3 0
集計機能 JISCホームページの利用状況を集計する。

1 2 3 1
閲覧状況集計機能 登録者数、閲覧者数及び閲覧されたJIS規格数を集計する。

区分 機能概要
No.

機能名
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別添7.JISCホームページ機能一覧

Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4
区分 機能概要

No.
機能名

1 3 0 0 お問い合わせ機能 専用フォームより、当省への問い合わせを実施する。

1 3 1 0
お問い合わせ機能 専用フォームに入力者の情報及び問い合わせ内容を入力

し、所定の問い合わせ先にメールを送信する。

1 3 1 1

お問い合わせ機能 専用フォームに入力者の情報及び問い合わせ内容を入力
し、所定の問い合わせ先にメールを送信する。
なお、問い合わせ先は、問い合わせフォームで選択したカ
テゴリから決定される（カテゴリ及び送信先のメールアド
レスは、業務用サイトの「お問い合わせ先管理画面」から
設定できる）。

2 0 0 0 JIS等の策定に関する業務

2 1 0 0
JIS・TS/TRデータベース機能 公開済みのJIS及びTS/TRを検索し、JISCホームページ上

で閲覧する。

2 1 1 0

公開済みで廃止されていないJISに対してJIS規格番号、JIS
規格名称又はJIS規格に使用されている単語を指定して検索
し、一覧表示する。規格文書ファイルの閲覧は、ログイン
したユーザに限定して可能とする。

2 1 1 1

JIS規格番号からJIS検索 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）。

2 1 1 2

JIS規格名称からJIS検索 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）。

2 1 1 3

JIS規格に使用されている単語
からJIS検索

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。

2 1 2 0

JIS規格・廃止規格から検索機能 公開済みで廃止されたJISに対して廃止規格番号又は廃止規
格名称を指定して検索し、一覧表示する。
なお、分割先・統合先JIS規格番号の詳細表示は行わない。
廃止後から一年間は規格文書ファイルを公開するが、閲覧
はログインしたユーザに限定して可能とする。

2 1 2 1
廃止規格番号からJIS検索 公開済みで廃止されたJISをJIS規格番号で検索し、一覧表

示する。

2 1 2 2
廃止規格名称からJIS検索 公開済みで廃止されたJISをJIS規格名称で検索し、一覧表

示する。

JIS規格・規格番号・名称・使用単語
から検索機能
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別添7.JISCホームページ機能一覧

Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4
区分 機能概要

No.
機能名

2 1 3 0

強制法規情報検索機能 JIS規格分類・部門を指定して検索し、公開済みで廃止され
ていない、強制法規に引用されているJISを一覧表示する。
一覧表示から対象のJISを選択すると、対象JISが引用され
ている強制法規を一覧表示する。

2 1 3 1
JIS規格分類・部門からJIS検
索

公開済みで廃止されていない、強制法規に引用されている
JISをJIS規格分類・部門で検索し、一覧表示する。

2 1 3 2
JIS規格番号から強制法規リス
ト検索

公開済みで強制法規に引用されているJISを選択し、JISが
引用されている強制法規を一覧表示する。

2 1 4 0

JIS・国際規格の整合性検索機能 公開済みで廃止されていない、対応する国際規格との整合
性を登録しているJISに対してJIS規格番号、又は国際規格
番号・発行年を指定して検索し、一覧表示する。

2 1 4 1

JIS規格番号からJIS整合性情
報リスト検索

公開済みで廃止されていない、対応する国際規格との整合
性を登録しているJISをJIS規格番号で検索し、JIS整合性情
報リスト（対応国際規格番号、国際整合性）を一覧表示す
る。

2 1 4 2

国際規格番号・発行年からJIS
検索

公開済みで廃止されていない、対応する国際規格との整合
性を登録しているJISを国際規格番号・発行年で検索し、一
覧表示する。

2 1 5 0
特許権等の情報機能 公開済みで廃止されていない、特許権等の情報を登録して

いるJISの特許権等の情報を一覧表示する機能である。

2 1 5 1
特許権等の情報表示 公開済みで廃止されていない、特許権等の情報を登録して

いるJISの特許権等の情報を一覧表示する。

2 1 6 0

JIS規格詳細表示機能 公開済みのJISの詳細情報を表示する機能である。
なお、JIS規格文書は、著作権保護を講じた公開とし、海外
からのアクセスはできない。

2 1 6 1

JIS詳細表示 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。

2 1 7 0

公開済みで廃止されていない、又は非公開にされていない
TS/TRに対してTS/TR番号、TS/TR名称を指定して検索
し、一覧表示する。

2 1 7 1
TS/TR番号からTS/TR検索 公開済みで廃止されていない、又は非公開にされていない

TS/TRをTS/TR番号で検索し、一覧表示する。

2 1 7 2
TS/TR名称からTS/TR検索 公開済みで廃止されていない、又は非公開にされていない

TS/TRをTS/TR名称で検索し、一覧表示する。

TS/TR・TS/TR番号・名称から検索機
能
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別添7.JISCホームページ機能一覧

Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4
区分 機能概要

No.
機能名

2 1 8 0

TS/TR詳細表示機能 公開済みで廃止されていない、又は非公開にされていない
TS/TRの詳細情報を表示する。
なお、TS/TR文書は、著作権保護を講じた公開とし、海外
からのアクセスはできない。

2 1 8 1

TS/TR詳細表示 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。

2 2 0 0
意見受付公告（JIS）機能 意見受付公告で公開された JIS原案及び英語情報をJISC

ホームページ上で閲覧し、意見を登録できる。

2 2 1 0
JIS規格意見受付公告機能 意見受付公告で公開されたJIS原案を一覧表示する。

2 2 1 1

意見受付公告リスト表示 意見受付公告で公開中のJIS原案を一覧表示する。
特許権等を含むJIS制定等に関する手続についてファイルを
PDF形式でダウンロード可能とする。

2 2 2 0

意見受付公告規格詳細情報機能 意見受付公告で公開されたJIS原案の詳細情報を表示する。
なお、JIS原案は、著作権保護を講じた公開とし、海外から
のアクセスはできない

2 2 2 1

意見詳細情報表示 意見受付公告で公開中のJIS原案の詳細情報を表示する。
JIS原案（ダウンロード不可）ファイルは著作権保護を講じ
た公開のため、JISCホームページ上での閲覧及び音声読み
上げを可能とする。

2 2 3 0
意見新規登録機能 意見受付公告で公開されたJIS原案に対して、意見を登録す

る。

2 2 3 1

意見登録 意見を新規登録する。意見登録完了時に部会/専門委員会に
所属する当省担当官及び当省審査担当官にメール通知す
る。

2 3 0 0
JISC資料等機能 JISCに関する資料をJISCホームページ上で閲覧できる。

2 3 1 0

JISC資料等詳細機能 総会、部会及び専門委員会のJISC審議に関する開催回情報
（議事要旨、議事録、配布資料）をJISCホームページ上で
閲覧する。
なお、総会、部会、専門委員会の表示設定及び並び順は一
般公開委員会表示順メンテナンスで変更可能とする。

2 3 1 1

JISC資料等詳細表示 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。
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別添7.JISCホームページ機能一覧

Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4
区分 機能概要

No.
機能名

2 4 0 0
作業計画の閲覧機能 JISの作業計画をJISCホームページ上で閲覧できる。

2 4 1 0

作業計画・作業状況の閲覧機能 作業計画として、制定、又は改正するJISの規格番号、規格
名称、ICS番号、対応国際規格、作業段階、担当窓口及び
作成団体をJISCホームページ上で閲覧する。

2 4 1 1

作業計画・作業状況の表示 業務用サイトの「作業計画ダウンロード/公開画面」で公開
を実行した作業計画のうち、公示前又は公示後180日経っ
ていない作業計画を表示する。

3 0 0 0
JISマーク制度に係る業務 JISデータベースの検索及び情報表示を行う。

3 1 0 0

JISデータベース機能 JISCホームページに公開されている登録認証機関、当該事
業所及び認証取得者（最新ロット一覧、一時停止、失効等
も含む）の検索と情報表示を行う。

3 1 1 0

登録認証機関一覧表示機能 JISCホームページに公開されている登録認証機関情報（登
録認証機関情報、鉱工業区分情報、登録機関規格番号情
報）の検索及び情報表示を行う。（日本語サイト/英語サイ
ト）

3 1 1 1
検索 検索条件の組み合わせにより、登録認証機関情報の検索及

び一覧表示を行う。

3 1 1 2
一覧表示 登録認証機関情報の検索結果を一覧に表示する。

3 1 1 3
鉱工業品等の区分詳細表示 登録認証機関の認証範囲を示す、鉱工業品等の区分の詳細

情報を表示する。

3 1 2 0

登録認証機関－事業所一覧表示機能 日本語のJISCホームページで登録認証機関情報（登録認証
機関情報、鉱工業区分情報、登録機関規格番号情報）の一
覧表示中に、登録認証機関の事務所一覧表示を行う。

3 1 2 1
検索 一覧表示項目から選択した登録認証機関情報を基に、登録

認証機関情報の検索を行う。

3 1 2 2
一覧表示 登録認証機関情報の検索結果を一覧に表示する。
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別添7.JISCホームページ機能一覧

Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4
区分 機能概要

No.
機能名

3 1 3 0

認証取得者一覧表示機能 日本語のJISCホームページに公開されている認証取得者情
報（認証取得者情報及び認証規格番号情報）の検索及び一
覧表示を行う。

3 1 3 1

検索 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 ）。

3 1 3 2

一覧表示 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。

3 1 3 3
認証取得者詳細 認証取得者の詳細情報を表示する。

3 1 4 0
最新ロット認証取得者一覧機能 日本語のJISCホームページに公開されているロット認証取

得者情報の検索及び一覧表示を行う。

3 1 4 1
検索 JISCホームページへ公開された、ロット認証取得者情報を

検索する。

3 1 4 2
一覧表示 一覧表示項目の認証番号を選択することで、ロット認証取

得者情報の詳細を表示する。

3 1 4 3

ロット認証取得者詳細表示 ロット認証取得者の認証JIS番号が複数の場合は、認証JIS
番号ごとにJIS番号、JIS名称、製造・加工・販売の種別を
表示する。

3 1 5 0
日本語のJISCホームページに公開されている認証取得者一
時停止請求及び失効情報の検索と一覧表示を行う。

3 1 5 1

検索 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。

3 1 5 2
一覧表示 認証取得者一時停止請求及び失効情報の検索結果を一覧で

表示する。

最新認証取得者一時停止請求及び失効
一覧機能
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別添8.現行JISCホームページ動的画面一覧

No. 区分 画面 概要

1
意見受付公告（JIS） 意見受付公告の一覧を表示する。

2
意見受付公告（JIS）規格情報 意見受付公告の情報を表示する。

3
意見受付公告（JIS）（入力画面） JIS原案に対する意見内容を入力する。

4
意見受付公告（JIS）（確認画面） JIS原案に対する意見の登録確認を行う。

5
意見受付公告（JIS）（完了画面） JIS原案に対する意見の登録が完了したことを通

知する。

6
作業計画の公開及び原案作成情報提供 JISの作業計画及び原案作成状況の一覧を表示す

る。

7
作業計画及び作成情報 JISの作業計画及び原案作成状況を表示する。

8
会議配布資料 各委員会の議事要旨、議事録、会議資料を掲載す

る。

9
旧配付資料 各委員会の過去資料（議事要旨、議事録、会議資

料）を掲載する。

10
旧配付資料 （平成22年4月1日から平成26年6月
30日まで）

各委員会の過去資料（議事要旨、議事録、会議資
料）を掲載する。

11
開催回情報一覧 各委員会の掲載している開催回情報一覧を表示す

る。

12
配布資料一覧 各委員会の配布資料一覧を表示する。

13
データベース検索 JIS、登録認証機関、認証取得者等を検索する。

14
JIS検索 JIS規格番号・名称、JIS規格に使用されている単

語からJISを検索する。

15

特許権等情報 特許権等の使用に該当する可能性がある規格につ
いて、規格番号、種類、特許番号/公開番号、名
称、出願者/権利者及び許諾条件を表示する。

16
JISリスト （JIS規格番号、又はJIS規格名称から
JISを検索）

JIS規格の一覧を表示する（JIS規格番号、又は
JIS規格名称からJIS検索を実行した場合）。

17
JISリスト （JIS規格の使用単語からJISを検索） JIS規格の一覧を表示する（JIS規格の使用単語か

らJIS検索を実行した場合）。

18
JIS規格詳細画面 JIS規格の詳細情報を表示する。

19

規格閲覧者ログイン画面 JIS規格詳細画面で検索した規格のPDFファイル
を閲覧する際に必要となるログイン画面を表示す
る。

20
規格閲覧利用規約確認画面 JIS及びTS/TRを閲覧する利用者登録を行うに当

たっての利用規約の確認を行う。

JIS等策定に関する業務
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別添8.現行JISCホームページ動的画面一覧

No. 区分 画面 概要

21
規格閲覧利用者情報入力画面 JIS及びTS/TRを閲覧する利用者情報の入力を行

う。

22
規格閲覧利用者情報確認画面 JIS及びTS/TRを閲覧する利用者情報の入力内容

に誤りがないか確認を行う。

23
規格閲覧利用者情報登録完了画面 JIS及びTS/TRを閲覧する利用者情報の登録が完

了したことを表示する。

24
パスワード変更画面 JIS及びTS/TRを閲覧する利用者のパスワード変

更を行う。

25
パスワード変更完了画面 JIS及びTS/TRを閲覧する利用者のパスワード変

更が完了したことを表示する。

26

ユーザID通知画面 名前、フリガナ、生年月日、メールアドレスを入
力することで、ユーザID及び仮パスワードを発
行する。

27
ユーザID通知確認画面 ユーザID通知画面の入力内容に誤りがないか確

認を行う。

28
ユーザID通知完了画面 ユーザID通知が完了したことを表示する。

29
JIS・国際規格の整合性情報 JIS・国際規格の整合性情報を検索する。

30
JIS整合性情報リスト JIS整合性情報リストを表示する。

31
国際規格整合性情報リスト 国際規格整合性情報リストを表示する。

32
廃止規格検索 廃止JIS規格を検索する。

33
廃止JIS規格リスト 廃止JIS規格リストを表示する。

34
JIS規格詳細表示 （廃止規格） JIS規格（廃止規格）の詳細情報を表示する。

35
産業標準化とJIS-JIS廃止に関する事前公告 廃止予定のJIS規格の一覧を表示する。

36
強制法規情報 強制法規情報を検索する。

37
強制法規規格一覧 （JISが引用されている強制法
規）

検索対象とするJIS規格番号を選択する。

38
強制法規リスト （JISが引用されている強制法
規）

強制法規リストを表示する（JISが引用されてい
る強制法規の検索を実行した場合）。

39
TS/TR検索 TS/TRを検索する。

40
TS/TRリスト TS/TRリストを表示する。

41
TS/TR詳細 TS/TRの詳細情報を表示する。

42
Key points of JIS to be established（notice） 意見受付公告の一覧を表示する（英語サイト）。

43

Public announcement for comment reception
for the establishment of industrial draft
standards

意見受付公告の情報を表示する（英語サイト）。
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No. 区分 画面 概要

44
Plan for preparation of new and revised JIS JISの作業計画及び原案作成状況を表示する（英

語サイト）。

45
登録認証機関一覧（表示条件指定） 登録認証機関の情報を検索する。

46
登録認証機関一覧 登録認証機関の一覧を表示する。

47
鉱工業等の区分詳細 登録認証機関の鉱工業等の区分詳細を表示する。

48
事務所一覧 登録認証機関の事務所一覧を表示する。

49
認証取得者一覧（表示条件指定） 認証取得者の情報を検索する。

50
認証取得者一覧 認証取得者の一覧を表示する。

51
認証取得者詳細 認証取得者の詳細情報を表示する。

52
ロット認証一覧 ロット認証取得者の一覧を表示する。

53
ロット認証取得者詳細 ロット認証取得者の詳細情報を表示する。

54
一時停止・認証失効一覧 一時停止・認証失効となった、認証取得者情報の

一覧を表示する。

55
List of the Accredited Certification Bodies 登録認証機関の情報を検索する（英語サイト）。

56
List of the Accredited Certification Bodies 登録認証機関の一覧を表示する（英語サイト）。

57
Details of Accredited Technical Fields 登録認証機関の鉱工業等の区分詳細を表示する

（英語サイト）。

58
その他 お問い合わせフォーム お問い合わせフォームを表示する。

JISマーク制度に係る業
務
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別添9.JISCホームページ使用ファイル一覧

No. 業務区分 ファイル名 ダウンロード可否 ファイル種類 概要

1

JIS等の策定に関する業務 JIS原案

不可 PDF

意見受付公告時点のJIS原案。
ファイル名は、規格番号ごとに付与される。
ファイルは、著作権保護の対象とする。

2

JIS原案（音声読み上げ）

不可 PDF

意見受付公告時点のJIS原案（音声読み上げ用）。
ファイル名は、規格番号ごとに付与される。
ファイルは、著作権保護の対象とする。

3

特許権等を含むJIS制定等に関する手
続について
 （new_patent_policy.pdf）

可 PDF

JIS制定において、特許権等が伴う場合の知的財産権取扱
いに関する文書。

4

議事要旨

可 PDF

会議配布資料における議事要旨。
ファイル名は、各部会・委員会の別に、開催回ごとに付
与される。

5

議事録

可 PDF

会議配布資料における議事録。
ファイル名は、各部会・委員会の別に、開催回ごとに付
与される。

6

配布資料

不可 PDF

会議配布資料。
ファイル名は、各部会・委員会の別に、開催回・資料内
容ごとに付与される。
以下のファイルは、著作権保護の対象とする。
　・JIS原案
　・TS/TR原案
　・開催会情報登録・更新画面から、
      著作権保護の対象（保存不可）
　　として登録された配布資料

7

配布資料（音声読み上げ）

不可 PDF

会議配布資料（音声読み上げ用）。
ファイル名は、各部会・委員会の別に、開催回・資料内
容ごとに付与される。
以下のファイルは、著作権保護の対象とする。
　・JIS原案
　・TS/TR原案
　・開催会情報登録・更新画面から、
      著作権保護の対象（保存不可）
　　として登録された配布資料

8

JIS規格文書

不可 PDF

JIS規格の閲覧文書。
ファイル名は、規格番号ごとに付与される。
ファイルは、著作権保護の対象とする。

9

正誤表

不可 PDF

JIS規格閲覧文書の正誤表。
ファイル名は、規格番号ごとに付与される。
ファイルは、著作権保護の対象とする。

10

TS/TR文書

不可 PDF

TS/TRの閲覧文書。
ファイル名は、TS/TR番号ごとに付与される。
ファイルは、著作権保護の対象とする。





  

（別紙 2） 

情報取扱者名簿及び情報管理体制図 

 

①情報取扱者名簿 

 

氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 

パスポート

番号及び国

籍（※４） 

情報管理責

任者（※１） 

Ａ       

情報取扱管

理者（※２） 

Ｂ       

Ｃ       

業務従事者

（※３） 

Ｄ       

Ｅ       

下請負先 Ｆ       

（※１）受注事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。 

（※２）本事業の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本事業の進捗状況などの

管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※３）本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※４）日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者（入管特例法の「特別永住者」を除

く。）以外の者は、パスポート番号等を記載。 

（※５）住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても

担当課室から求められた場合は速やかに提出すること。 

 

②情報管理体制図 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報管理体制図に記載すべき事項】 

・本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。（下請負先も含む。） 
・本事業の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。  

 

下請負先

業務従事者

情報取扱管理者

情報管理責任者 A

B
（進捗状況管理）

D

C
（経費情報管理）

E

F

情報取扱者 
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