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Ⅰ：仕様書概要説明 

 

１．調達の背景及び目的 

国立特別支援教育総合研究所（以下「発注者」という。）では、平成 13 年 4 月の独立行政

法人化より、独立行政法人会計基準及び発注者の会計関係規則に対応した財務会計システム

を導入し、運用してきたが、法人化より 16 年が経過し、会計基準等の見直しやシステム環境

の変化等を踏まえ、財務会計システム（以下「システム」という。）の更新を行うものである。 

 

２．調達物品及び構成内訳 

財務会計システム一式 

（構成内訳） 

2.1. ハードウェア 

2.1.1. 財務会計用サーバ 一式 

2.1.2. 財務会計用スイッチ 一式 

2.1.3. 無停電電源装置 一式 

2.1.4. コンソール装置 一式 

2.1.5. 19 インチラック 一式 

2.1.6. 財務会計バックアップ用装置 一式 

2.1.7. ファイアーウォール装置 一式 

2.2. ソフトウェア 

2.2.1. データベース管理システム 一式 

2.2.2. ActiveDirectory サーバプログラム 一式 

2.2.3. WEB アプリケーションサーバプログラム 一式 

2.2.4. アプリケーションサーバプログラム 一式 

 

以上、搬入、据付、配線、設置、調整、既存設備との接続、データ移行及び既存機器への導

入・調整を含む。（詳細については、「Ⅱ調達物品に備えるべき技術的要件」に示す。） 

 

３．技術的要件の概要 

3.1. 本調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という）の要求要件（以下「技

術的要件」という）は「Ⅱ調達物品に備えるべき技術的要件」に示すとおりである。 

3.2. 技術的要件は全て必須の要求要件である。 

3.3. 必須の要求要件は、発注者がこれを必要とする最低限の条件を示しており、入札機器の

性能等がこれを満たしていないと判定された場合には不合格となり、落札決定の対象から

除外する。 

3.4. 入札機器の性能等が技術的に要求要件を満たしているか否かの判定は財務会計システ

ム技術審査職員（以下「審査職員」という）が、入札機器に係る技術仕様書、その他入札

説明書で求める提案資料の内容を審査して行う。 

 

４．その他 

4.1. 技術仕様等に関する留意事項 

4.1.1. 入札機器またはソフトウェアは、原則として入札時点で製品化されていること。入

札時点で製品化されていない機器またはソフトウェアによって応札する場合には、技
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術的要件を満たすことの証明書及び技術的資料、開発計画書及び納入期限までに製品

化され納入できることを保証する資料及び確約書等を提出すること。 

この場合、資料及び確約書等の内容を審査して、全て充分に信頼できる内容であり、

本物品の納入に支障がないと判断されるものに限り審査の対象とする。 

なお、本調達はその要求する調達物品、機能等の実現及び稼働する状態をもって完

成とみなすので十分留意のうえ提案すること。 

4.1.2. 自社製品だけで仕様を満たせない場合は、他社製品を使い仕様を満たしても良い。 

なお、他社製品を含む場合も全ての納入物品について受注者が責任を持って対応す

ること。 

4.1.3. 性能、機能に関する要件の各項目で述べる性能、機能を1台の装置で実現できない場

合は、複数の装置で実現してもよい。また、複数台の装置で実現するようにしている

場合でも設置場所が同一なら1台の装置で実現してもよい。 

4.1.4. 性能、機能に関する要件の各項目で述べるシステム構成は、同等の機能を実現でき

る場合は、システム構成を発注者に提案し、協議の上で本仕様書の記載と異なる構成

で実現してもよい。 

4.1.5. システム利用のユーザ数の増加や処理データ量の増加に対して、柔軟に対応できる

システム構成であること。 

4.1.6. 本契約後、会計基準、法令等の変更により仕様書に記載する事項に変更が生じたと

きの取扱いは、発注者と受注者が協議して定める。 

 

4.2. 導入に関する留意事項 

4.2.1. 本調達物品の納入期限は平成30年3月31日とし、平成30年4月1日に運用を開始する。 

  ただし、ハードウェア及びソフトウェアの本研究所への納品は平成30年3月9日まで

に行い、本研究所との調整及び研修等の期間を３週間以上確保すること。 

4.2.2. 導入スケジュールは、本研究所担当者と協議し、その指示に従うこと。 

4.2.3. 納入品の搬入に際しては、本研究所施設に損傷を与えないよう十分に注意を払うと

ともに、納入時には受注者が必ず立ち会うこと。 

4.2.4. 搬入、据付、配線、設置、調整、既存設備との接続に要するすべての費用は、本調

達に含まれる。 

4.2.5. 本調達に際し、知り得た業務上の秘密は、厳に第三者に漏らしてはならない。 

なお、本事項は調達終了後も有効とする。 

4.2.6. 本業務の履行に当たり、受注者は、その計画・進捗状況・内容につき、発注者と密

接に連絡・協議するとともに、本仕様書に基づいて行う本研究所の指示・監督に従う

こと。 

 

4.3. 提案に関する留意事項 

4.3.1. 提案に際しては､提案する物品が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるい

はどのように実現するかを要求要件ごとに具体的にかつ解り易く記載すること。提案

が仕様を満たしていることを、提出資料のどの部分で証明できるか、参照すべき箇所

を明示すること。参照すべき箇所がカタログ、構成図、仕様書等である場合には、ア

ンダーラインを付したり、色付けしたり、余白に大きく矢印を付したりすることによ

って、当該部分を解りやすくしておくこと。したがって、本仕様書の技術的要件に対

し、単に｢実現します。｣、｢可能です。｣といった回答の提案書の場合は、審査対象外
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とするので、十分留意して作成すること。 

4.3.2. 仕様書において､定性的な表記があるものについては、その性能等を満足しているか

否かの判断は、提出された資料をもとに、審査職員が行う。 

4.3.3. 提出された資料が､審査職員が不明確と判断した場合は、技術的要件を満たしていな

い資料とみなし、不合格となる場合がある。 

4.3.4. 提出された内容についてヒアリングを行う場合があるので、その場合は誠実に対応

すること。 

4.3.5. 提出資料の照会先を明記すること。（住所､電話、FAX、E-mail） 

4.3.6. 性能等を示す数値（GHz等）は、原則として公表された数値であること。公表されて

いない数値を示す場合は、その出典根拠を明らかにする書類及び内容を証明する書類

を併せて提出すること。この場合、提出された書類の内容の全てが十分に信頼できる

と判断された場合に限り、その数値を用いて審査を行う。 

4.3.7. 本物品の目的実現のために必要なハードウェア及びソフトウェアは、技術的要件へ

の記載のあるなしに係わらず提供すること。技術的要件に記載がないことを理由に必

要なハードウェア、ソフトウェアを提供しない場合は、要求要件を満たしていないと

判断する場合がある。 

4.3.8. 技術仕様には､ソフトウェア、ハードウェアを明確に区分けできないものもある。 

この場合は、ソフトウェア、ハードウェアによらず、要求要件を満たすに必要なも

のを提案すること。 

4.3.9. 提案は、本仕様書に記載された要求要件の各項目に対応するように、提案資料を作

成すること。 

4.3.10. 提出資料は日本語で作成し、以下の項目を明確に記載すること。なお、提案物品が、

本仕様書の技術的要求要件をどのように実現しているかを明確に示すこと。 

（ａ）ハードウェアの仕様においては、性能・機能を技術的に評価するために十分な資料

の添付。 

（ｂ）ソフトウェア等の仕様においては、ソフトウェア、使用許諾、ライセンス、メディ

アについて、導入あるいは提供形態等。 

（ｃ）保守・その他の説明については、サービス内容や体制等、業務機密や情報漏洩対策

の説明。 

（ｄ）消耗品に関する説明については、使用に必要な消耗品のリスト（品名、規格、単価）。 

（ｅ）納入リストについては、ハードウェア・ソフトウェア・付属品・メディア・取扱説

明書・使用に必要な書類（証明書）の物品一覧、その数量。 

 

なお、他の独立行政法人、国立大学法人における導入実績がある場合は、それについて示

すこと。 
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Ⅱ：調達物品に備えるべき技術的要件 

 

ⅰ【システム全般に関する要件】 

 

１．システムの基本要件 

 

1.1. 発注者における会計業務を合理化・効率化するシステムであること。 

1.2. システムは、独立行政法人、国立大学法人の財務会計業務に特化し、基本的に複式簿記

に精通していない担当者でも操作できること。 

1.3. 資料１「国立特別支援教育総合研究所の会計規模」に示す本研究所の規模、組織形態、

クライアント数、同時稼働数等に対応するシステムであること。 

1.4. システム業務の流れについては、資料２「国立特別支援教育総合研究所の業務流れ図」

とおり行えること。 

1.5. 財務会計システム及び旅費システムは、研究所内ネットワーク（LAN）を通して利用し、

資料３「国立特別支援教育総合研究所財務会計システムネットワーク構成図」のとおり接

続すること。 

1.6. サーバサイドは、データベースサーバ、アプリケーションサーバ等の複数のサーバから

なる負荷分散構成であること。 

1.7. データベースの方式はリレーショナルデータベースであること。 

1.8. データベースサーバは１基のマシンで構成すること。 

1.9. データベースの更新を追跡する機能を有すること。 

1.10. データベースのバックアップが自動的にとれること。 

1.11. サーバ（サイド）はファイアウォールを導入することによりセキュリティを強化するこ

と。 

1.12. クライアントは、本研究所の事務用パソコンを使用し、実行すること。 

1.13. クライアントとサーバの間は、十分なセキュリティが図られるよう暗号化して通信する

こと。 

1.14. クライアントのアプリケーション使用状況を記録及び参照する機能を有すること。 

1.15. ユーザインターフェースは、大量のデータの入力、大量の選択肢からの選択にポップア

ップウィンドウを効果的に用いたマルチウィンドウ構成であること。 

1.16. マルチウィンドウによるタスク切替えとタスク間データ連携（カット＆ペースト）する

機能を有すること。 

1.17. アカウント（ユーザ ID）ごとに、その有効期間を設定する機能を有すること。 

1.18. ログイン時に、ユーザ ID、パスワードによってユーザを正しく認証し、その使用権限

を適正に管理する機能を有すること。 

1.19. 一定回連続して間違ったパスワードでログインを試みたアカウントをロックする機能

を有すること。 

1.20. パスワードの最低文字数を設定できる機能を有すること。 

1.21. ログイン後のメニュー表示画面上で、お知らせなどを表示する機能を有すること。 

1.22. 同時に異なる年度の画面を起動できる機能を有すること。 

1.23. 帳票出力は、一般に販売されているプリンタ及び複合機等の出力機器を利用でき、かつ、

事務用クライアントシステムで定義されたプリンタ等から出力する機能を有すること。 

1.24. 購入依頼を行うパソコンは、財務会計システムのアプリケーションソフトをインストー
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ルすることなく、Web ブラウザを用いて行うシステムであること。 

1.25. システムの十分なセキュリティが確保されていること。 

1.26. 障害が発生したときは、速やかに原因を解明でき、迅速に修復するシステム構成と、人

の体制が用意されていることとし、受注者が障害分析及び修復をリモート接続により実行

する機能を有すること。そのために必要な機器等があれば、構成に含むこと。ただし、リ

モート接続に必要な単独電話回線・直通の 1 回線（モジュラージャックまで）については、

本研究所で別に用意する。 

1.27. システムの維持が必要になった場合、受注者は発注者と協力し、開発期間、開発費用等

に関して誠意をもって、品質の高いプログラムを提供すること。 

1.28. スケジューリング機能により、フル／増分バックアップの自動バックアップを行い、障

害発生時にはバックアップ時の更新イメージまで、データを復元し運用する機能を有する

こと。 

1.29. バックアップソフトは、MicrosoftVolumeShadowCopyService（VSS）相当の機能に対応

し、サーバに導入された OS を起動することなく、財務会計バックアップ装置へのバック

アップ機能を有すること。 

1.30. 財務会計システムの本番環境とは別にパッチや新規プログラム等の動作に問題が無い

か検証するためのプログラム導入テスト環境を構築すること。なお、テスト環境は本番環

境と同一サーバ上に構築できること。 

1.31. 財務会計システム本体のテスト環境については、本研究所職員が本番環境とテスト環境

を間違えることが無いように、画面配色を本研究所職員が任意に変更する機能を有するこ

と。 

 

ⅱ【性能、機能に関する要件】 

 

１．ハードウェアの要件 

 

1.1. 財務会計サーバ 一式 

1.1.1. CPU は１基以上搭載し、1CPU あたり Intel 社製 E5-2650v4 プロセッサ 2.20GHz と同

等以上の性能・機能を有すること。 

1.1.2. CPU にはコアを 12 基内蔵し、並列処理に対応していること。 

1.1.3. CPU の 3 次キャッシュは、1CPU あたり 30MB を 1 基以上有すること。 

1.1.4. メインメモリは PC4-19200（DDR4-2400）規格の ECC 対応 DDR4 と同等以上のメモリ

を 48GB 以上内蔵すること。 

1.1.5. SAS インターフェースで接続し、回転速度 15000RPM、物理容量 300GB と同等以上の

ハードディスクを 6 基内蔵し、RAID5 で構成することとし、リザーブディスクを 1

基搭載すること。 

1.1.6. ハードディスクは SAS インターフェースに接続すること。 

1.1.7. ホットスペアによる自動再構成や運用を止めずにハードディスクの交換機能を有

すること。 

1.1.8. 薄型 8 倍速に対応する DVD-ROM ドライブを 1 基内蔵すること。 

1.1.9. 電源ユニットは冗長化すること。 

1.1.10. 自動シャットダウン、ON/OFF スケジュール設定による無停電電源装置の運用管理

を GUI で行う機能を有すること。 
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1.1.11. ネットワーク接続のため、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T に対応するインタ

ーフェースを 4 ポート以上搭載すること。 

1.1.12. Microsoft 社製 WindowsServer2016 Standard 日本語版と同等以上の機能を有する

オペレーティングシステムを必要数搭載すること。 

1.1.13. 本研究所職員が利用するための Microsoft 社製 WindowsUserCAL2012 と同等のユー

ザ CAL を 100 以上用意すること。 

1.1.14. 同時に 10 名以上の職員がアクセスする機能を有すること。 

1.1.15. 本研究所職員が使用するための Microsoft 社製 WindowsRDSUserCAL2016 を 10 以上

用意すること。 

1.1.16. Oracle 社製 Oracle Database 12c 相当以上の機能を有するリレーショナルデータ

ベースを搭載すること。 

1.1.17. EIA 規格準拠の 19 インチラックマウント型で 1U 以下の筺体であること。 

1.1.18. 1 年間の当日対応オンサイト保守を含めること。 

1.1.19. ハイパーバイザによる仮想化機構により、仮想環境として複数台のオペレーティ

ングシステムを稼働させることができること。仮想化機構を利用しない場合、それ

ぞれの実サーバでオペレーティングシステムを稼働させることができること。 

1.1.20. 本サーバハードウェアの仮想環境上で、2.1 項 データベースサーバサーバプログ

ラムを稼働させるオペレーティングシステム、2.2 項 ActiveDirectory サーバプロ

グラムを稼働させるオペレーティングシステム、2.3 項 WEB アプリケーションサー

バプログラムを稼働させるオペレーティングシステム及び、2.4 項アプリケーショ

ンサーバプログラムを稼働させるオペレーティングシステムを同時に稼働させるの

に必要なライセンスを有すること。 

 

1.2. 財務会計用スイッチ 一式 

1.2.1. 財務会計システムサーバ群のネットワーク構成のために財務会計用スイッチを用

意すること。 

1.2.2. 財務会計用スイッチは、10/100/1000BASE-T ポートを 16 ポート装備したギガビッ

ト・スイッチであること。 

1.2.3. リンクダウン中のポートは自動的に電力消費が抑制され、省エネを効率的に実現す

る機能を有すること。 

 

1.3. 無停電電源装置 一式 

1.3.1. EIA 規格 19 インチラックに搭載できること。 

1.3.2. 標準入力プラグ使用時の最大出力容量は、1500VA 以上/1200W 以上であること。 

1.3.3. 接続されているすべてのサーバが、安全にシャットダウンされ、電源がオンの状態

を維持しながら電源供給を安全に切断できるようになるまで給電可能なものである

こと。 

1.3.4. 接続されているすべてのサーバについて、電源異常に対し、5 分以上の電源供給が

でき、状態表示をサーバに通知し、5 分を超えた場合は、自動で停止制御を行う機能

を有すること。 

また、電源異常回復時には、接続されているサーバ機器を再起動させる機能を有す

ること。 

1.3.5. ラインインタラクティブ方式、常時商用給電であること。 
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1.4. コンソール装置 一式 

1.4.1. ディスプレイ、キーボード、マウスの機能を有すること。 

1.4.2. 本調達で導入する全サーバに対して、ディスプレイ、キーボード、マウスを共有し

切替する機能を有すること。 

1.4.3. ディスプレイはＴＦＴ液晶 17 インチ型以上とし、解像度は 1280×1024 ドット以上

であること。 

1.4.4. キーボードは日本語に対応すること。 

1.4.5. EIA 規格 19 インチラックに搭載できること。 

 

1.5. 19 インチラック 一式 

1.5.1. ラックは EIA 規格 19 インチラック搭載式とし、RoHS に対応すること。 

1.5.2. ラックの搭載スペースは 16U 以上であること。 

1.5.3. 本調達で導入する全てのサーバ及び周辺装置を収納できること。 

 

1.6. 財務会計バックアップ用装置 一式 

1.6.1. 物理容量 2TB 以上保有する装置であること。 

 

1.7. ファイアウォール装置 一式 

1.7.1. 財務会計システムをリモート保守するための VPN とセキュリティのために財務会計

システム用ファイアウォールを用意すること。 

1.7.2. ファイアウォールスループットは 3Gbps 以上であること。 

1.7.3. 同時セッション数は 1,300,000 以上であること。 

1.7.4. 新規セッションは１秒あたり 30,000 以上であること。 

1.7.5. SSL VPN サーバの機能を有すること。 

1.7.6. SSL VPN のスループットは 150Mbps 以上であること。 

1.7.7. 全てのネットワークインターフェースが 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T に対

応していること。 

1.7.8. 搭載されているポートには、LAN、WAN、DMZ のポート構成をとれること。LAN に関

しては７ポート以上、WAN に関しては 2 ポート以上、DMZ に関しては 1 ポート以上の

ポート数であること。 

1.7.9. 1000BASE-T を本機構指定のスイッチと接続すること。 

1.7.10. 1000BASE-T を 1.2.項のスイッチと接続すること。 

1.7.11. ファイアウォールの設定については、既存のネットワーク業者と打ち合わせのう  

え、現状のネットワーク構成を十分に理解したうえで、必要な設定を実施すること。

なお、本機構ネットワークの構成変更を伴う場合は、本機構担当者及び既存業者と

十分な調整を行った上で既存業者に作業を依頼すること。また、その費用も本調達

に含めること。 

1.7.12. EIA 規格 19 インチラックに搭載でき、かつ、1U の筐体であること。 

1.7.13. 電源供給は、1.3.項の無停電電源装置から受けること。 
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２．ソフトウェアの要件 

 

2.1. データベース管理システム 一式 

2.1.1 1.1 項の仮想化サーバ上に、コア数 4 以上、主記憶 14GB 以上の仮想サーバを構築す

ること。 

2.1.2 リレーショナルデータベース方式であること。 

2.1.3 レコードレベルでロックをかける機能を有すること。 

2.1.4 複数ユーザからのデータ更新要求、システム障害に対しても、データの整合性を保

つ機能を有すること。 

2.1.5 Microsoft 社製 WindowsServer2012R2 Standard 日本語版と同等以上の機能を有する

オペレーティングシステムを搭載すること。 

2.1.6 Oracle Database 12c と同等以上の機能、性能、信頼性を有すること。 

 

2.2. ActiveDirectory サーバプログラム 一式 

2.2.1. 1.1 項の仮想化サーバ上に、コア数 1 以上、主記憶 4GB 以上の仮想サーバを構築す

ること。 

2.2.2. Microsoft 社製 WindowsServer2012R2 Standard 日本語版と同等以上の機能を有する

オペレーティングシステムを搭載すること。 

2.2.3. Windows Server 2012R2 の ActiveDirectory と同等以上の機能を有すること。 

 

2.3. WEB アプリケーションサーバプログラム 一式 

2.3.1  1.1 項の仮想化サーバ上に、コア数 2 以上、主記憶 8GB 以上の仮想サーバを構築す

ること。 

2.3.2 WEB アプリケーションサーバを提供しているソフトウェアメーカから、本調達で導

入するバージョンの販売開始から 10年間の標準サポートが受けられること。また、

標準サポート終了後も、5 年以上の延長サポートサービスが受けられること。 

2.3.3 セッション情報及び指定した情報を別領域に退避し、メモリを効率的に使う機能を

有すること。 

2.3.4 スレッド数の情報を出力し、処理スレッド増加の傾向を把握できること。 

2.3.5 スレッドの CPU 利用時間情報を出力し、高負荷であるプログラムの調査が行えるこ

と。 

2.3.6 Microsoft 社製 WindowsServer2012R2 Standard 日本語版と同等以上の機能を有する

オペレーティングシステムを搭載すること。 

 

2.4. アプリケーションサーバプログラム 一式 

2.4.1 1.1 項の仮想化サーバ上に、コア数 4 以上、主記憶 14GB 以上の仮想サーバを構築す

ること。 

2.4.2 アプリケーションサーバプログラムについては、必要に応じて提案すること。 

 

2.4.3 クライアントマシンにアプリケーションプログラムを導入することなく、財務会計

システムが動作すること。 

2.4.4 同時に 10 名以上の職員が処理する機能を有すること。 

2.4.5 Microsoft 社製 WindowsServer2012R2 Standard 日本語版と同等以上の機能を有する
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オペレーティングシステムを搭載すること。 

 

３．その他の要件 

 

3.1. 基盤となるパッケージソフトは、平成 22 年度以降独立行政法人、国立大学法人または大

学共同利用機関への導入実績を 5 件以上有すること。 

3.2. 財務会計システムの稼働開始後に、運用上本仕様書に記載のない要件が発生し、システ

ムの改修が必要になった場合は、改修費用は別途有償とするが、本研究所の要望に合わせ

て受注者自らがシステムの根幹部分までカスタマイズに応じることができること。カスタ

マイズの開発体制については資料を提示すること。また、カスタマイズを実施した場合、

要件が背反しない限りパッケージプログラムのバージョンアップ版にカスタマイズ機能が

反映できること。 

3.3. 財務会計システムの修正プログラム、バージョンアッププログラムについては、他社の

著作権や工業所有権に触れることなく受注者自身で作成し、動作確認や機能検証を行った

うえで、本研究所に提供すること。 

3.4. 財務会計システムの機能要件を満たすために、基盤となるパッケージソフトを導入する

場合、3.2.及び 3.3.の要件よりそのパッケージソフトは、自社開発した製品であること。 

3.5. 受注者は、個人情報保護及び情報セキュリティに関する確実性が必要となるため、プラ

イバシーマーク制度の認証によりプライバシーマークの使用許諾を受けていること。 

3.6. 既存財務会計システムから過去のデータを確実に移行すること。移行作業にかかる経費

は本調達に含めること。 

 

４．機能要件 

 

4.1. 共通機能 

4.1.1. 会計基準対応 

4.1.1.1. 財務会計システムは、その会計処理が独立行政法人会計基準に対応していること。 

4.1.2. 権限設定機能 

4.1.2.1. ユーザごとに、アクセスする部局を制限する機能を有すること。 

4.1.2.2. ユーザごとに所属する部局のデータのみ入力を制限する機能を有すること。 

4.1.2.3. 代行権限を設定することで、指定期間の間だけ代行者に対してアクセス権限を

付与する機能を有すること。 

4.1.2.4. ユーザごとに使用する機能を制限する機能を有すること。 

4.1.2.5. ユーザ自身が自分の使用するメニュー画面の構成を定義する機能を有すること。 

4.1.2.6. 職責権限設定は、人事異動時のメンテナンス性を考慮し、有効期間を設定する

機能を有すること。 

4.1.2.7. 個人に複数の担当部局の権限を付与する機能を有すること。 

4.1.2.8. ユーザ及びユーザに対する権限の設定は、財務会計システムを構成する全ての

サブシステムにおいて一元管理されること。 

4.1.3. マスタ管理機能 

4.1.3.1. 勘定科目、予算科目等の各マスタ情報は、主サーバで一元管理し、統一したコ

ード体系を維持していること。 

4.1.3.2. 有効期間により世代管理されているマスタについて、各伝票入力画面において
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は有効となるマスタだけが入力でき、名称変更等が発生した場合は適した世代の

名称が表示されるように制御される機能を有すること。 

4.1.3.3. 各マスタ情報は、特定ユーザのみに設定権限を付する機能を有すること。 

4.1.4. 検索機能 

4.1.4.1. 複数の検索項目を組み合わせて検索を行う機能を有すること。 

4.1.4.2. 伝票引き継ぎのための検索の場合は、複数の検索項目の組合せをユーザごとに

保存し、繰り返し使用する機能を有すること。 

4.1.4.3. 登録画面にて選択入力ができる項目については、検索項目として使用する際に

も選択入力する機能を有すること。 

4.1.4.4. 検索条件に合致した情報を一覧形式で表示する機能を有するとともに、CSV 形式

ファイルで出力する機能を有すること。 

4.1.5. 入力機能 

4.1.5.1. 資料４「財務会計システム入力項目定義」に示す画面名称内で指定された「入

力項目、必須項目、検索条件」をすべて満たす入力ができること。 

なお、画面名称や項目名の文言は相違していても構わないが、その場合でも、

指定された画面名称内に示す「入力項目、必須項目、検索条件」をすべて満たし

ていること。 

4.1.5.2. 簡易な入力を実現するため、画面上でコピーアンドペースト機能を用いた入力

機能を有すること。 

4.1.5.3. 日付の選択はカレンダーによる入力機能を有すること。 

4.1.5.4. 入力必須項目が入力されていない場合には警告を発する機能を有すること。 

4.1.5.5. 入力項目のうち入力必須項目については、項目名称の文字色を変える等、入力

必須であることを視覚的に認識する形式で表示すること。 

4.1.5.6. 1 台のクライアント PC から同一のユーザが同時に複数の入力画面を起動する機

能を有すること。 

4.1.5.7. 主要なマスタ登録、伝票入力は CSV 形式の他、xlsx 形式での入力に対応できる

機能を有すること。 

4.1.5.8. CSV 形式ファイルの取り込みに使用する Excel ファイルの入力ワークシートを

出力する機能を有すること。 

4.1.6. 帳票・照会機能 

4.1.6.1. 資料５「財務会計システム出力項目定義」に示す帳票名内で指定された「出力

条件指定、出力項目」をすべて満たす帳票が出力されること。 

なお、帳票名、出力条件指定、出力項目の文言は相違していても構わないが、

その場合でも、指定された帳票名内に示す「出力条件指定、出力項目」をすべて

満たしていること。 

4.1.6.2. 帳票や照会画面の条件設定画面では、複数の検索項目の組合せや条件内容をユ

ーザごとに保存し、繰り返し使用する機能を有すること。また、他の複数のユー

ザと保存した検索条件を共有して相互に利用できる機能を有すること。 

4.1.6.3. 照会機能では、検索結果として表示する項目の表示/非表示、表示順の設定をす

ることができる機能を有し、その設定情報を保存する機能を有すること。また、

表示結果を CSV に出力する場合、その設定に従い出力する機能を有すること。 

4.1.6.4. 資料 5「財務会計システム出力項目定義」に示す帳票は、CSV 形式ファイルと PDF

形式ファイルで出力されること。 
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4.1.6.5. 決裁に使用する帳票に関しては、帳票ごとに決裁用の印鑑枠の数（最大 10 個）

と決裁者名を設定する機能を有すること。 

4.1.6.6. 1 台のクライアント PC から同一のユーザが同時に複数の帳票を出力する機能を

有すること。 

4.1.6.7. 決裁帳票には、左上と右下に伝票番号を示すバーコードの表示があること。バ

ーコード読み取りにより、確定対象データを連続入力する機能を有すること。ま

た、確定対象データと紙伝票に記載された内容が一致することを保障する機能を

有すること。 

4.1.6.8. 全ての帳票は、設定により印刷日時の出力有無が指定できる機能を有すること。 

4.1.7. 本研究所の事務組織への対応 

4.1.7.1. 職員の所属する組織は、10 階層以上設定でき、セグメント情報と関連付けられ

ること。また、階層の枝ごとに異なる深さで部局・部門・所管の意味付けを指定

し、データ抽出する機能を有すること。 

4.1.7.2. セグメント別損益一覧表を出力する機能を有すること。 

4.1.8. 取引先情報登録機能 

4.1.8.1. 取引先情報は 12 桁以上の取引先コードで管理される機能を有すること。 

4.1.8.2. 取引先コードは自動採番できる機能を有すること。 

4.1.8.3. 取引先の登録情報として名称・フリガナ・相手先区分（業者/職員/研究者/その

他）・企業種別（大/中小）・国名・郵便番号・住所・電話番号・メールアドレス・

FAX 番号の登録機能を有するとともに、CSV 形式または xlsx 形式ファイルの取込

機能を有すること。 

4.1.8.4. 取引先の名称変更があった場合、帳簿日付が変更前の日付の場合は変更前の取

引先の名称を、変更後の日付の場合は変更後の取引先の名称を記載する機能を有

すること。 

4.1.8.5. 取引先の口座情報として、口座名義・銀行名称・銀行名称フリガナ・支店名称・

支店名称フリガナ・口座種別・銀行コード・支店コード・口座番号の登録機能を

有し、CSV 形式または xlsx 形式ファイルの取込機能を有すること。 

4.1.8.6. １取引先で複数の口座情報を登録する機能を有すること。 

4.1.8.7. 複数口座のうち、債務計上情報登録時に初期表示される口座を指定する機能を

有すること。 

4.1.8.8. 口座種別は普通預金、当座預金を設定し、口座種別の追加・変更機能を有する

こと。 

4.1.8.9. 登録済の取引先情報をすべて修正する機能を有すること。 

4.1.8.10. 登録済の取引先情報を名称または略称により曖昧検索する機能を有すること。 

4.1.8.11. 取引先情報を削除する機能を有すること。 

4.1.8.12. 特定ユーザのみに権限を付する機能を有すること。 

4.1.9. その他 

4.1.9.1. UNICODE(UTF-8)の文字入力、出力に対応する機能を有すること。ただし、外部

システム連携などのインターフェースは SJIS コードでの入出力にも対応できる

機能を有すること。 

4.1.9.2. 伝票番号などの各種番号は 11 桁以上を有すること。 

4.1.9.3. 金額に関する入力項目は、13 桁の金額入力機能を有すること。 

4.1.9.4. 単価に関する入力項目は、円未満の入力として小数点以下 4 位までの入力機能
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を有すること。 

4.1.9.5. 繰返し使用することが予想される、品名・備考・摘要に関してはマスタとして

登録しておく機能を有すること。 

4.1.9.6. PDF で作成したマニュアルとメニュー画面を関連付けるオンラインヘルプは本

研究所の管理担当者が内容を追加、修正できる機能を有すること。 

4.2 予算管理機能 

4.2.1. 予算管理項目の設定 

4.2.1.1. 予算管理の項目として、部局、予算科目、財源が設定できること。それぞれ

10 桁以上のコードで管理され、階層は 10 階層以上の設定をする機能を有す

ること。 

4.2.1.2. 部局、予算科目、財源を 3 つ自由に組み合わせて予算登録ができること。 

4.2.1.3. 財源は収入予算、支出予算、資産のそれぞれで使用する階層の深さを別々に

設定する機能を有すること。 

4.2.1.4. 予算科目は、階層の枝ごとに異なる深さで予算配分する機能を有すること。 

4.2.2. 予算管理機能 

4.2.2.1. 収入予算科目を設定でき、収入予算額を登録する機能を有すること。 

4.2.2.2. 支出予算科目を設定でき、支出予算額を登録する機能を有すること。 

4.2.3. 予算配分額情報登録機能 

4.2.3.1. 支出予算科目別に、部局への配分額を登録する機能を有すること。 

4.2.3.2. 支出予算科目別に、配分残額（財源から配分登録累計額を差し引いた額）を

リアルタイムに表示する機能を有すること。 

4.2.3.3. 各支出予算の財源の範囲内でしか配分額の登録が行えない機能を有すること。 

4.2.3.4. 支出予算額の登録順に番号をつける機能を有すること。 

4.2.4. 部局内予算配分額情報登録機能 

4.2.4.1. 支出予算科目別に、専攻・教員等への部局内配分額を登録する機能を有する

こと。 

4.2.4.2. 支出予算科目別に配分残額（自部局への配分済額から部局内配分登録累計額

を差し引いた額）をリアルタイムに表示する機能を有すること。 

4.2.4.3. 各支出予算科目の自部局への配分済額の範囲内でしか部局内配分額の登録が

行えない機能を有すること。 

4.2.5. 予算情報登録共通機能 

4.2.5.1. 摘要に登録内容を記載する機能を有すること。 

4.2.5.2. 登録済の予算情報履歴を保持する機能を有すること。 

4.2.5.3. 登録済の予算情報を全ての予算管理項目の組合せで抽出及び集計し一覧表示

する機能を有すること。 

4.2.5.4. 登録済の予算情報を全ての予算管理項目の組合せによる検索機能を有するこ

と。 

4.2.5.5. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機能

を有すること。 

4.2.6. 予算執行制御機能 

4.2.6.1. 予算額を超過した執行の場合、予算の組合せごとに執行の可否を設定できる

機能を有すること。 

4.2.6.2. 予算額を超過した執行の場合、予算グループごとに流用制限の限度額を設定
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可能とし、執行の可否を設定できる機能を有すること。また、流用制限の限

度額を超えた執行の場合はその旨を警告し、登録不可とすること。※4.2.6.1、

4.2.6.2 はどちらかのみ設定可能 

4.2.7. 予算繰越機能 

4.2.7.1. 期末決算業務として、翌期に予算残高をもとに予算額を繰越する機能を有す

ること。 

4.2.7.2. 繰越処理の対象とするかどうかを支出予算科目単位で設定する機能を有する

こと。 

4.2.8. 予算執行状況（法人全体・部局別）照会機能 

4.2.8.1. 会計年度別に、各支出予算科目の法人全体での執行状況を照会する機能を有

すること。また、部局指定することにより当該部局の執行状況を照会する機

能を有すること。 

4.2.8.2. 支出予算科目の一覧で法人全体での配分額、執行残額（支出予算額‐執行額）

を表示する機能を有すること。 

4.2.8.3. 各支出予算科目で、購入依頼ベース、契約決議ベース、未払計上ベース、及

び出納ベースの累計額、予算残高を、法人全体と各部局でリアルタイムに１

画面で表示する機能を有すること。 

4.2.8.4. 各収入予算科目で、契約決議ベース、未収計上ベース、及び出納ベースの執

行累計額、予算残高を、法人全体と各部局でリアルタイムに１画面で表示す

る機能を有すること。 

4.2.8.5. 会計年度別に法人全体の予算執行状況の照会機能を有すること。照会機能に

おいては、配分された最下層の予算科目及び予算執行単位に当初予算、予算

増減額、予算現額、執行済額、執行率の各項目を照会できる機能を有するこ

と。また、ドリルダウン機能によって、執行明細一覧を表示する機能を有す

ること。 

4.2.8.6. 予算執行状況照会では、配分額が 0円の予算も表示できる機能を有すること。 

4.2.8.7. 執行済予算の予算科目を振替える機能を有すること。 

4.2.8.8. 当年度と前年度の予算額及び執行額の対比を１画面で確認する機能を有する

こと。 

4.2.9. 予算の振替 

4.2.9.1. 登録後の予算を変更する機能を有すること。また、変更した場合変更の履歴

が確認できる機能を有すること。 

4.2.9.2. 登録後の予算の振替は、あらかじめ決められた予算科目の範囲外へは振替で

きないように制限する機能を有すること。また、振替できる範囲は、予算科

目の任意の階層にて設定する機能を有すること。 

4.2.9.3. 予算の振替は、振替元、振替先をそれぞれ「多：多」の関係で複数設定する

機能を有すること。 

4.2.9.4. 登録と同時に予算振替書の印刷プレビューを画面表示できる機能を有するこ

と。 

4.2.10. 予算の締処理 

4.2.10.1. 予算の締処理を行うことにより、当該年月まで予算執行及び振替の入力を制

限する機能を有すること。 

4.2.10.2. 複数の予算案を作成でき、その中から最終的に一つの予算案を選択し当該年
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度の予算とする機能を有すること。 

4.3 外部資金プロジェクト管理機能 

4.3.1. 産学連携、寄附金、科学研究費補助金（その他補助金を含む）、その他プロジェク

ト等執行管理機能 

4.3.1.1. 予算科目とは別項目のプロジェクトにより、プロジェクト別の差引をリアル

タイムに行う機能を有すること。 

4.3.1.2. プロジェクト予算に関しては、科学研究費補助金を含めた預り金に関しても

通常予算と同一システム（伝票）による執行が行えること。 

4.3.1.3. 各起票処理において、外部資金（プロジェクト）を財源として選択した場合

は、プロジェクトの選択を必須とすること。 

4.3.1.4. プロジェクト予算に関しては、収入行為（債権計上または入金）が行われた

金額により予算配分され、プロジェクトごとに収入額を超える執行ができな

くなる制御が行えること。 

4.3.1.5. 受託研究等、科学研究費補助金については、債権の計上時点で予算執行をす

る機能を有すること。 

4.3.1.6. 寄附金については、入金時点で予算執行をする機能を有すること。 

4.3.1.7. 同一プロジェクトに、追加して入金された金額がそのままプロジェクトの予

算額に反映される機能をもつこと。 

4.3.1.8. 予算超過執行を許可したプロジェクトは、収入行為（債権計上または入金）

を行わずとも執行できる機能を有すること。 

4.3.1.9. プロジェクトのコードは、登録時にシステム内で一意になるコードが自動採

番されること。また、任意のコードによる登録もする機能を有すること。 

4.3.1.10. プロジェクトには、使用期間を登録でき、使用期間内だけで執行できること。

また、使用期間は複数年度をまたがった指定をでき、寄附金については使用

期間の終了日は省略（無制限）する機能を有すること。 

4.3.1.11. プロジェクトは、代表者、分担者の区分が登録できる機能を有すること。 

4.3.1.12. プロジェクトには、複数の執行単位を登録し、事前に設定した配分比率もし

くは配分額で予算を配分し、登録した執行単位のみの使用する機能を有する

こと。 

4.3.1.13. 予算を費目ごとに細分化し残高管理をする機能を有すること。また、費目間

は流用制限の割合もしくは限度額を設定する機能を有すること。費目別の予

算額を超えても流用制限の限度額を超えていなければ執行する機能を有す

ること。費目数は 10 個以上設定する機能を有すること。 

4.3.1.14. 予算を費目ごとに細分化設定したプロジェクトに関しては、科学研究費補助

金収支簿の形態で費目別の入出金明細が出力されること。 

4.3.1.15. 受託研究等の間接経費（事務局分、部局分）、寄附金の共通経費（事務局分、

部局分）について直接経費分とは別のプロジェクトを登録することで差引を

行う機能を有すること。 

4.3.1.16. プロジェクト単位での支出予算に対して購入依頼ベース、契約決議ベース、

未払金計上ベース、出納ベースでの差引をリアルタイムに行う機能を有する

こと。 

4.3.1.17. プロジェクト単位に法人口座を設定する機能を有すること。また、設定した

法人口座は支出、収入の各画面で初期値として表示される機能を有すること。 
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4.3.1.18. 配分されたプロジェクト予算から別のプロジェクト予算に振替する機能を

有すること。 

4.3.1.19. プロジェクト予算の振替は、配分元の執行残額の範囲内でできること。 

4.3.1.20. 同一画面で 1つのプロジェクト予算から複数のプロジェクト予算に振替する

機能を有すること。 

4.3.1.21. 入力データの登録と同時にプロジェクト予算振替書を印刷する機能を有す

ること。 

4.3.1.22. 科学研究費補助金差引簿は購入依頼ベース、契約決議ベース及び未払計上ベ

ースで現額予算、執行済額を出力する機能を有すること。 

4.3.1.23. 科学研究費補助金収支簿は課題番号で集約を行い、代表者、分担者が出力さ

れること。 

4.3.1.24. 科学研究費補助金予算差引簿は課題番号で集約を行い、代表者、分担者が出

力されること。 

4.3.1.25. プロジェクト単位でフリー項目を最大 30 個登録できる機能を有すること。

また、フリー項目を確認できる照会機能を有すること。なお、フリー項目と

は本学で任意に項目名を設定し利用できる項目とする。 

4.3.1.26. プロジェクトごとに予算残高不足時の動作を制御する機能を有すること。動

作はマイナス執行を許可しない、許可する（警告あり）、許可する（警告な

し）から選択できること。 

4.3.2. 科学研究費補助金基金管理機能  

4.3.2.1. 科研費プロジェクトの複数年度予算執行に対応できること。  

4.3.2.2. 費目別予算残高の次年度自動繰越機能に対応できること。  

4.3.2.3. 流用限度額の算出を期間全体の交付決定額より算出すること。  

4.3.2.4. 科研費プロジェクトの登録時に、基金対象か否か並びに代表者か分担者かを

指定でき、研究期間の完了日、期間全体の交付決定額を入力できる項目を有

すること。また交付決定額については都度修正ができること。  

4.3.2.5. 科研費プロジェクトの登録画面において、基金対象プロジェクトの場合は、

研究期間の完了日を必須項目とすること。また、登録した完了日は変更可能

であること。 

4.3.2.6. 科研費プロジェクトの登録処理は、外部からの CSV 形式ファイルの取り込

み機能を有し、基金対象か否かの指定、研究期間完了日、期間全体の交付決

定額の登録が入力画面と同様に一括して行うことができること。 

 

4.4. 収入管理機能 

4.4.1. 収入契約情報登録機能 

4.4.1.1. 収入契約と支出契約を区別して登録する機能を有すること。 

4.4.1.2. 収入契約案件は一意の案件番号で管理され、情報登録時に自動採番を行う機

能を有すること。 

4.4.1.3. 直接入力と CSV 形式または xlsx 形式ファイルの取込機能を有すること。 

4.4.1.4. ユーザの担当部局が絞込表示される機能を有すること。 

4.4.1.5. 過去の日付の収入契約に対する遡り登録機能を有すること。 

4.4.1.6. 登録を行った日付をデータ登録日として記録する機能を有すること。 

4.4.1.7. 過去に作成した収入契約案件のデータをコピーすることによる新規案件作
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成機能を有すること。 

4.4.1.8. 1 件の契約に対して、999 件の予算科目・勘定科目・金額（税込）・部局・消

費税区分・プロジェクト（以下「収入契約会計情報」という）を登録する機

能を有すること。 

4.4.1.9. 消費税区分は内税方式を初期値として、課税、非課税、不課税に変更する機

能を有すること。 

4.4.1.10. 収入契約会計情報ごとに、契約金額の総額を画面上に表示する機能を有する

こと。 

4.4.1.11. 選択した予算科目に関連する勘定科目のみを表示する機能を有すること。 

4.4.1.12. 収入予算差引は収入契約情報確定時に行う機能を有すること。 

4.4.1.13. 登録と同時に収入契約決議書の印刷プレビューを画面表示できる機能を有

すること。 

4.4.1.14. 収入契約情報の削除機能を有すること。 

4.4.1.15. 収入契約情報を元とする債権計上情報を作成している案件の削除は不可で

あること。 

4.4.2.   収入契約詳細情報登録機能 

4.4.2.1. 収入契約ごとに契約日・契約開始日・契約終了日・取引先・入金条件の登録

機能を有すること。 

4.4.2.2. 状況区分により、未収金を計上するか否かを選択する機能を有すること。ま

た、設定により初期値を選択する機能を有すること。 

4.4.2.3. 取引先は選択入力とし、名称及び略称による曖昧検索を行う機能を有するこ

と。 

4.4.2.4. 入金方法として一括入金・分割入金を選択する機能を有すること。 

4.4.2.5. 入金条件に基づき、契約日から入金予定日を自動設定し、かつ上書き修正す

る機能を有すること。自動設定する際は休日に当たらないように前後の日付

に自動調整される機能を有すること。 

4.4.2.6. 分割入金の場合、分割回数を管理する機能を有すること。 

4.4.2.7. 収入契約情報の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対しての修正

機能を有すること。 

4.4.3.  収入契約情報確定機能 

4.4.3.1. 収入契約情報の確定入力機能を有すること。 

4.4.3.2. 確定入力待ち（起案済）の収入契約情報の一覧から確定入力対象を選択する

機能を有すること。 

4.4.3.3. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.4.3.4. 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。 

4.4.3.5. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.4.3.6. 収入契約情報の確定入力解除機能を有すること。 

4.4.3.7. 特定ユーザのみに確定解除権限を付する機能を有すること。 

4.4.3.8. 債権計上情報が作成された契約決議情報については、確定解除は不可である

こと。 

4.4.4. 債権計上情報登録機能 

4.4.4.1. 債権計上情報は一意の案件番号で管理され、情報登録時に自動採番を行う機

能を有すること。 
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4.4.4.2. 直接入力と CSV 形式または xlsx 形式ファイルの取込機能を有すること。 

4.4.4.3. ユーザの担当部局が絞込表示される機能を有すること。 

4.4.4.4. 過去の日付で取引のあった伝票に対する遡り登録機能を有すること。 

4.4.4.5. 登録を行った日付をデータ登録日として記録する機能を有すること。 

4.4.4.6. 取引先は選択入力とすること。 

4.4.4.7. 過去に作成した債権計上情報の情報をコピーすることによる新規伝票作成機

能を有すること。 

4.4.4.8. 1 件の伝票で複数の予算科目・勘定科目・金額（税込）・部局・消費税区分・

プロジェクトを登録する機能を有すること。 

4.4.4.9. 消費税区分は内税方式を初期値として、課税、非課税、不課税に変更する機

能を有すること。 

4.4.4.10. 債権計上情報単位の債権計上金額の総額を表示する機能を有すること。 

4.4.4.11. 未収金等、通常使用する科目については、ユーザが都度仕訳入力を行わなく

てもよい入力補助機能を有すること。 

4.4.4.12. 状況区分により、未収金を計上するか否かを選択する機能を有すること。ま

た、設定により初期値を選択する機能を有すること。 

4.4.4.13. 予算科目及び勘定科目、部局は選択入力とし、名称による曖昧検索を行う機

能を有すること。 

4.4.4.14. 選択した予算科目に関連する勘定科目のみを表示する機能を有すること。 

4.4.4.15. 部局はユーザの担当部局が絞込表示される機能を有すること。 

4.4.4.16. 予算科目として産学連携収入、寄附金収入を使用した場合、プロジェクトは

入力必須項目となる機能を有すること。また、対象とする予算科目の追加・

変更機能を有すること。 

4.4.4.17. プロジェクトは選択入力とすること。 

4.4.4.18. 入金方法として一括入金・分割入金を選択する機能を有すること。 

4.4.4.19. 入金条件に基づき、契約日から入金予定日を自動設定し、かつ上書き修正す

る機能を有すること。自動設定する際は休日に当たらないように前後の日付

に自動調整される機能を有すること。 

4.4.4.20. 分割入金の場合、分割回数を管理する機能を有すること。 

4.4.4.21. 登録と同時に債権計上票の印刷プレビューを画面表示できる機能を有する

こと。 

4.4.5. 収入契約情報引継機能 

4.4.5.1. 収入契約情報を引き継いで債権計上情報を登録する機能を有すること。 

4.4.5.2. 確定済かつ債権計上未完了の収入契約情報を引き継ぎ対象として選択する

機能を有すること。 

4.4.5.3. 収入契約情報引き継ぎ後、債権計上情報を新規追加する機能を有すること。 

4.4.5.4. 確定入力を行うまでは登録済の情報に対して修正機能を有すること。 

4.4.6. 債権計上情報確定機能 

4.4.6.1. 債権計上情報の確定入力機能を有すること。 

4.4.6.2. 債権計上情報の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.4.6.3. 確定入力待ち（起票済）の一覧により債権計上情報確定入力対象を選択する

機能を有すること。 

4.4.6.4. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 
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4.4.6.5. 確定入力を行ったユーザ名を、確定者として記録する機能を有すること。 

4.4.6.6. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.4.6.7. 債権計上の確定入力解除機能を有すること。 

4.4.6.8. 特定ユーザのみに確定解除権限を付する機能を有すること。 

4.4.6.9. 資金管理の観点から、収入予定を画面上で確認する機能を有するとともに、

CSV 形式ファイルで出力する機能を有すること。 

4.4.7. 債権計上情報会計情報転記機能 

4.4.7.1. 確定済の債権計上情報を転記する機能を有すること。 

4.4.7.2. 指定した債権計上情報の会計情報を総勘定元帳に自動転記する機能を有す

ること。 

4.4.8. 債権残高確認機能 

4.4.8.1. 取引先ごとの債権残高の一覧を法人全体、部局、部門ごとに確認する機能を

有すること。 

4.4.9. 入金情報登録機能 

4.4.9.1. 入金日ごとに、入金先銀行・入金先銀行口座・入金額の登録機能を有するこ

と。 

4.4.9.2. 入金日は現在日を初期表示する機能を有すること。 

4.4.9.3. 銀行及び銀行口座は選択入力とし、名称による曖昧検索をする機能を有する

こと。 

4.4.10. 入金データ一括取込機能 

4.4.10.1. ファームバンキングシステムより出力する入金データファイルの取込機能

を有すること。 

4.4.10.2. 取り込んだ入金データを、入金情報として入金日単位で一括に登録する機能

を有すること。 

4.4.10.3. 入金データを入金情報登録対象として入金日ごとに入金先銀行・入金先口

座・入金額・確認状況を一覧表示する機能を有すること。 

4.4.10.4. 確認状況は、入金情報登録済、確認済を区別する機能を有すること。 

4.4.11. 入金債権照合機能 

4.4.11.1. 1 入金情報に対して、複数の未収金データを登録する機能を有すること。 

4.4.11.2. 入金情報の登録と未収金データの照合を同時に行う機能を有すること。 

4.4.11.3. 選択した入金情報について、入金日・入金先口座・入金総額・内訳登録済額・

内訳未登録額を表示する機能を有すること。 

4.4.11.4. 消込を行う債権計上情報を選択した場合は未収金総額・入金済額・入金未済

額を表示する機能を有すること。 

4.4.11.5. 選択した債権計上情報の未収金総額の一部を入金登録する機能を有するこ

と。 

4.4.11.6. 選択した債権計上情報の未収金総額を、入金総額が超過した場合は預り金ま

たは返金として処理する機能を有すること。 

4.4.11.7. 選択した債権計上情報の未収金総額に入金総額が満たない場合、手数料とし

て処理する機能を有すること。 

4.4.11.8. 入金情報の起票を行う機能を有すること。 

4.4.11.9. 起票入力を行ったユーザ名を起票者として記録する機能を有すること。 

4.4.12. 窓口入金機能 
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4.4.12.1. 入金情報の登録と収入予算の執行を同時に行う機能を有すること。 

4.4.12.2. 入金日・入金先口座・入金額を入力する機能を有すること。 

4.4.12.3. 入金情報の起票を行う機能を有すること。 

4.4.12.4. 起票入力を行ったユーザ名を起票者として記録する機能を有すること。 

4.4.12.5. 入金先名称を入力し、入金情報を登録する機能を有すること。 

4.4.12.6. 入金先に対して領収書を発行する機能を有すること。 

4.4.13. 入金情報確定機能 

4.4.13.1. 入金情報の確定入力機能を有すること。 

4.4.13.2. 入金情報の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.4.13.3. 確定入力待ち（起票済）の入金情報一覧から確定入力対象を選択する機能を

有すること。 

4.4.13.4. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.4.13.5. 確定入力を行ったユーザ名を、確定者として記録する機能を有すること。 

4.4.13.6. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.4.13.7. 入金情報の確定入力解除機能を有すること。 

4.4.13.8. 特定ユーザのみに確定解除権限を付する機能を有すること。 

4.4.13.9. 総勘定元帳に転記された入金伝票情報については、確定解除は不可であるこ

と。 

4.4.13.10. 消込先の債権が指定されている場合は、入金の確定と同時に債権消込の確

定が行われる機能を有すること。 

 

4.4.14. 入金情報会計情報転記機能 

4.4.14.1. 確定済の入金情報、債権照合情報を振替伝票に転記する機能を有すること。 

4.4.14.2. 指定した振替伝票の会計情報を総勘定元帳に自動転記する機能を有するこ

と。 

4.4.15. 入金状況情報照会機能 

4.4.15.1 債権計上情報ごとの入金状況の照会機能を有すること。 

4.4.15.2 債権計上情報ごとに、部局、伝票番号、請求書番号、入金先口座、入金期日、

確定状況、伝票総額、入金済額、取引先名、摘要、入金日を表示する機能を

有すること。 

4.4.15.3 債権残高と未収金額の照会機能を有すること。照会機能においては、勘定科

目、相手先、部門単位に債権残高、未収金額の各項目を照会できる機能を有

すること。また、ドリルダウン機能によって、振替伝票情報を表示する機能

を有すること。 

4.4.16. 収入管理帳票出力機能 

4.4.16.1 請求書に関しては、債権計上確定されたデータに関して、未収金計上の有無

に係わらず発行する機能を有すること。また、寄付金に関しては帳票タイト

ルを入金依頼書として出力する機能を有すること。 

4.4.16.2 請求書の範囲指定画面にて、入金予定日を変更する機能を有すること。 

4.4.16.3 入金実績リストを印刷できる機能を有すること。入金明細毎に入金番号のバ

ーコードが印字できる機能を有すること。 

4.4.16.4 契約種別が寄附金の場合は、寄附金領収書を発行できる機能を有すること。 

4.4.16.5 寄附金領収書データを一覧表示する機能を有すること。 
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4.5. 発生源申請機能 

4.5.1. 基本機能 

4.5.1.1. パソコンを利用し、Web ベースで動作するシステムであり、動作を保証する

オペレーティングシステムは、Microsoft 社製 Windows7 以上とアップル社製

Mac OS X v10.10 以上であり、動作を保証する Web ブラウザは、Edge 、

InternetExplorer11 以上、FireFox45.0 以上、Chrome55.0 以上、Safari10.0

以上であること。 

ただし、すべてにおいて、サポート（セキュリティアップデートの提供）が

終了していないバージョンを対象とする。 

4.5.1.2. 4.5.1.1.の Web ブラウザで見るシステムの Web ページは、同じルック＆フィ

ールであること。 

4.5.1.3. ログイン情報、マスタ情報については、財務会計システム本体と同一のデー

タベースにて共有され、一体のシステムであること。 

4.5.1.4. ログインするユーザごとに使用できる機能を限定する機能を有し、使用しな

い機能については、処理メニューに表示しないように設定できること。 

4.5.1.5. ログイン時、登録情報に仮登録、差戻し、確定解除されたデータがある場合、

その旨を表示する機能を有すること。 

4.5.1.6. 入力項目の表示/非表示、配置位置などを任意に設定できる機能を有するこ

と。 

4.5.1.7. 入力途中の内容を一時保存する機能を有すること。なお、一時保存する場合

は予算の差引は行わないこと。 

4.5.1.8. 検索機能では 1つの検索項目に対して複数のキーワードを指定して検索でき

る機能を有すること。 

4.5.1.9. 検索の結果を外部へ出力する機能を有すること。出力形式は CSV 形式の他、

xlsx 形式に対応できる機能を有すること。 

4.5.2. 購入依頼情報登録機能 

4.5.2.1. 未発注購入依頼、発注済購入依頼、検収済み購入依頼を選択可能とし、初期

値は任意に設定できる機能を有すること。 

4.5.2.2. 購入依頼ごとに、部局・財源・予算科目・プロジェクトコード・申請者・名

称・規格・数量・単位・調達予定金額・税区分・摘要・納入場所・納入期限・

予算差引日・取引先の登録機能を有すること。 

4.5.2.3. 設定により未発注購入依頼、発注済購入依頼、検収済み購入依頼の依頼区分

に応じて、納入場所、納入期限、単価などの入力を必須にする機能を有する

こと。 

4.5.2.4. 購入依頼などの対象が図書である場合は図書固有の情報（ISBN コード、書名、

巻次、版、著者、出版社、出版年、出典等）の登録機能を有すること。 

4.5.2.5. 購入依頼案件は一意の案件番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能

を有すること。 

4.5.2.6. 登録を行った日付を登録日として記録する機能を有すること。 

4.5.2.7. 使用場所は名称による曖昧検索を行う機能を有すること。 

4.5.2.8. 過去にユーザが作成した購入依頼案件の情報をコピーすることによる新規
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案件の作成機能を有すること。 

4.5.2.9. 事前に登録しておいた定型的な購入依頼案件の情報を選択することによる

新規案件の作成機能を有すること。 

4.5.2.10. 取引先は名称による曖昧検索を行う機能を有すること。 

4.5.2.11. 発注済、検収済みの購入依頼は取引先の入力を必須とする機能を有すること。 

4.5.2.12. 外貨種別、レートを指定することにより、外貨による入力ができ、円に換算

する機能を有すること。 

4.5.2.13. 税込単価、消費税区分を元に消費税額を計算する機能を有すること。 

4.5.2.14. ユーザが使用できる全予算の配分額、使用済額（購入依頼、契約決議、未払

計上ベース）、予算残高がリアルタイムに 1 画面で確認できることとし、購

入依頼情報登録画面と同時に表示する機能を有すること。 

4.5.2.15. 登録時に予算差引する機能を有すること。 

4.5.2.16. 予算残高不足時には警告を発する機能を有すること。 

4.5.2.17. 購入依頼情報ごとに、予算残高検証結果として予算残高金額をリアルタイム

に表示する機能を有すること。 

4.5.2.18. 一申請あたりの購入依頼金額が一定額以上の時は、警告メッセージを表示し、

エラーとする機能を有すること。 

4.5.2.19. 購入依頼情報の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対する修正

機能を有すること。 

4.5.2.20. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機能

を有すること。 

4.5.2.21. 製品カタログ、見積書等の電子データを添付できる機能を有すること。 

4.5.2.22. 1 件の購入依頼案件に対し、999 件の明細行を登録する機能を有すること。 

4.5.2.23. 登録と同時に確定も行える機能を有すること。 

4.5.3. 購入依頼情報確定機能 

4.5.3.1. 購入依頼情報の確定入力機能を有すること。 

4.5.3.2. 購入依頼情報の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.5.3.3. 確定入力待ちの購入依頼情報一覧から確認入力対象を選択する機能を有す

ること。 

4.5.3.4. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.5.3.5. 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。 

4.5.3.6. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.5.3.7. 購入依頼情報の確定入力解除機能を有すること。 

4.5.4. 仮払申請登録機能 

4.5.4.1. 仮払申請ごとに、部局・財源・予算科目・プロジェクトコード・申請者・件

名・経費区分（旅費/謝金）・数量・単位・仮払申請金額・税区分・摘要・源

泉徴収額・申請日・支払先の登録機能を有すること。 

4.5.4.2. 仮払申請は一意の申請番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能を有

すること。 

4.5.4.3. 登録を行った日付を登録日として記録する機能を有すること。 

4.5.4.4. 過去にユーザが作成した仮払申請の情報をコピーすることによる新規案件

の作成機能を有すること。 

4.5.4.5. 事前に登録しておいた定型的な仮払申請案件の情報を選択することによる
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新規案件の作成機能を有すること。 

4.5.4.6. 支払先は名称による曖昧検索を行う機能を有すること。検索時は教職員のみ

を対象に検索されること。 

4.5.4.7. 税込単価、消費税区分を元に消費税額を計算する機能を有すること。 

4.5.4.8. ユーザが使用できる全予算の配分額、使用済額（購入依頼、契約決議、未払

計上ベース）、予算残高がリアルタイムに 1 画面で確認できることとし、仮

払申請画面と同時に表示できること。 

4.5.4.9. 登録時に予算差引する機能を有すること。 

4.5.4.10. 予算残高不足時には警告を発する機能を有すること。 

4.5.4.11. 仮払申請ごとに、予算残高検証結果として予算残高金額をリアルタイムに表

示する機能を有すること。 

4.5.4.12. 仮払申請の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対する修正機能

を有すること。 

4.5.4.13. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機能

を有すること。 

4.5.4.14. 登録と同時に確定も行える機能を有すること。 

4.5.5. 仮払申請確定機能 

4.5.5.1. 仮払申請の確定入力機能を有すること。 

4.5.5.2. 仮払申請の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.5.5.3. 確定入力待ちの仮払申請一覧から確認入力対象を選択する機能を有するこ

と。 

4.5.5.4. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.5.5.5. 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。 

4.5.5.6. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.5.5.7. 仮払申請の確定入力解除機能を有すること。 

4.5.6. 仮払精算登録機能 

4.5.6.1. 支払いが行なわれた仮払申請データに対して、精算データの登録機能を有す

ること。 

4.5.6.2. 対象となる仮払申請データは申請番号を指定する機能と併せて、選択入力す

る機能を有すること。支払いが行なわれていない仮払申請データは入力でき

ないように制限される機能を有すること。 

4.5.6.3. 仮払精算は一意の申請番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能を有

すること。 

4.5.6.4. 仮払精算の入力画面は仮払申請と同様の機能を持ち、表示された当該仮払申

請の内容に対して必要箇所を変更することで入力を済ませる機能を有する

こと。 

4.5.6.5. 登録と同時に確定も行える機能を有すること。 

4.5.7. 仮払精算確定機能 

4.5.7.1 仮払精算の確定入力機能を有すること。 

4.5.7.2 仮払精算の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.5.7.3 確定入力待ちの仮払精算一覧から確認入力対象を選択する機能を有するこ

と。 

4.5.7.4 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 
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4.5.7.5 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。 

4.5.7.6 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.5.7.7 仮払精算の確定入力解除機能を有すること。 

4.5.8. 立替申請登録機能 

4.5.8.1. 立替申請ごとに、部局・財源・予算科目・プロジェクトコード・申請者・件

名・経費区分（旅費/謝金）・数量・単位・立替申請金額・税区分・摘要・源

泉徴収額・申請日・支払先の登録機能を有すること。 

4.5.8.2. ユーザの担当部局は絞込表示される機能を有すること。 

4.5.8.3. 立替申請は一意の申請番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能を有

すること。 

4.5.8.4. 登録を行った日付を登録日として記録する機能を有すること。 

4.5.8.5. 過去にユーザが作成した立替申請の情報をコピーすることによる新規案件

の作成機能を有すること。 

4.5.8.6. 事前に登録しておいた定型的な立替申請案件の情報を選択することによる

新規案件の作成機能を有すること。 

4.5.8.7. 支払先は名称による曖昧検索を行う機能を有すること。検索時は教職員のみ

を対象に検索されること。 

4.5.8.8. 外貨種別、レートを指定することにより、外貨による入力ができ、円に換算

する機能を有すること。 

4.5.8.9. 税込単価、消費税区分を元に消費税額を計算する機能を有すること。 

4.5.8.10. ユーザが使用できる全予算の配分額、使用済額（購入依頼、契約決議、未払

計上ベース）、予算残高がリアルタイムに 1 画面で確認できることとし、立

替申請画面と同時に表示できること。 

4.5.8.11. 予算残高不足時には警告を発する機能を有すること。 

4.5.8.12. 立替申請ごとに、予算残高検証結果として予算残高金額をリアルタイムに表

示する機能を有すること。 

4.5.8.13. 立替申請の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対する修正機能

を有すること。 

4.5.8.14. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機能

を有すること。 

4.5.8.15. 登録と同時に確定も行える機能を有すること。 

4.5.9. 立替申請確定機能 

4.5.9.1. 立替申請の確定入力機能を有すること。 

4.5.9.2. 立替申請の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.5.9.3. 確定入力待ちの立替申請一覧から確認入力対象を選択する機能を有するこ

と。 

4.5.9.4. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.5.9.5. 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。 

4.5.9.6. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.5.9.7. 立替申請の確定入力解除機能を有すること。 

4.5.10. 経費精算登録機能 

4.5.10.1. 経費精算ごとに、部局・財源・予算科目・プロジェクトコード・申請者・件

名・経費区分（旅費/謝金）・数量・単位・経費精算金額・税区分・摘要・源
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泉徴収額・申請日・支払先の登録機能を有すること。 

4.5.10.2. ユーザの担当部局は絞込表示される機能を有すること。 

4.5.10.3. 経費精算は一意の申請番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能を有

すること。 

4.5.10.4. 登録を行った日付を登録日として記録する機能を有すること。 

4.5.10.5. 過去にユーザが作成した経費精算の情報をコピーすることによる新規案件

の作成機能を有すること。 

4.5.10.6. 事前に登録しておいた定型的な経費精算案件の情報を選択することによる

新規案件の作成機能を有すること。 

4.5.10.7. 支払先は名称による曖昧検索を行う機能を有すること。 

4.5.10.8. 税込単価、消費税区分を元に消費税額を計算する機能を有すること。 

4.5.10.9. ユーザが使用できる全予算の配分額、使用済額（購入依頼、契約決議、未払

計上ベース）、予算残高がリアルタイムに 1 画面で確認できることとし、経

費精算画面と同時に表示できること。 

4.5.10.10. 登録時に予算差引する機能を有すること。 

4.5.10.11. 予算残高不足時には警告を発する機能を有すること。 

4.5.10.12. 経費精算ごとに、予算残高検証結果として予算残高金額をリアルタイムに

表示する機能を有すること。 

4.5.10.13. 経費精算の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対する修正機能

を有すること。 

4.5.10.14. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機

能を有すること。 

4.5.10.15. 登録と同時に確定も行える機能を有すること。 

4.5.11. 経費精算確定機能 

4.5.11.1. 経費精算の確定入力機能を有すること。 

4.5.11.2. 経費精算の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.5.11.3. 確定入力待ちの経費精算一覧から確認入力対象を選択する機能を有するこ

と。 

4.5.11.4. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.5.11.5. 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。 

4.5.11.6. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.5.11.7. 経費精算の確定入力解除機能を有すること。 

4.5.12. 申請データ照会機能 

4.5.12.1. 入力した各申請データに関して、条件を指定して検索する機能を有すること。 

4.5.12.2. 検索の結果表示された申請データに関しては、申請処理以降の処理の進行状

況を表示する機能を有すること。 

4.5.12.3. 検索の結果表示された申請データを CSV 形式、または xlsx 形式ファイルで

出力する機能を有すること。 

4.5.13. 状況照会機能 

4.5.13.1. 購入依頼、仮払申請、仮払精算申請、立替申請、立替精算申請、経費精算申

請、旅行命令伺の各処理の処理状況を確認する機能を有すること。 

4.5.13.2. 入力した各申請データに関して、条件を指定して検索する機能を有すること。 

4.5.13.3. 執行額が 0 円の場合でも、配分済みの予算は表示対象とすること。 
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4.5.14. 予算残高照会機能 

4.5.14.1. ユーザの使用できる予算の残高をリアルタイムに照会する機能を有するこ

と。 

4.5.14.2. 予算配分額、予算振替額、予算執行額の内訳一覧をリアルタイムに照会する

機能を有すること。 

4.5.15. 資産情報照会機能 

4.5.15.1. 資産登録情報として、名称、財源、取得日付、耐用年数・数量、取得金額、

使用者、設置場所、借受区分、借受先、借受期間、貸付区分、貸付先、貸付

期間を照会できる機能を有すること。 

4.5.16. 旅行命令伺い登録機能 

4.5.16.1. 旅行命令伺いとして、命令区分・精算方法(通常申請/仮払申請/先方払申請)・

申請日・申請者・旅費区分・所属・役職・等級・支払区分(現金、振込など) ・

支払先(旅行者、旅行者住所)・用務先・用務先住所・用務内容・摘要・部局・

財源・予算科目・プロジェクトコード・勘定科目・旅行期間(開始日・終了

日)・旅行手配依頼・自動車使用・地域区分・備考・複数の旅行日程(年月日・

出発地・交通手段・到着地・宿泊地・用務先・金額) ・宿泊料・宿泊数・食

卓料・夜数・日当額・日数の登録機能を有すること。 

4.5.16.2. 旅行命令伺い１件につき、100 件以上の旅行日程情報(出発地、到着地、経

路（複数）、宿泊地、用務先、金額、等)が登録可能であること。なお、複数

日に渡り同一の日程が継続する場合(用務先に継続して宿泊する場合等)に

は期間の入力により、まとめて入力することが可能であること。 

4.5.16.3. ユーザの担当部局は絞込表示される機能を有すること。 

4.5.16.4. 旅行命令伺いは一意の申請番号で管理され、情報登録時に自動採番する機

能を有すること。 

4.5.16.5. 登録を行った日付を登録日として記録する機能を有すること。 

4.5.16.6. 過去にユーザが作成した旅行命令伺いの情報をコピーすることによる新規

案件の作成機能を有すること。 

4.5.16.7. 支払先は名称による曖昧検索を行う機能を有すること。 

4.5.16.8. ユーザが使用可能な全予算の配分額、使用済額（購入依頼、契約決議、未

払計上ベース）、予算残高がリアルタイムに１画面で確認できること。 

4.5.16.9. 登録時に予算差引する機能を有すること。 

4.5.16.10. 予算残高不足時には警告を発する機能を有すること。 

4.5.16.11. 旅行命令伺いごとに、予算残高検証結果として予算残高金額をリアルタイ

ムに表示する機能を有すること。 

4.5.16.12. 勘定科目の入力の省略が可能であること。 

4.5.16.13. 出発地・到着地・経路の情報を定型ルートとして事前に登録し、定型ルー

トを呼び出して表示する機能を有すること。 

4.5.16.14. 旅行命令伺い登録画面より経路検索ソフトを起動し、入力した出発地、到

着地、経路（複数）を引き渡す機能を有すること。なお、経路検索ソフト

は IC カード運賃に対応したものであること。 

4.5.16.15. 経路検索ソフトにて探索した経路の路程・金額を旅行命令伺い画面の金額

に引き渡す機能を有すること。 

4.5.16.16. 経路検索ソフトにて経路検索を行う際には、常にリアルタイムにダイヤ改
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正や料金改定に対応した最新の経路情報にて経路検索が行える機能を有す

ること。 

4.5.16.17. 旅行伺の印刷出力機能を有すること。様式については別紙を参照すること。 

4.5.16.18. 登録した旅行命令伺いデータは申請日、申請者、用務内容、旅行開始日、

旅行者で絞り込んでの検索機能を有すること。 

4.5.16.19. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機

能を有すること。 

4.5.16.20. 事前に登録しておいた定型的な旅行命令伺い案件の情報を選択することに

よる新規案件の作成機能を有すること。 

4.5.17. 旅行命令伺い訂正登録機能 

4.5.17.1. 申請者により入力された旅行命令伺いデータに対して、申請内容の確認及

び訂正を行う機能を有すること。  

4.5.17.2. 対象となる旅行命令伺いデータは一覧表示形式により選択入力する機能を

有すること。 

4.5.17.3. 旅行命令伺い内容訂正画面は旅行命令伺いの全ての項目を訂正可能とする

こと。 

4.5.17.4. 支払先の口座情報（銀行名、支店名、口座番号、口座名義）を表示する機

能を有すること。 

4.5.17.5. 出発地・到着地・経路の情報を定型ルートとして事前に登録し、定型ルー

トを呼び出して表示する機能を有すること。  

4.5.17.6. 旅行命令伺い内容訂正画面より経路検索ソフトを起動し、入力した出発地、

到着地、経路（複数）を引き渡す機能を有すること。なお、経路検索ソフ

トは IC カード運賃に対応したものであること。 

4.5.17.7. 経路検索ソフトにて探索した経路の路程・金額を旅行命令伺い訂正画面の

金額に引き渡す機能を有すること。  

4.5.17.8. 経路検索ソフトにて経路検索を行う際には、常にリアルタイムにダイヤ改

正や料金改定に対応した最新の経路情報にて経路検索が行える機能を有す

ること。 

4.5.17.9. １泊あたりの宿泊費、宿泊数を入力することにより宿泊費を自動計算する

機能を有すること。 

4.5.17.10. １日あたりの日当額、日数を入力することにより日当額を自動計算する機

能を有すること。 

4.5.17.11. １夜あたりの食卓料、夜数を入力することにより食卓料金額を自動計算す

る機能を有すること。 

4.5.17.12. 旅行日程ごとに訂正処理が済んだことを記録する機能を有し、全日程の訂

正処理が終了した申請データに関しては、申請者にてその状態が分かる機

能を有すること。 

4.5.17.13. 全日程の訂正処理が終了した申請データに関しては、旅行命令書兼請求書

の印刷出力機能を有すること。様式については別紙を参照すること。  

4.5.17.14. 特定ユーザのみに旅行命令伺い内容訂正権限を付する機能を有すること。  

4.5.17.15. 旅行命令伺い訂正の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対する

修正機能を有すること。 

4.5.17.16. 登録した旅行命令伺い訂正データは申請日、申請者、用務内容、旅行開始
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日、旅行者で絞り込んでの検索機能を有すること。  

4.5.17.17. 伝票登録と同時に確定する機能を有すること。 

4.5.17.18. 職務級と旅行分類(国内/国外等)に応じた日当などの手当金額を事前に設定

できる機能を有すること。また、支給する手当の上限額を設定できる機能

を有すること。 

4.5.17.19. 旅行命令訂正入力を省略した場合でも、旅行命令伺い確定入力後に経費精

算機能に引き継げること。 

4.5.17.20. プロジェクト予算を指定した場合に、入力した旅行期間がプロジェクト期

間外なら警告メッセージを表示する機能を有すること。  

4.5.17.21. 同一の旅行者が旅行期間を重複して登録した場合は警告メッセージを表示

する機能を有すること。 

4.5.19. 旅行命令伺い仮払精算申請機能  

4.5.18.1. 仮払として財務会計システムにて支払処理が行われた旅行命令伺いデータ

に対して、申請者が申請内容の訂正(精算)を行う機能を有すること。 

4.5.18.2. 対象となる旅行命令伺いデータは一覧表示形式により選択入力する機能を

有すること。 

4.5.18.3. 旅行命令伺い仮払精算申請画面は旅行命令伺いと同様の機能を持ち、表示

された当該旅行命令伺いの内容に対して必要箇所を変更することで入力を

済ませる機能を有すること。  

4.5.18.4. 入力した精算額にて追給または返納が発生した場合においても、リアルタ

イムで予算差引ができること。 

4.5.18.5. 旅行命令伺い仮払精算の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対

する修正機能を有すること。  

4.5.18.6. 登録した旅行命令伺い仮払精算データは申請日、申請者、用務内容で絞り

込んでの検索機能を有すること。  

4.5.19. 旅行命令伺い確定機能 

4.5.19.1. 旅行命令伺いの確定入力機能を有すること。 

4.5.19.2. 確定入力が完了となるまでに最大 10 段階の決裁（承認行為）を行う機能を

有し、システムにおいて電子決裁を可能とすること。 

4.5.19.3. 決裁は部局ごとに第 1 決裁者から第 10 決裁者まで、段階ごとに決裁者を設

定可能とし、設定された決裁者だけが各々の部局、段階の旅行命令伺いデ

ータの決裁処理を行うことができるよう制御する機能を有すること。 

4.5.19.4. 部局ごと、決裁段階ごとの決裁者はマスタにて管理可能とし、追加・修正・

削除を行える機能を有すること。なお、全ての決裁段階が設定されていな

くても最終決裁者のみ設定するなど、途中の決裁者を省略して設定するこ

とができる機能を有すること。  

4.5.19.5. 係長承認、課長承認など決裁名称をマスタにて設定可能とし、帳票の決裁

欄に決裁名称を印字する機能を有すること。  

4.5.19.6. 最終決裁者が決裁処理を行うことで、旅行命令伺データが確定完了となり、

旅行命令伺データの訂正入力機能にデータを引継ぎ、訂正処理を行う機能

を有すること。また、途中の決裁者を省略し後続の決裁者が決裁処理を行

う機能を有すること。 

4.5.19.7. 旅行命令伺いを印刷した際には、決裁欄に決裁処理済みの決裁者の名前を
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表示する機能を有すること。  

4.5.19.8. 旅行命令伺いに印字される決裁者の名前は、マスタの設定から担当者マス

タに登録されている名称を表示する機能を有すること。  

4.5.19.9. 旅行命令伺いの申請照会機能にて決裁処理の進捗状況を確認することがで

きる機能を有すること。 

4.5.19.10. 旅行命令伺いの決裁処理及び確定入力（最終決裁処理）後は情報の上書き

修正は不可であること。 

4.5.19.11. 旅行命令伺いの確定入力解除機能を有すること。 

4.5.19.12. 確定入力解除が行われたデータについては、決裁状況に関わらず決裁処理

が一度も行われていない状態とする機能を有すること。  

4.5.19.13. 決裁待ちの旅行命令伺い一覧から決裁対象を選択する機能を有すること。

また、一覧表示した際に決裁処理がどこまで進んでいるかを決裁処理の進

捗状況を確認することができる機能を有すること。  

4.5.19.14. 決裁待ちの旅行命令伺い一覧を表示する際、処理者に権限付与された組織

以外の部局のデータは表示しないよう制御する機能を有すること。また、

決裁処理の進捗状況や、申請日、申請者等での絞込み表示を可能とするこ

と。 

4.5.19.15. 確定入力機能については、担当者ごとにメニューに表示するか否かの設定

を可能とし、決裁者以外の担当者には表示しないよう制御する機能を有す

ること。 

4.5.19.16. 各段階の決裁処理、及び確定入力（最終決裁処理）を行った日付をそれぞ

れ決裁日、確定日として記録する機能を有すること。  

4.5.19.17. 決裁処理及び確定入力（最終決裁処理）を行ったユーザ名を記録する機能

を有すること。 

4.5.19.18. 精算方法として仮払申請を選択した旅行命令伺いに関しては、仮払データ

として財務会計システムに連動されること。仮払精算申請データに関して

は、仮払精算データとして連動されること。  

4.5.19.19. 精算方法として通常申請を選択した旅行命令伺いに関しては、経費精算デ

ータとして財務会計システムに連動されること。  

4.5.19.20. 精算方法として先方払申請を選択した旅行命令伺いに関しては、財務会計

システムに連動されることなく処理を終了できること。  

4.5.19.21. 旅行命令伺い、旅行命令伺い訂正等の入力段階は最大４段階まで行える機

能を有し、段階ごとに承認の ON/OFF 設定を切り替えられる機能を有する

こと。 

4.5.20. 出張報告書登録機能 

4.5.20.1. 旅行命令伺い訂正処理が行なわれた旅行命令伺いデータに対して、出張報

告書の登録機能を有すること。  

4.5.20.2. 旅行命令伺い訂正処理が行われた旅行命令伺いデータを一覧表示し選択す

る機能を有すること。 

4.5.20.3. 出張報告書は旅行命令伺いと同一の申請番号で管理されること。  

4.5.20.4. 出張報告書の入力画面は旅行命令伺いデータより表示された用務内容・用

務先の内容に対して用務の概要・相手先・宿泊先・備考を入力することが

できること。 
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4.5.20.5. 出張報告書の印刷出力機能を有すること。様式については別紙を参照する

こととし、本研究所担当者と協議の上、決定すること。 

4.5.20.6. 報告書登録と同時に確定する機能を有すること。  

4.5.21. 出張報告書確定機能 

4.5.21.1. 出張報告書の確定入力機能を有すること。  

4.5.21.2. 出張報告書の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。  

4.5.21.3. 確定入力待ちの出張報告書一覧から確定入力対象を選択する機能を有する

こと。 

4.5.21.4. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。  

4.5.21.5. 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。  

4.5.21.6. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。  

4.5.22. 申請データ照会機能 

4.5.22.1. 入力した各申請データに関して、条件を指定して検索する機能を有するこ

と。 

4.5.22.2. 検索の結果表示された申請データに関しては、申請処理以降の処理の進行

状況を表示する機能を有すること。  

4.5.22.3. 検索の結果表示された申請データを CSV 形式ファイルで出力する機能を有

すること。 

4.5.23. 状況照会機能 

4.5.23.1. 購入依頼、仮払申請、仮払精算申請、立替申請、立替精算申請、経費精算

申請、旅行命令伺の各処理の処理状況を確認する機能を有すること。  

4.5.23.2. 入力した各申請データに関して、条件を指定して検索する機能を有するこ

と。 

4.5.24. 予算残高照会機能 

4.5.24.1. ユーザの使用できる予算の残高をリアルタイムに照会する機能を有するこ

と。 

4.5.24.2. 予算配分額、予算振替額、予算執行額の内訳一覧をリアルタイムに照会す

る機能を有すること。 

4.5.24.3. 所管・財源・目的・プロジェクトごとに予算執行状況を抽出する機能を有

すること。また参照可能な予算は、ログインユーザの権限の範囲内のもの

のみとすること。 

4.5.24.4. 予算ごとの執行明細を帳票形式で出力する機能を有すること。  

4.5.25. 謝金申請登録機能 

4.5.25.1. 謝金申請として、部局・財源・予算科目・プロジェクトコード・勘定科目・

申請日・申請者・謝金内容・実施予定期間・代表者・作業者・作業時間・

日数・単価・総支給額・源泉徴収税額・支払予定金額・消費税区分・源泉

徴収税区分・摘要・支払先・支払区分(現金、振込、外国送金など)・勤務先・

役職・住所・旅費発生有無区分の登録機能を有すること。  

4.5.25.2. 謝金申請１件につき、100 名以上の作業者情報が登録可能であること。 

4.5.25.3. 謝金申請は一意の申請番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能を

有すること。 

4.5.25.4. 登録を行った日付を登録日として記録する機能を有すること。  

4.5.25.5. 過去にユーザが作成した謝金申請の情報をコピーすることによる新規案件
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の作成機能を有すること。 

4.5.25.6. 代表者情報は申請者情報をコピーし上書き修正することが可能であること。 

4.5.25.7. 作業者は名称による曖昧検索を行う機能を有し、作業者名、勤務先、役職、

住所を相手先マスタより表示する機能を有すること。  

4.5.25.8. 支払先は名称による曖昧検索を行う機能を有すること。  

4.5.25.9. 支払先名を手入力する場合、作業者名をコピーすることが可能であること。 

4.5.25.10. 税込単価、消費税区分を元に消費税額を計算する機能を有すること。 

4.5.25.11. ユーザが使用可能な全予算の配分額、使用済額（購入依頼、契約決議、未

払計上ベース）、予算残高がリアルタイムに１画面で確認できることとし、

謝金申請登録画面と同時に表示できること。  

4.5.25.12. 登録時に予算差引する機能を有すること。  

4.5.25.13. 予算残高不足時には警告を発する機能を有すること。  

4.5.25.14. 謝金申請ごとに、予算残高検証結果として予算残高金額をリアルタイムに

表示する機能を有すること。  

4.5.25.15. 勘定科目の入力の省略が可能であること。  

4.5.25.16. 謝金実施伺の印刷出力機能を有すること。  

4.5.25.17. 出勤表の印刷出力機能を有すること。  

4.5.25.18. 謝金申請の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対する修正機能

を有すること。 

4.5.25.19. 伝票登録と同時に確定する機能を有すること。 

4.5.26. 予算残高照会機能 

4.5.26.1. 申請者により入力された謝金申請データに対して、経理業務担当者が申請

内容の確認及び訂正を行う機能を有すること。 

4.5.26.2. 対象となる謝金申請データは一覧表示形式により選択入力する機能を有す

ること。 

4.5.26.3. 謝金申請内容訂正画面は謝金申請の全ての項目を訂正可能とすること。  

4.5.26.4. 謝金申請画面の入力項目に加え、支払先区分(職員/研究者/その他)、支払先

金融機関、口座情報を相手先マスタより表示することができること。  

4.5.26.5. 支払先は相手先マスタのコード入力を必須とすること。  

4.5.26.6. 勘定科目の入力を必須とすること。  

4.5.26.7. 作業者 1 名ごとに訂正処理が済んだことを記録する機能を有し、作業者全

員分の訂正処理が終了した申請データに関しては、申請者にてその状態が

分かる機能を有すること。 

4.5.26.8. 特定ユーザのみに謝金申請内容訂正権限を付する機能を有すること。  

4.5.26.9. 多段階承認を可能とし、承認の ON/OFF を設定で切り替えられる機能を有

すること。 

4.5.27. 謝金申請確定機能 

4.5.27.1. 謝金申請の確定入力機能を有すること。  

4.5.27.2. 謝金申請の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。  

4.5.27.3. 謝金申請内容の訂正処理が行われた謝金申請データを一覧表示し確認入力

対象を選択する機能を有すること。  

4.5.27.4. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。  

4.5.27.5. 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。  
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4.5.27.6. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。  

4.5.27.7. 謝金申請確定入力実施後に謝金申請データが経費精算データとして財務会

計システムに連動されること。  

 

4.6. 契約管理機能 

4.6.1. 購入依頼情報登録機能 

4.6.1.1. 購入依頼ごとに、部局・財源・予算科目・プロジェクトコード・使用者・名

称・規格・数量・単位・調達予定金額・税区分・摘要・納入場所・予算差引

日・取引先の登録機能を有すること。 

4.6.1.2. ユーザの担当部局は絞込表示される機能を有すること。 

4.6.1.3. 購入依頼案件は一意の案件番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能

を有すること。 

4.6.1.4. 1 件の購入依頼案件に対し、999 件の明細行を登録する機能を有すること。 

4.6.1.5. 発生源申請機能において確定処理された購入依頼データを日次処理等を介

さずにリアルタイムに検索し連動する機能を有すること。連動した発生源購

入依頼データは処理済状態とし、重複して連動されることがないように制御

される機能を有すること。 

4.6.1.6. 発生源申請機能において確定処理された購入依頼データを連動する際は購

入依頼書に印刷されたバーコード読み取りにより入力を簡素化する省力化

機能を有すること。 

4.6.1.7. 発生源から購入依頼データを引き継いだ場合は、添付されたデータを参照す

る機能を有すること。 

4.6.1.8. 登録を行った日付を登録日として記録する機能を有すること。 

4.6.1.9. 購入依頼案件ごとに契約を担当する依頼先部署を入力する機能を有するこ

と。また、購入依頼担当者ごとに依頼先部署を初期表示する機能を有するこ

と。 

4.6.1.10. 使用者、納入場所は選択入力とし、名称による曖昧検索を行う機能を有する

こと。 

4.6.1.11. 過去にユーザが作成した購入依頼案件の情報をコピーすることによる新規

案件の作成機能を有すること。 

4.6.1.12. 事前に登録しておいた定型的な購入依頼案件の情報を選択することによる

新規案件の作成機能を有すること。 

4.6.1.13. 単価契約された物品等は、事前に契約決議された情報に基づき、購入依頼の

作成機能を有すること。 

4.6.1.14. 取引先は選択入力とし、名称による曖昧検索を行う機能を有すること。 

4.6.1.15. 外貨種別、レートを指定することにより、外貨による入力ができ、円に換算

する機能を有すること。 

4.6.1.16. 税込単価、消費税区分を元に消費税額を計算する機能を有すること。 

4.6.1.17. 選択した消費税区分と入力値に明らかな差異がある場合に警告を発する機

能を有すること。 

4.6.1.18. ユーザが使用できる全予算の配分額、使用済額（購入依頼、契約決議、未払

計上ベース）、予算残高がリアルタイムに１画面で確認できることとし、購

入依頼情報登録画面と同時に表示できること。 
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4.6.1.19. 登録時に予算差引する機能を有すること。 

4.6.1.20. 予算残高不足時には警告を発する機能を有すること。 

4.6.1.21. 購入依頼情報ごとに、予算残高検証結果として予算残高金額をリアルタイム

に表示する機能を有すること。 

4.6.1.22. 状況区分の指定内容により、契約決議を省略する運用、契約決議及び検収処

理を省略する運用を選択する機能を有すること。 

4.6.1.23. 登録と同時に購入依頼書の印刷プレビューを画面表示できる機能を有する

こと。 

4.6.1.24. 購入依頼情報の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対する修正

機能を有すること。 

4.6.1.25. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機能

を有すること。 

4.6.1.26. 登録と同時に確定も行える機能を有すること。 

4.6.2. 購入依頼情報確定機能 

4.6.2.1. 購入依頼情報の確定入力機能を有すること。 

4.6.2.2. 確定入力待ちの購入依頼情報一覧から確認入力対象を選択する機能を有す

ること。 

4.6.2.3. バーコード読み取りにより、確定対象データを連続入力する機能を有するこ

と。また、確定対象データと伝票内容が一致することを保証する機能を有す

ること。 

4.6.2.4. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.6.2.5. 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。 

4.6.2.6. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.6.2.7. 購入依頼情報の確定入力解除機能を有すること。 

4.6.3. 契約決議情報登録機能 

4.6.3.1. 購入依頼情報を引き継いだ契約決議情報を登録する機能を有すること。 

4.6.3.2. 1 件の購入依頼から明細行ごとに複数の契約決議情報に分けて登録する機能

を有すること。 

4.6.3.3. 複数の購入依頼を 1件の契約決議情報に統合して登録する機能を有すること。 

4.6.3.4. 未引継購入依頼情報を引き継ぎ対象として絞込機能を有すること。 

4.6.3.5. 発生源から購入依頼データを引き継いだ場合は、添付されたデータを参照す

る機能を有すること。 

4.6.3.6. 購入依頼情報を引き継がない、直接契約決議情報を登録する機能を有するこ

と。 

4.6.3.7. 過去にユーザが作成した契約決議情報をコピーすることによる新規案件の

作成機能を有すること。 

4.6.3.8. 事前に登録しておいた定型的な契約決議情報を選択することによる新規案

件の作成機能を有すること。 

4.6.3.9. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機能

を有すること。 

4.6.3.10. 契約決議情報は一意の案件番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能

を有すること。 

4.6.3.11. 契約決議情報ごとに固定資産管理システムに引き継ぐかを指定する機能を
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有すること。 

4.6.3.12. 一定以上の単価の物品は、固定資産管理システムへの引き継ぎ対象に自動設

定する機能を有することとし、基準とする金額の変更設定機能を有すること。 

4.6.3.13. 外貨種別、レートを指定することにより、外貨による入力ができ、円に換算

する機能を有すること。 

4.6.3.14. 税込単価、消費税区分を元に消費税額を計算する機能を有すること。 

4.6.3.15. 選択した消費税区分と入力値に明らかな差異がある場合に警告を発する機

能を有すること。 

4.6.3.16. ユーザが使用できる全予算の配分額、使用済額（購入依頼、契約決議、未払

計上ベース）、予算残高がリアルタイムに１画面で確認できることとし、購

入依頼情報登録画面と同時に表示できること。 

4.6.3.17. 契約決議情報ごとの税込総額を表示する機能を有すること。 

4.6.3.18. 契約決議情報ごとの税込総額を元に契約総額を表示する機能を有すること。 

4.6.3.19. 契約総額は常に税込とし、別途消費税額を表示する機能を有すること。 

4.6.3.20. 勘定科目を登録する機能を有し、選択された予算科目及び形態別科目に関連

する勘定科目のみを表示する機能を有すること。 

4.6.3.21. 勘定科目は選択入力とし、入力必須項目であること。 

4.6.3.22. 登録時に予算差引する機能を有すること。 

4.6.3.23. 予算残高不足時には警告を発する機能を有すること。 

4.6.3.24. 契約決議情報ごとに、予算残高検証結果として予算残高金額をリアルタイム

に表示する機能を有すること。 

4.6.3.25. 分割契約、リース契約などに対しても契約総額を登録することで、執行予算

枠の確保を行う機能を有すること。 

4.6.3.26. 支払方法として、前払、一括払、リースを設定し、選択入力する機能を有す

ること。 

4.6.3.27. 支払方法がリースの場合は契約総額を元に支払間隔や回数を指定すること

で分割された支払予定データを自動的に生成する機能を有すること。 

4.6.4. 契約決議詳細情報登録機能 

4.6.4.1. 契約決議ごとに、発注日・契約開始日・契約終了日・取引先・契約内容・品

目分類支払条件・契約形態の登録機能を有すること。 

4.6.4.2. 契約決議などの対象が図書である場合は図書固有の情報（ISBN コード、書名、

巻次、版、著者、出版社、出版年、出典等）の登録機能を有すること。 

4.6.4.3. 取引先は選択入力とし、名称による曖昧検索を行なう機能を有すること。検

索時は取引先区分が業者のデータのみが検索されること。また、相手先マス

タと連動して官公需区分が初期表示されること。 

4.6.4.4. 取引先マスタに関連付けされた相手先振込先口座を初期設定し、必要に応じ

て選択できる機能を有すること。 

4.6.4.5. 契約内容として、物品、工事、役務を設定し、契約内容の追加・変更機能を

有すること。 

4.6.4.6. 契約内容に応じ出金元となる法人口座を初期設定し、必要に応じて選択でき

る機能を有すること。 

4.6.4.7. 官公需契約実績表の分類項目として品目分類を任意に設定する機能を有す

ること。また、品名マスタと連動して初期表示する機能を有すること。 
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4.6.4.8. 契約内容及び品目分類は選択入力を行う機能を有すること。 

4.6.4.9. 契約形態として、総価契約、単価契約を設定し、選択入力する機能を有する

こと。 

4.6.4.10. 契約形態として単価契約を選択した場合は、あらかじめ相手先と品名の組合

せにより登録された単価を自動表示する機能を有すること。 

4.6.4.11. 状況区分において検収済を選択した場合は、検収を行わずに債務計上情報を

作成する機能を有すること。 

4.6.4.12. 支払方法において前払いを選択した場合は、検収を行わずに支払機能にデー

タを引き継ぐ機能を有すること。また、前払い以外の場合は検収処理が行わ

れるまで支払いに連動されないよう制御されていること。 

4.6.4.13. 登録と同時に契約決議書の印刷プレビューを画面表示できる機能を有する

こと。 

4.6.4.14. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機能

を有すること。 

4.6.4.15. 登録と同時に確定も行える機能を有すること。 

4.6.5. 図書契約決議詳細情報登録機能 

4.6.5.1. 複数明細入力時、データ登録時には明細ごとに自動的に伝票番号を分けて登

録する機能を有すること。 

4.6.6. 契約決議情報修正機能 

4.6.6.1. 契約決議情報の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対する修正

機能を有すること。なお、確定後であっても、契約変更入力をする機能を有

すること。 

4.6.6.2. 登録済の契約決議情報の検索機能を有すること。 

4.6.7. 契約決議情報確定機能 

4.6.7.1. 契約決議情報の確定入力機能を有すること。 

4.6.7.2. 契約決議の形態として確定入力機能を省略し、入力後直ちに検収処理にデー

タを引き継げる機能を有すること。 

4.6.7.3. 確定入力待ち（起案済）の契約決議情報一覧から確認入力対象を選択する機

能を有すること。 

4.6.7.4. バーコード読み取りにより、確定対象データを連続入力する機能を有するこ

と。また、確定対象データと伝票内容が一致することを保証する機能を有す

ること。 

4.6.7.5. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.6.7.6. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.6.7.7. 契約決議情報の確定入力解除機能を有すること。 

4.6.8. 検収情報登録機能 

4.6.8.1. 確定済の契約決議情報を検収情報登録対象として検収状況を一覧表示する

機能を有すること。 

4.6.8.2. 一覧表示する契約決議情報は、相手先、品名等による絞込み機能を有するこ

と。 

4.6.8.3. 一覧表示した案件の契約決議情報の明細を確認する機能を有すること。 

4.6.8.4. 選択した消費税区分と入力値に明らかな差異がある場合に警告を発する機

能を有すること。 
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4.6.8.5. 一覧表示した案件から選択入力した契約決議情報の検収登録を行う機能を

有すること。 

4.6.8.6. 1 件の契約決議で複数の検収情報を登録する機能を有すること。 

4.6.8.7. 1 件の契約決議に対して複数の検収情報を登録する場合、明細行ごとの分割

検収に加え、契約数量に対する納品数量の部分検収を行う機能を有すること。

また分割検収の場合は、途中打切りする機能を有すること。 

4.6.8.8. 検収ごとに、検収日を入力し履歴管理する機能を有すること。 

4.6.8.9. 検収日は検収データ登録日を初期表示し、上書き修正機能を有すること。 

4.6.8.10. 過去の日付の検収に対する遡り登録機能を有すること。 

4.6.8.11. 検収登録を行ったユーザ名を検収入力者として記録する機能を有すること。 

4.6.8.12. 登録と同時に債務計上票の印刷プレビューを画面表示できる機能を有する

こと。 

4.6.8.13. 登録された納品検収情報を元に振替伝票を作成する機能を有すること。 

4.6.8.14. 固定資産への引き継ぎが指定されている情報については、固定資産へ引き継

ぐ機能を有すること。 

4.6.8.15. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機能

を有すること。 

4.6.8.16. 債務計上情報登録後に修正をする機能を有すること。 

4.6.9. 検収情報照会機能 

4.6.9.1. 登録済の検収情報の照会機能を有すること。 

4.6.9.2. 図書館システムへ連携させるために検収済みの図書のデータを作成する機

能を有すること。 

 

4.7. 経費精算機能 

4.7.1. 仮払申請登録機能 

4.7.1.1. 仮払申請ごとに、部局・財源・予算科目・プロジェクトコード・申請者・件

名・経費区分（旅費/謝金）・数量・単位・仮払申請金額・税区分・摘要・源

泉徴収額・申請日・支払先の登録機能を有すること。 

4.7.1.2. ユーザの担当部局は絞込表示される機能を有すること。 

4.7.1.3. 仮払申請は一意の申請番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能を有

すること。 

4.7.1.4. 発生源申請機能において確定処理された仮払申請データを日次処理等を介

さずにリアルタイムに検索し連動する機能を有すること。連動した発生源仮

払申請データは処理済状態とし、重複して連動されることがないように制御

される機能を有すること。 

4.7.1.5. 発生源申請機能において確定処理された仮払申請データを連動する際は仮

払申請書に印刷されたバーコード読み取りにより入力を簡素化する省力化

機能を有すること。 

4.7.1.6. 登録を行った日付を登録日として記録する機能を有すること。 

4.7.1.7. 過去にユーザが作成した仮払申請の情報をコピーすることによる新規案件

の作成機能を有すること。 

4.7.1.8. 事前に登録しておいた定型的な仮払申請案件の情報を選択することによる

新規案件の作成機能を有すること。 
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4.7.1.9. 状況区分により、未払金を計上するか否かを選択する機能を有すること。ま

た、設定により初期値を選択できること。 

4.7.1.10. 支払先は選択入力とし、名称による曖昧検索を行う機能を有すること。検索

時は教職員のみを対象に検索されること。 

4.7.1.11. 外貨種別、レートを指定することにより、外貨による入力ができ、円に換算

する機能を有すること。 

4.7.1.12. 選択した源泉徴収税区分から源泉徴収の税率を自動設定する機能を有する

こと。また、税込単価、源泉徴収の税率を元に源泉徴収税額を計算する機能

を有すること。 

4.7.1.13. 税込単価、消費税区分を元に消費税額を計算する機能を有すること。 

4.7.1.14. ユーザが使用できる全予算の配分額、使用済額（購入依頼、契約決議、未払

計上ベース）、予算残高がリアルタイムに１画面で確認できることとし、仮

払申請画面と同時に表示できること。 

4.7.1.15. 登録時に予算差引する機能を有すること。 

4.7.1.16. 予算残高不足時には警告を発する機能を有すること。 

4.7.1.17. 仮払申請ごとに、予算残高検証結果として予算残高金額をリアルタイムに表

示する機能を有すること。 

4.7.1.18. 登録と同時に仮払申請書の印刷プレビューを画面表示できる機能を有する

こと。 

4.7.1.19. 仮払申請の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対する修正機能

を有すること。 

4.7.1.20. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機能

を有すること。 

4.7.1.21. 支払先の口座番号の一部の桁「*」(アスタリスク)に置き換えた形式で表示

する機能を有すること。 

4.7.2. 仮払申請確定機能 

4.7.2.1. 仮払申請の確定入力機能を有すること。 

4.7.2.2. 仮払申請の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.7.2.3. 確定入力待ちの仮払申請一覧から確認入力対象を選択する機能を有するこ

と。 

4.7.2.4. バーコード読み取りにより、確定対象データを連続入力する機能を有するこ

と。また、確定対象データと伝票内容が一致することを保証する機能を有す

ること。 

4.7.2.5. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.7.2.6. 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。 

4.7.2.7. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.7.2.8. 仮払申請の確定入力解除機能を有すること。 

4.7.3. 仮払精算登録機能 

4.7.3.1. 支払いが行なわれた仮払申請データに対して、精算データの登録機能を有す

ること。 

4.7.3.2. 対象となる仮払申請データは申請番号を指定する機能と併せて、選択入力す

る機能を有すること。支払いが行なわれていない仮払申請データは入力でき

ないように制限される機能を有すること。 



 38  

4.7.3.3. 仮払精算は一意の申請番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能を有

すること。 

4.7.3.4. 発生源申請機能において確定処理された仮払申請データを検索し連動する

機能を有すること。連動した発生源仮払申請データは処理済状態とし、重複

して連動されることがないように制御される機能を有すること。 

4.7.3.5. 発生源申請機能において確定処理された仮払申請データを連動する際は仮

払申請書に印刷されたバーコード読み取りにより入力を簡素化する省力化

機能を有すること。 

4.7.3.6. 仮払精算の入力画面は仮払申請と同様の機能を持ち、表示された当該仮払申

請の内容に対して必要箇所を変更することで入力を済ませる機能を有する

こと。 

4.7.3.7. 登録と同時に仮払精算書の印刷プレビューを画面表示できる機能を有する

こと。 

4.7.3.8. 支払先の口座番号の一部の桁「*」(アスタリスク)に置き換えた形式で表示

する機能を有すること。 

4.7.4. 仮払精算確定機能 

4.7.4.1. 仮払精算の確定入力機能を有すること。 

4.7.4.2. 仮払精算の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.7.4.3. 確定入力待ちの仮払精算一覧から確認入力対象を選択する機能を有するこ

と。 

4.7.4.4. バーコード読み取りにより、確定対象データを連続入力する機能を有するこ

と。また、確定対象データと伝票内容が一致することを保証する機能を有す

ること。 

4.7.4.5. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.7.4.6. 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。 

4.7.4.7. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.7.4.8. 仮払精算の確定入力解除機能を有すること。 

4.7.5. 立替精算登録機能 

4.7.5.1. 立替精算ごとに、部局・財源・予算科目・プロジェクトコード・申請者・件

名・経費区分（旅費/謝金）・数量・単位・立替申請金額・税区分・摘要・源

泉徴収額・申請日・支払先の登録機能を有すること。 

4.7.5.2. ユーザの担当部局は絞込表示される機能を有すること。 

4.7.5.3. 立替精算は一意の申請番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能を有

すること。 

4.7.5.4. 発生源申請機能において確定処理された立替精算データを日次処理等を介

さずにリアルタイムに検索し連動する機能を有すること。連動した発生源立

替精算データは処理済状態とし、重複して連動されることがないように制御

される機能を有すること。 

4.7.5.5. 発生源申請機能において確定処理された立替申請データを連動する際は立

替申請書に印刷されたバーコード読み取りにより入力を簡素化する省力化

機能を有すること。 

4.7.5.6. 登録を行った日付を登録日として記録する機能を有すること。 

4.7.5.7. 過去にユーザが作成した立替精算の情報をコピーすることによる新規案件
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の作成機能を有すること。 

4.7.5.8. 事前に登録しておいた定型的な立替精算案件の情報を選択することによる

新規案件の作成機能を有すること。 

4.7.5.9. 状況区分により、未払金を計上するか否かを選択する機能を有すること。ま

た、設定により初期値を選択できること。 

4.7.5.10. 支払先は選択入力とし、名称による曖昧検索を行う機能を有すること。検索

時は教職員のみを対象に検索されること。 

4.7.5.11. 外貨種別、レートを指定することにより、外貨による入力ができ、円に換算

する機能を有すること。 

4.7.5.12. 選択した源泉徴収税区分から源泉徴収の税率を自動設定する機能を有する

こと。また、税込単価、源泉徴収の税率を元に源泉徴収税額を計算する機能

を有すること。 

4.7.5.13. 税込単価、消費税区分を元に消費税額を計算する機能を有すること。 

4.7.5.14. ユーザが使用できる全予算の配分額、使用済額（購入依頼、契約決議、未払

計上ベース）、予算残高がリアルタイムに１画面で確認できることとし、立

替申請画面と同時に表示できること。 

4.7.5.15. 登録時に予算差引する機能を有すること。 

4.7.5.16. 予算残高不足時には警告を発する機能を有すること。 

4.7.5.17. 立替精算ごとに、予算残高検証結果として予算残高金額をリアルタイムに表

示する機能を有すること。 

4.7.5.18. 登録と同時に立替経費精算書の印刷プレビューを画面表示できる機能を有

すること。 

4.7.5.19. 立替精算の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対する修正機能

を有すること。 

4.7.5.20. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機能

を有すること。 

4.7.5.21. 支払先の口座番号の一部の桁「*」(アスタリスク)に置き換えた形式で表示

する機能を有すること。 

4.7.6. 立替精算確定機能 

4.7.6.1. 立替精算の確定入力機能を有すること。 

4.7.6.2. 立替精算の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.7.6.3. 確定入力待ちの立替申請一覧から確認入力対象を選択する機能を有するこ

と。 

4.7.6.4. バーコード読み取りにより、確定対象データを連続入力する機能を有するこ

と。また、確定対象データと伝票内容が一致することを保証する機能を有す

ること。 

4.7.6.5. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.7.6.6. 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。 

4.7.6.7. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.7.6.8. 立替精算の確定入力解除機能を有すること。 

4.7.7. 経費精算登録機能 

4.7.7.1. 経費精算ごとに、部局・財源・予算科目・プロジェクトコード・申請者・件

名・経費区分（旅費/謝金）・数量・単位・経費精算金額・税区分・摘要・源



 40  

泉徴収額・申請日・支払先の登録機能を有すること。 

4.7.7.2. ユーザの担当部局は絞込表示される機能を有すること。 

4.7.7.3. 経費精算は一意の申請番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能を有

すること。 

4.7.7.4. 発生源申請機能において確定処理された経費精算データを日次処理等を介

さずにリアルタイムに検索し連動する機能を有すること。連動した発生源経

費精算データは処理済状態とし、重複して連動されることがないように制御

される機能を有すること。 

4.7.7.5. 発生源申請機能において確定処理された経費精算データを連動する際は経

費精算書に印刷されたバーコード読み取りにより入力を簡素化する省力化

機能を有すること。 

4.7.7.6. 登録を行った日付を登録日として記録する機能を有すること。 

4.7.7.7. 過去にユーザが作成した経費精算の情報をコピーすることによる新規案件

の作成機能を有すること。 

4.7.7.8. 事前に登録しておいた定型的な経費精算案件の情報を選択することによる

新規案件の作成機能を有すること。 

4.7.7.9. 状況区分により、未払金を計上するか否かを選択する機能を有すること。ま

た、設定により初期値を選択できること。 

4.7.7.10. 支払先は選択入力とし、名称による曖昧検索を行う機能を有すること。 

4.7.7.11. 外貨種別、レートを指定することにより、外貨による入力ができ、円に換算

する機能を有すること。 

4.7.7.12. 選択した源泉徴収税区分から源泉徴収の税率を自動設定する機能を有する

こと。また、税込単価、源泉徴収の税率を元に源泉徴収税額を計算する機能

を有すること。 

4.7.7.13. 税込単価、消費税区分を元に消費税額を計算する機能を有すること。 

4.7.7.14. ユーザが使用できる全予算の配分額、使用済額（購入依頼、契約決議、未払

計上ベース）、予算残高がリアルタイムに１画面で確認できることとし、経

費精算画面と同時に表示できること。 

4.7.7.15. 登録時に予算差引する機能を有すること。 

4.7.7.16. 予算残高不足時には警告を発する機能を有すること。 

4.7.7.17. 予算科目を入力せずに情報登録する機能を有すること。 

4.7.7.18. 経費精算ごとに、予算残高検証結果として予算残高金額をリアルタイムに表

示する機能を有すること。 

4.7.7.19. 登録と同時に経費精算書の印刷プレビューを画面表示できる機能を有する

こと。 

4.7.7.20. 経費精算の確定入力を行うまでは登録済のすべての情報に対する修正機能

を有すること。 

4.7.7.21. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機能

を有すること。 

4.7.7.22. 支払先の口座番号の一部の桁「*」(アスタリスク)に置き換えた形式で表示

する機能を有すること。 

4.7.8. 経費精算確定機能 

4.7.8.1. 経費精算の確定入力機能を有すること。 
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4.7.8.2. 経費精算の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.7.8.3. 確定入力待ちの経費精算一覧から確認入力対象を選択する機能を有すること。 

4.7.8.4. バーコード読み取りにより、確定対象データを連続入力する機能を有するこ

と。また、確定対象データと伝票内容が一致することを保証する機能を有

すること。 

4.7.8.5. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.7.8.6. 確定入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。 

4.7.8.7. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.7.8.8. 経費精算の確定入力解除機能を有すること。 

 

4.8. 支出・出納管理機能 

4.8.1. 債務計上情報登録機能 

4.8.1.1. 債務計上情報として、部局・摘要・取引先・伝票税込総額・未払金計上入力

者・計上日・支払区分・支払条件・支払口座の登録機能を有すること。 

4.8.1.2. 債務計上情報は一意の伝票番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能

を有すること。 

4.8.1.3. 登録を行った日付をデータ登録日として記録する機能を有すること。 

4.8.1.4. ユーザの担当部局が絞込表示される機能を有すること。 

4.8.1.5. 摘要はあらかじめ設定した複数の値からの選択入力をする機能を有するこ

と。 

4.8.1.6. 支払条件に基づき、請求日から支払予定日を自動設定し、かつ上書き修正す

る機能を有すること。自動設定する際は休日に当たらないように前後の日付

に自動調整される機能を有すること。 

4.8.1.7. 支払条件として任意に支払月日を設定し、支払条件の追加・変更機能を有す

ること。 

4.8.1.8. 取引先は選択入力ができ、名称による曖昧検索を行う機能を有すること。 

4.8.1.9. 取引先とは別に支払先の入力を行う機能を有すること。 

4.8.1.10. 外貨種別、レートを指定することにより、外貨による入力ができ、円に換算

する機能を有すること。 

4.8.1.11. 消費税区分として課税、非課税、不課税、免税を設定し、消費税区分の追加・

変更機能を有すること。 

4.8.1.12. 選択した消費税区分と入力値に明らかな差異がある場合に警告を発する機

能を有すること。 

4.8.1.13. ユーザが使用できる全予算の配分額、使用済額（購入依頼、契約決議、未払

計上ベース）、予算残高がリアルタイムに１画面で確認できることとし、購

入依頼情報登録画面と同時に表示できること。 

4.8.1.14. 未払金等、通常使用する科目については都度仕訳入力を行わなくてもよい入

力補助機能を有すること。 

4.8.1.15. 登録時に予算差引する機能を有すること。 

4.8.1.16. 予算残高不足時には警告を発する機能を有すること。 

4.8.1.17. 予算科目を入力せずに情報登録する機能を有すること。 

4.8.1.18. 債務計上情報会計情報ごとに、予算残高検証結果として予算残高金額を表示

する機能を有すること。 
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4.8.1.19. 予算科目及び勘定科目、単位は選択入力とし、名称による曖昧検索を行う機

能を有すること。 

4.8.1.20. 選択した予算科目に関連する勘定科目のみを表示する機能を有すること。 

4.8.1.21. 外部からのファイル取り込みは、CSV 形式の他、xlsx 形式に対応できる機能

を有すること。 

4.8.1.22. 債務計上情報ごとに資産管理に引き継ぐかを指定する機能を有すること。 

4.8.2. 債務計上情報確定処理機能 

4.8.2.1. 複数の債務計上情報の確定を一括で行う機能を有すること。 

4.8.2.2. 確定入力待ち（登録済）の債務計上情報の一覧から確定入力対象を複数選択

する機能を有すること。 

4.8.2.3. 確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.8.2.4. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.8.2.5. 債務計上情報の確定入力解除機能を有すること。 

4.8.3. 債務計上情報会計情報転記機能 

4.8.3.1. 確定済の債務計上情報を振替伝票に転記する機能を有すること。 

4.8.3.2. 指定した振替伝票の会計情報を総勘定元帳に自動転記する機能を有するこ

と。 

4.8.4. 債務残高確認機能 

4.8.4.1. 取引先ごとの債務残高の一覧を法人全体、部局、部門ごとに確認する機能を

有すること。 

4.8.4.2. 債務残高と未払金額の照会機能を有すること。照会機能においては、勘定科

目、相手先、部門単位に債務残高、未払金額の各項目を照会できる機能を有

すること。また、ドリルダウン機能によって、支払の内訳を照会する機能を

有すること。 

4.8.5. 戻入処理機能 

4.8.5.1. 過払金が発生した場合は、戻入のデータ登録する機能を有すること。 

4.8.5.2. 相手先に対して振込依頼書や請求書を発行する機能を有すること。 

4.8.6. 支払準備入力機能 

4.8.6.1. 債務計上情報及び経費精算（仮払、仮払精算、立替経費、経費精算）確定デ

ータは、支払準備入力を経て支払処理対象となること。 

4.8.6.2. 支払準備は一意の支払予定番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能

を有すること。 

4.8.6.3. 支払準備入力を行う画面においては、支払区分、支払予定日、支払口座の登

録及び変更を行う機能を有すること。また、複数の支払対象データを一括し

て変更する機能を有すること。 

4.8.6.4. 支払準備対象として、確定済かつ支払準備未処理の債務計上情報一覧を表示

させる機能を有すること。 

4.8.6.5. 1 回の支払準備として、複数の債務計上情報を集約する機能を有すること。 

4.8.6.6. 確定済の債務計上情報の一覧から、支払準備登録対象を複数選択する機能を

有すること。 

4.8.6.7. 一覧表示する債務計上情報支払予定情報の絞込機能を有すること。 

4.8.6.8. 支払先ごとに設定された複数の振込先口座の中から振込みを行う口座を選

択する機能を有すること。また、支払先ごとに初期設定する口座を設定する
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機能を有すること。 

4.8.6.9. 支払準備の対象となった伝票の中から、債権との相殺を行う伝票と金額を登

録する機能を有すること。 

4.8.6.10. 支払明細を記載した支払通知書の印刷機能及びメール送信機能を有するこ

と。 

4.8.6.11. 支払通知書をメール送信する場合は、データを CSV 形式ファイルで出力し、

CSV データを読み込み、通知者に対して一括してメール送信することができ

ること。なお、メールアドレスについては相手先マスタ内に設定可能とする

こと。 

4.8.6.12. 支払通知書にて、請求書 NO 及び納品書 NO を確認できる機能を有すること。 

4.8.7. 支払状況照会機能 

4.8.7.1. 取引先からの照会依頼対応及び債務管理の観点から、支払状況の一覧を照会

する機能を有すること。 

4.8.7.2. 一覧表示する支払状況の絞込機能を有すること。 

4.8.8. 支払予定確認機能 

4.8.8.1. 資金管理の観点から、各支払準備情報の明細を画面上で確認する機能を有す

るとともに、CSV 形式ファイルで出力する機能を有すること。 

4.8.8.2. 部局及び支払元銀行口座を確認する機能を有すること。 

4.8.9. 支払処理機能 

4.8.9.1. 支払対象とする支払準備情報を選択する条件として、支払区分、支払予定日

（期間指定）、支払先区分、支払先を指定する機能を有すること。 

4.8.9.2. 支払対象の選択条件として設定した支払対象日を支払予定日とする複数の

支払準備情報を、支払処理対象として自動選択する機能を有すること。 

4.8.9.3. 支払処理の実行により仕訳が自動作成され、ユーザが仕訳の入力を行わなく

てもよい機能を有すること。 

4.8.9.4. 前年度の債務計上情報について支払処理を実行する際、支払処理結果は当年

度の会計データとして処理する機能を有すること。 

4.8.9.5. 支払総額を、支払処理を行う画面で確認する機能を有すること。 

4.8.9.6. 支払締処理が実施された場合、当該日付までの支払予定日が入力できないよ

うに制限する機能を有すること。 

4.8.10. ファームバンキングファイル作成機能 

4.8.10.1. 支払方法がファームバンキングであり、かつ支払処理の支払について、ファ

ームバンキングファイルを作成する機能を有すること。 

4.8.10.2. 作成するファームバンキングファイルは全銀協フォーマットであること。 

4.8.11. 支払会計情報転記機能 

4.8.11.1. 支払済みの情報を振替伝票に自動転記する機能を有すること。 

4.8.11.2. 指定した振替伝票の会計情報を総勘定元帳に自動転記する機能を有するこ

と。 

4.8.12.  支払通知ファイル作成機能 

 4.8.12.1.支払日ごとに取引先等に支払内容をメール送信するためのファイルを作成し、

CSV 形式で出力する機能を有すること。 
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4.9. 資産管理 

4.9.1. 資産登録機能 

4.9.1.1. 以下の資産について管理する機能を有すること。 

有形固定資産 

無形固定資産 

建設仮勘定 

少額備品 

リース資産（ファイナンス・リース資産含む） 

美術品、収蔵品 

借受対象財産 

貸付資産 

4.9.1.2. 資産登録情報は、直接入力、検収情報からの引き継ぎ、CSV 形式または xlsx

形式ファイルの取込機能を有すること。 

4.9.1.3. 検収情報からデータを引き継ぐ場合、検収入力の都度リアルタイムに取込処

理を実施する機能を有すること。また、少額備品である場合は、自動的に備

品台帳に登録される機能を有すること。 

4.9.1.4. 資産登録情報として、名称、取得勘定科目、財源、予算、プロジェクト、管

理部門、取得日付、取得事由、耐用年数、数量、単位、取得金額、規格、減

価償却方法、使用者、設置場所、用途、借受区分、借受先、借受期間、貸付

区分、貸付先、貸付期間、現状区分、旧物品番号の登録機能を有すること。 

4.9.1.5. 財産については、登記日付、面積、地番、地目、住所、構造、用途、実測面

積、延面積、床面積の登録をする機能を有すること。 

4.9.1.6. 複数財源により取得された資産は、内訳の登録をする機能を有すること。 

4.9.1.7. 複数部門にて共有する資産は、部門ごとの割合を人数比、面積比等の比率に

より計算する機能を有すること。 

4.9.1.8. 資産名称の入力項目は、全角 40 文字以上であること。 

4.9.1.9. 対象データを指定して資産番号ラベルを作成する機能を有すること。 

4.9.1.10. 資産番号ラベルは、市販のタックシールに印字できる機能を有し、任意の印

字開始位置を指定できる機能を有すること。 

4.9.1.11. 財源として、運営費交付金、自己収入、寄附金（使途特定）、寄附（使途不

特定）、寄附（現物寄附）、補助金、施設費、目的積立金、無償譲与、現物出

資、受託研究、共同研究、受託事業、共同事業、科学研究費補助金を設定し、

財源の追加、変更機能を有すること。 

4.9.1.12. 中期計画区分は、中期計画の範囲内外の区分を設定する機能を有すること。

初期設定は中期計画の範囲内とし、適宜修正する機能を有すること。 

4.9.1.13. 既存資産について資本的支出されたものについては、データの入力時に本体

の資産に関する資産番号を指定することにより、枝番として関連付けする機

能を有すること。 

4.9.1.14. 分類情報は資産ごとに、5 分類以上の登録機能を有すること。 

4.9.1.15. 資産内容に関する分類の追加・変更機能を有すること。 

4.9.1.16. 登録された資産種別から耐用年数を自動設定する機能を有し、かつ上書き修

正をする機能を有すること。耐用年数については月数での設定をする機能を

有すること。 
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4.9.1.17. 資産は一意の資産番号で管理され、情報登録時に自動採番する機能を有する

こと。 

4.9.1.18. 増減事由として、自己取得、寄付、現物出資、借受、譲与、資本的支出、移

動、除売却の区分を選択して入力する機能を有すること。 

4.9.1.19. 現状区分は、稼動中、休止、貸与、不用決定済、処分済の区分を選択して入

力する機能を有すること。 

4.9.1.20. 用途区分は、業務、研究、一般管理等の区分を複数選択でき、比率の登録も

する機能を有すること。また翌年度以降でもその比率を変更する機能を有す

ること。 

4.9.1.21. 共有する部門を複数登録でき、比率の登録もする機能を有すること。また翌

年度以降でもその比率を変更する機能を有すること。 

4.9.1.22. 複数の財源による取得、複数の部門による共有、複数の用途による利用に関

する内訳情報を入力する場合は、資産番号を別にすることなく１資産の内訳

情報として入力・管理する機能を有すること。 

4.9.1.23. 登録した建設仮勘定から本資産に振り替える機能を有すること。また振替時

に一部のみの振替を可能とし、残高を管理できること。 

4.9.2. 資産情報変更機能 

4.9.2.1. 資産の移動（場所・所属）、及び除売却を行う機能を有すること。 

4.9.2.2. 複数の数量を持つ資産の移動及び除売却に関しては、部分的な除売却を行う

機能を有すること。また、部分的な移動により発生した資産に関しては新た

な資産番号を付与する機能を有すること。 

4.9.2.3. 確定された資産移動を取消す機能を有すること。 

4.9.2.4. 複数資産の移動及び除却を一括して処理する機能を有すること。 

4.9.2.5. 複数資産の移動及び除却を一括して処理する場合、設置場所、管理部門等に

よりデータを抽出する機能を有すること。 

4.9.2.6. 一括して行った移動及び除却を取消す機能を有すること。 

4.9.2.7. 売却が実施された場合、売却金額と帳簿価額の差額を売却損（益）として総

勘定元帳に計上する機能を有すること。 

4.9.2.8. 確定された資産除売却を取消す機能を有すること。 

4.9.3. 減価償却処理機能 

4.9.3.1. 定額法による減価償却計算機能を有すること。 

4.9.3.2. 償却、非償却資産の区別する機能を有すること。 

4.9.3.3. 資産の登録情報において減価償却対象として指定された資産について、減価

償却処理を行うこと。 

4.9.3.4. 有形固定資産の場合は残存価額 1 円まで、無形固定資産の場合は残存価額 0

円まで、それぞれ減価償却計算が行われること。 

4.9.3.5. リース資産の場合、残存価額 0 円まで減価償却計算が行われること。 

4.9.3.6. 償却を月数で行える機能を有すること。 

4.9.3.7. 取得日とは別に償却開始日を持ち、指定する月末現在までの償却費仮計算が

行えること。 

4.9.3.8. 10 年先までの償却費仮計算（シュミレーション）をする機能を有すること。 

4.9.3.9. 必要に応じて、資産ごとに期間を指定した償却額の調整を行える機能を有す

ること。 
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4.9.3.10. 複数財源、複数用途、複数部門共有により取得された資産は、内訳別に減価

償却計算をする機能を有すること。 

4.9.3.11. 特定指定された資産に関しては、資産ごとに指定した割合に従い、減価償却

費を損益外減価償却費と分割して計上をする機能を有すること。 

4.9.3.12. 減価償却計算は、勘定科目・取得財源・セグメント・管理部門・特定資産区

分を組み合わせて集計できる機能を有し、集計結果を帳票及びデータによる

出力機能を有すること。 

4.9.4. 資産会計情報転記機能 

4.9.4.1. 確定済の資産登録情報及び移動情報、除売却情報、減価償却情報を振替伝票

に自動転記する機能を有すること。 

4.9.4.2. 指定した振替伝票の会計情報を総勘定元帳に自動転記する機能を有するこ

と。 

4.9.4.3. 減価償却の仕訳作成後に、過去に遡って資産情報の修正を行った場合は、修

正した資産分の修正仕訳が自動で任意の計上月で作成できる機能を有する

こと。 

4.9.5. 減損会計機能 

4.9.5.1. 減損の状態（対象、兆候、認識）を管理する機能を有すること。 

4.9.5.2. 帳簿価額に対して市場価格を入力することで減損額を計算する機能を有す

ること。 

4.9.5.3. 減損の対象となる複数の資産をまとめてグループとして管理する機能を有

すること。また、市場価格、減損額に関しては帳簿価額の割合で自動配分す

る機能を有し、手入力で調整する機能を有すること。 

4.9.5.4. 当該年度内の任意の年月で減損額を資産台帳に反映させる機能を有するこ

と。資産台帳へ反映後は減価償却計算も減損後の金額で行なわれること。 

4.9.5.5. 当該年度内であれば台帳反映された減損を取消しできる機能を有すること。 

4.9.5.6. 減損損失累計額を減価償却累計額とは別に集計する機能を有すること。 

 

4.9.6. 資産除去債務管理機能 

4.9.6.1. 資産除去債務を登録できること。 

4.9.6.2. 資産除去債務に係る利息額の計算処理及び、資産台帳に反映させることがで

きること。 

4.9.6.3. 本体資産確定時に当該資産に関連する資産除去債務を確定できること。 

4.9.6.4. 資産移動時に付随する除去債務の部門を移動することが可能であること。ま

た、付随する除去債務のみを移動することも可能であること。 

4.9.6.5. 資産除売却時に付随する除去債務を除却することが可能であること。また、

付随する除去債務のみを除却することも可能であること。 

4.9.6.6. 資産除去債務に関する台帳を出力できること。 

4.9.6.7. 資産除去債務に関する台帳照会ができること。 

4.9.6.8. 資産除去債務に関する償却費、利息額等の管理表を出力できること。 

4.9.6.9. 資産除去債務の資産を除売却する場合、除売却月の利息計算も行える機能を

有すること。 

4.9.6.10. 基本入力チェックリストに除去債務に関する情報を出力できること。 

4.9.6.11. 変更入力チェックリストに除去債務に関する情報を出力できること。 
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4.9.6.12. 移動入力チェックリストに除去債務に関する情報を出力できること。 

4.9.6.13. 除売却入力チェックリストに除去債務に関する情報を出力できること。 

4.9.6.14. 資産除去債務の明細を明示的に分類して出力できること。 

4.9.6.15. 資産除去債務の情報を CSV 形式または xlsx 形式で取り込み、及び CSV 形式

で出力できること。 

4.9.6.16. 移動や一部移動の発生時に資産除去債務の調整が必要な場合、セグメントの

変更や分割処理を行えること。 

4.9.7. 固定資産管理帳票出力及び振替機能 

4.9.7.1. 資産の取得、移動、変更、除売却、減価償却に際し、会計基準に準拠した振

替伝票データ（資産見返、資産見返戻入科目を含む）を自動的に作成する機

能を有すること。なお、財源に科学研究費補助金が指定された資産に関して

は寄附受けとして処理する機能を有すること。 

4.9.7.2. 資産台帳には画像を印字できる機能を有すること。また、資産登録後にも画

像の差し替えが可能であること。 

4.9.7.3. 各月次時点の資産マスタを保存し、出力時に指定した年月時点の状態で出力

する機能を有すること。 

4.9.7.4. 資産台帳、減価償却明細表、減価償却総括表は過年度分も出力できるほか、

当該年度より先の任意の日付でも減価償却累計額、帳簿価額を仮計算した上

で出力できる機能を有すること。 

4.9.7.5. 資産の繰越処理が行える機能を有すること。資産の繰越処理時には資産の所

属組織の有効期限が切れている場合、また減価償却計算の未実施である場合

は警告メッセージを出力した上で処理を中止する機能を有すること。 

4.9.7.6. 資産登録・変更にはデータの確定機能を有し、確定されたデータだけが各帳

票に反映されること。確定機能では未確定データの一覧表示機能を有し、確

定対象のデータを複数指定する機能を有すること。 

4.9.8. データ移行 

4.9.8.1. 前システムの資産データ移行の際、資産番号に変更が必要な場合は、前資産

番号（登録されているもの）を保持する機能を有すること。 

 

4.10. 決算管理 

4.10.1. 月次決算業務 

4.10.1.1. 予算執行と費用又は固定資産計上の整合性を総括的に検証するために、総勘

定元帳、仕訳日記帳に、執行した予算科目名を表示する機能を有すること。 

4.10.1.2. 予算執行額と費用及び固定資産計上額との関連表（マトリックス表）を月次

に出力する機能を有し、法人全体、部局・部門ごとに作成する機能を有する

とともに、CSV 形式ファイルで出力する機能を有すること。 

4.10.1.3. 欠番となった伝票番号の一覧表を印刷する機能を有すること。 

4.10.1.4. 未収金一覧表、未払金一覧表、振替伝票一覧表（仕訳日記帳）、予算差引簿、

総勘定元帳を印刷する機能を有し、期間限定、組織、部局、部門、勘定科目

の指定で帳票として印刷する機能を有するとともに、CSV 形式ファイルで出

力する機能を有すること。 

4.10.1.5. 官公需に関する情報を印刷する機能を有すること。 

4.10.1.6. 月次決算が行なわれた後は、当該月に関する各種伝票を入力できないように
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制限する機能を有すること。 

4.10.1.7. 財務の締は部局用、事務局用、財務決算部門用と段階的に行える機能を有す

ること。 

4.10.1.8. 財務の締め処理を実施する際は、未検収、債務未確定、資産登録・移動・除

売却の未確定チェックが行える機能を有すること。 

4.10.2. 検索機能 

4.10.2.1. 検収、支払、収益計上、入金及び振替伝票のデータは、期間、組織、部局、

部門別の検索条件に基づいて任意に抽出する機能を有すること。 

4.10.3. 年次決算業務 

4.10.3.1. 決算修正仕訳の翌期自動振戻し機能を有すること。 

4.10.3.2. 決算整理伝票は、一般の振替伝票とは区別されて付番されること。 

4.10.3.3. 決算整理伝票においても予算執行できる機能を有すること。 

4.10.3.4. 決算整理仕訳一覧表、決算整理前合計残高試算表、決算整理後合計残高試算

表を印刷する機能を有すること。 

4.10.3.5. 前年度の決算処理と当年度の期中処理を並行して行う機能を有すること。 

4.10.3.6. 前年度の未収・未払計上データをもとに当年度の日付で入金・支払処理を行

う機能を有すること。また、この入金データ・支払データをもとに作成する

振替伝票データは自動的に当年度の会計データになるものとすること。 

4.10.3.7. 経営分析を行うため、純資産比率、外部資金比率、流動比率、貸倒比率など

各種経営指標を法人全体、部局、部門ごとに出力する機能を有すること。 

4.10.3.8. 借受資産の減価償却額など実施コスト計算書の作成に必要な基礎資料を作

成する機能を有すること。 

4.10.4. 振替伝票機能 

4.10.4.1. 振替伝票の起票は、直接入力を行う他、支出については、検収入力データ、

経費精算データ、出金データ等を、収入については、債権計上データ、入金

データ等を、資産については取得データ、移動データ、除売却データ、変更

データ、減価償却データ等を基に自動的に振替伝票を作成する機能を有する

とともに、仕訳に関する CSV 形式または xlsx 形式のファイルを取り込み、

振替伝票を起票する機能を有すること。 

4.10.4.2. 未払計上の仕訳作成に当たっては、振替伝票の枚数削減を図るために、納品

日別、予算科目別単位で自動集計して未払金計上の仕訳を行う機能を有する

こと。 

4.10.4.3. 支払の仕訳作成に当たっては、振替伝票の枚数削減を図るために、支払先別

単位で集計して支払の仕訳を作成する機能を有すること。 

4.10.4.4. 支出契約に基いて振替伝票を自動起票する際、前払データの場合は、支払時

（前渡金の計上）及び精算時（費用計上）を自動的に判定し起票する機能を

有すること。また、追加支払する金額については、勘定科目「未払金」を追

加する機能を有すること。返戻する金額については、勘定科目「未収入金」

を追加する機能を有すること。 

4.10.4.5. 経費精算に基づいて振替伝票を自動起票する際、仮払申請データの場合は、

支払時（仮払金の計上）及び精算時（費用計上）を自動的に判定し起票する

機能を有すること。また、追加支払する金額については、勘定科目「未払金」

を追加する機能を有すること。返戻する金額については、勘定科目「未収入
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金」を追加する機能を有すること。 

4.10.4.6. 契約内容に応じて、未収学生納付金収入、未収附属病院収入など、適切な未

収科目を自動設定し未収計上ができる機能を有すること。また、その消込み

の仕訳も自動で作成できる機能を有すること。 

4.10.4.7. 未収金に対する入金時には未収消込みの仕訳が作成できる機能を有するこ

と。入金時に消込先の債権が指定できない場合は、一旦仮受金として計上す

る機能を有すること。 

4.10.4.8. 減価償却の自動仕訳の実施時に、減価償却計算の未実施、資産登録、資産移

動、資産除売却の未確定データ有無のチェックを行う機能を有すること。 

4.10.4.9. 減価償却の仕訳作成後に、過去に遡って資産情報の修正を行った場合は、修

正した資産分の修正仕訳が自動で任意の計上月で作成できる機能を有する

こと。 

4.10.4.10. 自動仕訳において、資産除去債務の登録、移動、除売却に対応できること。 

4.10.4.11. 資産除去債務の利息額について、自動仕訳にて計上できる機能を有するこ

と。 

4.10.4.12. 自動仕訳により作成された未払い、未収、入金の振替伝票は取消す機能を

有すること。 

4.10.4.13. 決裁欄名等は任意の設定をする機能を有すること。 

4.10.4.14. 起票入力を行った日付を起票日として記録する機能を有すること。 

4.10.4.15. 起票入力を行ったユーザ名を記録する機能を有すること。 

4.10.4.16. 伝票の種類ごとに一意の伝票番号で管理され、情報登録時に自動採番する

機能を有すること。 

4.10.4.17. 仕訳日が転記できる期間外である場合には、警告を発する機能を有するこ

と。 

4.10.4.18. 入力項目は名称又はその一部指定による曖昧検索を行う機能を有すること。 

4.10.4.19. 任意の条件の組合せにより、選択した伝票の検索機能を有すること。 

4.10.4.20. １枚の振替伝票で借方・貸方それぞれ 999 件の明細行の予算科目・勘定科

目・金額（借方金額/貸方金額）・プロジェクト・予算執行部局・消費税区

分（以下、振替伝票会計情報）・支払相手先を登録する機能を有すること。 

4.10.4.21. 複合仕訳をする機能を有すること。 

4.10.4.22. 振替伝票内での貸借双方の合計金額が一致しない場合はその旨を警告し、

登録不可とすること。 

4.10.4.23. 借方合計金額、貸方合計金額を表示する機能を有すること。 

4.10.4.24. 選択した消費税区分と入力値に明らかな差異がある場合に警告を発する機

能を有すること。 

4.10.4.25. 振替伝票入力時において、当該予算科目における予算をオーバーした場合

はその旨を警告し、入力制限を設定する機能を有すること。なお、収入契

約にかかる振替の場合には、予算をオーバーしてもそのまま入力する機能

を有すること。 

4.10.4.26. 登録と同時に振替伝票の印刷プレビューを画面表示できる機能を有するこ

と。 

4.10.5. 振替伝票確定機能 

4.10.5.1. 振替伝票の確定入力機能を有すること。 
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4.10.5.2. 振替伝票の確定入力後は情報の上書き修正は不可であること。 

4.10.5.3. 確定入力待ち（起票済）の振替伝票一覧から確定入力対象を選択する機能を

有すること。 

4.10.5.4. バーコード読み取りにより、確定対象データを連続入力する機能を有するこ

と。また、確定対象データと伝票内容が一致することを保証する機能を有す

ること。 

4.10.5.5. 確定入力を行った日付を確定日として記録する機能を有すること。 

4.10.5.6. 確定入力を行ったユーザ名を、確定者として記録する機能を有すること。 

4.10.5.7. 特定ユーザのみに確定入力権限を付する機能を有すること。 

4.10.5.8. 登録済振替伝票について、確定入力処理前では修正又は削除する機能を有す

ること。 

4.10.6. 消費税計算機能 

4.10.6.1. 財務諸表における消費税表記は内税方式とし、税率等については外部変数化

する等将来の税率変化にも容易に対応する機能を有すること。また、入力時

に個々の仕訳ごとに、課税、非課税、不課税の税区分を入力する機能を有す

ること。 

4.10.6.2. 税区分は勘定科目ごとに使用できる区分を制限する機能を有すること。また

使用できる区分の内、初期表示する区分を指定する機能を有すること。 

4.10.6.3. 税区分は伝票日付との関連付けにより有効とする期間を設定する機能を有

し、伝票日付の入力により適切な消費税率が適用される仕組みを有すること。 

4.10.6.4. 課税、非課税、不課税の区分別集計など、消費税申告書作成に関する帳票を

出力する機能を有すること。 

4.10.7.  振替伝票照会機能 

4.10.7.1. 登録済の振替伝票の照会機能を有すること。また、予算執行画面へのドリル

ダウン機能を有すること。 

4.10.8.  総勘定元帳照会機能 

4.10.8.1. 総勘定元帳の照会機能を有すること。また、勘定科目に関連する債務明細・

支払明細・債権明細・入金明細等を表示する機能を有すること。 

4.10.9. 財務状況照会機能 

4.10.9.1. 仕訳の元になった各伝票の伝票番号を関連付けて照会できる機能を有する

こと。 

4.10.9.2. 月別の勘定科目実績を照会する機能を有すること。 

 

4.11. その他 

4.11.1. 他システムとの連携について 

4.11.1.1. 他システムとのデータ連携のための公開された入出力インターフェースを

各機能に有すること。 

4.11.1.2. データ連携は、CSV 形式または xlsx 形式ファイルにて行うこと。 

4.11.1.3. データ取り込みの結果を出力する機能を有すること。 

4.11.1.4. データ取り込みの際、エラーチェックを行い、エラー内容について確認する

機能を有すること。また、画面入力によりエラー修正をする機能を有するこ

と。 

4.11.1.5. 他システムとの連携において各システムの調査が必要になった場合は、本研
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究所担当者と協議の上、誠実に対応すること。 

4.11.2. データ移行について 

4.11.2.1. システムに移行が必要となるデータを CSV 形式または xlsx 形式ファイルで

取り込む機能を有すること。 

4.11.2.2. 移行の対象としては以下を想定している。 

組織データ 

職員データ 

取引先（職員含む）データ 

勘定科目データ 

予算科目データ 

固定資産データ 

少額備品データ 

貸借対照表残高データ 

外部資金残高データ 
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ⅲ【性能、機能以外に関する要件】 

 

１．設置場所等 

 

1.1. 本研究所電算機室に設置する。 

1.2. 設置場所の詳細については、本研究所担当者の指示に従うこと。 

1.3. 全てのサーバ及び周辺装置は、EIA 規格の専用ラックに収納すること。 

1.4. 本システムの設置場所への搬入、据付、配線、調整、ネットワークの構築、ソフトウェ

アのインストールを行い、各機器及びソフトウェアの動作確認を行うこと。 

1.5. 既設 LAN との接続について障害が発生した場合は、原因の切り分けを行い、本調達に起

因する障害については対処すること。 

1.6. ネットワークインフラは既に構築している別途示す情報ネットワークシステムを利用す

ることとし、動作確認を行うこと。 

1.7. 導入時の作業日程と体制を提示し、受注者側と本研究所側の作業を明確に示すこと。 

1.8. 導入については、業務に支障のないよう配慮し本研究所と協議のうえ計画的に行うこと。 

また、本研究所施設に損傷を与えないよう十分な注意をするとともに、受注者が必ず立

ち会うこと。 

 

２．成果物 

 

2.1. 財務会計システム導入に関する連絡協議会の議事録と添付資料一式（1 部） 

2.2. 以下の資料をそれぞれ電子媒体に収めて提出すること。ただし、全て日本語とする。 

2.2.1. 納入物の仕様をまとめた諸元一覧 

2.2.2. 納入物の構成をまとめた構成図（ハードウェア構成、ソフトウェア構成、ネットワ

ーク構成） 

2.2.3. 初期設定時情報の一覧 

2.2.4. 本研究所の運用担当者が納入物及びシステムの起動、稼動、停止操作を行う為に必

要な操作マニュアル 

2.2.5. 各 CSV 形式ファイルの取込機能におけるサンプルファイル 

2.2.6. すべてのソフトウェアのインストール用媒体（1 部） 

2.2.7. リカバリに必要な最新版の DVD-ROM と、それらの媒体を用いて初期環境に復旧させ

るための手順書 

2.3. 運用・操作マニュアル 

2.3.1. 運用・操作マニュアルは、単にシステム機能ごとに操作方法を記述するのではなく、

業務の流れと関連づけて理解ができるように記載すること。 

2.3.2. 運用・操作マニュアルは印刷時 A4 サイズで各業務内容の流れに沿った構成として本

研究所教職員がそれを見て業務を円滑に運用できるものであること。 

 

３．保守支援体制等 

 

3.1. 受注者は、責任を持ってすべての導入システムの保守、アフターサービスを行うこと。 

3.2. 基盤となるパッケージソフトの保守は開発元が実施すること。 

3.3. システムの運用については、本研究所の要求に応じて必要な情報を提供すること。 
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3.4. 受注者は会計基準の改正に伴うソフトウェアの変更に関する情報を提供できること。 

また、障害時の問合せ、保守体制、本研究所での運用をサポートする体制であること。 

なお、運用・保守に関する技術的な質問に対し、1 営業日までに電子メールによる対

応が可能な体制であること。 

3.5. 本システムの運用に影響を及ぼす恐れのあるセキュリティ情報を速やかに提供できるこ

と。 

また、必要な場合は、速やかに財務会計システムソフトウェアのセキュリティパッチを

適用できること。 

3.6. 最新アプリケーションソフトの提供を随時行う体制が整っていること。 

3.7. ソフトウェアについては、本研究所職員からのソフトウェア製品に関する問い合わせ（電

話、電子メール、FAX、郵送による）の対応、調達物品の障害調査、修理、ならびに保守を、

リモート接続により障害分析及び修復すること。なお、リモート接続に要する費用は本調

達に含める。 

3.8. ハードウェアの１年間のハードウェア障害復旧サービスを提供することとし、サービス

内容については、障害復旧サービスの期間に関係なく、平日（国民の祝日に関する法律第

3条に規定する休日及び 12月 29日から 1月 3日の年末年始を除く月曜～金曜）9:00～17:00

の時間帯におけるシステムの障害に対して、本研究所からの連絡、監視によって 3 時間以

内に初期対応を行う体制であること。また、それを証明する資料を提示することとし、本

研究所から半径 50km以内または 1時間以内に本研究所に到着できる保守拠点があるこ

と。 

3.9. 本システム検収後の保守料については、本調達に要する金額の 20％以内とすること。 

3.10. 以下に示す形式でのシステム操作研修等を実施すること。 

3.10.1. 会計担当職員向け操作研修（１回あたりの受講職員者数は 10 名程度とする。）を

実施すること。なお、受講職員全員が実際にシステムにアクセスして実施できるこ

と。 

3.10.2. ユーザー向け（研究員・原課向け）説明会を実施すること。なお、講義形式で実施

すること。 

3.10.3. 操作研修は 3.11.1、3.11.2 とも複数回開催するなど柔軟に対応できる体制である   

こと。 

3.10.4. 研修場所及び研修用クライアント PC は本研究所が準備する。 

3.11. 本研究所にて収集した移行データを財務会計システムへ移行するにあたり以下の作業

の実施体制を有すること。 

3.11.1. 移行リハーサルは、全ての移行対象データ、全ての件数で実施すること。 

3.11.2. 移行リハーサルの結果を報告すること。 

3.11.3. 移行リハーサルの結果、本研究所にて誤りを発見した場合は、移行環境上での修正

ができること。 

3.11.4. 移行リハーサルには、移行対象データの正当性を本研究所が確認するための十分な

期間を確保すること。 

3.12. 以下に示す形式でのユーザテストを本研究所職員 10 名程度に対して実施すること。 

3.12.1. ユーザテスト環境を準備し、本研究所職員による機能検証を実施すること。なお、

本システムのユーザーテスト環境は現行財務会計システムと並行稼働を行いなが

ら、検証が行える環境構築を行うこと。 

3.12.2. 本研究所職員が指定した検証項目に対して、実際にシステムを操作し検証ができ
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ること。 

3.12.3. 本研究所職員がシステム操作するにあたって操作方法など不明な点について質問

を受ける窓口を設置するか、そのシステム操作に立ち会うこと。 

3.12.4. 検証の結果、追加改修要望があがった場合には本研究所と別途協議の上、平成 30

年 4 月の稼動を考慮の上対応を検討すること。 

3.12.5. 検証の結果、機能の不備が発見された場合には機能修正ができること。 

3.13. 本システムの検証に必要なシステム環境を自社内で用意し、検証比較や試験が実施で

きること。 

 

 


