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Ⅰ．仕様書概要説明 

1. 調達の背景及び⽬的 

⼀橋⼤学（以下、「本学」という。）の教務システムは、学籍管理、履修管理、成績管理、各種証明書発⾏、授業料

免除・奨学⾦管理、健康管理等に関する機能と、教員及び学⽣向け Web サービスである、シラバス、履修、成績、各

種お知らせ等の登録及び参照機能を有し、⼤学運営の中で重要な役割を果たしてきた。 

しかし、⻑年にわたって独⾃開発を重ねてきたため、システムが複雑化、不安定化し、職員の業務負担が増⼤する

とともに、新しい機能の開発や保守に⽀障を来すようになってきている。また、⼤学院の履修、成績、各種お知らせ

等は Web サービスに対応していない等、教員、学⽣、職員をはじめとする利⽤者全体にとって著しく利便性を損ねて

いる。さらに、教務システムとは別に、⼊試システム、学納⾦システムが稼働しており、システム間で⼗分にデータ

共有がなされておらず、データを⼆重に⼊⼒、管理している等の無駄が⽣じている。 

そこで、現⾏の教務システム、⼊試システム、学納⾦システムが提供する機能を継続しつつ、事務処理の標準化、

合理化によるコスト削減や、利⽤者サービスの向上、学内情報共有化による教育・研究活動のより効率的な⽀援を図

りつつ、⻑期にわたる安定的な運⽤を実現することを⽬的に、以下の要件を満たす学務情報システムの調達を⾏う。 

① 現⾏の教務システム、⼊試システム、学納⾦システムが提供している機能と同等の機能に加え、本学が必要とす

る追加の機能を有すること。 

② 事務処理の標準化、安定性や健全性の確保及び費⽤対効果の⾯から、市販パッケージソフトウェアを基本とする

こと。 

③ 教員及び学⽣がクライアントとして利⽤する環境は、スマートフォンなどマルチデバイスに対応し、任意のネッ

トワークからアクセスできること。 

④ 履修登録などの⾼負荷時にも耐えられる性能を有し、かつ省電⼒・省発熱量を実現するハードウェアで構成され

ること。 

⑤ 次回のシステム更新時にスムーズな移⾏ができるように、デファクトスタンダードな技術で構成された柔軟かつ

オープンなシステムであること。 

⑥ プライバシーに関する情報や成績等の重要かつ正確性が求められる情報を取り扱うものであるため、システム動

作の正当性、データの保全性、セキュリティの安全性が⼗分に保たれること。 

2. 調達物品名及び構成内訳 

（調達物品名） 

⼀橋⼤学学務情報システム ⼀式 

 

（構成内訳） 

2-1 ソフトウェア 

1)  共通管理システム    1 式 

2)  Web 出願システム    1 式 

3)  ⼊試システム    1 式 

4)  学籍管理システム    1 式 

5)  履修管理システム    1 式 

6)  成績管理システム    1 式 
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7)  証明書管理システム   1 式 

8)  データ管理システム   1 式 

9)  シラバスシステム    1 式 

10) 掲⽰管理システム     1 式 

11) 休講補講システム    1 式 

12) 履修カルテシステム   1 式 

13) ポータルシステム    1 式 

14) 奨学⾦システム    1 式 

15) 健康管理システム    1 式 

16) 学納⾦システム    1 式 

17) 授業料免除システム   1 式 

18) 寄宿舎管理システム   1 式 

 

2-2 ハードウェア及び基盤環境 

1) データベースサーバ    1 式以上 

2) 仮想サーバ    2 式以上 

3) ストレージ装置    1 式 

4) ネットワークスイッチ   2 式以上 

5) 負荷分散装置    2 式 

6) 無停電電源装置    1 式 

7) 保守⽤ VPN ルータ    1 式 

8) コンソール    1 式 

9) バックアップ装置    1 式 

10) Web 出願システムクラウド基盤  1 式 

以上、搬⼊、据付、配線、接続、調整、保守、撤去を含む。 

（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。） 
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3. 技術的要件及び審査の概要 

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」に⽰すとおりとする。 

2) 加点要素としたものを除き、技術的要件は全て必須の要求要件である。なお、加点要素としたものはその旨を明記し

ている。 

3) 必須の要求要件は、本学の必要とする最低限の要求要件を⽰しており、⼊札システムの性能等がこれらを満たしてい

ないとの判定がな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。 

4) ⼊札システムの性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、本学学務情報システム技術審査職員（以下、「本

学技術審査職員」という。）が、⼊札システムに係る技術仕様書を含む⼊札説明書で求める提出仕様の内容を審査し

て⾏う。 

4. その他 

（技術仕様等に関する留意事項） 

1) 提案するハードウェア並びに基盤環境及びソフトウェアは、⼊札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、

⼊札時点に製品化されていないハードウェア及びソフトウェアで応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な

旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を⼗分に説明できる資料及び確約書を提出すること。 

2) ソフトウェアについては、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よい。 

3) 上記 1)及び 2)の妥当性の判断は本学技術審査職員による。 

4) ハードウェア仕様要求の各項⽬で述べる性能、機能を 1 個の装置で実現できない場合は、複数個の装置で実現しても

良い。また複数個の装置で実現するようにしている場合でもその複数個の装置の設置場所が同⼀なら、複数の装置を

1 個の装置で実現しても良い。 

5) 納期に間に合うことの根拠として、開発を担当するチームのプロジェクト体制、担当技術者の投⼊⼯数や能⼒を⽰す

開発経験や、技術を要する場合は、専⾨分野を担当した経験について記載した資料を提出すること。 

 

（提案に関する留意事項） 

1) 提案に関して、提案システム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

件毎に具体的かつわかり易く、資料等を添付して説明すること。記述内容が不明確である場合は有効な提案者とみな

さないので留意されたい。なお、審査するにあたって提案の根拠が不明確、説明が不⼗分で技術審査に重⼤な⽀障が

あると本学技術審査職員が判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。 

2) 確実に本システムを期⽇までに稼働させることが必須条件となるため、本学指定の期間内に、開発から移⾏までの本

学に係る作業⼯程でどのような進め⽅をするのかを明確に提案すること。その際には、想定する機能数⼜はデータ件

数とそれぞれの作業⽇程及び納品成果物から、本学が関わる作業フェーズ毎に 1 ⽇あたりの作業ボリューム等を数値

で表すことで現実的に可能な週単位のスケジュールを提⽰し、作業分担、開発体制を明⽰すること。また、業務遂⾏

に本学と請負者以外の第三者の作業が発⽣する場合は、実施体制図上で責任範囲や役割を明⽰すること。なお、本学

技術審査職員が現実的に不適当と判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。 

3) 提案が仕様を満たしていることを、提出書類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、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わかりやすくしておくこと。従って、本仕様書の技術的要件に対して、単に「できます」

「提案します」、⼜は「実現します」「可能です」といった回答の場合、⼜は提案の根拠が不明確な場合、説明が不⼗
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分である等の回答に関しては、本学技術審査職員が提案とみなさないので⼗分留意すること。 

4) 提案をするにあたっては、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書類を作成すること。 

5) 提出書類は⽇本語で作成し、以下の項⽬を明確に明記すること。なお、提案システムが本仕様書の技術要求要件をど

のように実現しているのかを明確に⽰すこと。 

(1) システム全体の構成図 

(2) ハードウェア及び基盤環境の仕様 

性能・機能を技術的に評価するために⼗分な資料を添付すること。 

(3) ソフトウェアの仕様 

性能・機能を技術的に評価するために⼗分な資料を添付すること。 

6) 提出された資料が本学技術職員が不明確であると判断した場合、技術的要件を満たしていない資料とみなす。 

7) 提案された内容等について、問い合わせやヒアリングを⾏うことがあるので、照会先担当者等を明記すること。 

8) 提案システムが特殊な設備、電気⼯事を必要とするときは、その旨明記すること。 

9) 提案書提出時に既に存在するハードウェア及びソフトウェアについて、納⼊実績がある場合には⼀覧を提出すること。 

10) その他の要求要件についても評価するために⼗分な資料を添付すること。 

 

（データ移⾏に関する留意事項） 

1) 本システムに必要な学籍情報、履修情報、成績情報等、移⾏に必要なデータを、現在稼働しているシステムのテーブ

ルから抽出し、CSV ファイルを⽤意するので請負者がデータ移⾏⼊⼒を⾏うこと｡ 

2) 現⾏システムのデータが外部に漏れないよう細⼼の注意を払い取り扱うこと。データが外部に漏れた場合は速やかに

本学担当者に報告を⾏い指⽰に従うこと。また、費⽤が発⽣した場合は全て請負者が負担すること。 

3) 移⾏したデータの確認⽅法について提案を⾏い、本学担当者の了解を得た後、データの確認を⾏うこと。また、確認

結果について詳細に記載した書⾯を提出し本学担当者の了解を得たうえで確認を⾏うこと。 

 

（導⼊に関する留意事項） 

1) 請負者は導⼊スケジュールについて本学担当者と協議し、プロジェクトの進捗状況について逐次報告を⾏い指⽰に従

うこと。 

2) 本調達に係る機器類の設置予定場所については、本学担当者と打ち合わせをすること。 

3) 本調達に係る学内ネットワークの構成は、本学担当者と打ち合わせをすること。 

4) 導⼊作業について責任を持って⾏う体制を整え、調達物品の搬⼊、据付、配線、調整について責任を持って実施する

こと。なお、提案書に導⼊担当者を明記すること。 

5) 導⼊システムは、平成 31 年 4 ⽉ 1 ⽇から運⽤を開始する。ただし、先⾏して利⽤を開始するシステムについては、

本学との協議の上、これより前の指定する期⽇までに利⽤可能な状態で納品すること。 

6) 納⼊品の搬⼊に関しては、本学施設に損傷を与えないよう⼗分な注意を払うとともに、納⼊時には請負者が必ず⽴ち

会うこと。なお、損傷を与えた場合は速やかに本学担当者に報告を⾏い指⽰に従うこと。また、修復に伴う費⽤が発

⽣した場合は全て請負者が負担すること。 

 

（開発実績に関する諸条件事項） 

1) 適合証明内容及び性能保証書類を提出すること。 

2) 適合証明内容とは、以下の内容を含むこと。 

(1) システム名称 
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(2) 受注先（学校名もしくは会社名、住所、担当部署） 

(3) 開発期間及びシステム規模（⼈⽉等） 

(4) システムの概要及びシステム構成がわかる資料 

3) 適合証明内容に関しては、Ⅱ.調達物品に備えるべき技術的要件 2.システム全般に関する共通仕様 2.1.Web 出願

システム以外 2)の条件を満たすものを提出すること。 

4) 性能保証書類に関しては、1 つ以上の実環境もしくは同等の環境下における計測データであること。 

5) 上記データに基づき、本仕様のハードウェア条件での性能保証を⾏うための提案を記すこと。 

6) 本システム開発に関する打ち合わせ等については原則本学の施設内で⾏うこと。ただし、協議のうえ TV 会議等での

打ち合わせも可能とする。 

 

（納品時の注意事項） 

1) 搬⼊・据付・配管・配線・調整・既設設備との接続に関する全ての費⽤は本調達に含まれる。 

2) 全ての機器類を接続し動作させるために必要な電源ケーブル、⼊出⼒装置、その他の周辺機器の接続⽤ケーブル、ネ

ットワークケーブル等の配線は本調達に含めること。 

3) システムの最終テストは、本学と導⼊担当者によって⾏うが、事前に本学担当者の了承を得ること。また、システム

納⼊検査後において要求要件と異なることが判明した場合、本学担当者と協議のうえ速やかに請負者の負担で修正を

⾏い、報告書を提出すること。 

4) 請負者は本学担当者と協議のうえ、必要に応じて納品時には導⼊担当者を⽴ち会わせて対応すること。また、システ

ム安定稼働後も必要に応じて導⼊担当者を派遣し、本学の業務に協⼒及び援助すること。 

5) Web を利⽤したシステムを構築するにあたって以下の条件を満たす性能保証書類を提出すること。 

(1) 実績校を前提に、1 校以上の実環境もしくは同等のデータボリュームを持った疑似データによる計測データであ

ること。 

(2) 上記データに基づき本仕様のハードウェア条件で性能保証を⾏うための提案を明記すること。 

6) 本仕様の納⼊期限条項に沿って、本番稼働に向けた週単位の導⼊に係るスケジュールの提案を⾏うこと。提出された

スケジュールに変更があった場合はその都度提出すること。 

7) 納品後、本仕様と異なる動作が⽣じた場合は速やかに対応し原因、対応案、対応⽅法、修正結果等について本学担当

者に報告すること。 
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Ⅱ．調達物品に備えるべき技術的要件 

今回調達する⼀橋⼤学学務情報システム（以下、「本システム」という。）に関して、以下の要件を満たすこと。 

 

（包括的業務要件） 

1. システム全般に関する前提条件 

1) 本学の学⽣数は、6,307 ⼈（数値については平成 29 年 5 ⽉ 1 ⽇現在。以下同じ｡）、⼤学院⽣ 1,886 ⼈、学部学⽣

4,421 ⼈である（以上、正規⽣）。このほかに、⾮正規⽣約 300 ⼈である。 

2) 本学の教職員数は、教員約 800 ⼈、事務職員約 500 ⼈（内､教務関係事務に携わる者は約 200 ⼈）である。 

3) 本学の組織は、学部は 4 学部、⼤学院は 6 研究科で構成されている。学部は商学部、経済学部、法学部、社会学部、

研究科は経営管理研究科（平成 30 年度に商学研究科・法学研究科・国際企業戦略研究科を再編廃合の上で設置）、

経済学研究科、法学研究科、社会学研究科、⾔語社会研究科、国際・公共政策教育部がある。なお、平成 29 年度以

前に商学研究科・国際企業戦略研究科に⼊学した学⽣は、引き続き同研究科に所属する。 

4) 出願登録を⾏う志願者の想定利⽤件数は、平成 29 年度⼊試（平成 28 年度実施）は 4,484 件とする（数値は平成 28

年度実施⼊試の実績値）。なお、想定利⽤件数に関わらず、実際の出願登録件数の増減に対応すること。 

2. システム全般に関する共通仕様 

2.1. Web 出願システム以外 

1) 年間を通じての利⽤を想定している本システムについては、システムを利⽤しての業務運⽤をスムーズに⾏うために、

本学からの問合せや依頼に対して請負者は迅速に対応を⾏うこと。問合せや依頼については、本システム内のサブシ

ステム間を跨いだものも想定すること。請負者の体制として、本システムの営業・開発・保守が 1 箇所の拠点に集約

されている場合は、得点を与える。 

2) 提案するシステムは、以下の条件を全て満たす稼働実績を3校以上有すること。5校以上の稼動実績を有する場合は、

得点を与える。 

(1) 在籍学⽣数が 10,000 ⼈以上かつ⽂系学部を有する国⽴⼤学法⼈における実績であること。 

(2) 国⽴⼤学法⼈において、学籍管理システム、履修管理システム、成績管理システムを稼働させていること。 

(3) ⼀部の学部ではなく、国⽴⼤学法⼈において、全学的に５年以上稼働させており、⼊札時点でも稼働中である

こと。 

3) システムの構成に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) システムはクライアントサーバシステム（以下、「CS」という。）及び Web として構築されていること。 

(2) 学⽣及び教員向けの操作は全て Web から⾏えること。また、職員の操作については、CS ⼜は Web、もしくは

両⽅式を併⽤することにより⾏えること。職員の操作は学⽣・教員と同様に Web ブラウザだけで全ての操作が

⾏えることが望ましいが、インストール⽤プログラムの実⾏のみでクライアントソフトウェアのインストール

とサーバへの接続設定が可能であれば、専⽤のクライアントソフトウェアを⽤いる提案でも良い。Web ブラウ

ザだけで全ての操作が⾏えるか、専⽤クライアントでも個別にはデータベースにアクセスせずに HTTPS による

アプリケーションサーバへのアクセスを経由する場合は、得点を与える。 

(3) CS は本学における事務 LAN を利⽤したシステムを構築すること。 

(4) CS の初期導⼊時のインストールは請負者が実施すること。なお、これらの作業に伴う費⽤については本調達に
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含めること。 

(5) CS をインストールするマニュアルについては詳細に記載したものを⽤意すること。また、内容に変更があった

場合、本学担当者の指摘があった場合は速やかに修正し提出すること。 

4) システムは、各種データを体系的に⼀元管理することにより、学務情報を全学統⼀システムとすることを⽬的として

いる。よって、学⽣及び教職員が Web を利⽤して、履修・成績に関するデータをリアルタイムにチェックしながら

データベースへ⼊⼒・参照が可能なシステムであること。学⽣、教員、職員が同⼀のデータベースを直接、更新・参

照すること。 

5) オペレーティングシステム（以下、「OS」という。）やセキュリティにバグが発⽣した場合は速やかに対処でき、シ

ステムとして安全性及びセキュリティ管理が確⽴していること。本システムに向けて施されるセキュリティ対策につ

いて具体的に記述すること。 

6) 新⼊⽣の当初データは、本学で作成する CSV 形式のファイルから⼀括して取込みができること。また、個別で登録

する機能を有すること。 

7) 学部学⽣の他、⼤学院⽣・研究⽣・科⽬等履修⽣・交流学⽣・国内派遣留学⽣・聴講⽣・特別聴講学⽣・特別研究学

⽣・特別研修⽣・外国⼈聴講⽣等を含めた本学に在学する全ての学⽣を対象に処理できるシステムであること。また、

卒業⽣についても在学⽣同様に運⽤できること。 

8) データ⼊⼒は、画⾯から直接⼊⼒できる他、ハードディスク・USB メモリ等の記憶媒体に CSV 形式で作成したデー

タによる⼀括⼊⼒が可能なシステムであること。 

9) データを画⾯から検索・抽出・加⼯が⾏える機能を有すること。データ抽出の機能は、次の全ての要件を満たすこと。 

(1) 利⽤者単位で参照可能なデータ範囲、権限を限定できること。 

(2) 利⽤者が SQL を利⽤せずにデータの抽出が可能なこと。 

(3) 抽出条件は、再利⽤が可能なこと。 

(4) 出⼒項⽬名は、⽇本語対応であること。 

10) IR（Institutional Research）の⼀環で、本学が求めるデータを抽出できること。抽出するデータの範囲、抽出の⽅

法等は本学と協議の上で決定すること。 

11) 学部・学科等の改組、新設及びカリキュラムの変更には、プログラムを修正することなくデータ登録等によって対応

できること。 

12) 利⽤者毎の権限による機能制限、データ制約が可能であること。また、設定においてはプログラムを修正することな

く⾏えること。 

13) 業務システムの機能メニューは、利⽤者権限により動的に表⽰できること。表⽰する場合、利⽤できない機能は表⽰

せず利⽤者に利⽤権限内容を意識させないこと。 

14) 各画⾯において、利⽤者の権限をグループ単位で制限する機能を有すること。また、取り扱うデータを所属毎に制限

できること。 

15) 各画⾯のデータ照会において、利⽤者の所属部署以外のデータが参照できない設定が可能なこと。 

16) 学⽣・教員が利⽤する Web システムは、⽇本語と英語のページを提供すること。また、ログイン画⾯及びログイン

後の任意の時点で、⽇本語と英語のページをユーザが切り替えを⾏う機能を有すること。応札時点での標準機能とし

て要件を満たしている場合は、得点を与える。 

17) 各システムはグラフィカルユーザインタフェースを採⽤し、デザインを統⼀していること。 

18) コードレス⼊⼒を基本としたマウス中⼼の操作性を持つこと。 

19) 画⾯上でデータ登録時に⼊⼒データチェックができること。データにエラーがある場合は適切な対応⽅法を表⽰する

こと。 
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20) CS のマニュアル参照機能について、以下の全ての要件を満たす場合は、得点を与える。 

(1) CS の各機能を起動しているときに紙媒体を参照することなくマニュアルを表⽰する機能を有すること。 

(2) 当該機能を利⽤中に「F1」ボタンを押下するなど、１つの動作でマニュアルを呼び出すことができること。 

(3) マニュアルを本学で編成できる機能を有すること。 

21) データの⼊⼒、変更及び削除の操作に対して更新記録（操作ログ）が採れること。更新記録については全作業につい

て更新⽇時、作業ユーザの更新記録を残すこと。 

22) Web 履修登録及び成績登録に関して以下の性能要件を満たすこと。 

(1) Web 履修登録において、500 ⼈が 40 分以内に履修登録を完了できることを証明する資料を提⽰すること。な

お、１件あたりの処理は 5 秒以内に完了すること。本学と同規模以上の⼤学における実データを⽤いた例が 3

件以上の場合は、得点を与える。 

(2) Web 成績登録において、1 つの授業科⽬に対し 200 名が履修している状態で、10 ⼈の教員が同時に成績を登

録した場合、ボタン押下後、10 秒以内に応答があること。但し上記性能要件は、クライアント端末及び学内ネ

ットワークの性能の制約を受けないように、Web/AP サーバがリクエストを受けてレスポンスを返すまでの時

間とし、その他の機能は利⽤していない条件下の性能とする。 

23) システムの負荷状況（各種サーバの CPU 利⽤率、セッション数及びリクエスト数等）を常時監視し、事前に設定し

た過負荷状態になったときに、本システムから本学担当者に対して、その旨を通知する機能を有すること。また、監

視結果を毎⽉本学担当者に報告すること。 

24) CS システムは事務職員が使⽤する PC 及び仮想 PC の Windows 8.1 上で動作すること。また、新規の OS が導⼊さ

れた場合は動作するように対応すること。 

25) 教職員・学⽣が利⽤する Web システムは、OS やブラウザに依存しない標準的な設計になっており、使⽤するブラ

ウザは、Internet Explorer、Edge、Safari、Firefox、Chrome で、それらの最新版で動作すること。 

26) 学⽣が利⽤する機能についてはスマートフォンに対応していること。なお、スマートフォンで使⽤される標準的なブ

ラウザに対応していること。PC ⽤ Web サイトとは別に、スマートフォン専⽤ Web サイトを持ち、かつスマートフ

ォン専⽤ Web サイトと PC ⽤ Web サイトを画⾯上で切り替えられること。スマートフォン専⽤ Web サイトについ

てはスマートフォン⽤に最適化されたデザイン、レイアウト及び UI を有すること。スマートフォン専⽤ Web サイ

トと PC ⽤ Web サイトの切り替えについては、ログイン画⾯及びログイン後の任意の時点で切り替えることができ

ること。応札時点での標準機能として要件を満たしている場合は、得点を与える。 

27) Web にログイン後、30 分間操作をしなかった場合、⾃動でログアウトすること。また、期限を設けて 30 分間の時

間を変更する機能を有すること。 

28) Web・CS ともに本番系システムと同じ内容のテスト系システムを構築すること。テスト系システムのデータはバッ

チ処理にて本番系システムのデータに書き換えが可能なこと。本番系システムとテスト系システムの区分が明確につ

くこと。 

29) 本システムの保全に対して以下の対策を事前に⾏うこと。また、事前に⾏っている項⽬について明記すること。 

(1) 障害復旧（物理障害、論理障害の両者に対応できること） 

(2) 停電への対処 

(3) ⽕災、地震等の対処 

(4) その他 

30) 本システムは、学⽣、教員、事務職員がいつでも利⽤できる環境を想定している。従ってハードウェア障害が発⽣し

ても最低限の停⽌で回復できるように、機器の⼆重化、データの保護等について考慮すること。 

31) 現⾏システムは他システム（構成員情報管理システム、証明書発⾏機、ポートフォリオシステム manaba、全学認証
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システム）とのデータ連携及び認証連携を実現している。本システムにおいても同様の連携を必要とするので、どの

ような⽅式で連携ができるのかを分類して提案を⾏うこと。 

32) 本システムの開発時期と⼤学の繁忙期が重なった場合には、本システムに係る本学職員の作業を軽減できる提案を具

体的に⾏うこと。 

33) 本仕様書の調達物品に備えるべき技術的要件以降に記載している項⽬・条件等の他に、追加が必要な事項が発⽣した

場合は、本学担当者が指定する項⽬・条件等を協議のうえ、必要に応じて追加すること。 

34) 本学の 4 学期制に対応できること。 

2.2. Web 出願システム 

1) 平成 28 年度⼊学者選抜等（平成 27 年度実施）における Web 出願総取扱件数（⼊⾦処理件数）で 50 万件以上の実

績があること。なお、⼊学検定料に係る収納サービスを 50 以上の⼤学において⾏っている実績があり、相当の知識

及び経験を有していること。 

2) Web 出願の広報において、次の機能を有すること。 

(1) 本学の Web 出願サイトへ志願者を容易に誘導できるような受託者独⾃の Web サイトを有すること。 

(2) Web による出願登録について、志願者が初⼼者であっても登録に⼿間取ることが無いよう、ガイダンスに出願

登録⼿順を記述すること。出願登録⼿順については本学担当者と協議の上公開前に承認を得ること。 

(3) ⼤学が Web 出願を実施することを広報活動する際、システムや⼿順等についての広報物を作成依頼した場合、

対応できる体制を有していること。 

(4) 学⽣募集要項等本学⼊試にかかる広報物に記載するための Web 出願及び⼊学検定料収納代⾏決済に係る原稿

の作成及び校正作業を⾏うこと。 

(5) 電⼦媒体として、Web 出願における各⼊⼒画⾯の⾼解像度 PDF データと低解像度 PDF データを CD-R ⼜は

DVD-R ディスクに記録し、本学の指定する期⽇までに納品すること。また、各解像度については、本学が指定

するものとする。 

(6) 本学が指定する⼊試区分において、志願者がインターネットを通じて⾃由にテストできるデモ環境を、本学が

指定する⽇までに作成すること。また、これ以降、本学が不要と判断するまで利⽤できること。なお、デモ環

境で⼊⼒された情報は 1 ⽇後に削除すること。 

3) 出願受付及び状況確認等は Web で⾏えるものとし、次の機能を有すること。 

(1) 暗号通信機能及び認証機能を有すること。 

(2) データの盗聴、流出、改ざん及びなりすましを防ぐことができること。 

(3) 出願受付画⾯について、本学公式ホームページからリンクできること。 

(4) アクセス期間の制限を設けることができること。 

4) 本システムはアプリケーションサービスプロバイダ（Application Service Provider︔以下、「ASP」という。）を利

⽤し、システムを構築するサーバ等は災害及び情報セキュリティ等の観点から、安全性・信頼性の⾼い⽇本国内の事

業所（データセンター）を利⽤していること。 

5) システム障害や⾃然災害及び⽕災等の⼈的災害が発⽣した場合に備え、バックアップサイトを別拠点にて構築してい

ると共に、メインサイトにおいても⼆重化を構築しておくなど、代替⼿段等により、通常時と同等の業務が遂⾏でき

ること。また、その際、データ等に破損が⽣じないよう対策がとられていること。本項⽬については必ず詳細な提案

資料を提出すること。 

6) システムの構成機器は、情報システム安全対策基準（平成 9 年 9 ⽉ 24 ⽇（通商産業省告⽰第 536 号））を満たした

場所⼜は同等以上の場所に設置されること。委託業務履⾏場所及びデータ保管場所への⼊退室管理、防災防犯対策を
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適正に⾏えること。本項⽬については必ず詳細な提案資料を提出すること。 

7) ファイアーウォール等の機能により、外部からの攻撃（Layer4 まで）及びデータの改ざんに対する防御を⾏ってい

ること。 

8) 本システムで本学が使⽤する Web サーバ、アプリケーションサーバ、データベースサーバといったサーバは本学独

⾃に割り当て、他⼤学と共存しないことを基本とする。なお、仮想サーバ環境に構築する場合は、仮想サーバが本学

独⾃に割り当てられておけば可とする。 

9) データベースに格納する志願者に関するデータについてはカラムレベル単位で AES256 以上の強度の暗号化⽅式で

暗号化されていること。 

10) 通信は、登録⽤、管理⽤を問わず https を利⽤し、SSL 暗号化により情報の安全性を確保すること。なお、SSL 通信

については第三者機関認証局からの証明書を取得していること。 

11) 管理⽤アカウントの管理が適正に⾏われ、複数のアカウントが利⽤できる機能を有すること。 

12) 管理⽤として、IP アドレスによるアクセス制御を⾏った上で、電⼦証明書による端末⼜はユーザー制御と同等以上

の機能によるアクセス制限機能を有すること。アクセス制限の設定については本学担当者と協議の上承認を得ること。 

13) 管理⽤として出願状況を随時確認でき、必要に応じて随時登録者の情報を CSV ファイルでダウンロードできる機能

を有すること。 

14) 管理⽤として、ユーザーID とパスワードによるアクセス制限機能を有すること。アクセス制限の設定については、

本学担当者と協議の上承認を得ること。 

15) 出願期間、⽀払期限等を設定するサービスを有すること。 

16) 前年度の他⼤学における運⽤実績及び後述の想定志願者数を参考に、想定される登録件数や集中アクセス時のシステ

ム負荷について事前に検証し、負荷分散構成や可⽤性の⾼いシステム構成とすること。バースト（⼀時的な過負荷）

が起こった場合にも対応できること。 

17) SINET クラウド提供サービスにおけるサービス提供機関のクラウド事業者を⽤いたサービスを提供すること。 

18) ブラウザについては次の環境を想定すること。 

(1) Internet Explorer（Microsoft 社がサポートを⾏っているすべてのバージョン） 

(2) Safari（Apple 社がサポートを⾏っているすべてのバージョン） 

(3) Google Chrome（Google 社がサポートを⾏っているすべてのバージョン） 

(4) Microsoft Edge（Microsoft 社がサポートを⾏っているすべてのバージョン） 

19) PDF 閲覧・印刷ソフトウェアは、Adobe Acrobat Reader DC ⼜は Adobe Reader（Adobe 社がサポートを⾏って

いるすべてのバージョン）を想定すること。なお、当該 Web ページ上に推奨環境を明記し、当該 PDF ソフトのダウ

ンロードサイトへのリンクを貼ること。 

20) 上記の推奨環境対応ソフトがアップデートされた場合、受託者が制作している本学向けカスタマイズ部分も含めた動

作確認等を速やかに⾏い、推奨環境とすること。 

21) iOS 及び Android に標準搭載されているスマートフォン及びタブレット⽤ブラウザについて、最適化がなされており、

多くの機種において⼊⼒及び登録ができること。 

22) iOS 及び Android の PDF 閲覧・印刷ソフトウェアに対応できること。 

23) 上記推奨環境について、志願者が必要に応じて Adobe Acrobat Reader DC をインストールできるような案内を当該

ページ内にわかりやすく提⽰すること。 

24) 出願期間の設定については、本学担当者の指⽰によること。 

 



 

14 

 

 



 

15 

 

（性能・機能に関する要件） 

A．ソフトウェアに関する要件 

1. 共通管理システム 

1) ユーザ管理 

(1) 学⽣・教員・職員を学務情報システムの利⽤者として登録することができ、管理が可能なこと。 

(2) 各種機能の利⽤可否を⾃由に設定できること。 

(3) サブシステムの機能も含め、利⽤者が使⽤可能な機能だけをメニューとして表⽰できること。 

2) 管理情報管理 

(1) ログイン認証⽅式は、独⾃の認証⽅式に加えて、シングルサインオン（SSO）に対応しており、本学の認証基

盤とのシームレスな連携ができること。 

(2) 不正利⽤を防⽌するための、ロックアウト機構を有していること。 

(3) IP アドレス制限により、学内からのアクセスと学外からのアクセスで、使⽤可能な機能を区別できること。 

(4) メール送信機能により、任意の利⽤者に対してメールを送信できること。送信先は、学籍情報や教職員情報を

元に検索し、⾃由に設定できること。 

(5) 学⽣・教員が利⽤する Web システムは、⽇本語と英語のページを提供すること。 

(6) 職員向けの操作マニュアルを編集する機能を有すること。運⽤に合わせて、⾃由に操作マニュアルを編集でき

ること。 

3) 共通マスタ管理 

(1) 所属や教職員情報・施設情報など、サブシステムを含むシステム全体で横断的に使⽤する情報の⼀元管理を⾏

えること。 

(2) 所属情報は、学部・学科・コース・専攻等を任意の階層数で管理できること。 

(3) 各種の住所情報で使⽤する郵便番号マスタを、⽇本郵便が提供する郵便番号データを取り込んで利⽤できるこ

と。 

1.1. ユーザ管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) グループマスタ設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) システムにログインするユーザのシステム利⽤権限を設定するためのユーザグループを登録・修正・削除する

機能を有すること。 

(2) グループ単位で利⽤可能な機能を制限できる機能を有すること。 

2) サブシステムマスタ設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) サブシステム権限設定は、サブシステム機能毎の使⽤権限情報を登録・修正・削除する機能を有すること。 

3) ユーザ設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) システムにログインするユーザ情報（ユーザ ID、グループ、初期パスワード、有効期限等）を登録する機能を

有すること。 

(2) ユーザの検索機能を設けること。 

(3) 学⽣、教職員のユーザ情報を⼀括設定する機能を有すること。 

(4) 新⼊⽣・在学⽣・教職員に対して、対象者の検索を⾏い、ユーザ情報（ユーザ ID、グループ、初期パスワード、

有効期限等）を⼀括登録する機能を有すること。 
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4) 権限マスタ設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) Web システムを利⽤するにあたって、利⽤可能な権限（学⽣・教員・職員・管理者）を登録する機能を有する

こと。 

5) Web 使⽤権限設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) グループマスタ設定で登録したグループ⼜は権限マスタ設定で登録した権限に対して、Web のサブシステム毎

に使⽤可能な権限を登録する機能を有すること。 

6) 機能権限設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) グループマスタ設定で登録したグループに対して各機能別に使⽤権限を付与する機能を有すること。また、使

⽤権限を持つ機能に対してアクセス可能な所属を設定する機能を有すること。 

1.2. 管理情報管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) ユーザ認証は、SSO との連携も可能であること。 

2) ロックアウト解除設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) ユーザが規定回数以上のパスワードの⼊⼒間違いをした場合に発⽣するロックアウト状態を、強制解除する機

能を有すること。 

3) IP アドレス制限設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) Web の機能に対して学外利⽤等の制御が可能となるよう、サブシステム毎に利⽤可能な機能の IP アドレス、

⼜は利⽤できない機能の IP アドレスを登録する機能を有すること。また、設定した情報を検索する機能を有す

ること。 

4) メール送信機能に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) メール送信機能で使⽤できる定型的なメールの件名、本⽂を登録できること。 

(2) 本⽂中に可変項⽬（⽒名等）に対応した設定を⾏なえること。 

(3) 件名、送信者、返信不可、本⽂、対象者を設定しメール送信する機能を有すること。 

(4) CSV ファイルにより対象者を⼀括で取り込むことができること。 

(5) 作成したメール定型情報を保存・再利⽤できること。 

(6) メールの送信は⽇時を指定して送信できること。 

(7) メール予約情報を削除する機能を有すること。 

1.3. 共通マスタ管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 設置区分マスタは、設置区分コード、設置区分（⼤学、⼤学院等）を登録する機能を有すること。 

2) 所属マスタは、学⽣や教職員などが属する所属を管理することができること。また、所属は階層的に管理を⾏なえる

こと。 

3) 教職員役職マスタは、役職コード、役職名を登録する機能を有すること。 

4) 教職員⾝分マスタは、⾝分コード、⾝分名を登録する機能を有すること。 

5) 教職員マスタは、本学の教職員情報を登録する機能を有すること。また、登録する教職員情報は CSV ファイルによ

り⼀括で取り込めること。 

6) 設⽴区分マスタは、設⽴区分コード、設⽴区分名を登録する機能を有すること。 

7) 出⾝校区分マスタは、出⾝校区分コード、出⾝校区分名を登録する機能を有すること。 

8) 出⾝校区分に紐付けて、出⾝校課程マスタ（出⾝校課程コード、出⾝校課程名）及び出⾝校学科マスタ（出⾝校学科

コード、出⾝校学科名）を登録する機能を有すること。 
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9) 出⾝校設定に関して、出⾝校区分に紐付けて、出⾝校コード、出⾝校名、出⾝校名略称、出⾝校名カナ、都道府県、

設⽴区分、⾼校種別、定時制区分、郵便番号、住所①、住所②、住所③、電話番号、ランク、廃校フラグ、廃校⽇、

備考を登録する機能を有すること。都道府県を選択し出⾝校⼀覧を印刷できること。都道府県を選択し出⾝校⼀覧を

テキストデータとして出⼒できること。 

10) ⾼校データ設定に関して、出⾝校マスタに登録するデータを CSV ファイルより⼀括で取り込むことができること。 

11) 試験区分設定は、年度単位に試験区分コード、試験区分名、試験区分名略称、⼊学区分、学⽣⾝分を登録する機能を

有すること。 

12) ⼊学区分マスタは、⼊学区分コード、⼊学区分名称、⼊学区分略称、編⼊学チェックを登録する機能を有すること。 

13) 元号マスタは、元号コード、元号名、元号名略称、対象範囲の開始年⽉⽇と終了年⽉⽇を登録する機能を有すること。 

14) 国名マスタは、国名コード、国名、国名英字、国名略称、国名英字略称を登録する機能を有すること。 

15) 都道府県マスタは、都道府県コード、都道府県名、都道府県名英字、都道府県名略称を登録する機能を有すること。 

16) 郵便番号は、⽇本郵便株式会社（⽇本郵便）HP からダウンロードした全国⼀括の郵便番号データ（CSV）を登録す

る機能を有すること。また、郵便番号、都道府県、市区町村、町域名で郵便番号検索ができること。 

17) 設備マスタは、設備コード、設備名、備考を登録する機能を有すること。 

18) 施設マスタは、施設コード、施設名、施設名英字、施設名略称、授業⼈数、試験⼈数、キャンパス、建物、備考を設

定する機能を有すること。 

19) 建物マスタは、建物コード、建物名、建物名英字、キャンパスを登録する機能を有すること。 

1.4. 多学期対応に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 本学が採⽤する４学期制（春学期、夏学期、秋学期、冬学期）のほか２学期制、３学期制等、多学期制のカリキュラ

ムに柔軟に対応可能なこと。また、４学期制に対応できることを具体的な画⾯を⽤いて提案書内にて証明すること。 

2) ２学期制と４学期制等、複数の学年暦が混在した運⽤ができること。 

3) 異なる学年暦の学部や研究科が混在した運⽤ができること。 

4) 同⼀の学部や研究科において、開講年度によって異なる学年暦が混在した運⽤ができること。 

5) ある学部や研究科について、任意の年度からの２学期制から３学期制への変更等、学年暦の切替が可能なこと。 

6) 学期の設定は、年度と所属毎に設定できること。 

7) 応札時点での標準機能として、上記、多学期対応できることを提案書内で証明できた場合は、得点を与える。 
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2. Web 出願システム 

2.1. Web 出願システムに関する要件 

1) Web による出願受付機能 

(1) インターネットを利⽤して出願受付から⼊学検定料の決済までを⼀括して⾏うこととし、ASP を利⽤したシス

テムとし、出願登録が完了した際は⼀意の番号等を発⾏すること。また、出願に関する状況について、志願者

がリアルタイムで Web により確認できる機能を有すること。なお、⼊学検定料免除の特例措置にも対応（受験

者本⼈の出願時の項⽬選択や本学側の確定登録等）できる機能を有すること。 

(2) 出願登録できる⼊試区分は、⼤学⼊試センター試験を課す推薦⼊試、⼀般⼊試（前期⽇程・後期⽇程）、私費外

国⼈留学⽣⼊試、外国学校出⾝者⼊試とする。詳細は参考資料 1 の⼀橋⼤学⼊学者選抜要項を参照のこと。な

お、学部改組等がある場合システムの改修にあたっては、本学担当者と協議の上承認を得ること。 

(3) 各試験区分の⼊⼒項⽬等については、現⾏の⼊学願書等志願者が提出する書類⼀式を基に提案すること。なお、

細部については本学担当者と協議の上承認を得ること。また、現⾏の⼊学願書等志願者が提出する書類⼀式に

は記載項⽬として無いが、Web 出願に変わることにより追加する必要があると本学が判断する項⽬については

対応すること。 

(4) ⽒名（漢字・英語）についてはフリガナも⼊⼒できることとし、それぞれ姓・名を分けて、⼆つの⼊⼒領域と

すること。 

(5) ⼊⼒項⽬についてチェック機能（出願資格の有無チェック含む）を有し、⼊⼒漏れ及び⼊⼒誤りを防ぐ機能を

有すること。 

(6) 漢字を⼊⼒するフィールドについては、SHIFT-JIS コードで扱えない漢字を⼊⼒制限できる機能を有すること。

なお、その旨を当該ページに明確に表⽰すること。 

(7) 郵便番号⼊⼒による住所表⽰や⾼等学校等の頭⽂字⼊⼒やコード⼊⼒による⾼等学校等名表⽰など⼊⼒補助機

能を備えること。郵便番号、住所、⾼等学校コードは常に最新のものを利⽤すること。 

(8) ⼊⼒項⽬について、プルダウン⼜はチェックボックス等により、選択する項⽬の設定ができること。なお、⼊

⼒の途中において⼀時保存ができる機能を有すること。また、志望学科選択・受験科⽬選択などが同⼀画⾯上

において⼊⼒でき、複数画⾯にまたがらないこと。 

(9) 未⼊⼒の項⽬や背反となる⼊⼒があった場合は、当該項⽬にエラーが表⽰され、次ページに進めないよう制限

すること。なお、⼤学⼊試センター試験利⽤科⽬については、受験者予定者が教科・科⽬確認欄で確認の有無

ができる表⽰機能を有すること。 

(10) 未⼊⼒の項⽬や背反となる⼊⼒があり、次ページに進めないよう制限する際、志願者が⼊⼒した内容（パスワ

ードを除く）を再度⼊⼒させる必要がないこと。 

(11) 写真データ・志願書類（志望理由書、ポートフォリオなど）の登録（アップロード）を⾏う機能を有すること。

なお、志願書類については、⼊試区分により必要の有無がある場合、本学担当者と協議の上承認を得ること。 

(12) 本システムは、出願期間は原則として 24 時間受付できることとするが、出願受付最終⽇のみ 17 時 00 分まで

に⽀払期限を設定できる等の本学が指定する内容でも設定できること。この時、登録完了時に発⾏した⼀意の

番号等の他、登録内容のうち個⼈情報を⽤いて認証を⾏うこと。なお、出願登録時にパスワード等を登録させ、

そのパスワードを⽤いてもよい。 

(13) 志願者⾃⾝による出願登録及び検定料⼊⾦の確認⽅法として、出願登録完了時及び⼊⾦確認時に志願者のメー

ルアドレスへ、出願登録及び⼊⾦完了のメールを⾃動送信することを含むこと。なお、この時の送信元メール
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アドレスを Web ページ内に明確に表⽰し、本学ではなく当該メールアドレスから送信されることを明記するこ

と。また、送信されるメールの内容は本学担当者に確認し、必要に応じて変更すること。 

(14) 出願登録をした志願者が、登録完了後に⼊学検定料、⼿数料、⽀払期限等の⼊学検定料⽀払いに必要な情報⼜

は⼊学検定料免除の特例措置により⼊学検定料免除が確定したことと出願登録事項を確認できる情報を印刷等

ができる機能を有すること。 

(15) 出願登録、⼊学検定料の⼊⾦完了⼜は⼊学検定料免除確定及び出願書類確認後に本学担当者により受理したこ

とを登録でき、受理されたことが志願者に明⽰できる機能を有すること。その登録⽅法として CSV ファイルで

アップロードできるなど、⼀括で登録する機能を有すること及びシステム上で、出願書類の未到着、到着、到

着（不備有）の状態が管理できること。 

(16) 本学担当者が⼀次審査の審査結果を登録できる機能を有すること。審査結果は、合格、不合格の状態が管理で

きること。また、⼀次審査結果を志願者が確認できる機能を有し、⼀次審査の結果が不合格の志願者が⼊学検

定料の返⾦申請を⾏える機能を有すること。 

(17) 出願登録、⼊学検定料の⼊⾦完了⼜は⼊学検定料免除確定及び出願書類確認後、受験番号を⼀括で付与する機

能を有すること。受験番号は志願者の志望学部、学科等により付番体系が異なるので注意すること。なお、受

験番号は過去の実績等から⼗分な枠を確保しているが、志願者の志望学科が極端に偏り受験番号が不⾜する事

態が想定される場合は、警告メッセージを本学へ知らせる機能を有すること。 

(18) 本学が指定する期間において、出願登録、⼊学検定料の⼊⾦完了⼜は⼊学検定料免除確定をした志願者が、以

下の内容について PDF 形式によりいつでも印刷等ができる機能を有すること。 

・ 出願登録事項確認票（志願票のような形式で本学と協議の上作成すること。） 

・ ⼤学⼊試センター試験成績請求票貼付台紙（上記の確認票に包含することもあるため、本学と協議の上作

成すること。） 

・ 封筒貼付⽤宛名ラベル（⾓ 2 封筒に貼付できる形式とし、「簡易書留」（⾚字）の⽂字をラベル左に出⼒す

ること。記載内容は本学と協議の上作成すること。） 

・ その他本学が指定するもの 

(19) 志願者が受験票等を PDF 形式により印刷等ができる機能を有すること。 

・ 受験票（登録した写真も印刷されること。） 

・ その他本学が指定するもの（試験場案内等の受験⽣への周知⽂など） 

・ 上記(17)で採番する受験番号は、(19)受験票へ出⼒する機能を有すること。 

(20) 志願者⾃⾝による受験票発⾏の確認⽅法として、受験番号採番時に志願者のメールアドレスへ、受験票を発⾏

した旨のメールを⾃動送信することを含むこと。なお、この時の送信元メールアドレスを Web ページ内に明確

に表⽰し、本学ではなく当該メールアドレスから送信されることを明記すること。この際、本学からのメール

も受け取れるようドメイン指定を促す⼀⽂も挿⼊すること。また、送信されるメールの内容は本学担当者と協

議の上承認を得て、必要に応じて変更すること。 

(21) 出願登録をした志願者が、登録のみでは出願⼿続が未完了であり、検定料納付及び別途郵送による出願書類送

付が必要である旨の説明を強調する表⽰を⾏うこと。 

・ 顔写真付出⽋確認票など、各試験室毎に受験番号を付番できる機能を有すること 

例︓商学部 第 1 試験室写真票⼀覧 000001〜000050 50 ⼈） 

・ その他本学が指定するもの 

(22) 障がい等を有する⼊学志願者（受験上の配慮について、本学が承認した者）について、志願者がシステムに事

前相談承認済みである旨を⼊⼒し、管理者が画⾯で確認できる機能を有すること。 
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2) 志願者による出願状況確認機能 

(1) Web 上で登録された出願情報や志願者が納めた⼊学検定料の納⼊状況及び郵送書類の受付状況について、志願

者が⾃⾝の情報のみを Web により確認できる機能を有すること。この時、登録完了時に発⾏した⼀意の番号等

の他、登録内容のうち個⼈情報を⽤いて認証を⾏うこと。 

3) 管理者による登録情報⼀覧のファイルダウンロード機能 

(1) 登録された出願情報及び⼊⾦情報について、ファイルとしてダウンロードする機能を有すること。 

(2) 上記(1)でダウンロードするファイルについては、項⽬の順番、区切り⽂字などは、本学の担当者と協議の上承

認を得ること。 

4) Web サイトのデザイン及びレイアウトの調整 

(1) 出願登録をする志願者が、⼊⼒に関する注意事項等の必要な情報へ容易にアクセスでき、極⼒ミスが起こらな

いようなデザイン設計を⾏うこと。 

(2) 判別しやすい⾊の組み合わせを⽤い、画⾯カラーやページ内の⽂字の⼤きさ（標準＋⼩さめ＋⼤きめ）を志願

者⾃⾝で変更できる等、ユニバーサルデザインに配慮すること。 

(3) 出願登録を⾏う志願者が使⽤しているブラウザ（PC・タブレット・スマートフォンなど）に関わらず、画⾯デ

ザインが統⼀されていること。 

2.2. Web 出願システム機能に付随するものに関する要件 

1) ⼊学検定料収納代⾏決済業務 

(1) 収納した⼊学検定料については、保全のための適切な措置をとることとし、本学への⽀払い履⾏を確実に⾏う

こと。 

(2) ⼊学検定料収納代⾏決済業務の履⾏に当たり、損害賠償責任についての条件を⺠法に照らし合わせて双⽅協議

の上、契約書に記載すること。 

(3) 全国展開しているコンビニエンスストア（セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・サークルＫ・サン

クス・ミニストップ・デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアー・スリーエフ・セイコーマート）、ペイジ

ー（ATM、インターネットバンク）による収納代⾏に対応していること。 

(4) クレジットカード決済（VISA・MasterCard・JCB・American Express・Diners）の機能を有していること。 

(5) 出願登録する志願者が⼊学検定料を⽀払う際に発⽣する決済⼿数料について、本学が負担する⼿数料が発⽣し

ない料⾦体系に対応すること。 

(6) 出願登録する志願者が⽀払う 1 件当たりの決済⼿数料について、⽇本国内における⼀般的な銀⾏送⾦（他⾏宛、

窓⼝対応）⼿数料と同等⼜はそれ以下であること。 

(7) 収納した⼊学検定料は、⼊試区分毎に本学が指定する期⽇までに最低毎⽉⼀回、指定する銀⾏⼝座に送⾦する

こと。期⽇については別途本学担当者と打ち合わせること。 

(8) 年度内の⼊⾦が次年度へ持ち越しされることを極⼒減らすことを⽬的として、年度末においては必要に応じた

対応等が可能であること。 

(9) 本学が指定する銀⾏⼝座に送⾦する際は、当該送⾦分の内訳がわかるように次の項⽬とあわせて書⾯及び電⼦

データで送付し報告すること。送付先は本学担当者と打ち合わせること。 

① ⽒名（漢字） 

② ⽒名（カナ） 

③ ⼊試年度 

④ ⼊試区分（⼀般⼊試は、前期⽇程、後期⽇程の 2 種類とする） 
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⑤ 志望学部 

⑥ 学⽣⾝分 

⑦ 受験番号 

⑧ ⼊⾦額 

⑨ ⼊⾦⽇ 

⑩ 住所 

⑪ 電話番号 

⑫ 携帯電話番号 

2) 個⼈情報の取り扱い及び運⽤保守 

(1) 個⼈情報を取り扱う事業所（業務遂⾏に必要な全ての関連事業者）等において、⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会

推進協会によるプライバシーマーク、⼜は個⼈情報保護に関する同等以上の第三者認証を取得していること。 

(2) 受託者は受託期間中⼜は受託期間終了後を問わず、本業務上知り得た個⼈情報等を第三者に漏らしてはならない。 

(3) 登録、決済データ及び出願処理を⾏う過程で作成された⼀切のデータを、本学の指⽰に基づき完全消去すること。

完全消去の⽅法（基準）については本学に実施⽅法等を提案すること。 

(4) データを完全消去した際には、消去したことを証明する書類を本学に提出すること。 

(5) 受託者は、本学個⼈情報保護に関する規則、本学情報セキュリティポリシーに関する基本規程及び関係法令を熟

知し、受託者が守るべき内容を遵守すること。 

(6) 本業務の遂⾏により知り得た個⼈情報及びソフトウェアの情報等全ての情報は、⼀切他に改ざん・漏洩しないこ

と。また、これに反し、改ざん、情報の漏洩が⽣じた場合、受託者はその状況把握に努め、原状回復、またデー

タの回収等の情報の不拡散に向けて措置すること。 
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3. ⼊試システム 

1) ⼊試制度 

(1) 本学が実施する以下 5 種の選抜⽅法に対応させること。各種選抜⽅法の詳細については、参考資料 1「⼀橋⼤学

⼊学者選抜要項」を参照すること。 

① ⼀般⼊試（前期⽇程）︓⼤学⼊試センター試験及び第⼆次試験によって選抜 

② ⼀般⼊試（後期⽇程）︓⼤学⼊試センター試験及び第⼆次試験によって選抜 

③ 推薦⼊試︓調査書及び⼤学⼊試センター試験及び⼩論⽂・⾯接によって選抜 

④ 外国学校出⾝者⼊試︓出願書類・個別学⼒試験及び⾯接によって選抜 

⑤ 私費外国⼈留学⽣⼊試︓提出書類・個別学⼒試験によって選抜 

(2) 各種選抜⽅法については、⼊試年度毎に異なるため、本学が定める選抜⽅法の変更に応じてシステムの改修に対

応できること。なお、当該改修費は本調達に含まないものとする。 

(3) ⾼⼤接続にかかる⼊試制度改⾰に関連する選抜⽅式・選抜⽅法の変更に応じたシステムの改修に対応できること。

なお、当該改修費は本調達に含まないものとする。 

2) マスタ管理 

(1) 合否区分、⼊学区分を運⽤に合わせて設定できること。 

(2) 試験場、試験室など試験実施に必要な情報の管理ができること。 

3) 志願者管理 

(1) OCR データや、アウトソーシングからの CSV ファイルでの志願者データ取り込みができること。 

4) 試験準備から合格発表まで 

(1) 試験室志願者割振表、机上受験番号票出⼒など、試験会場の準備に必要な設定、帳票出⼒ができること。 

(2) 素点／設問毎／マーク⽅式／評点／評価と 5 種類の採点⽅法に対応できること。ＯＭＲを利⽤した採点処理がで

きること。 

(3) 席次計算から判定資料の作成までが⾏えること。 

(4) 合格者発表のための各種帳票を出⼒できること。 

5) ⼊学⼿続 

(1) ⼊学者・辞退者の管理ができること。 

6) 統計資料 

(1) 年度毎の各種統計資料を志願者／受験者／合格者／⼊学者別に集計して出⼒できること。 

3.1. ⼊試マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

1) ⼊試科⽬マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊試システムで使⽤する試験科⽬情報を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、科⽬コード、科⽬名、科⽬略、センター試験⽤教科フラグとする。 

2) ⼊試評価マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊試システムで使⽤する評価情報を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、評価コード、評価名、評価点とする。 

3) 評定科⽬マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⾼校の内申点対象科⽬（評定科⽬）情報を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、評定科⽬コード、評定科⽬名、評定科⽬略とする。 
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4) ⼊試資格マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊試システムで使⽤する資格情報を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、資格コード、資格名、資格略とする。 

5) ⼊試種⽬マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 特別⼊試（推薦・外国学校・私費外国⼈留学⽣）で使⽤する種⽬情報を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、種⽬コード、種⽬名、種⽬略とする。 

6) 試験場マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊試システムで使⽤する試験場情報を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、試験場コード、試験場名、試験場略、ソート番号とする。 

7) 試験室マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験場毎に試験室情報を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、試験場コード、試験室コード、試験室名、試験室略、別名（表⽰⽤）とする。 

8) 通知⽂発⾏番号グループ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 合格通知等で使⽤する発⾏番号の表⽰形式を登録する機能を有すること。 

(2) 発⾏番号のサンプル表⽰を登録する機能を有すること。 

(3) 登録項⽬は、形式コード、形式名、タイトル１、タイトル２、表⽰タイプ（0 埋め、固定⻑）、桁数、初期値、

サンプルとする。 

9) 帳票ヘッダ・フッタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊試システムで使⽤する帳票に出⼒するヘッダ・フッタ情報を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、帳票ヘッダ（設置分類、ヘッダ）、帳票フッタとする。 

10) 合否区分マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 合否区分の名称と合否区分毎の合否扱い情報を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、合否区分コード、合否区分名、合否区分略、合否扱い、⼀次使⽤フラグ、最終使⽤フラグ、⼀次合

否区分⽤初期値フラグ、表⽰順とする。 

11) ⼊学区分マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊学区分の名称及び、⼊学扱いの情報を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、⼊学区分コード、⼊学区分名、⼊学区分略、⼊学扱い、表⽰順とする。 

3.2. ⼊試準備に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) ⼊試試験区分設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分情報を登録する機能を有すること。 

(2) ⼀括して試験準備を設定するための科⽬グループを登録する機能を有すること。 

(3) 試験区分の登録項⽬は、試験区分、試験区分名、試験区分略、試験種別、設置区分、⼊学期区分、⼀次試験使⽤

（使⽤する、使⽤しない）、受験番号付番（使⽤する、使⽤しない）、当⽇選択（使⽤する、使⽤しない）、受付

開始⽇、受付終了⽇、合格発表⽇、検定料単価、センター利⽤フラグとする。 

(4) 科⽬グループの登録項⽬は、試験区分グループコード、試験区分グループ名、試験区分とする。 

2) ⼊学定員設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊試年度、所属毎に⼊学定員情報を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、⼊試年度、設置分類、所属１、所属２、所属３、⼊学定員とする。 

3) 募集定員設定に関して、以下の要件を満たすこと。 
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(1) 試験区分・所属毎に募集定員を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、設置分類、試験区分、所属、募集定員、備考とする。 

4) ⼊試試験⽇設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分毎に試験⽇及び試験場を登録する機能を有すること。 

(2) 任意の試験区分について、試験⽇を⼀括で変更する機能を有すること。 

(3) 登録項⽬は、設置分類、試験区分、試験⽇、⼀次最終区分（⼀次試験、最終試験）試験場とする。 

5) ⼊試試験科⽬設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 設置分類、試験区分、所属毎に試験科⽬の詳細情報を登録する機能を有すること。 

(2) 同⼀試験区分内で、登録済の試験科⽬データを複写する機能を有すること。 

(3) 登録項⽬は、設置分類、試験区分、所属１、所属２、⼀次最終区分（⼀次試験、最終試験）、試験科⽬、試験科

⽬詳細情報（必選区分、⽤途区分、採点区分、評価係数、配点、傾斜配点、合計点計算（加算する、加算しない）、

時限、選択グループ、判定資料表⽰フラグ）とする。 

3.3. 志願者受付に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) 志願者 OCR データ取込マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 志願者情報を登録する上で、OCR 志願票のコード対応（システム内外）を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、取込項⽬名、外部コード、内部コード、デフォルト値とする。 

2) 志願者 OCR データ取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) OCR 志願票データを取り込み、仮登録する機能を有すること。 

(2) 取込項⽬は、整理番号、試験区分、受験番号、受付年⽉⽇、⼀次試験⽇コード、⼀次試験場コード、最終試験⽇

コード、最終試験場コード、第 1 志望所属コード、第 2 志望所属コード、第 3 志望所属コード、編⼊学年、種

⽬コード、資格コード、カナ名、漢字⽒名、性別、郵便番号、住所 1、住所 2、住所 3、電話番号、携帯番号、

⽣年⽉⽇、出⾝校区分コード、出⾝校コード、出⾝校課程コード、出⾝校学科コード、卒業年⽉、卒業区分、選

択科⽬コード 1、選択科⽬コード 2、選択科⽬コード 3、選択科⽬コード 4、選択科⽬コード 5、保護者 ⽒名

カナ、保護者 ⽒名、保護者 続柄、保護者 郵便番号、保護者 住所 1、保護者 住所 2、保護者 住所 3、

保護者 電話番号、センター請求年度、センター試験成績請求コード 試験地、センター試験成績請求コード 受

験番号、センター試験成績請求コード 発⾏回数、結果通知不可フラグとする。 

3) 志願者 OCR データ修正に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 取り込んだ志願者の OCR データを⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(2) 取り込んだ志願者の OCR データを修正する機能を有すること。 

(3) データ修正時、エラーチェックを⾏わない⼀時保存ができること。 

(4) 取り込んだ志願者の OCR データを⼀括削除する機能を有すること。 

(5) 取り込んだ志願者の OCR データのうち、エラーのあるデータのみを選択して表⽰する機能を有すること。 

(6) 修正項⽬は、整理番号、試験区分、受験番号、受付年⽉⽇、⼀次試験⽇コード、⼀次試験場コード、最終試験⽇

コード、最終試験場コード、第 1 志望所属コード、第 2 志望所属コード、第 3 志望所属コード、編⼊学年、種

⽬コード、資格コード、カナ名、漢字⽒名、性別、郵便番号、住所 1、住所 2、住所 3、電話番号、携帯番号、

⽣年⽉⽇、出⾝校区分コード、出⾝校コード、出⾝校課程コード、出⾝校学科コード、卒業年⽉、卒業区分、選

択科⽬コード 1、選択科⽬コード 2、選択科⽬コード 3、選択科⽬コード 4、選択科⽬コード 5、保護者 ⽒名

カナ、保護者 ⽒名、保護者 続柄、保護者 郵便番号、保護者 住所 1、保護者 住所 2、保護者 住所 3、

保護者 電話番号、センター請求年度、センター試験成績請求コード 試験地、センター試験成績請求コード 受
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験番号、センター試験成績請求コード 発⾏回数、結果通知不可フラグとする。 

4) 受験番号体系設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 仮志願者データ対して、受験番号の体系を設定する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、設置分類、試験区分、学部、学科・コース、受験番号（固定）、受験番号（開始）、受験番号（終了）、

受験番号（次付番）とする。 

5) 志願者 OCR 確定・受験番号付番に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 仮登録された志願者情報を確定情報として本登録する機能を有すること。 

(2) 志願者に対して受験番号の⾃動付番を⾏う機能を有すること。 

(3) 任意の条件で検索し、志願者を⼀覧に表⽰する機能を有すること。 

(4) 検索条件は、設置分類、試験区分、学部、学科・コース、受験番号付番済者とする。 

(5) ⼀覧表⽰項⽬は、志望所属、受験番号、読込⽇付、連番、整理番号、⽒名とする。 

6) 志願者データ取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) CSV ファイルにより、志願者データを⼀括取込する機能を有すること。 

(2) 志願者の顔写真ファイルを取り込む機能を有すること。 

(3) 取込項⽬は、試験区分、受験番号、整理番号、受付年⽉⽇、⼀次試験⽇、⼀次試験場コード、最終試験⽇、最終

試験場コード、第 1 志望所属、第 2 志望所属、第 3 志望所属、第 4 志望所属、第 5 志望所属、選択科⽬コード

1、選択科⽬コード 2、選択科⽬コード 3、選択科⽬コード 4、選択科⽬コード 5、編⼊学年、種⽬コード、資格

コード、カナ名、漢字⽒名、性別、⽣年⽉⽇、郵便番号、住所 1、住所 2、住所 3、電話番号、携帯番号、出⾝

校区分コード、出⾝校コード、出⾝校課程コード、出⾝校学科コード、卒業年⽉、卒業区分、予備校コード、セ

ンター成績請求年度元号、センター成績請求年度、センター試験試験地、センター試験受験番号、センター試験

発⾏回数、保護者 ⽒名カナ、保護者 ⽒名、保護者 続柄、保護者 郵便番号、保護者 住所 1、保護者 住

所 2、保護者 住所 3、保護者 電話番号、⽋席⽇数 1、⽋席⽇数 2、⽋席⽇数 3、調査書番号、評定平均、内

申概要、結果通知不可フラグ、備考、評定科⽬コード 1、平均点 1、評定科⽬コード 2、平均点 2、評定科⽬コ

ード 3、平均点 3、評定科⽬コード 4、平均点 4、評定科⽬コード 5、平均点 5、代表フラグ、代表試験区分、

代表受験番号、海外出⾝校、海外出⾝校修了年⽉、⽇本語学校、⽇本語学校修了年⽉、⽇本語能⼒試験、⽇本留

学試験とする。 

7) 志願者設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 志願者情報の登録を⾏う機能を有すること。 

(2) 志願者の顔写真の登録を⾏う機能を有すること。 

(3) 任意の検索条件により、既に登録されている志願者を検索し、⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(4) 検索条件は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験場、受付⽇、所属 1、所属 2、⽒名、フリガナ、受験番号、整

理番号とする。 

(5) ⼀覧表⽰項⽬は、試験区分、受験番号、整理番号、⽒名、カナ、⽣年⽉⽇、受付⽇、最終試験⽇、⼀次試験⽇、

所属１、所属 2 とする。 

(6) 登録項⽬は、試験区分、受験番号、顔写真、代表受験番号フラグ、受験情報（受付⽇、⼀次試験⽇、⼀次試験場、

最終試験⽇、最終試験場、編⼊年次、種⽬、センター試験情報（成績請求年度、成績請求コード）、整理番号）、

⽒名・住所情報（本⼈情報（フリガナ、⽒名、⽣年⽉⽇、性別、郵便番号、住所 1、住所 2、住所 3、電話番号、

携帯番号）、保護者情報（フリガナ、⽒名、続柄、郵便番号、住所 1、住所 2、住所 3、電話番号））、出⾝校情報

（出⾝校区分、所在県、出⾝校、卒業年⽉、出⾝校学科、出⾝校課程、本学出⾝者フラグ、予備校所在県、予備

校、調査書番号、評定平均、内申概要、⽋席⽇数情報（1 年、2 年、3 年）、資格、備考）、留学⽣・帰国⼦⼥（海
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外出⾝校、海外出⾝校修了年⽉、⽇本語学校、⽇本語学校修了年⽉、⽇本語能⼒試験、⽇本語留学試験）とする。 

8) 重複志願者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 重複志願者の照合を⾏い、重複志願者⼀覧を Excel 形式で出⼒する機能を有すること。 

(2) 重複受験グループを登録する機能を有すること。 

(3) 重複照合の実⾏履歴を⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(4) 実⾏履歴⼀覧表⽰項⽬は、コード、名称、照合キー、試験区分、実⾏ユーザ、実⾏⽇時、重複志願者照合結果と

する。 

(5) 重複受験グループの条件は、照合キー、試験区分とする。 

9) 志願者調査書データ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 志願者調査書データを⼀括設定する機能を有すること。 

(2) 志願者調査書データを個別設定する機能を有すること。 

(3) 任意の検索条件により、志願者調査書データを検索し、⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(4) 検索条件は、設置分類、試験区分、受付⽇、所属 1、所属 2、⼀次試験⽇、最終試験⽇、フリガナ、受験番号 FROM-TO

とする。 

(5) ⼀覧表⽰項⽬は、受験番号、⽒名、評定平均、内申概要、備考、評定科⽬とする。 

10) 志願者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・所属毎に志願者データ確認⽤の志願者⼀覧表及び志願者住所⼀覧表を Excel 形式で出⼒できる機能を

有すること。 

(2) 指定条件は、帳票指定（志願者⼀覧表、住所⼀覧表）、設置分類、試験区分、試験⽇、試験場、所属 1、所属 2、

出⾝校（出⾝校区分、所在県、出⾝校）、受付⽇、印刷順とする。 

11) ⽇付毎所属別集計⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分毎⼜は複数の試験区分で集約した⽇付毎所属別集計表を Excel 形式で出⼒できる機能を有すること。 

(2) 指定条件は、⼊試年度、設置分類、試験⽇、試験場、試験区分、受付期間 FROM-TO、印刷条件（試験区分毎、

全体）とする。 

3.4. 試験準備に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) 試験室設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・試験⽇・試験場毎に使⽤する試験室と定員を登録できる機能を有すること。 

(2) 試験室に割振られている志願者数を⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(3) 試験区分・試験⽇・試験場毎に、割振り定員の合計を⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(4) 登録項⽬は、設置分類、試験区分グループ、試験区分、試験⽇、試験場、試験室定員とする。 

2) 試験室割振設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⽤途、試験区分、試験⽇、試験場、試験室毎に志願者を⾃動及び⼿動で設定する機能を有すること。 

(2) 任意の検索条件により、設定済の試験室割振り情報を検索し、⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(3) 検索条件は、部屋割区分、試験区分グループ、試験区分、試験⽇、試験場、試験室、所属 1、所属 2 とする。 

(4) 登録項⽬は、部屋割区分、試験区分グループ、試験区分、試験⽇、試験場、試験室、所属 1、所属 2、割振り対

象者とする。 

3) 試験室志願者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⽤途・試験区分・試験⽇・試験場・試験室毎に割り振られている志願者を印字した試験室志願者⼀覧表及び、試

験室割振表を印刷⼜は Excel 形式での出⼒を⾏う機能を有すること。 
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(2) Excel 形式で出⼒するセルの背景⾊を任意に指定する機能を有すること。 

(3) 指定条件は、帳票指定（試験室志願者⼀覧表、試験室割振表）、部屋割区分、設置分類、試験区分、試験⽇、試

験場、試験室、試験室印字⽂字（名称、別名）、改ページ単位（試験区分毎、試験区分・所属毎）、出⼒項⽬（受

験番号、性別、⽒名）、セル背景⾊とする。 

4) 机上受験番号票出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 代表受験番号の志願情報について、机上受験番号票を印刷する機能を有すること。 

(2) 使⽤者が任意にレイアウト編集する機能を有すること。 

(3) 任意の検索条件により、印刷対象の受験者を検索し、⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(4) 検索条件は、⼀次最終区分（⼀次試験、最終試験）、印刷番号（指定、既存受験番号、既存受験番号（指定））、

設置分類、試験区分、試験⽇、部屋割区分、試験場、試験室、志願者数、受験番号とする。 

5) 出⽋表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験室毎⼜は、試験区分・試験室毎に出⽋表を印刷する機能を有すること。 

(2) 指定条件は、部屋割区分、設置分類、試験区分、試験⽇、試験場、試験室、改ページ単位（試験場・試験室毎、

試験場毎）、試験室印字⽂字（名称、別名）とする。 

6) ⽋席者設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験室・時限毎⼜は試験区分・試験⽇毎に⽋席者を登録する機能を有すること。 

(2) 任意の検索条件で当該試験の出席者及び、登録済の⽋席者を検索し、⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(3) 試験室・時限毎の検索条件は、設置分類、試験区分、試験⽇、時限、部屋割区分、試験場、試験室、受験番号と

する。 

(4) 試験区分・試験⽇毎の検索条件は、設置分類、試験区分、試験⽇、受験番号とする。 

7) ⽋席者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 時限毎、もしくは試験区分・試験⽇毎に⽋席者の⼀覧を印刷する機能を有すること。 

(2) 指定条件は、改ページ単位（時限毎、試験区分・試験⽇毎、試験室で改ページ）、設置分類、試験区分、試験⽇、

試験場、試験室、時限、試験室印字⽂字（名称、別名）、印刷順とする。 

8) 成績報告⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・試験⽇・試験科⽬毎に成績報告表を印刷する機能を有すること。 

(2) 指定条件は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、所属 1、所属 2、試験場、試験室、種⽬、改ページ単位

（試験区分毎、試験区分・所属毎）、⽋席者（⾮表⽰、表⽰）、無効者（⾮表⽰、表⽰）とする。 

9) ⾯接評価表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・試験⽇・試験科⽬毎に⾯接評価表を印刷する機能を有すること。 

(2) 指定条件は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、部屋割区分、試験場、試験室、所属 1、所属 2、印刷対

象受験番号、試験室印字⽂字（名称、別名）とする。 

10) 試験室志願者⼀覧出⼒（試験区分グループ毎）に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⽤途・試験区分グループ・試験⽇・試験場・試験室毎に割り振られている志願者を印字した試験室志願者⼀覧表

の印刷、Excel 形式の出⼒を⾏う機能を有すること。 

(2) ⽤途・試験区分・試験⽇・試験場毎に割り振られている志願者の開始・終了受験番号・志願者数を印字した試験

室割振表の印刷、Excel 形式の出⼒を⾏う機能を有すること。 

(3) Excel 形式で出⼒するセルの背景⾊を任意に指定する機能を有すること。 

(4) 指定条件は、帳票指定（試験室志願者⼀覧表、試験室割振表）、部屋割区分、試験区分グループ、試験⽇、試験

場、試験室、試験室印字⽂字（名称、別名）、改ページ単位（試験区分毎、試験区分・所属毎）、出⼒項⽬（受験
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番号、性別、⽒名）、セル背景⾊とする。 

11) 机上受験番号票出⼒（試験区分グループ毎）に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・試験⽇・試験場・試験室毎に机上受験番号票の印刷を⾏う機能を有すること。 

(2) 指定条件は、⼀次最終区分（⼀次試験、最終試験）、印刷番号（指定、既存受験番号、既存受験番号（指定））、

試験区分グループ、試験⽇、部屋割区分、試験場、試験室、志願者数、印刷対象受験番号とする。 

12) ⽋席者⼀覧出⼒（試験グループ毎）に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験室・時限毎⼜は試験区分・試験⽇毎に⽋席者⼀覧表の印刷を⾏う機能を有すること。 

(2) 指定条件は、改ページ単位（時限毎、試験区分グループ・試験⽇毎、試験室で改ページ）、試験区分グループ、

試験⽇、試験場、試験室、時限、試験室印字⽂字（名称、別名）、印刷順とする。 

13) ⾯接評価表出⼒（試験区分グループ毎）に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・試験⽇・試験科⽬毎に⾯接評価表の印刷を⾏う機能を有すること。 

(2) 指定条件は、試験区分グループ、試験⽇、試験科⽬、部屋割区分、試験場、試験室、所属 1、所属 2、印刷対象

受験番号、試験室印字⽂字（名称、別名）とする。 

3.5. センター試験に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) センター試験科⽬マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) センター試験科⽬の略称を登録する機能を有すること。 

(2) ⼤学⼊試センターで定めたセンター科⽬コード、科⽬名、最⼤点（満点）を参照できること。 

(3) 登録項⽬は、科⽬略、使⽤フラグとする。 

2) センター⽤試験科⽬設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・所属毎に科⽬のセンター教科、必選区分、傾斜配点、選択科⽬数を設定する機能を有すること。 

(2) 同⼀試験区分内で、未設定の所属に対して試験科⽬データを複写する機能を有すること。 

(3) 英語（J1）科⽬選択時、筆記及びリスニングの実施設定及びその換算点を登録できること。 

(4) 国語（A1）科⽬選択時、⼤問の使⽤有無を設定できること。また、⼤問を使⽤する場合、その中で使⽤する科

⽬及びその換算点を登録できること。 

(5) 登録項⽬は、試験区分、学部、学科・コース、⼀次最終区分（⼀次試験、最終試験）、科⽬詳細情報（科⽬コー

ド、必選区分、換算点、選択グループ）とする。 

3) センター成績請求データ出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼤学⼊試センターに提出する「個⼈別成績請求データ」を出⼒できる機能を有すること。 

(2) 「請求⼈数」「開始終了受験番号」は⾃動計算できること。 

(3) 総括データ、個⼈別データの確認⽤⼀覧を Excel 形式で出⼒できること。 

4) センター個⼈別成績データ取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼤学⼊試センターから提供される「個⼈別成績提供データ」を取り込める機能を有すること。 

(2) データ取込時に、個⼈情報も合わせて取り込めること。取込項⽬は任意に指定できること。 

(3) 取込前のエラーチェックを⾏う機能を有すること。エラーがあった場合、ログファイルを出⼒し、エラー内容を

確認できること。 

5) センター成績⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・所属毎に成績⼀覧表を印刷、⼜は Excel 形式で出⼒する機能を有すること。 

(2) 傾斜配点により、換算された合計点で出⼒できること。 

(3) 指定条件は、試験区分、所属 1、所属 2、印字科⽬（全科⽬、使⽤科⽬）、出⼒点種別（センター素点、センタ
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ー換算点）、印刷順、失格者のみ表⽰フラグ、とする。 

6) センター出願状況データ取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼤学⼊試センターから送られてくる出願状況データをシステムに登録する機能を有すること。 

(2) 取込前のエラーチェックを⾏う機能を有すること。エラーがあった場合、ログファイルを出⼒し、エラー内容を

確認できること。 

7) センター出願状況⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分、所属毎に出願状況⼀覧表を出⼒する機能を有すること。 

(2) 指定条件は、試験区分、所属 1、所属 2 とする。 

8) センター合格者データ出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼤学⼊試センターへ送信する合格者データを出⼒する機能を有すること。 

(2) 合格者データの内容を出⼒前に画⾯及び Excel 形式で出⼒して確認できること。 

(3) 指定条件は、センター合格者データ出⼒区分、試験区分、データ区分とする。 

9) センター合格状況資料データ取込（国公⽴⼤学）に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼤学⼊試センターから送られてくる合格状況資料データをシステムに登録する機能を有すること。 

(2) 取込前のエラーチェックを⾏う機能を有すること。エラーがあった場合、ログファイルを出⼒し、エラー内容を

確認できること。 

(3) 指定条件は、取込区分（データ取込、エラーチェック）、レイアウト（1.合格状況資料 1、2.合格状況資料 2、

3.合格状況資料 3）、試験区分とする。 

10) センター失格者設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) センター試験の失格者の確認及び、失格者の設定を⾏う機能を有すること。 

(2) ⼀括で失格区分を更新する機能を有すること。 

(3) 検索条件により、登録された失格対象者⼀覧を検索し、⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(4) 検索条件は、所属 1、所属 2、失格区分、カナとする。 

(5) 失格対象者の⼀覧表⽰項⽬は、試験区分、受験番号、⽒名、カナ、センター試験請求コード、失格区分とする。 

3.6. 試験結果設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) 試験結果取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・試験⽇・試験科⽬毎に試験結果の取り込みを⾏う機能を有すること。 

(2) 試験結果の取込⽤ファイルフォーマットを Excel 形式で出⼒する機能を有すること。 

(3) 取込⽤ファイル出⼒時に⽋席者及び無効者の出⼒制御を⾏う機能を有すること。 

(4) 試験結果データ（テキスト）をシステムに登録する機能を有すること。 

(5) フォーマット出⼒条件は、設置分類、試験区分、学部、学科・コース、試験科⽬、⽋席者（表⽰、⾮表⽰）、無

効者（表⽰、⾮表⽰）とする。 

2) 試験結果設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・試験⽇・試験科⽬毎に試験結果を登録する機能を有すること。 

(2) 検索条件により、登録された試験結果を検索し、⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(3) 検索条件は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、学部、学科・コース、試験場、試験室、受験番号 FROM-TO

とする。 

(4) ⼀覧表⽰項⽬は、受験番号、得点、状態とする。 

(5) 登録項⽬は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、学部、学科・コース、試験場、試験室、受験番号、得点
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とする。 

3) 設問毎配点設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験科⽬毎に、設問毎形式の配点設定を⾏う機能を有すること。 

(2) 登録済みの設問毎配点設定を⼀括複写する機能を有すること。 

(3) 登録済みの設問毎配点設定を⼀括削除する機能を有すること。 

(4) 登録項⽬は、設置分類、試験区分、学部、学科・コース、試験⽇、試験科⽬、解答⽤紙枚数、解答⽤紙番号、設

問毎配点とする。 

4) 設問毎試験結果取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 記述式の試験結果データの取込を⾏う機能を有すること。 

(2) 取込フォーマットのチェックを⾏い、エラーがある場合はエラー内容を画⾯に表⽰できること。 

(3) 取込後、読込んだ件数及びエラー件数を画⾯に表⽰できること。 

(4) 取込時指定項⽬は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬とする。 

5) 設問毎試験結果設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 設問毎に、試験結果の修正・確認を⾏う機能を有すること。 

(2) 解答結果にエラーがある場合、エラーがある旨を画⾯に表⽰できること。 

(3) 検索条件により、試験結果を検索し、画⾯に表⽰する機能を有すること。 

(4) 検索条件は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、解答⽤紙番号、受験番号 FROM-TO、読込⽇付、読込時

間、連番 FROM-TO、エラーのみ表⽰フラグ、表⽰順とする。 

(5) ⼀覧表⽰項⽬は、成績確定、読込⽇付、連番、コード、科⽬名、解答⽤紙番号、受験番号、状態とする。 

6) 試験結果確認⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・試験⽇・試験科⽬毎に試験結果確認表を印刷する機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、所属 1、所属 2、試験場、試験室、改ページ単位（試験

区分毎、試験区分・所属毎）、⽋席者（⾮表⽰、表⽰）とする。 

7) 設問毎試験結果エラーリスト出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 設問毎に試験結果エラー情報を出⼒する機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、所属 1、所属 2 とする。 

8) 設問毎成績確定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 設問毎に成績結果を確定し、席次計算⽤の成績データを作成する機能を有すること。 

(2) 任意の条件で成績結果を検索し、画⾯に表⽰する機能を有すること。 

(3) 検索条件は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、所属 1、所属２とする。 

3.7. 合否選考に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) 成績集計表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・試験⽇・試験科⽬毎に学内試験の成績集計表を印刷⼜は Excel 形式で出⼒する機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、⼊試年度、設置分類、試験区分、所属 1、所属 2、改ページ単位（試験区分毎、試験区分・所属毎）

とする。 

2) 得点調整処理に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 位点差縮⼩法を使⽤して、科⽬間の得点調整を⾏う機能を有すること。 

(2) 調整する単位をグループとしてまとめる機能を有すること。 

(3) 実⾏履歴を画⾯に⼀覧表⽰できること。 
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(4) 対象科⽬を検索し、画⾯に⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(5) 指定項⽬は、設置分類、試験区分、試験⽇、グループ、調整⽅法（最⼤平均得点差）とする。 

(6) 対象科⽬⼀覧の表⽰項⽬は、試験科⽬、最⼤点、傾斜点、補正前平均点、補正後平均点、処理対象とする。 

(7) 実⾏履歴⼀覧の表⽰項⽬は、試験⽇、学部、学科・コース、グループ名、実⾏⽇、実⾏ユーザとする。 

3) 席次計算に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分毎に、試験結果の合計点、席次の計算を⾏う機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、設置分類、⼀次最終区分（⼀次試験、最終試験）、合格発表⽇を過ぎた試験区分⾮表⽰フラグとす

る。 

4) 合否判定資料出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分・所属毎に合否判定資料を印刷⼜は、Excel 形式で出⼒する機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、設置分類、試験区分、⼀次最終区分（⼀次試験、最終試験）、試験⽇、試験場、所属 1、所属 2、

改ページ単位、印刷順、判定（表⽰、⾮表⽰）、受験番号（表⽰、⾮表⽰）、⽒名（表⽰、⾮表⽰）、性別（表⽰、

⾮表⽰）、席次（表⽰、⾮表⽰）、出⾝校（表⽰、⾮表⽰）とする。 

5) 合格者設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分、所属毎に合格者の設定を⾏う機能を有すること。 

(2) 任意のデータを複数選択し、合格区分を⼀括設定できること。 

(3) 任意の受験者に対して、個別に合否区分を設定できること。 

(4) 合格区分毎の⼈数を画⾯上に表⽰できること。 

(5) 検索条件により、合格対象者となる受験者を検索し、画⾯に⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(6) 検索条件は、設置分類、試験区分、所属 1、所属 2、試験⽇、表⽰順、合否区分、受験番号、判定基準（席次、

合計点）とする。 

(7) ⼀覧表⽰項⽬は、受験番号、⽒名、試験⽇、席次、合計、⼊⼒、判定、第 2 志望、第 3 志望とする。 

6) 合格者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 合格者⼀覧、合格者住所⼀覧を印刷する機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、印刷帳票（合格者⼀覧、住所⼀覧）、設置分類、試験区分、⼀次最終区分（⼀次試験、最終試験）、

試験⽇、所属 1、所属 2、出⾝校（出⾝校区分、所在県、出⾝校）、改ページ単位、印刷順、帳票タイトル、合

否区分とする。 

7) 各種合否結果通知⽂出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 合否結果通知⽂の⽂書設定及び印刷を⾏う機能を有すること。 

(2) 通知⽂及び送付⽤タックシールを印刷できること。 

(3) 通知⽂のレイアウトについて、使⽤者が編集できる機能を有すること。 

(4) 印刷履歴を記録できること。 

(5) 指定項⽬は、設置分類、試験区分、合否区分、印刷済み除外フラグ、帳票指定（通知⽂、タックシール、発⾏⽇）、

宛名区分（志願者、保護者）、宛先区分（志願者、保護者）、敬称（様、殿、任意指定）、印刷順、前回発⾏番号

使⽤フラグとする。 

8) 出⾝校⻑宛通知出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 出⾝校⻑宛⽂書の⽂書設定及び印刷を⾏う機能を有すること。 

(2) 通知⽂及び送付⽤タックシールを印刷できること。 

(3) 通知⽂のレイアウトについて、使⽤者が編集できる機能を有すること。 

(4) 印刷履歴を記録できること。 
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(5) 指定項⽬は、印刷履歴（全件、未出⼒のみ）、通知⽂グループ、合否区分、所在県 FROM-TO、帳票指定（通知

⽂、タックシール、発⾏⽇）、印刷順とする。 

9) 出⾝校宛タックシール印刷に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 出⼒区分（指定なし・指定校・志願者校・合格者校）毎に出⾝校宛タックシールの印刷を⾏う機能を有すること。 

(2) 印刷レイアウトについて、使⽤者が編集できる機能を有すること。 

(3) 検索条件により、対象出⾝校を検索し、画⾯に⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(4) 検索条件は、出⾝校区分、出⼒区分、所属 1、所属 2、年度、指定校区分、所在県 FROM-TO、試験区分、印刷

順とする。 

10) 掲⽰⽤合格者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 合否区分、試験区分毎に掲⽰⽤合格者⼀覧の印刷を⾏う機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、設置分類、試験区分、⼀次最終区分（⼀次試験、最終試験）、合否区分、学部、学科・コース、発

⾏⽇、帳票タイトルとする。 

11) ⼀次合格者設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) AO 試験など、⼀次試験を実施する試験区分の⼀次試験合否結果を登録する機能を有すること。 

(2) 合否区分毎に、⼀括設定できること。 

(3) 検索条件により、⼀次試験受験者を検索し、画⾯に⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(4) 検索条件は、設置分類、試験区分、所属 1、所属 2、試験⽇、受験番号、表⽰順、判定基準（席次、合計点）と

する。 

(5) ⼀覧表⽰項⽬は、受験番号、⽒名、試験⽇、席次、合計、⼊⼒、判定、第 2 志望、第 3 志望とする。 

3.8. ⼊学⼿続きに関して、以下の要件を満たすこと。 

1) ⼊学⼿続者設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分、所属毎に⼊学⼿続者の設定を⾏う機能を有すること。 

(2) ⼿続区分（⼀次、⼆次、⼀括）の設定及び、⼀次⼊⾦⽇、⼆次⼊⾦⽇の設定を⾏う機能を有すること。 

(3) 書類提出状況（未提出/提出済）の設定を⾏う機能を有すること。 

(4) ⼀次・⼆次の納⼊状況や⼿続書類の提出状況により、該当データを⼀括して選択できること。 

(5) 任意のデータを複数選択し、⼊学区分を⼀括して設定する機能を有すること。 

(6) 指定フォーマットのファイルを取り込み、該当データの選択及び該当データの⼿続区分の更新を⾏う機能を有す

ること。 

(7) 検索条件は、⼊学期区分、学部、学科・コース、設置分類、試験区分、受験番号、フリガナ、⼊学区分、⼿続区

分、表⽰順とする。 

2) ⼊学⼿続者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊学⼿続者⼀覧表及び⼊学⼿続者住所⼀覧表を印刷する機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、帳票指定（⼊学⼿続者⼀覧表、住所⼀覧表）、⼊学期区分、⼊学区分、⼿続状態（⼀次（⼊学⾦）、

⼆次（学費）、⼿続書類）、性別、出⾝校（出⾝校区分、所在県、出⾝校）、設置分類、試験区分、所属 1、所属 2、

印刷順、受験番号（頭 2 桁表⽰なし、全桁表⽰）とする。 

3) ⼊学許可書出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 所属毎に⼊学許可書の⽂書設定を⾏う機能を有すること。 

(2) 所属毎に⼊学許可書の通知⽂を印刷する機能を有すること。 

(3) 印刷レイアウトについて、使⽤者が編集できる機能を有すること。 
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(4) 送付⽤のタックシールを印刷できること。 

(5) 印刷履歴を記録できること。 

(6) 指定項⽬は、印刷履歴（全体、未出⼒のみ）、通知⽂グループ、⼊学区分、⼊学⾦、学費、⼿続書類、帳票指定

（通知⽂、タックシール、発⾏⽇）、宛名区分（志願者、保護者）、宛先区分（志願者、保護者）、印刷順、前回

発⾏番号使⽤フラグとする。 

3.9. 年次処理に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) 移⾏変換マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 教務⼊学区分・学⽣⾝分コードの変換⽅法を⼀括設定できる機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、教務⼊学区分、学⽣⾝分とする。 

2) ⼊試年次処理に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 志願者データ・成績データの削除を⾏い、⼊試年度を更新する機能を有すること。 

3.10. 統計資料出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) 統計資料出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 各種条件に従い、⼊試統計資料を出⼒する機能を有すること。 

(2) 出⼒資料は、試験結果（所属別）、試験結果（県別）、試験結果（⾼校別）、現浪⽐率（志願者、⼊学者）、評定平

均値別⼊試状況表、⼊試状況表、過去 5 年⾼校別⼊試結果とする。 

3.11. データ照会・出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) 志願者照会に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 検索条件により、志願者を検索し、画⾯に表⽰する機能を有すること。 

(2) 対象者のデータを CSV 形式で出⼒する機能を有すること。 

(3) 検索条件は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験会場、所属 1、所属 2、受験番号、整理番号、⼊学期区分、フ

リガナ、⽒名、⽣年⽉⽇、性別、出⾝校区分、所在県、出⾝校名、出⽋、失格とする。 

(4) ⼀覧表⽰項⽬は、試験区分、所属 1、所属２、受験番号、⽒名、カナ、⽣年⽉⽇、所在県、出⾝校、⽋席、失格

とする。 

2) 志願者原簿出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分毎に志願者原簿を印刷する機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、設置分類、試験区分、所属 1、所属 2、印刷順、改ページ単位とする。 

3) 個⼈宛タックシール印刷に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分毎に志願者・受験者・合格者・⼊学⼿続者宛てのタックシールを印刷する機能を有すること。 

(2) 印刷レイアウトについて、使⽤者が編集できる機能を有すること。 

(3) 指定項⽬は、出⽋区分、合否区分、⼊学区分、設置分類、試験区分、試験⽇、試験場、学部、学科・コース、受

験者、宛名（志願者、保護者）、宛先（志願者、保護者）とする。 

3.12. データ削除に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) ⼊試データ⼀括削除に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 試験区分毎に志願者情報及び志願者に紐付くデータを削除する機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、設置分類、試験区分とする。 
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3.13. 採点処理に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) マーク正解取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) マークシートの正解データを取り込む機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、設置分類、試験区分、学部、学科・コース、試験⽇、試験科⽬、解答欄とする。 

2) マーク配点・正解設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) マークシートの正解の設定・修正及び配点の設定を⾏う機能を有すること。 

(2) マークシートの配点設定の⼀括複写及び⼀括削除ができること。 

(3) 登録項⽬は、設置分類、試験区分、学部、学科・コース、試験⽇、試験科⽬、解答欄、パターン、正解数、配点

とする。 

3) マーク配点・正解確認表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 配点・正解設定情報を確認するための帳票を印刷する機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、所属 1、所属 2 とする。 

4) マーク答案取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) マークシートの答案データを取り込む機能を有すること。 

(2) 取込内容を画⾯で照会できること。 

(3) 画⾯指定項⽬は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬とする。 

5) マークエラーリスト出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) マークシートのエラーリストを印刷する機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、所属 1、所属 2 とする。 

6) マーク答案修正に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) エラーが存在するマークデータを修正する機能を有すること。 

(2) 検索条件により、マークデータを検索し、画⾯に⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(3) 検索条件は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、読込番号、受験番号、読込⽇付、読込時間、連番 FROM-TO、

エラーのみ表⽰フラグとする。 

(4) ⼀覧表⽰項⽬は、読込⽇付、連番、読込番号、受験番号、状態とする。 

7) マーク成績計算に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) マークシートの正解と答案の突き合わせを⾏い、科⽬毎に成績データを作成する機能を有すること。 

(2) 検索条件により、所属毎のマークデータを検索し、画⾯に⼀覧表⽰する機能を有すること。 

(3) 検索条件は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、所属 1、所属 2 とする。 

(4) ⼀覧表⽰項⽬は、所属 1、所属 2、対象件数、確定済件数、実⾏⽇、実⾏ユーザとする。 

8) マーク正答率表に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 問題毎の正答率表を印刷する機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、設置分類、試験区分、試験⽇、試験科⽬、所属 1、所属 2、改ページ単位（試験区分毎、試験区分・

所属毎）とする。 
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4. 学籍管理システム 

1) ⼊学者データ管理 

(1) ⼊学者情報を CSV ファイルにて⼀括で取込みができること。 

(2) 学部・学科等所属毎に、学籍番号の⼀括付番ができること。 

2) 学籍管理 

(1) 学部⽣・⼤学院⽣・研究⽣・聴講⽣・特別聴講学⽣・交流学⽣等の学籍情報を登録できること。 

(2) 特定学⽣の学籍照会において、学籍番号による検索のほか、多項⽬の絞込検索ができること。 

(3) 学⽣の顔写真を、⼀括⼜は個別に登録できること。 

(4) 郵便番号検索による簡易住所登録ができること。 

(5) 保証⼈（保護者）の連絡先情報（⽒名、郵便番号、住所、電話番号等）を管理できること。 

(6) 出⾝校情報（出⾝校名、学科、課程、卒業年⽉等）を管理できること。 

(7) クラス編成や指導教員を管理できること。 

(8) 卒業論⽂題⽬・研究題⽬を登録できること。 

(9) 学研災・学研賠情報を、⼀括⼜は個別に登録できること。 

(10) プログラムの変更無しに利⽤者が任意に学籍管理に関する項⽬を追加できること。 

3) 学籍異動 

(1) 学籍異動の情報を登録し、開始予定⽇に⾃動的に異動処理を実⾏できること。 

(2) 学籍異動の⼊⼒時に、必要に応じ異動の理由等を付加して登録できること。 

(3) 学部・学科等所属、異動区分別の異動者⼀覧を出⼒できること。 

(4) 転学部・転学科・転コースを登録できること。その際、学籍番号の変更有無いずれの場合でも対応できること。 

(5) 海外へ留学する学⽣を留学種類毎に登録・管理できること。 

(6) 本学の特別休学制度に対応すること。（参考資料 2︓ｐ172 を参照） 

4) 各種帳票 

(1) 学部・学科等所属、学年別に学⽣名簿を出⼒できること。 

(2) 学籍に関する基本事項、その他特記事項を記載した学⽣を指導するための資料を出⼒できること。 

(3) 学部・学科単位に在学者数、休学者数（性別・⼊学年度別）を出⼒できること。 

5) 年次更新処理 

(1) 学部・学科等所属毎の進学・卒業判定結果に従い、⼀括して卒業処理及び学年更新を実⾏できること。また、

学⽣毎の更新もできること。 

(2) 学位授与名簿や卒業⽣名簿を出⼒できること。 

4.1. 学籍関連区分に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 学⽣の⾝分を表す学⽣⾝分（学部⽣、⼤学院⽣、研究⽣、聴講⽣等）があること。また、プログラムの変更なしに学

⽣⾝分を追加する機能を有すること。 

2) 学⽣の現在の状況を表す現況区分（在学、留学、休学、停学、単位修得在学、退学、単位修得退学、除籍、卒業、修

了、終了）があること。  

3) 学⽣の学籍に関する異動を表す学籍異動区分（⼊学、留学、休学、停学、退学、除籍、卒業、修了、転学部、復学、

再⼊学、終了、編⼊学、学⼠⼊学）があること。 

4) 学籍異動の状態を⽰す項⽬があること。 
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5) 指導教員の区分を表す指導教員区分（クラス顧問、指導教員、論⽂指導教員）があること。 

4.2. ⼊学者データに関して以下の要件を満たすこと。 

1) ⼊学者データ取込に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊学者データ（CSV ファイル）を年度毎に⼀括で取り込む機能を有すること。 

(2) CSV ファイルの項⽬は個別⼊⼒で登録可能な項⽬と同⼀とすること。必須以外の項⽬は取込対象とするかどう

か、切替えが可能であること。 

2) ⼊学者登録に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 個別に⼊学者を登録する機能を有すること。 

(2) ⼊⼒項⽬は以下を含むこと。 

<⼊学者基本情報> 

試験年度、試験区分、受験番号、⽒名、⽒名カナ、⽒名英字、学⽣⾝分、⼊学所属、⼊学辞退フラグ、希望語

学（第 3 希望まで） 

<学籍基本情報> 

学籍番号、旧学籍番号（以前本学に在籍していた者のみ）、⼊学区分、⼊学学年、⼊学年⽉⽇、卒業（修了）予

定年⽉⽇、再⼊学フラグ 

<個⼈情報> 

性別、⽣年⽉⽇ 

<出⾝校、⼊試情報> 

出⾝校区分、出⾝校所在地（都道府県）、出⾝校コード、出⾝校名、課程、学科、卒業年⽉、⼊試⼊学種別、受

験番号、⾼校時評点、⼊試英語成績、備考 

3) 学籍番号作成パラメータ設定に関して、体系区分、桁数、有効桁数を登録する機能を有すること。 

4) 学⽣⾝分グループマスタ設定に関して、学⽣⾝分グループコード、学⽣⾝分グループ名称を登録する機能を有するこ

と。 

5) 学⽣⾝分グループ毎に適⽤する学⽣⾝分を登録する機能を有すること。 

6) ⼊学区分を登録する機能を有すること。 

7) 学籍番号付番に関しては以下の要件を満たすこと。 

(1) 体系については 8 桁まで対応する機能を有すること。 

(2) 桁数の異なる学籍番号を併存して使⽤する機能を有すること。 

(3) ⼊学者を対象とし、⼊学年度、⼊学区分、学⽣⾝分、所属毎に範囲指定して付番処理を⾏う機能を有すること。 

(4) ⼀括処理だけでなく、個別に学籍番号の付番、変更を⾏う機能を有すること。 

(5) 対象者について⽒名の 50 ⾳順、⼊学区分順、学⽣⾝分順を組み合わせて並び順を指定することができ、指定し

た並び順にしたがって連番で付番する機能を有すること。 

(6) 学籍番号は必ずユニークな番号を振ること。学籍番号の固定⽂字部分と連番部分とに分けて設定する機能を有

すること。連番の開始番号を指定できること。 

(7) 本学の指定する⽅法によりチェックディジット（アルファベット 1 字）を算出し、学籍番号に含められること。 

8) ⼊学者クラス決定に関して、学部新⼊⽣を学籍上のクラスに割り振る機能を有すること。 

9) 学籍データ作成に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊学者情報を基に、学籍番号付与した者の学籍データを作成する機能を有すること。 

(2) データ登録されていない項⽬は空⽩にすること。 
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4.3. 学籍管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 学籍情報の検索、登録、変更ができること。 

(1) 本学の所属名称、その略称名等を各種判定の設定、各種証明書への出⼒に⽀障のないように登録及び表⽰が可

能であること。 

(2) 学部、学科等組織毎に、学籍番号の⼀括付番が可能であること。 

(3) ⼊学者の⼀括登録ができること。また、学⽣毎に学⽣情報を更新でき、学⽣の在籍状況（在学、休学、留学、

退学、停学、除籍等）をリアルタイムに学⽣情報に反映できること。 

(4) 学⽣の顔写真、学位、学位記番号の登録が⼀括してできること。 

(5) 学⽣情報の更新及び変更履歴を全て記録する機能を有していること。 

(6) １⼈の学⽣に対して複数の指導教員を登録、変更できること。 

(7) 正規学⽣について在学可能年数を登録できること。 

(8) クラス指定や副専攻のコース情報を登録、変更できること。 

(9) 外国⼈留学⽣について、留学⽣の情報を登録、管理でき、国費、政府派遣、私費の区別が登録できること。ま

た、外国⼈留学⽣区分を任意に定義（追加）できること。 

(10) 学籍照会において、学籍番号範囲による検索のほか、学⽣⽒名（カナ）、学⽣⽒名、所属、学年、性別、指導教

員、⻑期履修⽣区分、社会⼈区分での絞込検索ができること。また、続けて学⽣検索をする際に学⽣所属等の

絞込検索条件を保持したままであること。 

(11) 半期毎に進学、卒業（修了）処理ができ、秋⼊学者及び早期卒業にも対応できること。 

(12) プログラムの変更無しに任意の独⾃管理項⽬を 20 項⽬以上追加でき、学籍情報としてデータを登録、変更でき

ること。 

(13) 郵便番号による住所検索ができること。 

(14) 同⼀者が複数の学籍番号を有している場合、同⼀学⽣として基本情報（学⽣⽒名、⽣年⽉⽇、住所、連絡先）

を共有できること。 

(15) 学籍番号は 10 桁以内とし、任意のコード体系で登録できること。 

(16) 再⼊学⽣の管理ができ、登録時に、以前の学籍情報、成績情報を引き続き使⽤できること。 

(17) ⼊学区分、学⽣⾝分の登録が可能であり、かつ任意に定義（追加）できること。 

(18) 在籍状況情報（在学年数、通算休学期間）を参照できること。 

(19) 学⽣情報として下記のものが登録できること。 

<基本情報> 

学籍番号、学⽣⽒名、学⽣⽒名（カナ）、学⽣⽒名（英字）、学⽣⾝分、学⽣所属、学年、クラス、現況区分、

顔写真 

<学籍情報> 

要件年度、要件⽉、⼊学（編⼊）年⽉⽇、再⼊学フラグ、⼊学区分、⼊学学年、進学年⽉⽇、卒業（修了）⾒

込フラグ、卒業（修了）予定年⽉⽇、離籍年⽉⽇、早期卒業フラグ、特別休学フラグ、特記事項 

<個⼈情報> 

性別、⽣年⽉⽇、社会⼈フラグ、通称、通称カナ、職業 

<学位情報> 

学位、学位記番号、学位取得年⽉⽇ 

<副専攻情報> 
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コース名 

<⻑期履修⽣情報> 

⻑期履修⽣フラグ、修業年限、在学年限 

<履修外国語情報> 

第⼀外国語（旧学⽣⽤）、第⼆外国語、英語推奨レベル 

<学⽣証発⾏回数> 

学⽣証発⾏回数 

<在籍状況情報> 

通算在学期間、通算休学期間 

<学⽣住所、出⾝地、外国⼈情報> 

郵便番号、都道府県、住所、電話番号、携帯電話番号、E-Mail アドレス①、E-Mail アドレス②、出⾝都道府県、

国籍、在留資格、在留期間範囲、外国⼈登録番号、留学⽣区分、備考 

<保証⼈等連絡先情報> 

以下の情報を複数件登録できること。 

⽒名、⽒名カナ、郵便番号、都道府県、住所、電話番号、続柄、備考 

<出⾝校情報> 

出⾝校区分、出⾝校所在地（都道府県）、出⾝校コード、出⾝校名、出⾝校カナ、課程、学科、出⾝校卒業年⽉ 

<⼊試情報> 

試験年度、試験区分、受験番号、⼊試成績、⾼校時評点 

<論⽂情報> 

提出⽇、担当教員、題⽬（和⽂）、題⽬（英⽂） 

＜指導教員情報＞ 

年度、指導教員区分、教員名 

＜クラス情報＞ 

年度、クラス 

＜派遣留学⽣情報＞ 

予定留学期間（⾃）、予定留学期間（⾄）、実績留学期間（⾃）、実績留学期間（⾄）、学校区分、留学先学校名、

国名、帰国届提出⽇、留学⽣区分 

＜学研災・学研賠情報＞ 

通知番号、保険、適⽤区分、保険料⼊⾦⽇、保険期間、保険料、備考、特約、特約保険料 

＜その他＞ 

⼀橋 ID 

2) 学籍情報の照会ができること。学⽣に関わる様々な情報を参照だけ⾏える機能を有すること。 

3) 学⽣毎に、賞罰を記録する機能を有すること。登録する項⽬は、学籍番号、賞罰区分、賞罰年⽉⽇開始、賞罰年⽉⽇

終了、賞罰事由、備考とする。 

4) 学年により卒業⾒込者を確定する機能を有すること。 

5) 学⽣顔写真を JPEG 形式のファイルで⼀括取込する機能を有すること。対象者の学籍番号と紐付けて登録することが

できること。 

6) 学⽣住所、連絡先情報を⼀括取込する機能を有すること。 

7) 論⽂情報を⼀括取込する機能を有すること。 
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8) 転学部学⽣設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 対象学⽣を学籍番号、⼜は学⽣検索で抽出する機能を有すること。 

(2) 転学部学⽣設定の⾃動実⾏⽇は転出年⽉⽇とすること。また、転出年⽉⽇以前でも即時実⾏処理を⾏うことが

可能であること。 

(3) 転学部の処理について、旧学部が学籍異動履歴に記録されること。また、異動区分表⽰において、転学部した

ことがわかるように表⽰すること。 

9) 本学の構成員情報管理システムとのデータ連携に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼀橋 ID、学⽣証発⾏回数を含む学⽣情報を、本学の指定する形式の CSV ファイルとして作成できること。 

(2) 学籍番号、⼀橋 ID、学⽣証発⾏回数をファイルで⼀括取込する機能を有すること。 

10) 学⽣が⾃⾝の学⽣情報を Web 上で確認できる機能を有すること。 

4.4. クラス編成、指導教員割当、学⽣所属に関して以下の要件を満たすこと。 

1) クラスに学⽣を登録する機能を有すること。 

2) 学⽣のクラスをファイルで⼀括取込する機能を有すること。 

3) 年度、指導教員区分、指導教員に対して学⽣を割り当てる機能を有すること。 

4) 対象年度を指定し、指導教員区分、指導教員、学籍番号をファイルで⼀括取込する機能を有すること。 

5) 学⽣所属を⼀括で設定できる機能を有すること。また、学⽣所属の変更ができること。 

4.5. 学籍異動に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 学籍異動情報の設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 学籍異動の登録及び変更、削除ができ、かつ異動区分及び異動理由を任意に定義（追加）できること。 

(2) 学籍の異動の⼊⼒時に、必要に応じ異動の理由等を付加して登録できること。 

(3) 異動⽉数を任意に変更可能であること。 

(4) 休学の異動情報⼊⼒時に、休学の開始⽇、終了⽇に加えて、年度を指定した上で休学対象学期（春・夏・秋・冬）

から⼀つもしくは複数選択して登録できること。また、選択した学期数に応じて異動⽉数を変更し、通算休学期

間に加算すること。 

(5) 休学の異動情報⼊⼒時に、特別休学フラグを登録でき、学籍情報に反映すること。 

(6) １⼈の学⽣に対して複数回の転学部が可能であること。 

2) 学⽣毎の異動状況を照会できる機能を有すること。 

3) 異動区分、学⽣所属、予定開始⽇付範囲、決裁⽇付範囲を条件に印刷及びデータ出⼒できること。 

4) 指定⽇付にて設定済の学籍異動情報をもとに、⾃動的に異動実績を更新する機能を有すること。 

5) 異動情報をファイルで⼀括取込する機能を有すること。 

6) 学⽣が⾃⾝の学籍異動情報を Web 上で確認できる機能を有すること。 

4.6. 学籍に関する帳票・データ出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 学籍原簿出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 出⼒対象の区分（在籍⽣/離籍⽣）、⼊学年度、卒業年度、学⽣所属、学籍番号、学年で対象者を抽出できるこ

と。 

(2) 学籍原簿を画⾯表⽰及び印刷する機能を有すること。 

(3) 出⼒項⽬は学⽣所属、学籍番号、⽒名、⽒名カナ、⽒名英字、⽣年⽉⽇、国籍、⼊学年⽉⽇、⼊学区分、学⽣
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⾝分、進学年⽉⽇、卒業（修了）年⽉⽇、学位、学位記番号、学⽣現住所郵便番号、住所、保証⼈⽒名、保証

⼈⽒名カナ、保証⼈郵便番号、保証⼈住所、異動履歴（異動区分、異動事由、異動期間、備考）、賞罰履歴（賞

罰区分、賞罰事由、賞罰期間、備考）、取得資格（資格区分、資格名、取得年⽉⽇、備考）、在学期間、休学期

間、残在学可能期間、特別休学フラグ、所属クラス情報（年度、クラス）、指導教員情報（年度、指導教員区分、

指導教員名）、卒業論⽂（研究）題⽬、特記事項、出⼒年⽉⽇とすること。 

2) 学⽣数⼀覧表出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣数⼀覧表を出⼒する機能を有すること。 

(2) 指定⽇、集計単位（学部・研究科、学科、課程、専攻、コース）で対象を抽出できること。 

(3) 学⽣数⼀覧表を Excel ファイルで出⼒する機能を有すること。 

3) 学⽣名簿出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の学⽣情報を選択し、学⽣名簿として出⼒する機能を有すること。 

(2) 学⽣名簿を Excel ファイルで出⼒する機能を有すること。 

4) 学研災・学研賠加⼊者⼀覧出⼒に関して、本学の指定する⽉次報告⽤のデータを出⼒する機能を有すること。項⽬の

詳細については本学と協議の上で設計すること。 

5) 学校基本調査データ出⼒に関して、学校基本調査の基となるデータを出⼒する機能を有すること。項⽬の詳細につい

ては本学と協議の上で設計すること。 

4.7. 卒業、年次更新処理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 卒業、進学、留年設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 卒業（修了）判定結果をもとに、卒業（修了）対象者・早期卒業者の離籍年⽉⽇を設定すること。 

(2) 卒業（修了）判定結果をもとに、留年対象者の卒業（修了）予定年⽉⽇を更新すること。 

(3) 進学判定結果をもとに、進学対象者の進学年⽉⽇を設定すること。 

(4) 在籍者（進学・卒業（修了）判定により残留・留年と判定された者を除く。）の学年を更新すること。 

2) 進学に関して、年次処理結果を修正する機能を有すること。  

3) 卒業（修了）判定合格者を対象に学位、学位記番号付与、卒業（修了）確定する機能を有すること。 

4) クラスや指導教員情報を次期へ移⾏する機能を有すること。 

5) 卒業者名簿出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 卒業者名簿を出⼒する機能を有すること。 

(2) 学⽣所属、卒業年⽉範囲で対象者を抽出できること。 

(3) 卒業者名簿を画⾯表⽰、印刷、CSV ファイルで出⼒する機能を有すること。 

(4) 出⼒項⽬は出⼒年⽉⽇、学⽣所属、学籍番号、卒業年⽉⽇、⽒名、性別、⽣年⽉⽇、⼊学年度、証書番号とす

ること。 
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5. 履修管理システム 

1) 授業科⽬・時間割管理 

(1) 授業科⽬を任意のコード体系で管理できること。 

(2) 同⼀名称の科⽬であっても、⼊学年度・学⽣所属の要件毎に、異なる科⽬区分や単位数を設定できること。 

(3) 授業科⽬には、開講曜⽇・時限、学期（春・夏・春夏・秋・冬・秋冬・通年等）、担当教員、履修条件、教授⾔

語を設定できること。ひとつの授業に複数の教員・教室を割り当てることができること。 

(4) 週複数回開講授業、連続時限授業、集中講義、通年授業、グローバル教育ポートフォリオ（GEP）授業（参考

資料２︓p.48 を参照）、変則開講授業等の管理ができること。 

(5) 任意の過年度の授業科⽬情報の⼀括複写や、ファイルからの取込を⾏うことで、新年度の授業科⽬情報の作成

業務の負荷を軽減できること。 

2) 履修管理 

(1) 履修登録の⽅法は、学⽣が Web から直接履修登録を⾏う以外に、職員専⽤の登録画⾯・ファイルからの⼀括取

込等、多様な⼊⼒⼿段を提供すること。 

(2) 学⽣が使⽤する履修登録画⾯は、曜⽇・時限のマトリクス形式で、直感的な画⾯構成とすること。 

(3) 履修登録の際には、 

・ 同⼀曜⽇・時限の重複履修不可チェック 

・ 対象学年チェック（所定の学年の学⽣以外は履修不可） 

・ 対象所属チェック（所定の所属の学⽣以外は履修不可） 

・ 対象⾝分チェック（特定の学⽣⾝分では履修不可/特定の学⽣⾝分以外では履修不可） 

・ 対象要件年度チェック（所定の要件年度の学⽣以外は履修不可） 

・ 前提条件チェック（科⽬Ａは、科⽬Ｂを修得済みでなければ履修不可） 

・ 排他条件チェック（科⽬Ａと科⽬Ｂはどちらか⽚⽅しか履修できない） 

・ 年間履修制限チェック（学期毎⼜は年間に所定の単位数までしか履修できない） 

・ 既修得チェック（修得済みの科⽬で上書き再履修が不可の場合は履修不可） 

・ その他特定の科⽬等での条件チェック（本学の履修ルール（参考資料２︓pp.39-51）を参照） 

などの様々な履修チェックをリアルタイムに実施すること。 

(4) 職員が履修登録する場合には、履修チェックエラーとなるものでも強制登録できること。 

(5) 学⽣が履修登録を⾏なえる期間は、本学の運⽤に合わせて⽇時を⾃由に設定できること。 

(6) 抽選により履修者を決定する機能を有すること。 

3) 履修クラス管理 

(1) 授業等のためのグループ分け（＝履修クラス）を任意に設定可能で、この履修クラスを履修制限として利⽤で

きること。 

(2) 語学クラス、英語レベル、英語（PACE）クラス、学籍上のクラス等の割り振り機能を有すること。 

5.1. 履修マスタに関して以下の要件を満たすこと。 

1) 科⽬マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 科⽬マスタ情報の登録、修正、削除ができること。 

(2) 科⽬検索ができること。 

(3) 科⽬マスタ情報は、科⽬コード、科⽬名、Web 表⽰科⽬名、科⽬所属、学科区分、科⽬名（カナ）、科⽬名（英
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語）、単位数、科⽬区分（科⽬区分は複数階層で設定できること）、開講区分、成績評価基準区分等を登録でき

ること。 

(4) 科⽬検索は、検索条件に科⽬名、科⽬コード、科⽬所属を指定して検索できること。 

(5) 科⽬マスタは、CSV ファイル等から⼀括登録する機能を有すること。 

2) 科⽬区分マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 科⽬区分マスタは、進学・卒業要件となる科⽬に科⽬区分を付与するため、複数階層（4 階層以上）で管理でき

ること。 

(2) 科⽬区分の情報の登録、修正、削除ができる機能を有すること。 

(3) 表⽰順を任意に設定できること。 

(4) 科⽬区分マスタ情報には、上位階層の科⽬区分を選択して下位階層の科⽬マスタ情報を登録できること。 

(5) 科⽬区分の適⽤期間を設定できること。 

3) 必選区分マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 必選区分マスタは、科⽬の属性である必修・選択・選択必修等の区分コード及び名称の登録、修正、削除がで

きること。 

4) 授業形態マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 授業形態マスタは、科⽬の属性である講義、演習、実習等の区分コード及び名称の登録、修正、削除ができる

こと。 

5) 開講区分マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 開講区分マスタは、時間割の形態である通年、春夏学期、秋冬学期、春学期、夏学期、秋学期、冬学期等の区

分コード及び名称の登録、修正、削除ができること。 

6) 成績評価基準区分マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 通常科⽬と、ゼミナール科⽬等の⼀部科⽬において、異なる評価体系で評価を登録できるよう、科⽬毎に、設

定する成績評価区分（多段階評価（A+~F）か合否評価（EF）等）の情報の登録、修正、削除ができること。 

7) 学期区分マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学期区分マスタ情報は、春学期、夏学期、秋学期、冬学期、春夏学期、秋冬学期、通年等の学期の区分を登録、

修正、削除ができること。 

8) 授業曜⽇マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 時間割で使⽤する授業曜⽇マスタ情報の登録、修正、削除ができること。 

(2) 授業曜⽇マスタを設置区分毎に設定できること。 

9) 時限マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 時間割で使⽤する時限マスタ情報の登録、修正、削除ができること。 

(2) 時限マスタを設置区分毎に設定できること。 

10) 履修クラス管理マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 特定の時間割を履修する、任意の学⽣の集まりである履修クラスの登録、修正、削除ができること。 

11) 履修登録時期の設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣が Web 履修登録できる期間を登録対象年度・学期を指定して登録、修正、削除ができること。 

(2) 履修登録期間は、学⽣所属毎に設定できること。 

(3) 前年度から履修登録をすることも可能とするために、当年度の履修登録をいつからスタートするか、⽇付を設

定することができ、設定した⽇付に連動して Web 履修登録ができること。 
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5.2. カリキュラム管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 要件科⽬設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 要件年⽉（＝カリキュラムを適⽤する年⽉）と学⽣所属毎に、学⽣が修得すべき科⽬の基本情報（以下「要件

科⽬」という。）を登録する機能を有すること。 

(2) 要件科⽬を設定する際は、先に登録された科⽬マスタ情報を元に登録できること。 

(3) 既に設定済みの要件科⽬設定情報からコピーする機能を有すること。 

(4) 要件科⽬情報は、要件年⽉、要件所属、科⽬コード、科⽬名、階層毎の科⽬区分、必選択区分、単位数、配当

学年、授業形態、反復履修の可否、全体上限数、年間上限数、学期上限数、上書き再履修、GPA 対象外フラグ

を管理できること。 

(5) 授業形態に関して、授業形態マスタ設定から授業形態名を表⽰し、選択できること。 

(6) 上書き再履修に関して、本学の上書き再履修制度に対応すること。（参考資料２:pp.40-41 を参照） 

(7) 上書き再履修できる科⽬とできない科⽬を設定できること。また、成績により上書き可とすることができるこ

と。F（不合格）の場合のみ、上書き再履修可とすることができること。 

(8) 上書き再履修をした科⽬の成績の取り扱いについては、成績管理システム、証明書システムを参照すること。 

(9) 履修登録時及び履修登録後、登録した時間割が上書き再履修となっているかアイコン表⽰等で⽰して学⽣が判

断できるようにすること。 

(10) 科⽬名が異なる等、別科⽬であっても、上書き再履修可とすることができること。カリキュラム改変があり別

科⽬となった科⽬に対しても上書き再履修扱いとすることができること。 

(11) GPA 計算の対象外となる科⽬を科⽬区分単位で設定できること。 

(12) 交流学⽣の履修に関して、交流学⽣は履修できる科⽬と履修できない科⽬があるため、交流学⽣のグループに

対して履修制限をできる機能を有すること。同様に、⼤学院⽣のみ、正規留学⽣のみ、など学⽣の⾝分による

履修制限が可能なできる機能を有すること。 

2) 要件科⽬データ⼊出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 登録した要件科⽬情報を CSV 形式のファイルに出⼒できること。 

(2) CSV 形式のテキストファイルから要件科⽬情報を⼀括取込する機能を有すること。また、取込処理の際は、取

込元データのフォーマットチェックを⾏い、エラーがあった場合は、エラー内容を確認できること。 

(3) CSV 形式のテキストファイルから読み込んだ要件科⽬情報を画⾯上で編集できること。 

3) カリキュラム読替設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 本学ではカリキュラム改編があった場合、旧カリキュラムの科⽬ではなく、新カリキュラムでの科⽬にすべて

統合する制度のため、本制度に対応すること。これを踏まえて、読替元科⽬（旧カリキュラム）及び読替先科

⽬（新カリキュラム）の読替設定により、読替元科⽬と読替先科⽬を同⼀科⽬として取り扱い、他の履修制度

や成績・判定処理に反映されること。 

(2) 読替元科⽬と読替先科⽬が、１︓１の読替及び多︓１の読替が設定できること。 

(3) 所属毎の読替設定及び学⽣個⼈毎の読替設定ができること。 

(4) 過年度に設定済みの読替情報を複写する機能を有すること。 

4) カリキュラム読替⼀覧表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) カリキュラム読替⼀覧表（要件所属別）を印刷⼜はテキスト出⼒する機能を有すること。 

(2) カリキュラム読替⼀覧表（学⽣個⼈別）を印刷⼜はテキスト出⼒する機能を有すること。 

5) 要件科⽬ソート順設定に関して、以下の要件を満たすこと。 
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(1) 要件科⽬の並び順を設定できることとし、科⽬のコード順とは別の任意の並び順により成績証明書等に表⽰さ

れる科⽬の順番を設定できること。 

(2) ⾃動採番⼜は直接⼊⼒により、並び順が指定できること。 

(3) ⾃動採番については、開始番号と採番単位（＝採番の間隔）を任意に指定できること。 

(4) 設定済みの要件科⽬ソート順情報を複写する機能を有すること。 

6) 時間割設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学期毎開講（春、夏、秋、冬）、半期開講（春夏・秋冬）の授業、通年開講の授業、集中講義、GEP の授業、教

育実習の授業など異なる開講期間の授業を時間割として登録できること。 

(2) 異なる開講期間の授業に同じ教員を担当教員として設定できること。 

(3) 異なる開講期間の授業に同じ教室を設定できること。 

(4) 授業の開講情報を登録、更新、削除する機能を有すること。 

(5) 授業毎に、その時間割の履修登録時の履修制限情報を登録、更新、削除する機能を有すること。 

(6) 時間割（開講曜⽇時限等の情報）を登録、更新、削除する機能を有すること。 

(7) 登録済みの時間割情報を複数選択して⾏単位にコピーして、時間割設定する機能を有すること。 

(8) 過年度の時間割情報を⼀括コピーして、時間割設定する機能を有すること。 

(9) 時間割を削除する際には、削除対象の時間割を履修中の学⽣が存在するかどうかをチェックし、存在する場合

は、履修情報を⼀緒に削除するか否かを選択できる機能を有すること。 

(10) 時間割情報（開講情報）は、次の項⽬を設定できること。 

年度、開講所属、時間割コード、科⽬名、科⽬ Web 名、科⽬名カナ、科⽬名英字、単位数、時限重複可否、

対象学年、主担当教員、担当教員名（複数教員を登録できること）、教員表⽰名、教授⾔語、曜⽇、時限、開講

学期（春、春夏、夏、秋、秋冬、冬、通年、集中等）、教室名、備考 

(11) 開講情報の科⽬名、科⽬名カナ、科⽬名英字、単位数に関して、デフォルト値は、科⽬マスタ及び要件科⽬情

報から表⽰すること。 

(12) 曜⽇時限の重複に関して、履修登録時に同⼀曜⽇時限の履修を許可するか否かを「可、不可」から選択できる

こと。 

(13) 時間割情報で設定した主担当教員が、各曜⽇時限の担当教員のデフォルト値として設定されること。 

(14) 履修制限情報について、設置・所属毎の学年による履修制限の設定が⾏えること。この条件は複数設定するこ

とも可能であること。 

(15) 履修制限情報について、設置・所属毎の学⽣の⾝分による履修制限の設定が⾏えること。この条件は複数設定

することも可能であること。 

(16) 履修制限情報について、設置・所属毎の要件年⽉による履修制限の設定が⾏えること。この条件は複数設定す

ることも可能であること。 

(17) 履修制限情報について、学籍上で設定できるクラスによる履修制限の設定が⾏えること。この条件は複数設定

することも可能であること。 

(18) 履修制限情報について、履修クラス（任意に設定したグループ）による履修制限の設定が⾏えること。この条

件は複数設定することも可能であること。 

(19) 履修制限情報について、各々の履修制限は、履修可能者と履修不可能者のどちらを設定するのか選択できるこ

と。 

(20) 時間割コマ情報について、授業コマ毎の担当教員、使⽤教室はそれぞれ複数設定できること。 

(21) 授業毎に教授⾔語の登録が可能であること。 
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7) 同⼀曜⽇時限に同⼀教員が複数の授業を開講する場合、別々の時間割コードの授業を同じコマで最⼤５つまで開講

できること。また、その際の休講補講の⼿続きは⼀括で⾏えること教員毎の担当科⽬を参照する機能を有すること。 

8) 教員毎の担当科⽬を参照する機能を有すること。 

(1) 教員毎に担当している時間割を、曜⽇と時限のマトリックス（時間割形式）及び⼀覧形式で表⽰すること。 

(2) 教員コードが不明な場合は検索する機能を有すること。 

(3) 集中講義等、曜⽇時限が決まっていない時間割も表⽰すること。 

(4) 年度、開講学期、教員コードで検索できること 

(5) 曜⽇、時限、時間割コード、開講科⽬名、履修者数、履修者数計を複数表⽰すること。 

(6) 履修者数は、１コマにつき、１時間割毎の履修者数を表⽰すること。 

(7) 履修者数計は、１コマにつき、複数時間割を開講している場合のすべての時間割の履修者数を表⽰すること。 

9) 施設毎の時間割を参照する機能を有すること。 

(1) 施設（＝教室）毎に開講されている時間割を、曜⽇と時限のマトリックス（時間割形式）及び⼀覧形式で表⽰

すること。 

(2) 施設コードが不明な場合は検索する機能を有すること。 

(3) 集中講義等、曜⽇時限が決まっていない時間割も表⽰すること。 

10) 時間割データ⼊出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 開講年度毎の時間割情報を CSV 形式等で⼀覧として⼀括出⼒する機能を有すること。 

(2) 時間割情報を CSV 形式等により⼀括で取り込む機能を有すること。 

11) 時間割表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 開講年度毎の時間割情報を Excel に出⼒する機能を有すること。 

(2) 出⼒対象の時間割を開講所属、開講区分で、それぞれ複数指定できること。 

(3) 出⼒項⽬は、本学と協議のうえ、参考資料をもとにして、所定項⽬・レイアウトにて、出⼒することができる

こと。（参考資料３︓平成 29（2017）年度時間割表を参照） 

12) 定期試験の時間割に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1)  教員に対して、試験希望⽇、試験⽅法等の定期試験に関するアンケートを Web サイト上で⾏えること。 

(2)  教員から収集した試験希望⽇を利⽤して、通常の時間割とは別に、定期試験の時間割を作成できること。 

13) 定期試験の座席指定表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 検索条件により定期試験の時間割に登録された試験科⽬情報を検索できること。 

(2) 指定した試験科⽬について、⼀括⼜は個別に座席表を帳票及び Excel 形式で出⼒できること。 

(3) 検索条件は、試験年度、試験学期、開講所属、出⼒⽅法(⼀括出⼒・選択出⼒)が含まれることとする。 

(4) 検索結果⼀覧表⽰項⽬は、試験⽇、時限、科⽬名、代表教員名が含まれること。 

14) ⼀括複写処理に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) コピー元年度、コピー先年度を指定し、要件科⽬、履修条件等のデータを複写する機能を有すること。 

15) セット科⽬設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 複数の科⽬を同時に履修させたい場合に、同時履修対象の時間割のペアを設定する機能を有すること。 

(2) セット科⽬設定は、要件年⽉、学⽣所属毎に⾏えること。 

16) 要件科⽬検索に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 検索条件を指定して要件科⽬情報を検索する機能を有すること。 

17) 時間割検索に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 検索条件を指定して時間割情報を検索する機能を有すること。 
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18) 履修クラス割当設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 特定の時間割を履修する、任意に設定した学⽣の集まりである履修クラスの、メンバとなる学⽣を割り当てる

機能を有すること。 

(2) CSV 形式のテキストファイルを⼀括で取り込むことにより履修クラス割り当て設定を⾏う機能を有すること。 

19) 語学に関するクラス（第⼆外国語クラス、英語クラス（PACE））、英語レベル及び学籍上のクラス等の割り振り機能

を有すること。これにより、履修クラスの情報が⾃動的に作成されること。なお、クラス割り振りの⽅法等の詳細

については、本学と協議のうえ、設計すること。 

(1) 第⼆外国語クラスについては、学⽣の希望（第 3 希望まで）に応じた割り振りによって履修クラス情報を作成し、

⼀括取込等により職員が強制的に履修登録を⾏えること。また、決定した第⼆外国語については、⼀括取込等によ

り学籍情報に登録できること。 

(2) 英語レベルについては、⼊試成績等により、本学が指定する割合で割り振ることができ、同時に、学籍情報に英語

レベルとして情報を持てること。英語レベルについては、学⽣が Web 上で⾃⾝の英語レベルを確認することがで

きること。 

(3) 英語レベルに変更が⽣じた場合に、学籍の英語レベルを⼀括取込等により容易に変更できる機能を有すること。 

(4) 英語クラス（PACE）については、英語レベルに応じた割り振りによって履修クラス情報を作成し、⼀括取込等に

より職員が強制的に履修登録を⾏えること。また、英語レベルが変更になった際には、学⽣の英語クラス（PACE）

の再割り振りを⾏い、変更後の情報で、強制登録済みの履修登録情報を変更することも可能とすること。再割振⽅

法等については、本学と協議のうえ、設計すること。 

(5) 英語クラス（PACE）以外の、通常の英語科⽬については、学⽣が、設定された⾃⾝の英語レベルに応じた授業の

抽選に参加できること。 

(6) 学籍上のクラス等については、本学指定の条件に応じた割り振りによってクラス情報を作成し、⼀括取込等によ

り学籍情報に登録できること。 

(7) クラス割り振りに関して、事前に登録済みの履修データや決定済みのクラス等と時間割が重複しないように割り

振れること。重複を避けるための条件等については本学と協議のうえ設計すること。また、割り振り（再割り振

り）時に各授業の定員を設定できること。 

(8) クラス割り振り結果データ出⼒に関して、各種データについては、エクセルファイル等により、次の項⽬を出⼒ 

できること。 

① クラス別割り振り結果として、学籍番号、受験番号、学部、⽒名（⽇/英）、英語レベル、学籍上のクラス（番

号）名、選択第⼆外国語名、第⼆外国語クラス（番号）名、履修する第⼆外国語授業の科⽬名、曜⽇時限（開

講コマ）、希望した外国語第 1 希望、第２希望、第３希望、（PACE の春夏及び秋冬）クラス（番号）名、⼊学

区分、履修する PACE の科⽬名、曜⽇時限（開講コマ）、英語成績 

② クラス別割り振り結果⼈数集計として、クラス毎・開講コマ毎の、PACE 割り振り結果⼈数、第⼆外国語の割

り振り結果⼈数、各第⼆外国語クラスについては、外国語毎の合計定員、第 1 希望者の⼈数、第 1 希望での

決定者数、未決定者数、未決定者の第 2 希望の語学毎の⼈数、決定者の内訳（第 1 希望から第 3 希望での決

定者数合計） 

20) 英語レベル、選択第⼆外国語及び学籍上のクラスは、学⽣情報として管理できること。 

21) 前提条件履修制限設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 履修制限情報(前提条件)（＝ある科⽬を履修するために、修得していることが前提となる科⽬の条件）を登録

する機能を有すること。 

(2) 前年度のデータを複写できること。 
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(3) 履修制限情報(前提条件)は、要件年⽉、学⽣所属毎に設定できること。 

(4) 前提となる科⽬については、修得済前提か、履修だけで良いかを選択可能であること。 

22) 排他条件履修制限設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 履修制限情報(排他条件)（＝ある科⽬ A を履修したら、別の科⽬ B は履修できないという履修制限）を登録す

る機能を有すること。また、複数科⽬に対しても登録できること。（ある科⽬ A ⼜は B を履修したら別の科⽬ C

は履修できないという履修制限） 

(2) 前年度のデータを複写できること。 

(3) 履修制限情報(排他条件)は、要件年⽉、学⽣所属毎に設定できること。 

23) 年間・各学期履修制限設定に関して、以下の要件を満たすこと。（参考資料２︓ｐ.39 を参照） 

(1) 本学の CAP 制に対応するために、年間及び学期毎に履修が可能な単位数の上限を登録する機能を有すること。 

(2) 前年度のデータを複写できること。 

(3) 年間履修制限、各学期履修制限は、要件年⽉、学⽣所属、学年毎に設定できること。 

(4) 上書き再履修科⽬については年間及び学期毎の履修上限に含むように設定できること。 

(5) 複数学期にわたって開講される科⽬は、学期毎の単位数に分割して各学期の CAP 制に加算すること。 

(6) 集中講義期間に開講される科⽬（GEP 科⽬含む）は CAP 制の対象外とできること。 

(7) 履修登録後、登録した時間割が CAP 制の対象外となっているかアイコン表⽰等で⽰して学⽣が判断できるよう

にすること。 

24) 特定の科⽬群を対象とした履修制限に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 特定の科⽬群に対して、年間・各学期の合計単位数⼜は科⽬数の上限での履修制限を設定できること。 

(2) 前年度のデータを複写により設定できること。 

 

5.3. 履修管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 履修登録期間設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣が Web 履修登録可能な期間を⽇付範囲で設定する機能を有すること。 

(2) 履修登録期間は、年度、対象学期（春・夏・秋・冬学期⼜は春夏・秋冬学期、通年）、学⽣所属、学年毎、に設

定できること。 

(3) 履修登録期間は年⽉⽇時分で指定できること 

(4) 休学する学期については、学⽣は Web 履修登録できないこと。ただし、履修登録期間に休学中であっても、対

象学期に復学予定の学⽣については復学後の学期の履修登録ができるようにすること。また、休学予定となっ

ている学期の履修登録についてもできないこと。 

2) 履修登録の形態は、以下の機能を有すること。 

(1) 学⽣がブラウザから Web 履修登録できる機能 

(2) 職員がクライアント／サーバの登録画⾯から学⽣単位に履修登録できる機能 

(3) 職員が CSV 形式のテキストファイルから⼀括履修登録できる機能 

(4) 受講許可データを取込できる機能 

(5) 必修科⽬を強制的に登録できる機能 

(6) 職員権限で履修登録する場合は、履修チェックのエラー時も強制的に履修登録できる機能 

(7) 学⽣の履修状況を曜⽇、時限のマトリックス形式（⾏列）で登録・参照する機能 

3) 履修登録に関して、以下の要件を満たすこと。 
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(1) 学期毎開講（春、夏、秋、冬）、半期開講（春夏・秋冬）の授業、通年開講の授業、集中講義、GEP の授業、教

育実習の授業など異なる開講期間の授業を、同じタイミングで履修登録できること。 

(2) 異なる開講期間の授業であっても履修を変更（履修訂正）できること。 

(3) 異なる開講期間の授業を履修している場合においても、問題なく履修情報を削除できること。 

(4) 異なる開講期間の授業の履修者名簿を⼀括⼜は個別に出⼒できること。 

(5) 異なる開講期間の授業を履修している場合においても、履修登録確認表を問題なく出⼒できること。 

(6) 履修年度、履修学期、学籍番号を指定し、学⽣毎の履修科⽬を登録、削除する機能を有すること。 

(7) 設定されている履修制限等にもとづいた登録チェック処理が⾏われ、履修可能条件を満たさない場合はエラー

メッセージが表⽰されること。 

(8) 学⽣⾝分（正規⽣、⾮正規⽣等）の区別なく、どの学⽣でも履修登録できること。 

(9) 履修登録は、履修可能な科⽬が⼀覧形式で表⽰され、その中から履修する科⽬を選択できること。また、学部

⽣は、⼤学院⽣の開講科⽬を履修できないように設定できること。 

(10) 学籍番号が不明な場合は、学籍番号を検索する機能を有すること。 

(11) 時間割コードが不明な場合は、時間割コードを検索する機能を有すること。 

(12) 履修登録エラーの科⽬でも職員が強制的に登録する機能を有すること。 

(13) 他所属開講科⽬、集中講義、曜⽇、時限重複科⽬を登録できること。 

(14) 通年科⽬は、春夏学期の登録情報を受けて、秋冬学期も⾃動で履修登録する機能を有すること。 

(15) 履修登録チェック処理は以下の内容をチェックすること。 

・ 履修クラス制限チェック 

・ 所属制限チェック 

・ ⾝分制限チェック 

・ 曜⽇・時限重複チェック 

・ 要件制限チェック 

・ 上書き再履修チェック 

・ 同⼀科⽬チェック 

・ 対象学年制限チェック 

・ 履修前提条件チェック 

・ 履修排他条件チェック 

・ 年間・学期履修制限チェック 

・ 科⽬群履修制限チェック 

・ 履修登録期間制限チェック 

・ 既修得制限チェック 

・ 時間割存在チェック 

・ 学⽣存在チェック 

・ その他特定の科⽬等での条件チェック（本学の履修ルール（参考資料２︓pp.39-51）を参照） 

(16) 履修科⽬は、曜⽇と時限のマトリックス（時間割形式）で表⽰すること。⽉１〜⼟５までがスクロールせずに

表⽰できること。 

(17) 集中講義等、曜⽇、時限が「その他」（上記に該当しない）の科⽬は、集中講義等を表⽰する欄を設け、その欄

に表⽰できること。 

(18) 2 年次から 3 年次に進学できなかった学⽣が３年次以上履修対象の時間割を、強制登録により履修登録するこ
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とができること（ただし、上記履修時間割は 3 年次進学要件に含めないようにできること）。 

(19) 履修情報の論理削除及び論理削除の取消が⾏えること。 

4) 履修データ取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) CSV ファイルで作成された履修データを取り込み、⼀括で履修登録する機能を有すること。 

(2) 設定されている履修制限等にもとづいた登録チェック処理が⾏われ、履修可能条件を満たさない場合はエラー

ログが出⼒されること。 

(3) ファイル形式は、学⽣別⼜は時間割別が選択できること。 

(4) 履修エラーが発⽣した場合は、当該エラーレコードを読み⾶ばし、途中で中断することなく最後まで登録処理

を完了させること。 

(5) 登録中にエラーとなったレコードは、処理終了後にエラー⼀覧として表⽰させ、CSV 形式のファイルで出⼒で

きること。 

(6) ⼀部の科⽬については、あらかじめ学⽣の Web 抽選登録⼜は Web 履修登録前に強制登録することができるこ

と。また、強制登録する科⽬を、学⽣が Web から履修削除を不可とする設定及び強制登録した学⽣以外は Web

から履修登録不可とする設定ができる機能を有すること。 

5) 履修登録エラー⼀覧に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 履修データ取込処理時に発⽣した履修登録エラーを照会する機能を有すること。 

(2) 職員が強制履修登録した履歴を照会する機能を有すること。 

6) 履修者名簿出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 時間割毎の履修者名簿を出⼒（印刷）する機能を有すること。 

(2) 時間割毎の履修者データを CSV ファイル等に出⼒する機能を有すること。 

(3) 履修者名簿の出⼒順は「時間割コード順、教員順」から選択できること。 

(4) 履修者名簿上の学⽣の並び順は、Web 成績⼊⼒時の学⽣の並び順と同⼀の出⼒順をデフォルトとし、「所属・

学籍番号順、学籍番号順」から選択できること。 

(5) 履修者名簿の出⼒⽅法は「⼀括出⼒、選択出⼒」から選択できること。 

(6) 次の出⼒条件が指定できること。 

年度、時間割所属、科⽬名、学期、教員所属、教員名、カナ⽒名表⽰、英字⽒名表⽰、出⼒⽅法（⼀括／選

択）、名簿印刷順、学⽣並び順 

(7) 履修者名簿には、次の項⽬を表⽰すること。 

年度、学期、曜⽇、時限、時間割コード、科⽬名、担当教員名、履修者数（以上ヘッダ部）、No.（連番）学

年、学⽣所属、学籍番号、⽒名、⽒名フリガナ⼜は⽒名英字、備考欄（以上詳細部） 

7) 履修登録確認表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣毎の履修登録確認表を曜⽇時限のマトリックスで表⽰・出⼒する機能を有すること。 

(2) 履修登録確認表の出⼒⽅法は「⼀括出⼒、選択出⼒」から選択できること。 

(3) 次の出⼒条件が指定できること。 

履修年度、学期、学⽣所属、学年、要件年度、学籍番号（FROM-TO）、学⽣⾝分、出⼒⽅法 

(4) 履修登録確認表には、次の項⽬を表⽰すること。 

年度、学期、所属（学科・コース含む）、学年、学籍番号、⽒名、（以上ヘッダ部）、時間割コード、開講科⽬

名、主担当教員名（以上詳細部） 

(5) 集中講義や曜⽇時限重複科⽬等、マトリックス内に表⽰できない科⽬は、その他欄に表⽰すること。 

(6) 履修エラーがある場合は、別途「時間割コード、エラー内容」を表⽰すること。 
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8) 科⽬別履修者数⼀覧表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 科⽬毎の履修者数⼀覧表を出⼒する機能を有すること。 

(2) 次の項⽬をデータにて出⼒できること。出⼒項⽬詳細については本学と協議のうえ設定すること。 

開講年度、曜⽇時限、学期、科⽬名、開講所属、担当教員名、教員所属、科⽬コード、科⽬区分（全階層）、

成績評価区分、GPA 対象区分、上書き再履修対象区分、CAP 対象区分、時間割コード、教員コード、履修者数

は、学部⽣は学部・学年毎の⼩計、⾮正規⽣等（交流学⽣・聴講⽣等）の⼩計及び学部⽣の合計数を集計され

ること、また、⼤学院⽣は、研究科毎・学年毎の修⼠、博⼠、その他、の区分単位で集計されること。学部⽣

と⼤学院⽣の総合計も集計されること。 

9) 未履修者集計処理に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 指定した期間に Web 履修登録を⾏っていない学⽣を抽出する機能を有すること。 

10) 学⽣毎⼀括履修チェック処理に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣毎に、登録済みの履修情報について、⼀括で再チェックする機能を有すること。 

(2) 以下の条件で対象学⽣を検索できること。 

年度、学期、学⽣所属、学年、要件年度、学籍番号（FROM-TO）、学⽣⾝分、チェック⽅法 

(3) チェック処理は以下の内容をチェックすること。 

・ 履修クラス制限チェック 

・ 所属制限チェック 

・ ⾝分制限チェック 

・ 曜⽇・時限重複チェック 

・ 要件制限チェック 

・ 上書き再履修チェック 

・ 同⼀科⽬チェック 

・ 対象学年制限チェック 

・ 履修前提条件チェック 

・ 履修排他条件チェック 

・ 年間・学期履修制限チェック 

・ 科⽬群履修制限チェック 

・ 履修登録期間制限チェック 

・ 既修得制限チェック 

・ 時間割存在チェック 

・ その他特定の科⽬等での条件チェック（本学の履修ルール（参考資料２︓pp.39-51）を参照） 

11) 時間割毎⼀括履修チェック処理に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 時間割毎に、登録済みの履修情報について、⼀括で再チェックする機能を有すること。 

(2) 以下の条件で対象時間割を検索できること。 

年度、学期、時間割所属、開講区分、開講科⽬名、曜⽇、時限、チェック⽅法 

(3) チェック処理は以下の内容をチェックすること。 

・ 履修クラス制限チェック 

・ 所属制限チェック 

・ ⾝分制限チェック 

・ 曜⽇・時限重複チェック 
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・ 要件制限チェック 

・ 上書き再履修チェック 

・ 同⼀科⽬チェック 

・ 対象学年制限チェック 

・ 履修前提条件チェック 

・ 履修排他条件チェック 

・ 年間・学期履修制限チェック 

・ 科⽬群履修制限チェック 

・ 履修登録期間制限チェック 

・ 既修得制限チェック 

・ 学⽣存在チェック 

・ その他特定の科⽬等での条件チェック（本学の履修ルール（参考資料２︓pp.39-51）を参照） 

12) Web 履修登録に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣毎に、履修可能な科⽬が⼀覧形式で表⽰され、その中から履修する科⽬を選択できること。 

(2) 学⽣が履修登録する際、住所変更も促す画⾯が表⽰されること。 

(3) 学⽣が履修登録する際、３年⽣進学時に、希望する学科、コースを登録する画⾯が表⽰され、履修登録前の必

須項⽬として登録させることができること。選んだ情報は学籍情報にも登録され、その学⽣が履修登録をする

時点で、卒業要件の⾃⼰判定等にも反映されるようにすること。 

(4) 履修登録の際は必要な履修登録チェック処理が⾏われ、リアルタイムにデータ更新を⾏う機能を有すること。 

(5) 履修登録時に、学部⽣が⼤学院⽣の科⽬を履修できないよう設定できること。 

(6) 履修制限により履修登録できない時間割を指定した場合にはエラーメッセージを表⽰すること。 

(7) 学⽣⾝分（正規⽣、⾮正規⽣等）の区別なく、どの学⽣でも履修登録できること。 

(8) Web 履修登録期間を年度・学期（春夏・秋冬など）毎に設定でき、学⽣は設定された履修登録期間のみ、Web

履修登録が可能であること。 

(9) 履修科⽬は、曜⽇と時限のマトリックス（時間割形式）で表⽰すること。 

(10) 時間割コードが不明な場合に検索する機能を有すること。 

(11) 職員は履修制限のある科⽬であっても、強制履修登録する機能を有すること。 

(12) 他所属開講科⽬も履修登録できること。 

(13) 集中講義、GEP 科⽬等の曜⽇時限未定の時間割も履修登録でき、表⽰すること。 

(14) 職員が⼀括登録した履修データを、学⽣が変更できないようにする機能を有すること。 

(15) 通年科⽬は、春夏学期の登録情報を受けて秋冬学期も⾃動で登録する機能を有すること。 

(16) 職員が履修登録する場合は、履修登録したい学⽣を学籍番号で指定する機能を有すること。また学籍番号が不

明な場合に検索する機能を有すること。 

(17) 履修登録チェック処理は以下の内容をチェックすること。 

・ 履修クラス制限チェック 

・ 所属制限チェック 

・ ⾝分制限チェック 

・ 曜⽇・時限重複チェック 

・ 要件制限チェック 

・ 上書き再履修チェック 
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・ 同⼀科⽬チェック 

・ 対象学年制限チェック 

・ 履修前提条件チェック 

・ 履修排他条件チェック 

・ 年間・学期履修制限チェック 

・ 科⽬群履修制限チェック 

・ 履修登録期間制限チェック 

・ 既修得制限チェック 

・ 時間割存在チェック 

・ 学⽣存在チェック 

・ その他特定の科⽬等での条件チェック（本学の履修ルール（参考資料２︓pp.39-51）を参照） 

13) 履修登録、履修データ取込、Web 履修登録に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 指定した時間割コードが存在するかチェックし、存在しない場合にエラーを表⽰すること。 

(2) 履修制限で指定された対象学年以外の学⽣が履修登録しようとした場合に、エラーを表⽰すること。 

(3) 履修制限で指定された所属以外の学⽣が履修登録しようとした場合に、エラーを表⽰すること。 

(4) 履修制限で指定された学⽣⾝分以外の学⽣が履修登録しようとした場合に、エラーを表⽰すること。 

(5) 既に修得している科⽬を再度履修登録しようとした場合に、エラーを表⽰すること。ただし、上書き再履修可

能となる条件の場合は、このチェックを⾏わないが、上書き再履修であることが明⽰されること。 

(6) 同⼀曜⽇時限に複数の科⽬を履修登録しようとした場合に、エラーを表⽰すること。ただし、曜⽇時限重複を

許可された科⽬の場合、このチェックを⾏わないこと。 

(7) 前提条件（ある科⽬を既に履修、⼜は修得していること）が設定された科⽬を履修登録しようとした場合に、

その条件を満たしていなければ、エラーを表⽰すること。 

(8) 年間及び学期での履修制限の上限単位数を超えて履修登録しようとした場合に、エラーを表⽰すること。 

(9) 履修制限で指定された履修クラス以外の学⽣が履修登録しようとした場合に、エラーを表⽰すること。 

(10) 履修制限で指定された要件年⽉以外の学⽣が履修登録しようとした場合に、エラーを表⽰すること。 

(11) 履修登録しようとした科⽬が履修中である場合（成績が確定していない場合も含む）に、エラーを表⽰するこ

と。 

(12) 排他条件（ある科⽬ A（⼜は科⽬ C）を既に履修、⼜は修得している場合に別の科⽬ B が履修登録できない）

が設定された科⽬を履修登録しようとした場合に、その条件を満たしていなければ、エラーを表⽰すること。 

(13) 年間・学期履修制限の学期内制限単位数を超えて履修登録しようとした場合に、エラーを表⽰すること。 

(14) 年間・学期履修制限の年度内制限単位数を超えて履修登録しようとした場合に、エラーを表⽰すること。 

(15) 特定の科⽬群を対象とした履修制限の学期内制限単位数を超えて履修登録しようとした場合に、エラーを表⽰

すること。 

(16) 特定の科⽬群を対象とした履修制限の年度内制限単位数を超えて履修登録しようとした場合に、エラーを表⽰

すること。 

14) Web 履修者名簿出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 時間割コード毎に、履修者名簿を参照できること。 

(2) 出⼒⽅法は、「画⾯表⽰、ファイル出⼒」から選択できること。 

(3) 時間割毎の履修者データを CSV ファイル等に出⼒する機能を有すること。名簿の学⽣表⽰順は、Web 成績⼊

⼒時の学⽣の並び順と同⼀の出⼒順をデフォルトとし、「所属・学籍番号順、学籍番号順」から選択できること。 
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(4) 次の出⼒条件を指定できること。 

年度、学期、曜⽇、時限、教員名 

(5) Web 履修者名簿には、次の項⽬を表⽰すること。 

年度、学期、開講所属、曜⽇、時限、時間割コード、科⽬名、主担当教員名、履修者数（以上ヘッダ部）、No.

（連番）、学年、学⽣所属、学籍番号、⽒名、⽒名フリガナ⼜は⽒名英字、備考欄（以上詳細部） 

(6) 教員が利⽤する場合は、⾃⾝が担当している時間割の履修者のみ参照でき、参照したい担当時間割を⼀覧から

選択できること。担当する時間割がない場合は、メッセージを表⽰すること。 

15) Web 履修者数⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 時間割コード毎に、授業の履修登録者数を参照できること。 

(2) 出⼒⽅法は、「画⾯表⽰、ファイル出⼒」から選択できること。 

(3) 履修者数は、「学⽣所属、学年」単位で集計されること。 

(4) Web 履修者名簿には、次の項⽬を表⽰すること。 

年度、学期、開講所属、主担当教員名、時間割コード、科⽬名、曜⽇、時限、履修者数（以上ヘッダ部）、学⽣

所属、学年、その他（⾮正規⽣⽤）、履修者数合計（以上詳細部） 

(5) 教員が利⽤する場合は、⾃⾝が担当している時間割の履修者数のみ参照でき、参照したい担当時間割を⼀覧か

ら選択できること。担当する時間割がない場合は、メッセージを表⽰すること。 

16) ゼミナール選考に関して、本学のゼミナール選考（ゼミ選考）に対応できること。 

(1) ゼミ選考は、設定した期間で、教員が定めるテーマ、募集⼈数に対して、Web から学⽣が希望するゼミナール

に応募し、教員は、応募してきた学⽣の中から選考によって、ゼミ履修者を決定・選考結果を登録し、空席が

ある場合には引き続き複数回の選考（N 次選考）を⾏う。その選考結果を学⽣に Web で閲覧させること。詳細

については、本学と協議のうえ設計すること。（本学のゼミナールについては参考資料２︓pp3-5 を参照） 

(2) 何次選考まで⾏うか教員が設定できること。 

(3) 教員が、ゼミナールテーマ、選考⽅法等を⼊⼒する期間を設定できること。 

(4) 教員が、⼊⼒したゼミナールテーマを学⽣が参照可能となる期間を設定できること。 

(5) 学⽣が、ゼミナールに対して応募する期間（N 次選考毎設定）を設定できること。 

(6) 教員が、当選者応募締め切りを登録する期間を設定できること。 

(7) 教員が、ゼミナールのテーマ、受講⼈数を登録することができること。 

(8) 職員が、ゼミ選考対象科⽬を設定できること、また、登録することができる教員については時間割情報と連動

できること。 

(9) 学⽣が、〇次審査時に応募可能なゼミナールは、主ゼミ・副ゼミで各 1 つのみとすること。 

(10) 学⽣による、各ゼミの応募状況（⼈数）の確認を可能とすること。 

(11) 教員による、応募者以外の学⽣の当選者登録も可能とすること。 

(12) 教員による、応募締切の設定・公開・締切後の応募不可を設定できること。 

(13) 教員が、応募してきた学⽣の成績情報を閲覧可とするよう設定できること。 

(14) 教員が、応募してきた学⽣と連絡が取れるよう（連絡先を閲覧可にするなど）に設定できること。 

(15) ゼミ選考結果⼀覧を Excel 等で出⼒することができること。 

17) 抽選登録の設定・管理に関して以下の要件を満たすこと。 

（1） 任意の科⽬について授業毎に履修者数の上限を設けることができることとし、対象科⽬については、本学の

抽選制度に対応し、Web による抽選登録が複数回できること（本学の抽選制度については参考資料２︓

pp.7-10 を参照）。 
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（2） 年度・学期毎に任意の抽選登録カテゴリを登録する機能を有すること。 

（3） Web 抽選の実施期間は学期（春・夏・秋・冬学期、春夏・秋冬学期、通年）、学⽣の所属、学年毎に設定で

きること。 

（4） Web 抽選の対象となる時間割は年度、学期毎に任意に選択できること。 

（5） カテゴリ毎に、学⽣の所属や学部・学年を指定した複数回の登録開始⽇時・終了⽇時、申請可能な科⽬数の

上限を登録する機能を有すること。また、クラス割り振り後の第⼆外国語クラスに空席がある場合にも、空

席分を抽選対象に設定できること。 

（6） カテゴリに任意のグループを登録する機能を有すること。 

（7） グループに所属、要件年度、対象授業科⽬を登録する機能を有すること。 

（8） 対象科⽬毎に抽選対象外となる所属、要件年度を選択⼜は⼀括して登録する機能を有すること。 

（9） 対象科⽬毎に所属、要件年度毎の定員を設定できる機能を有すること。 

（10） 時間割毎に定員を設定できる機能を有すること。 

（11） 対象科⽬毎に抽選対象外となる所属、要件年度を選択⼜は⼀括して登録する機能を有すること。 

・対象科⽬は、時間割検索画⾯から検索して追加できること。複数の時間割に同じ定員を⼀括で設定する機

能を有すること。 

（12） ⼀覧表⽰項⽬は、時間割コード、開講科⽬名、科⽬コード、対象所属、対象学年、定員、主担当教員等を表

⽰できるものとする。 

（13） 登録項⽬は、年度、所属、時間割コード、定員等を登録できるものとする。 

（14） 前年度の設定をコピーする機能を有すること。 

（15） 設定データは、CSV ファイル出⼒機能を有すること。 

18) 抽選登録に関して以下の要件を満たすこと。 

（1） 学⽣は Web により抽選登録する機能を有すること。 

（2） 抽選登録時にはその時点での申し込み⼈数を参照する機能を有すること。 

（3） 登録する科⽬を科⽬名等から検索により選択する機能を有すること。 

（4） 抽選登録時には、既に合格済の科⽬、既に⾃動的に登録されている科⽬（強制登録科⽬）の開講コマと同じ

曜⽇、時限に開講される科⽬は選択できないようにすること。 

（5） 抽選申込時に履修チェックを⾏う機能を有すること。 

（6） 抽選登録はグループに設定された申請可能な科⽬数の上限まで希望順位を⼊⼒しなければならない⼜は希望

する科⽬のみに順位を⼊⼒することができる機能を有すること。 

（7） 希望順位と登録科⽬内容を画⾯で確認することができること。 

（8） 学⽣は、登録期間内であれば、登録した希望科⽬と希望順位の修正、削除ができること。 

（9） 学⽣は、休学する学期の Web 抽選登録ができないこと。ただし、Web 抽選登録期間に休学中であっても、

対象学期に復学予定の学⽣については復学する学期の Web 抽選登録ができるようにすること。また、休学予

定となっている学期の Web 抽選登録もできないこと。 

19) 抽選処理について以下の要件を満たすこと。 

（1） 学⽣が Web 抽選登録で指定した希望順位及び「各種抽選優先条件設定」での設定内容を基に抽選処理を⾏い、

抽選に合格した学⽣の履修データを作成する機能を有すること。 

（2） 検索条件により抽選状況を検索し、画⾯に表⽰する機能を有すること。 

（3） 検索条件は、年度、学期、カテゴリとする。 

（4） ⼀覧表⽰項⽬は、抽選状況、科⽬グループコード、科⽬グループ、定員、希望⼈数、当選⼈数とする。 
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（5） Web 抽選割り当て後に空席があった授業に限り、２回⽬の抽選ができること。 

（6） 抽選優先条件設定について、Web 抽選は、時間割毎に学部・学年による当選順位を設定できることのほか、

当該科⽬の初めての履修者や以前に「F（不合格）」をとった者を優先させることや、優先順位が同じ場合に

は他抽選での当選率が低い学⽣が優先できること。 

（7） 学籍情報に英語レベル情報を持たせ、そのレベルに応じた特定の科⽬の抽選に参加できる、できないという

設定ができること。また、２回⽬の抽選においては、１つ上の英語レベルに応じた科⽬の抽選にも参加でき

ること。 

（8） 学⽣は、Web 上で抽選結果及び空席状況を参照することができること。 

（9） 参照情報に、抽選回数、学期、曜⽇、時限、科⽬名、教員名、空席数を表⽰することができること。 

（10） 当選した学⽣の科⽬は、履修データが作成され、Web により学⽣から履修登録時に変更・削除等できない機

能を有すること。（職員による強制登録・削除は可能とすること） 

（11） 抽選申込者のデータは、CSV ファイル等での出⼒機能を有すること。 

（12） 抽選結果に関する、科⽬、時間割情報、申請者情報、抽選結果（当/落）、希望順位、割り当てられた優先順

位、当選順位等のデータ⼀式を CSV ファイル等で出⼒できること。 
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6. 成績管理システム 

成績管理、進学・卒業判定管理及び資格判定管理に関して以下の要件を満たすこと。 

 

1) 成績管理 

(1) 全ての学⽣の最終成績を管理できること。 

(2) 成績登録期間は、春夏学期／秋冬学期だけでなく、多学期制に応じた時期に設定できること。 

(3) 学期毎開講（春、夏、秋、冬）、半期開講（春夏・秋冬）の授業、通年開講の授業、集中講義など異なる開講期

間の授業等、異なる開講期間の授業の成績登録ができること。 

(4) 異なる開講期間の授業の成績訂正ができること。 

(5) 異なる認定学期の授業であっても問題なく成績表に出⼒できること。 

(6) 異なる認定学期の授業であっても問題なく成績原簿に出⼒できること。 

(7) 所属、年度毎の成績の評価⽅法を設定できること。 

(8) 成績の評語を設定でき、科⽬毎に評価基準を設定できること。 

(9) GPA 計算に対応すること。また、GP 及び GPA 対象外科⽬の設定ができること。 

(10) 成績登録期間及び成績発表⽇の設定は、本学の運⽤に合わせて⾃由に設定できること。 

(11) 成績登録は、教員による Web での登録、職員による管理画⾯上での登録及び⼀括取込ができること。 

(12) 成績登録状況を教員が選択して成績を登録できること。また、教員及び職員が成績登録状況を確認できること。 

(13) 成績を⼀括確定する機能を有すること。 

(14) 学⽣が留学先で修得した成績や国内単位互換先で修得した成績を登録できること。 

(15) 特別休学による後期ゼミナールの成績の登録に対応できること。 

(16) 学⽣が Web で、以下の機能を利⽤できること。 

① 確定成績及び単位修得状況を確認できること。 

② 履修中の単位も含めた進学・卒業⾒込判定（⾃⼰判定）ができること。 

2) 進学・卒業判定管理 

(1) ⼊学年度、所属、任意のグループ、選択したコースにより、本学の規則に沿った判定要件を柔軟に設定できる

こと。 

(2) 本学の移⾏措置による進学・卒業要件に対応すること。当移⾏措置については、参考資料４「卒業・後期課程

進学要件表（平成 28 年度以前⼊学⽣）」を参照すること。応札時点での標準機能として、実際のシステム内で、

本学の移⾏措置による進学・卒業要件の設定等ができることを具体的なシステム上の画⾯イメージを⽤いて提

案書内で証明できた場合（詳細は参考資料４を参照）は、得点を与える。 

(3) 本学のグローバル教育ポートフォリオ（GEP）に関する卒業要件に対応すること。当要件については、参考資

料２（p.48）を参照すること。 

(4) 判定条件の設定を簡便かつ柔軟に⾏える機能を備えていること。 

(5) 進学・卒業判定⽤の資料を出⼒できること。 

3) 資格判定管理 

(1) ⼊学年度、所属、任意のグループにより、資格判定要件を柔軟に設定できること。 

(2) 判定対象者を指定できること。 

6.1. 成績管理に関して以下の要件を満たすこと。 
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1) 評語マスタは、評語コード、評語名、評語名英字を登録する機能を有すること。 

2) 評価マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 評語、所属、適⽤年度、合否区分、GP を登録する機能を有すること。 

(2) 評語は、評語マスタを参照し選択できること。合否区分は、合格、不合格、対象外から選択できること。 

3) 科⽬によって、評価基準（多段階評価・合否評価）を設定できること。 

4) GPA 設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 評語に対して、GP を設定できること。 

(2) GPA 対象外となる科⽬を科⽬区分単位及びで設定できること。 

(3) GP は⼩数点第 1 位まで、GPA は⼩数点第 3 位以下を切り捨てて表⽰できること。 

(4) GPA は、累積 GPA、年度毎の GPA 及び成績発表のタイミング毎（学期毎・半年毎）の GPA の履歴が参照でき

ること。また、それぞれの学年平均 GPA も参照できること。 

(5) GPA の計算条件を登録する機能を有すること。 

(6) GPA 計算を⾏う機能を有すること。 

(7) 上書き再履修した科⽬の成績は、上書きした成績のみを GPA 計算の対象とし、上書きされた成績は計算の対象

としないこと。ただし、上書き再履修で「－（不受験）」となった成績は対象とせず、過去の成績を対象とする

こと。 

5) 成績登録期間に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 成績登録期間は、開講所属、開講年度・学期を指定して設定できること。また、担当教員、授業を指定して個

別に設定できる機能を有すること。 

6) 成績発表⽇に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 4 学期制を採⽤しているが、学⽣への成績発表は学期毎の年４回⼜は年 2 回と設定することができること。年

２回発表の場合は、夏学期末に春学期、夏学期、春夏学期の成績を開⽰し、冬学期末には、秋学期、冬学期、

秋冬学期、通年の成績を開⽰できること。 

(2) 学⽣所属、学年毎に対象年度・学期及び成績発表⽇（年⽉⽇・⽇時）を設定できること。 

7) Web 成績登録機能に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 教員による Web サイトでの成績登録に関して、以下の要件を満たすこと。 

① 画⾯からの直接⼊⼒及び CSV ファイルからのデータ取込ができること。 

② 教員が担当している科⽬を⼀覧表⽰し、科⽬を選択することで履修者⼀覧を表⽰すること。また、表⽰す

る学⽣の並び順は履修者名簿と同様とすること。 

③ CSV ファイルで作成された成績データを取り込み、⼀括で成績登録する機能を有すること。 

④ 成績データ保存時に、⼀時保存、完了、卒業学年のみ完了を選択できること。 

⑤ 成績登録、修正及び削除は、該当科⽬の時間割データに登録されている担当教員のみ可能とすること。た

だし、管理者の設定により、担当教員と同様に処理できる者を登録できること。 

(2) 職員による成績登録は、管理画⾯上での登録及び⼀括取込ができること。 

(3) 学⽣別の成績設定に関して、対象学⽣を検索し、科⽬別の評価を登録・修正、削除ができる機能を有すること。 

(4) ⼀括取込については、複数科⽬、複数学⽣にわたって⼀括で取り込める機能を有すること。 

(5) 履修登録情報が保存され、開講年度の翌年度以降に教員が Web システム上で成績登録が可能となる機能を有す

ること。 

(6) 成績登録状況として、未保存、⼀時保存、完了、確定、最終学年のみ完了、最終学年のみ確定を選択できるこ

と。 
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(7) 教員の成績登録状況を参照できること。また、成績登録状況は、教員名、成績登録状況等の条件により検索で

きること。 

(8) 学⽣の認定科⽬の成績を登録する機能を有すること。 

(9) 学⽣が国内外の他⼤学で修得した科⽬の成績を登録できること。 

① 認定科⽬として成績登録する際には、科⽬名に派遣留学先での科⽬名を設定することができること。 

② CSV ファイル等から⼀括取込により、科⽬を新設することなく、簡便に科⽬名設定を含む認定科⽬の成績登

録ができること。 

③ 認定した科⽬名が成績証明書に表⽰されること。 

④ 登録した成績は進学・卒業要件に含めることができること。 

(10) 本学のグローバル教育ポートフォリオ（GEP）に関する卒業要件認定の登録を、CSV ファイル等から⼀括取込

によりできること。 

(11) 本学の主ゼミナールに対する特別休学の制度に対応し、特別休学をしたことがある学⽣は、学⽣情報画⾯にお

いて参照できること。また、該当者の主ゼミナールの単位数を職員が⼿動にて変更することができること。 

8) Web 成績確定機能に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 成績を⼀括確定する機能を有すること。 

(2) 成績⼀括確定に関して、開講科⽬単位の成績を確定する機能を有すること。 

(3) 学⽣別に成績を確定する機能を有すること。 

9) 成績照会及び単位修得状況照会機能に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学籍番号により、単位修得状況及び履修成績状況を表⽰できること。 

(2) 学⽣毎の単位修得状況及び履修成績状況を参照する機能を有すること。 

(3) Web での成績照会及び単位修得状況照会機能に関して、以下の要件を満たすこと。 

① 当該学期の成績表⽰と、全ての成績表⽰を選択できること。 

② 学⽣は、⾃⾝の成績のみを参照できること。 

③ 要件科⽬名、修得年度、修得学期、修得学年、評価、評語、単位数、合否、科⽬区分、成績発表毎（学期

毎⼜は半年毎）・年度毎の GPA、累積 GPA 及びそれぞれの学年平均 GPA が表⽰できるものとする。 

(4) Web での進学・卒業⾃⼰判定機能に関して、以下の要件を満たすこと。 

① 履修中の科⽬を合格とみなし、学⽣⾃⾝が進学・卒業の判定ができること。 

② 判定結果の詳細情報として、要件区分毎に当該学⽣が修得した⼜は履修中の科⽬名と単位数と判定結果（履

修中の場合は、履修中と表⽰）が表⽰されること、また、要件区分毎のタイトル⾏には上限・下限単位数、

修得済み単位数合計、履修中単位数合計、修得済み単位数と履修中の単位数の合計単位数、不⾜単位数合

計、判定結果 を表⽰すること。なお、判定の対象外（卒業要件外科⽬）については、別の枠に、修得済

み単位数と履修中単位数を表⽰すること。表⽰項⽬・レイアウトの詳細については本学と協議のうえ、設

定できること。 

③ ⾃⼰判定結果について、印刷⽤の Web ページを作成し、ブラウザの印刷機能で印刷することができるこ

と。 

10) 成績確認表出⼒機能に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 職員が、システムから成績確認表を印刷する機能を有すること。 

(2) 検索条件は、学⽣所属、学年、現況区分、対象学⽣（在籍、離籍、全て）、学籍番号範囲、⼊学年⽉、離籍年⽉、

成績表⽰対象年度・学期とする。 

(3) 出⼒条件は、合格科⽬のみチェック、送付先（表⽰なし、学⽣住所、連絡先住所）選択、出⼒⽇、出⼒⽅法（⼀
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括出⼒、選択出⼒）とする。 

(4) 出⼒項⽬は、出⼒⽇、⼤学名、所属、学籍番号、⽒名（以上ヘッダ部）、科⽬名、単位数、評価、修得年度学期、

科⽬区分毎の必要単位数、修得単位数、不⾜単位数（以上詳細部）とすること。 

11) 成績評価の分布を参照、出⼒できること。 

(1) 成績分布表を印刷及びデータ出⼒できること。 

(2) Web での成績評価分布参照機能に関して、以下の要件を満たすこと。 

① 時間割毎の成績評価分布を、成績評価毎の割合を数値で表⽰すること。 

② 成績評価分布の公開対象から除外する時間割を設定できること。 

③ 成績評価分布の公開対象から除外する設置区分、時間割所属、授業形態、最少履修者数を設定できること。 

④ 学⽣は、公開対象となっている科⽬を全て参照できること。 

⑤ 成績評価分布を学⽣に公開する期間を設定できること。学⽣は、この期間のみ参照が可能となること。 

12) 成績原簿出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 成績原簿を印刷する機能を有すること。 

(2) 検索条件は、学⽣所属、学年、現況区分、対象学⽣（在籍、離籍、全て）、学籍番号範囲、⼊学年⽉、離籍年⽉、

成績表⽰対象年度・学期とすること。 

(3) 出⼒項⽬は、出⼒⽇、⼤学名、所属、学籍番号、⽒名、⽣年⽉⽇、性別、⼊学年⽉⽇（以上ヘッダ部）、科⽬名、

単位数、評価、評語、修得年度学期、科⽬区分毎の合計単位数（以上詳細部）とすること。 

13) 成績不振者⼀覧出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 成績不振者の情報に関して、エクセル等データにて出⼒できること。 

(2) 検索条件として、学⽣の所属、学年、⼊学年度、修得単位数範囲（累積、年度、学期）、累積 GPA 範囲を指定

できること。 

(3) 出⼒項⽬は、次のとおりとすること。 

学年、⼊学年度、所属、学籍番号、チェックデジット、⽒名、現状区分、⼊学区分、所属クラス、今学期 GPA、

前学期 GPA、前々学期 GPA、累積 GPA、今学期履修単位数、今学期修得単位数、総修得単位数、卒業必要単位

数、前期指導教員、後期指導教員、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、保護者郵便番号、保護者住

所、保護者電話番号、保護者⽒名 

6.2. 進学・卒業判定管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 判定機能の設定・管理に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 判定グループの設定に関して、判定グループコード、判定グループ名称を登録できること。 

(2) 判定グループ単位で進学・卒業要件を設定できる機能を有すること。 

(3) 判定グループに対して、対象の学⽣を割り当てる機能を有すること。 

2) 進学・卒業判定設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 進学・卒業に必要な要件を設定できること。 

(2) 本学の 9 ⽉卒業に対応すること。また、早期卒業にも対応できること。 

(3) 本学では、カリキュラム変更があった場合、新カリキュラムに全て統合している。このカリキュラム制度に対

応できること。 

(4) 本学の移⾏措置制度に対応できること。移⾏措置については、参考資料４「卒業・後期課程進学要件表（平成

28 年度以前⼊学⽣）」を参照すること。応札時点での標準機能として、実際のシステム内で、本学の移⾏措置

による進学・卒業要件を設定等ができることを具体的なシステム上の画⾯イメージを⽤いて提案書内で証明で
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きた場合（詳細は参考資料４を参照）は、得点を与える。 

(5) 要件年⽉、所属、判定グループ、コース毎に、進学・卒業要件を登録する機能を有すること。 

(6) 要件設定は、階層的に項⽬を設定できること。 

(7) 同階層内に設定された要件項⽬間の判定条件として、論理演算⼦の AND（A かつ B）、OR（A ⼜は B）から選

択、設定できること。 

(8) 要件区分の設定として、必須、選択必修、選択から選択できること。それぞれの区分毎に設定画⾯内で要件項

⽬の表⽰⾊を変えるなどして、設定区分の違いが画⾯内で⽤意に識別できること。 

(9) 判定⽅法に関して、下限単位数で判定、下限科⽬数で判定、両⽅で判定から選択できること。下限単位数で判

定を選択した場合は単位数で判定し、下限科⽬数で判定を選択した場合は科⽬数で判定し、両⽅で判定を選択

した場合は、単位数、科⽬数の両⽅の設定条件を満たすかどうかで判定できること。 

(10) 表⽰順に関して、任意の数字を設定、⼜は任意の項⽬を選択後、⾃動採番する機能を有すること。表⽰順によ

り、進学・卒業判定結果出⼒及び Web での⾃⼰判定の項⽬表⽰順を変更できること。 

(11) 要件項⽬毎に要件科⽬を登録する機能を有すること。 

(12) 進学・卒業要件外の科⽬を指定できること。 

(13) 指定の開講時限（冬学期の集中講義３週⽬）ついては、当該年度の進学・卒業判定に含めないように設定がで

きること。また、これら翌年度で反映させるものについては、卒業後の学⽣に対しても成績を⼊⼒することが

できること。 

(14) 進学要件・卒業要件データをコピーする機能を有すること。 

(15) 単位の振替条件設定に関して、進学・卒業要件のある要件項⽬における余剰単位、⼜は科⽬を、他の要件項⽬

に振り替える条件を登録する機能を有すること。他の要件項⽬に振り替えるルール及び振替可能な単位上限、

⼜は科⽬上限を設定できること。振替対象となる単位も指定できること。（指定する複数科⽬のうち、2 科⽬以

上修得した場合、いずれか１科⽬のみを要件区分に算⼊され、残りは⾃由選択科⽬などの他の要件区分に算⼊

される設定が可能なこと）。 

(16) 他所属履修振替条件設定に関して、要件外の他所属開講科⽬を、⾃所属の卒業要件に振り替える条件を登録す

る機能を有すること。振替元は要件所属から複数選択できること。また振替可能単位上限数も設定できること。

振替先となる卒業要件項⽬に振り替えるルール及び振替可能な単位上限、⼜は科⽬上限を設定できること。 

(17) 本学の上書き再履修制度に対応していること。上書き再履修した科⽬については、最新の成績のみが判定の対

象となること。ただし、「－（不受験）」となった成績では、過去の成績を上書きせず、過去の成績を対象とす

ること。（なお、卒業論⽂の成績は「－」で上書き可と設定できること）。 

(18) 及び法学部の卒業要件は、3 年次に選択したコースによって要件を設定できること。 

(19) 正規留学⽣対象の特例措置も考慮した進学・卒業要件を設定できること。（参考資料２︓ｐ51 参照） 

(20) 他学部教育科⽬を⾃学部以外の 2 学部にわたって 6 単位以上修得する要件を設定できること。 

(21) 法学部の要件である、他学部教育科⽬の要件に加えて、さらに他学部教育科⽬・全学共通教育科⽬から修得す

る要件を設定できること。 

(22) セットで修得した時のみに要件区分に算⼊できる条件を設定できること。 

(23) 特定のゼミナールを複数修得した際の要件区分を設定できること。（別紙︓参考資料２︓p.42 参照） 

(24) 履修中の科⽬を全て修得したものとして判定する⾒込み判定機能を進学・卒業の⾒込判定を⾏える機能を有す

ること。 

(25) Web での卒業判定の表⽰・⾮表⽰を所属、学年、判定グループ毎に設定する機能を有すること。 

3) 進学・卒業要件⼀覧表出⼒に関して、進学・卒業要件設定で設定した内容を進学･卒業要件⼀覧として印刷及び CSV
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形式のファイルで出⼒する機能を有すること。 

(1) 所属、学年、判定グループ毎を選択して、出⼒できること。 

4) 単位振替条件⼀覧表出⼒に関して、単位振替条件設定で設定した内容を単位振替条件⼀覧として印刷、⼜は CSV 形

式のファイルで出⼒する機能を有すること。 

(1) 所属、学年、判定グループ毎を選択して、出⼒できること。 

5) 進学･卒業判定処理に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣所属、学年及び判定グループ単位で進学・卒業要件を判定する機能を有すること。 

(2) 9 ⽉卒業予定者等、任意の学⽣を選択して、進学・卒業要件を判定する機能を有すること。 

(3) 休学、停学期間等、学籍異動を参照して在学期間を計算し、進学、卒業要件を満たすか判定する機能を有する

こと。 

(4) 現況区分（卒業予定学期が在学（留学中含む）しているかどうか）を参照し、該当者を除いて卒業判定処理を

できること。 

(5) 卒業論⽂の成績評価を参照し、卒業要件を満たすか判定できること。 

(6) 主ゼミナールの成績評価を参照し、卒業要件（８単位修得）を満たすか判定できること。 

なお、主ゼミナールは、⾃学部ゼミナール、共通ゼミナールのいずれか⼜は両⽅で修得している場合であって

も、主ゼミナールを８単位以上修得することで上記を満たすことができること。 

(7) 本学のグローバル教育ポートフォリオの要件を満たしているかの判定ができること。 

(8) ⼊学区分（編⼊、再⼊学等）に対応する判定グループを作成し、進学、卒業、修了判定を⾏う機能を有するこ

と。 

(9) 成績発表前には、履修中の科⽬を全て修得したものとして判定する⾒込判定機能を有すること。また、⾒込判

定と修得済の成績を判定する本判定の機能を有すること。Web ブラウザでの判定は⾒込判定とすること。 

(10) 判定は登録済みの設定を反映して⾏うこと。 

(11) 進学・卒業要件項⽬別成績が参照できること。 

(12) 判定で表⽰する項⽬は、確定、判定⽇、学⽣所属、判定グループ、学籍番号、学⽣⽒名、学年、要件年⽉、現

況区分、判定結果、総修得単位数、総修得科⽬数、有効単位数、有効科⽬数、不⾜単位数、不⾜科⽬数、修業

⽉数、不⾜⽉数、判定要件所属、判定学年、要件設定、備考とすること。 

6) 進学･卒業判定修正に関して、判定結果を修正する機能を有すること。 

7) 進学･卒業判定確定に関して、判定結果を確定する機能を有すること。 

8) 進学･卒業判定成績参照に関して、進学・卒業判定を実⾏した結果を照会及び判定資料としてのデータ出⼒及び印刷

できる機能を有すること。 

(1) 要件年⽉範囲、学⽣所属、学年、判定グループ、学籍番号範囲、対象学⽣（全て、早期卒業、留年⽣）、判定種

類、判定要件所属、判定学年、判定結果、出⼒項⽬（単位数、有効単位数、評価、評語）、追加項⽬（下限単位

数、修得単位数、不⾜単位数、必選科⽬）を選択して、出⼒できること。 

(2) 出⼒項⽬は出⼒⽇、要件年⽉、学⽣所属、判定グループ、学年、判定種類、判定要件所属、判定学年、出⼒項

⽬（以上ヘッダ部）、判定⽇、学籍番号、⽒名、合計単位数、科⽬区分毎単位数、判定結果、修業⽉数、不⾜⽉

数、現況区分、要件外単位数、総修得単位数（以上詳細部）とすること。 

9) 進学･卒業判定結果⼀覧資料として次の項⽬を Excel 出⼒及びできること。詳細は本学の指⽰によること。 

(1) 学⽣所属、学科・コース、学籍番号、チェックデジット、⽒名、⽒名（カナ）、⽒名（英字）、性別、現況区分、

学籍上のクラス名、後期指導教員名（主ゼミ名）、郵便番号、住所、⽣年⽉⽇、⼊学区分、卒業論⽂評価、総修

得単位数（進学・卒業要件内）、当該年度総習得単位数（進学・卒業要件内）、累積 GPA、当該年度 GPA、判定
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グループ、判定結果を、出⼒できること。 

10) 卒業予定者リストを⾒込判定結果などを踏まえ、次の項⽬で Excel 出⼒できること。詳細は本学の指⽰によること。 

(1) ⼊学区分、現況区分、学部、学科、コース、学籍番号、チェックデジット、⽒名、⽒名(カナ)、⽒名（英字）、

修得済単位数（主ゼミ）、修得単位状況（修得済単位数、履修登録単位数、修得⾒込単位数）、判定グループ、卒

業要件総単位数、修業⽉数、特別休学対象者（フラグ）、GEP 修得者（フラグ）、卒業⾒込（⾒込者に○など） を

出⼒できること。 

11) 学⼠試験合格者・判定結果の内訳として次の項⽬で Excel 出⼒できること。詳細は本学の指⽰によること。 

(1) 卒業判定対象者数、学⼠試験合格者数、留年者数の合計数を、それぞれ学部毎に、男⼥別の（内数としての留学

⽣数も）内訳及び合計を集計させたデータを出⼒できること。 

(2) 留年者の内訳として、①学⼠論⽂試験不合格者（卒論未提出・不合格者）、②単位未修得者（総単位不⾜者）、③

卒業予定外者数（卒業学期休学者、在学期間不⾜者、主ゼミ８単位未修得者）、④GEP 要件不⾜者の合計数を、

学部毎に、男⼥別の（内数としての留学⽣数も）内訳及び合計を集計させたデータを出⼒できること。 

6.3. 資格判定管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 資格判定に関連したマスタ情報に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 資格区分、資格、資格詳細と階層的な資格の管理を⾏なえること。 

2) 資格管理マスタ設定に関して、学⽣所属に対して取得可能な資格区分を登録する機能を有すること。 

3) 資格⾃⼰判定期間設定に関して、学⽣所属、学年毎に資格⾃⼰判定期間（年⽉⽇時分）範囲を設定できる機能を有す

ること。 

4) 免許・資格要件設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 免許・資格取得に必要な要件を設定できること。 

(2) 要件年⽉、要件所属、資格区分、資格名、資格詳細、学年毎に資格要件を登録する機能を有すること。 

(3) 要件設定は階層的に項⽬を設定できること。 

(4) 要件区分の設定として、必須、選択必修、選択から選択できること。それぞれの区分毎に設定画⾯内で要件項

⽬の表⽰⾊を変えるなどして、設定区分の違いが画⾯内で容易に識別できること。 

(5) 判定⽅法に関して、下限単位数で判定、下限科⽬数で判定、両⽅で判定から選択できること。下限単位数で判

定を選択した場合は単位数で判定し、下限科⽬数で判定を選択した場合は科⽬数で判定し、両⽅で判定を選択

した場合は、単位数、科⽬数の両⽅の設定条件を満たすかどうかで判定できること。 

(6) 表⽰順に関して、任意の数字を設定、⼜は任意の項⽬を選択後、⾃動採番する機能を有すること。表⽰順によ

り、進学・卒業判定結果出⼒及び Web での⾃⼰判定の項⽬表⽰順を変更できること。 

(7) 同階層内に設定された要件項⽬間の判定条件として、論理演算⼦ AND（A かつ B）、OR（A ⼜は B）から選択、

設定できること。 

(8) 表⽰に関して、「OFF」に設定すると Web での資格⾃⼰判定でその項⽬を⾮表⽰とすること。 

(9) Web 資格⾃⼰判定の公開に関して、「公開する、公開しない」を登録する機能を有すること。 

(10) 要件項⽬毎に要件科⽬を登録する機能を有すること。 

(11) 資格要件データをコピーする機能を有すること。 

5) 単位の振替条件設定に関して、資格要件のある要件項⽬における余剰単位、⼜は科⽬を、他の要件項⽬に振り替える

条件を登録する機能を有すること。他の要件項⽬に振り替えるルール及び振替可能な単位上限、⼜は科⽬上限を設定

できること。振替対象となる単位も指定できること。 

6) 免許・資格要件⼀覧表出⼒に関して、資格要件設定で設定した内容を資格要件⼀覧として印刷及び CSV 形式のファ
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イルで出⼒する機能を有すること。 

7) 資格単位振替条件⼀覧表出⼒に関して、資格単位振替条件設定で設定した内容を資格単位振替条件⼀覧として印刷、

⼜は CSV 形式のファイルで出⼒する機能を有すること。 

8) 資格判定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣所属単位で資格要件を判定する機能を有すること。 

(2) 成績発表前には、履修中の科⽬を全て修得したものとして判定する⾒込判定機能を有すること。また、⾒込判

定と修得済の成績を判定する本判定の機能を有すること。Web ブラウザでの判定は⾒込判定とすること。 

(3) Web で資格判定の表⽰、⾮表⽰を要件年⽉、要件所属、学年、資格区分、資格名に設定する機能を有すること。 

(4) 判定は免許・資格要件設定、資格単位振替条件設定の設定を反映して⾏うこと。 

(5) 資格要件項⽬別成績が参照できること。 

9) 資格判定修正に関して、判定結果を修正する機能を有すること。 

10) 資格判定確定に関して、判定結果を確定する機能を有すること。 

11) 資格判定結果出⼒に関して、資格判定結果を Excel 形式のファイルで出⼒する機能を有すること。 

(1) 対象学⽣（全て、資格申請受付者のみ）、要件年⽉範囲、学⽣所属、学年、現況区分、学籍番号範囲、申請年度、

判定種類、資格区分、資格名、資格詳細、判定要件所属、判定学年、判定結果、出⼒項⽬（単位数、有効単位

数、評価、標語）、追加項⽬（下限単位数、不⾜単位数、必選科⽬）を選択して、出⼒できること。 

(2) 出⼒項⽬は出⼒⽇、要件年⽉、要件所属、資格区分、資格名、資格詳細、学年、判定種類、判定要件所属、判

定学年、判定結果、出⼒項⽬（以上ヘッダ部）、判定⽇、学籍番号、⽒名、科⽬区分毎単位数、判定結果、現況

区分（以上詳細部）とすること。 

12) 資格判定成績参照に関して、資格判定を実⾏した結果を照会できる機能を有すること。 

13) 免許・資格取得申請受付者設定（資格別）に関して、申請年度、資格所属、資格区分、資格名、資格詳細に対して学

⽣を設定できる機能を有すること。 

14) 免許・資格取得申請受付者設定（学⽣別）に関して、学⽣に対して申請年度、資格所属、資格区分、資格名、資格詳

細を設定できる機能を有すること。 

15) 免許・資格取得申請受付者名簿出⼒に関して、免許・資格取得申請受付者設定で設定した内容を免許・資格取得申請

受付者名簿として印刷する機能を有すること。 

(1) 申請年度、学⽣所属、資格区分、資格名、資格詳細を選択して、出⼒できること。 

16) 免許・資格取得申請名簿出⼒に関して、以下の機能を有すること。 

(1) 申請年度、学⽣所属、資格区分、資格名、資格詳細を選択して、出⼒できること。 

17) 免許・資格単位修得証明書設定に関して、証明書の各情報の出⼒位置を設定する機能を有すること。 

18) 免許資格単位修得証明書出⼒に関して、免許資格単位修得証明書設定で設定した内容及び免許資格判定結果をもとに

免許資格関係の単位修得証明書出⼒する機能を有すること。 
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7. 証明書管理システム 

1) 証明書管理 

(1) 下記の証明書が出⼒可能であること。 

・ 在学証明書（和⽂・英⽂） 

・ 卒業・修了⾒込証明書（和⽂・英⽂） 

・ 卒業・修了証明書（和⽂・英⽂） 

・ 学業成績証明書（和⽂・英⽂） 

・ 退学証明書（和⽂・英⽂） 

・ 単位修得⾒込・在学・退学証明書（和⽂・英⽂） 

・ 在籍期間証明書（和⽂・英⽂） 

・ 学位授与証明書（和⽂・英⽂） 

・ 仮学⽣証 

・ 健康診断証明書 

・ 学校学⽣⽣徒旅客運賃割引証（学割証） 

これらの証明書の基本情報（表題、本⽂、証明者、印影など）は⾃由に変更可能であること。また、所属毎に異

なるレイアウトを定義可能であること。 

(2) 学業成績証明書には、以下の内容を含められること。 

・ GPA 

・ 留学歴・表彰歴等の記載 

・ 教授⾔語の記載 

成績の表⽰⽅法その他詳細については本学と協議の上で設計すること。 

(3) 認定科⽬として国内外の他⼤学等で修得した科⽬の成績については、成績登録時に登録した派遣留学先での科

⽬名を学業成績証明書に表⽰すること。 

(4) 学業成績証明書及び健康診断証明書を除く各証明書はレイアウトを⾃由に編集できること。 

(5) 発⾏番号を履歴管理しており、いつ、誰が、どの証明書の発⾏を申請・出⼒したかを把握できること。 

(6) 窓⼝発⾏する証明書は、学⽣を指定して複数種類の証明書を発⾏する⽅法と、証明書の種類を指定して複数の

学⽣の証明書を発⾏する⽅法の２通りの出⼒⽅法に対応していること。 

(7) 卒業（修了）⽇より前に卒業（修了）対象者の卒業（修了）証明書及び学業成績証明書を⼀括出⼒できること。 

2) 証明書⾃動発⾏機との連携 

(1) 本学が既に導⼊している証明書⾃動発⾏機とデータ連携できること。 

(2) データ連携の⽅法は、指定するサーバに FTP 接続し、指定形式の CSV ファイルを転送するものとする。 

7.1. 証明書管理 

1) 証明書の基本情報に関して、以下の機能を有すること。 

(1) 証明書毎に、証明書に印字する⽂章を所属単位で設定できる機能を有すること。 

(2) 印影画像、サイン画像を設定できること。 

(3) レイアウトの編集とレイアウト保存ができること。 

(4) 画⾯によりレイアウト結果の確認ができること。 

2) 証明書発⾏番号管理に関して、以下の機能を有すること。 
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(1) 証明書に印字する発⾏番号の書式及び開始番号を登録できる機能を有すること。 

(2) 発⾏済数を管理できること。 

3) 証明書別に所属⼀括⼜は任意の学⽣に対して、証明書を発⾏できる機能を有すること。また、印刷時に、発⾏年⽉⽇、

発⾏理由、発⾏履歴要否を指定できること。 

4) 証明書発⾏履歴照会に関して、以下の機能を有すること。 

(1) 発⾏した証明書の履歴を発⾏年度単位に照会できること。 

(2) 照会した発⾏履歴をテキストデータとして出⼒できること。 

5) 証明書発⾏履歴削除に関して、以下の機能を有すること。 

(1) 発⾏した証明書の履歴を発⾏年度単位に照会でき、照会した発⾏履歴を複数選択し削除できる機能を有するこ

と。 
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8. データ管理システム 

データの設定・管理に関して以下の要件を満たすこと。 

 

1) データ抽出 

(1) システム内にあるデータについてはすべて、TXT、CSV、Excel 形式で出⼒できること。 

2) データ取込 

(1) あらかじめ設定されたテーブルに対し、ユーザが定義した取込ファイルのレイアウトにてデータの更新が⾏え

る機能を有すること。 

(2) 使⽤可能なテーブルは、ユーザグループ単位で指定できること。 

3) 帳票デザイン編集 

(1) ドラッグ＆ドロップによりデータ項⽬を⾃由に配置できること。 

4) 帳票印刷 

(1) データと帳票レイアウトを帳票デザイン編集機能により連動させることで、帳票の印刷ができること。 

5) 他システム連携 

(1) 本学の他システムと連携できること。 

8.1. データ抽出に関して以下の要件を満たすこと。 

1) データ抽出は、抽出結果をプレビューすることができ、テキストデータ出⼒、Excel データ出⼒、帳票出⼒の選択が

できる機能を有すること。 

2) 予め設定された定型データより抽出項⽬、抽出条件、抽出順序を⾃由に設定でき、定型保存できる機能を有すること。 

3) 抽出項⽬、抽出条件、抽出順序は定型の情報として保存・共有・再利⽤できること。 

4) 抽出は、SQL に関する知識を必要としない、容易な操作で⾏えること。 

5) 参照可能なデータ範囲（テーブル）は、ユーザグループ単位で指定できること。 

6) 使⽤する定型データは、ユーザグループ毎に利⽤可否の設定を⾏えること。 

8.2. データ取込に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 取込ファイルのレイアウトは、取込を⾏う項⽬名、データ型、桁数、項⽬順を設定できること。 

2) 取込ファイルのレイアウト、更新を⾏うテーブルおよび更新を⾏う項⽬を組み合わせて定義できること。 

3) 使⽤可能なテーブルは、ユーザグループ単位で指定できること。 

8.3. 帳票デザイン編集に関して以下の要件を満たすこと。 

1) プレビュー機能により、最終的な出⼒を確認しながらのデザインができること。  

2) 新規に帳票を作成する際は、⽤紙サイズや印刷⽅向、余⽩などを簡単に設定できること。 

3) 作成した帳票レイアウトは、保存・共有・再利⽤できること。 

4) 帳票のテンプレート呼び出しや、既存帳票のコピーなど、デザインを簡単に⾏うための機能を有していること。 

8.4. 帳票印刷に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 抽出項⽬、抽出条件、抽出順序、改ページ等を任意に指定できること。 

2) プレビュー機能により、印刷内容を確認できること。 
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3) プレビュー画⾯から、PDF 形式への出⼒ができること。プレビュー機能により、最終的な出⼒を確認しながらのデザ

インができること。  

8.5. 他システム連携に関して以下の要件を満たすこと。 

1) データ連携及び認証連携の詳細については、本学の指⽰に従うこと。 

2) 構成員情報管理システムとデータ連携できること。 

(1) 構成員情報管理システム連携⽤の CSV データを出⼒できること。 

(2) 構成員情報管理システムから出⼒される、⼀橋 ID・学⽣証発⾏回数を取り込み、学籍情報に登録できること。 

3) 現⾏の証明書発⾏機とデータ連携できること。 

(1) 証明書発⾏⽤の CSV データを出⼒できること。 

(2) 証明書発⾏⽤のデータは、本学の指定するフォルダに送信されること。 

4) ポートフォリオシステム manaba とデータ連携できること。 

(1) manaba 連携⽤の CSV データを出⼒できること。 

(2) 連携する情報には、学籍情報、教員情報、時間割情報、履修情報とし、時間割情報をもとにしたコース開設情

報、履修情報をもとにしたコースメンバー情報等を含むこと。詳細は本学と協議のうえ、設定すること。 

(3) ユーザ情報（教員・学⽣）が manaba のユーザ情報に連携され、⾃動で manaba のユーザー情報の追加・変更

等に対応すること。 

(4) manaba 連携⽤のデータは、バッチ処理で連携されること。 

5) 本学の全学認証システムと認証連携できること。 
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9. シラバスシステム 

シラバス情報の設定・管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) シラバス⼊⼒権限・項⽬の管理 

(1) 時間割ごとにシラバス⼊⼒を⾏う教員を設定できること。 

(2) ⼊⼒権限は、時間割別と教員別の設定機能と、時間割の主担当教員に対して⼀括設定する機能を有すること。 

(3) シラバスの代理⼊⼒ができること。 

(4) シラバスの管理項⽬を改廃できること。 

2) シラバス登録機能 

(1) 本学指定のシラバスの項⽬を登録できること。 

(2) シラバスの登録状況を管理できること。 

(3) 登録済みのシラバスのコピー機能を有すること。 

3) シラバス参照機能 

(1) シラバス情報として登録されている全てのテキストデータを検索条件として照会できること。 

(2) シラバスを外部に公開できること。 

(3) 外部公開⽤サイトをシステム外で運⽤し、システムにログインすることなく、シラバス情報をシステムでのシ

ラバス機能に準ずる検索可能機能を持たせること。また、連絡先等の⼀部項⽬について、外部からの閲覧者に

対しては⾮公開と設定できること。⾃動バッチ処理などにより、⼀定頻度でシラバス内容が更新されること。 

4) WEB 機能でのシラバスデータ⼊出⼒機能 

(1) WEB 機能として、シラバスデータの CSV ⼊出⼒機能を有すること。 

(2) WEB 機能として、シラバスの HTML 出⼒ができること。 

9.1. シラバス⼊⼒権限・項⽬設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) シラバス⼊⼒権限管理に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 各種検索条件により登録するシラバスを検索できること。 

(2) シラバス登録が可能な教員を登録できること。登録する教員の検索ができること。 

(3) 年度と開講所属毎に、対象者に権限⼀括付与または権限⼀括削除を設定できること。 

(4) シラバス登録期間は、学期や開講所属を指定して⼀括設定、時間割を指定して設定、教員を指定して設定がで

きること。 

(5) 選択した登録対象に対して、参照開始⽇を設定できること。 

2) シラバス項⽬管理に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) シラバスの管理項⽬を改廃できること。 

(2) 英語・⽇本語での併記が可能な参照・登録画⾯を有すること。 

(3) シラバスの⽂字コードは UTF-8 とすること。 

(4) シラバス情報は、以下の要件を満たし、本学指定の項⽬を登録できること。 

① 項⽬は、テキスト型、テキストエリア型、選択型（択⼀・複数）で登録できること。 

② 項⽬毎に必須/任意の設定ができること。 

③ 開講所属毎にシラバス項⽬および必須/任意の設定ができること。 

④ ⽇本語・英語両⽅のシラバスを作成できること。 

(5) 指定する科⽬に対して、⼀部⼜は全項⽬を、事前に職員が取込機能等により⼀括登録できること。 
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9.2. シラバス登録機能に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) 各種検索条件によりシラバス情報を検索できること。 

2) シラバス登録は、時間割検索を⾏った結果の⼀覧より時間割を選択し、各シラバス情報の登録が⾏えること。 

3) シラバスデータは、ファイル名を指定して⼀括で取り込めること。 

4) コピー機能・取込機能に関して、以下の要件を設定できること。 

(1) 登録済みのシラバスを任意に検索し、⼊⼒中のシラバスへ貼り付けができること。 

(2) シラバスデータを検索し、複数の時間割へ、選択したシラバスを⼀括コピーできること。 

5) 開講年度、開講所属、学期、曜⽇・時限、開講科⽬名、担当教員で検索して時間割⼀覧を表⽰し、選択できること。 

6) 検索結果⼀覧に表⽰する内容は、開講年度、開講所属、学期、曜⽇・時限、時間割コード、開講科⽬名、担当教員、

抽選対象を含むこと。 

7) シラバス登録状況参照に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 開講年度、開講所属、シラバス登録状況により登録状況を検索でき。登録状況を⼀覧表⽰できること。 

(2) シラバス登録状況は未登録、⼀時保存、確定を選択できること。 

(3) シラバス登録担当教員が、任意の条件で担当科⽬のシラバスの登録状況を⼀覧表⽰で確認できる機能を有する

こと。 

(4) 表⽰内容は、CSV ファイルとして出⼒できること。 

9.3. シラバス参照機能に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) 各種検索条件によりシラバス情報を検索できること。 

2) 各検索条件によって、指定したシラバス情報を参照できること。 

3) 開講年度、開講所属、学期、曜⽇・時限、開講科⽬名、担当教員、抽選対象、フリーワードから、時間割⼀覧（検

索結果）を表⽰し、選択できること。 

4) 時間割⼀覧（検索結果）および表⽰するシラバス項⽬は、本学と協議のうえ、設定すること。。 

5) ⽇本語・英語両⽅のシラバスを参照できること。 

6) シラバスの外部公開に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) シラバスを外部に公開できること。 

(2) 外部からの閲覧者は、システムにログインすることなくシラバスの情報を検索することができること。 

(3) 連絡先等の指定する項⽬については、外部からの閲覧者は、閲覧・印刷出⼒できないこと。 

(4) ⾃動バッチ処理等により、⼀定頻度で時間割、シラバス内容が更新されること。 

9.4. WEB 機能でのシラバスデータ⼊出⼒機能に関して、以下の要件を満たすこと。 

1) WEB 機能での CSV ⼊出⼒機能に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) WEB 機能として、任意の抽出条件でシラバスを CSV 出⼒する機能及び、所定のフォーマットの CSV からシラ

バスを⼀括登録する機能を有すること。 

(2) シラバス情報は、開講年度、学期、開講所属での検索ができること。 

2) シラバス HTML 作成に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) シラバス情報を検索し、シラバス HTML ファイルを出⼒できること。 
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10. 掲⽰管理システム 

掲⽰板登録の設定・管理に関して以下の要件を満たすこと。 

 

1) ジャンル設定 

(1) ⾃由にジャンルを追加、削除できること。 

(2) 掲⽰内容のテンプレートや掲⽰対象者のグループが管理でき、定型的な掲⽰情報の作成を簡略化できること。 

2) 掲⽰情報登録 

(1) 対象者を指定し、表題、内容、掲⽰期間等の掲⽰情報を登録できること。 

(2) 上記内容の他、添付ファイルや関連 URL を複数登録できること。これらは掲⽰板参照時にリンク表⽰され、添

付ファイルのダウンロードやリンク先の参照ができること。 

(3) 掲⽰期間の指定により、適切な期間のみ対象者へ掲⽰できること。 

(4) 授業掲⽰板として、担当教員が時間割を指定することで⾃動的にその時間割の履修者を掲⽰対象者に設定でき

ること。 

(5) 個⼈掲⽰板として、職員が、任意の学⽣⼜は教職員を学籍番号や教員コード指定による個⼈指定の他、別途登

録したグループによる⼀括指定、CSV ファイル取込による⼀括指定のいずれかの⽅法で対象者を設定できるこ

と。 

(6) 個⼈掲⽰板では、指定した対象者の未読／既読の閲覧状況の確認ができること。 

(7) 全学掲⽰板として、学⽣／教員を所属や学年等を指定して特定多数を対象者に設定できること。 

(8) 登録した掲⽰情報は掲⽰者本⼈あるいは管理者が更新できること。 

(9) 掲⽰内容はテンプレートとして保存でき、保存されたテンプレートは掲⽰情報登録時に再利⽤できること。 

3) 掲⽰板参照 

(1) ユーザは本⼈が対象となっている掲⽰情報を⼀覧形式で参照できること。 

(2) ジャンルの指定による⼀覧表⽰や、表題や掲⽰期間等による検索ができること。 

(3) 個⼈毎の未読／既読の閲覧状況を管理できること。 

4) その他 

(1) 携帯・スマートフォン端末からの掲⽰板参照も可能とすること。 

10.1. 掲⽰管理 

1) ジャンル設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 掲⽰種別、ジャンル名称、ソート順、ジャンル削除可否を登録する機能を有すること。 

(2) 選択した、ジャンルを修正、削除できること。 

2) 掲⽰テンプレート設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) テンプレート名称、表題、内容、テンプレート共有対象所属を登録する機能を有すること。 

3) 掲⽰グループ管理に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 区分（学⽣、教員）、グループ名、共有対象所属、グループメンバーを登録できること。 

(2) メンバー登録は、CSV ファイルによる⼀括登録もしくは、教員、学⽣を検索し個別に登録できること。 

4) 掲⽰板登録に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 掲⽰板を⼀覧表⽰できること。 

① 掲⽰種別毎に表⽰できること。 



 

74 

 

② 個⼈掲⽰板と特定多数を指定する全学掲⽰板を表⽰する⼀覧と授業掲⽰板を表⽰する⼀覧を分けること。 

③ 利⽤者が登録した掲⽰並びに同権限グループのユーザによって登録された掲⽰板が表⽰されること。 

④ ⼀覧は掲載⽇時やジャンル等を指定して並び替えができること。 

(2) 授業掲⽰板を登録する場合は、時間割を指定して登録できること。 

① 時間割は、開講科⽬情報（時間割情報）を検索して選択できること。 

② 同じ教員が同じ曜⽇時限で開講する時間割が複数ある場合には、代表時間割として⼀つにまとめられるも

のとし、代表時間割に対して授業掲⽰板を登録、削除した場合、これ以外の副時間割についても授業掲⽰

板を連動して反映させることができること。 

(3) 個⼈掲⽰板を登録する場合は、任意の学⽣、教職員を対象者として登録できること。 

① 学⽣検索、教職員検索を⾏い、検索結果から対象者を指定できること。 

② 掲⽰グループを指定して対象者を指定できること。 

③ CSV ファイルを取込、対象者を指定できること。 

(4) 掲⽰情報には、表題、内容、添付ファイル、URL、対象期間、保存期間、所属、掲載者、メールアドレスを登

録できること。 

① 添付ファイルは少なくとも３つ登録できること。 

② URL は少なくとも５つ登録できること。 

(5) 掲⽰板登録を⾏う際は、掲⽰テンプレートの読み込みができること。 

(6) 掲⽰板登録を⾏った後、その際登録した表題と内容を掲⽰テンプレートとして登録できること。 

(7) 登録した掲⽰を削除（論理、物理）できること。  

(8) 掲⽰板情報はジャンル、表題、掲⽰期間等、検索画⾯で条件指定し、⼀覧照会できること。 

(9) 個⼈掲⽰板の場合は、未読、既読の件数を把握できること。 
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11. 休講補講システム 

1) 休講補講管理 

(1) コマ形式、⼀覧形式で授業の開講情報を表⽰できること。職員は、担当教員、開講所属で検索できること。 

(2) 学⽣は本⼈が履修している授業、教員は本⼈が担当している授業の開講情報を参照できること。 

(3) ⽇付、時限を指定して休講・補講・教室変更情報、休講に対する補講の有無を登録できること。教員は、⾃⾝

が担当している授業について⾃分で休講情報を登録する設定も可能とすることまた、教員が登録した情報につ

いて職員が承認することができる機能も有すること。 

(4) 休講・補講・教室変更の登録時には、他の時間割や施設利⽤状況との重複チェックをリアルタイムで実施する

こと。 

(5) 教員と期間を指定して、期間内に開講される授業の⼀括休講登録ができること。 

2) 施設利⽤管理 

(1) 施設毎に授業やその他理由での利⽤状況を⼀覧表⽰できること。 

(2) 授業以外の、会議やイベント等での利⽤予約情報を登録できること。⽇付と時刻⼜は時限指定による予約情報、

利⽤⽬的や連絡先を管理できること。 

(3) 施設利⽤予約登録時には、授業やその他の予約情報との重複チェックをリアルタイムで⾏うこと。 

(4) 複数施設を指定しての利⽤情報⼀括登録ができること。 

(5) ⽇付を指定しての⽇表⽰のほか週表⽰ができること。 

3) 休⽇管理 

(1) 1 年間の休⽇情報を管理できること。 

(2) 設定した祝⽇等の休⽇に開講情報が表⽰されないこと。 

4) その他 

(1) 授業回数調整のため、ある⽇付に当⽇曜⽇の授業ではなく別の曜⽇の授業を開講する「振替授業⽇」の登録が

できること。また、振替授業⽇登録された⽇の授業の休講・教室変更情報も登録できること。 

(2) 「振替授業⽇」の設定内容を⼀覧で参照できること。 

(3) スマートフォン等の携帯端末から休講・補講・教室変更情報を参照できること。 

(4) 休講・補講・教室変更がなされた場合、学⽣のポータル画⾯に直ちに反映されるとともにあらかじめ登録され

た学⽣のメールアドレスに即座にメール通知をするように設定ができること。 

11.1. 休講補講管理 

1) 休⽇マスタ登録に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度カレンダー形式で、休⽇の設定を参照しながら、個別の休⽇を登録・削除できること。また、対象年度は、

前年度・次年度を切り替えられること。 

(2) 対象期間・休⽇名称・表⽰区分・対象学年・対象所属を区別して休⽇を登録できること。表⽰区分は、平⽇・

休⽇を区別でき、表⽰上も⾊を変えて表現できること。 

(3) ⼟曜⽇・⽇曜⽇を⼀括して休⽇として登録できること。 

2) 休講補講登録 

(1) 開講科⽬情報を参照しながら、個別の休講・補講を登録・削除できること。また、⽇・週・⽉・年度の単位で

前後を指定して、表⽰範囲を切り替えられること。 

(2) 表⽰する対象情報は、所属・学年・担当教員により絞込みができること。また、変更情報を含むすべての開講
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科⽬の情報を表⽰するモードと変更情報のみを表⽰するモードに切り替えられること。⼀覧表⽰形式はコマ形

式（横軸は⽇付、縦軸は時限）の形式と⼀覧形式（⽇付、時限の順に並んだ形式）に切り替えられること。 

(3) 開講(初期状態)・教室変更・休講・補講を、⾊を変えて表現できること。 

(4) 登録できる内容は、変更区分（教室変更・休講・補講）・時間割所属・時間割コード・対象⽇・時限・教室・担

当教員・備考を登録する機能を有すること。時間割コードは、開講科⽬情報（時間割情報）を検索して選択す

る機能を備えること。 

① 教員が休講、補講、教室変更を⾏う場合、登録・削除できるのは⾃担当の時間割のみであること。 

② 教室変更時は、履修者や施設が重複しないようチェックが⾏われること。 

③ 同じ教員が同じ曜⽇時限で開講する時間割が複数ある場合には、代表時間割として⼀つにまとめられるも

のとし、代表時間割に対して休講・補講・教室変更情報を登録、削除した場合、これ以外の副時間割につ

いても休講・補講・教室変更登録情報を連動して反映させることができること。 

(5) 振替授業がある場合は、設定された振替⽇に従い開講科⽬情報を⼀括して⽇別単位で移⾏する機能を有するこ

と。 

(6) 本学の補講⽇制度に対応すること（全学的に定められた「補講⽇」があり、原則この⽇に補講を⾏う）。 

3) 教員別休講⼀括登録 

(1) 担当教員と対象期間を条件に対象となる開講科⽬を検索できること。 

(2) 検索結果の開講科⽬から対象科⽬を選択し、備考を設定できること。 

4) 休講補講照会 

(1) 週間カレンダー形式で表⽰できること。⽇・週・⽉・年度の単位で前後を指定して、表⽰範囲を切り替えられ

ること。 

(2) 表⽰する対象情報は、職員が使⽤する場合は、所属・学年・担当教員により絞込みができること。学⽣が使⽤

する場合は、履修登録した科⽬だけ表⽰するか選択できること。 

(3) 開講(初期状態)・教室変更・休講・補講を、⾊を変えて表現できること。 

5) 施設利⽤登録 

(1) 開講科⽬で使⽤する教室以外の施設を使⽤する場合に、施設の利⽤予約ができること。 

(2) ⼀覧形式で、当⽇の全施設の利⽤状況が確認できること。開講科⽬で利⽤する施設については、時間割情報と

連動して表⽰できること。絞込み条件として、施設の管理所属を指定できること。 

(3) ⼀覧表⽰は、⽇付直接指定・前⽇・翌⽇・前週・翌週の表⽰を切り替えられること。 

6) 施設利⽤状況参照 

(1) ⼀覧形式で、当⽇の全施設の利⽤状況が確認できること。開講科⽬で利⽤する施設については、時間割情報と

連動して表⽰できること。絞込み条件として、施設の管理所属を指定できること。 

(2) ⼀覧表⽰は、⽇付直接指定・前⽇・翌⽇・前週・翌週の表⽰を切り替えられること。 

(3) 学⽣は、施設の利⽤予約状況を確認できること。なお、学⽣による施設予約・変更・削除は不可とすることが

できること。 

7) 授業⽇程作成 

(1) 開講科⽬情報を参照しながら、教員の授業を管理するための授業コマデータを作成できること。 

(2) 年度、学期の他、任意の⽇付範囲で授業コマデータを再作成できること。 

(3) 同⼀⽇、同⼀時限のコマを教員が担当していないか抽出・チェックが⾏えること。 

(4) 作成された授業コマデータを、任意の時間割条件で照会できること。 

(5) 休講や補講が登録された場合、授業コマデータと連携すること。 
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12. 履修カルテシステム 

1) 履修カルテ管理 

(1) 職員は、履修カルテ（教職科⽬の履修状況、⾃⼰評価シート）の定義情報を作成できること。（取得予定教員免

許については、資格判定システムと連携し、設定情報を共有できること。） 

(2) 教職科⽬の担当教員は、履修カルテ対象の学⽣に対して所⾒を⼊⼒できること。（教員毎に所⾒をテンプレート

化できること。） 

(3) 任意に設定された申請可能期間において、学⽣が Web で取得予定の教員免許状を申請できること。年度毎に各

指標に対して振り返りを実施し、その内容を⼊⼒できること。（指標毎に関連科⽬の修得状況、成績・教員の所

⾒を参照しながら、過去の学習成果を参照できること。） 

(4) 教職実践演習担当教員は、担当学⽣の履修カルテを Web から照会できること。また、Excel での出⼒ができる

こと。 

12.1. 履修カルテ情報に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 履修カルテ対象学⽣設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 履修カルテの対象者を登録する機能を有すること。 

2) 履修カルテ出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 履修カルテの対象者を検索し、検索結果を画⾯に表⽰できること。 

3) 履修カルテ対象科⽬を設定できること。 

12.2. Web 取得予定教員免許状申請に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 取得予定教員免許状申請に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 申請可能期間を設定できること。 

(2) 職員は、学籍番号により取得予定教員免許状申請状況を確認できること。 

(3) 学⽣は、取得予定免許状を申請及び削除ができること。 

12.3. Web 履修カルテ所⾒⼊⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 履修カルテ所⾒⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 教員は、担当授業⼀覧から⼊⼒する担当授業を選択できること。 

(2) 担当授業⼀覧にはカルテに関連する科⽬のみが表⽰されること。 

(3) 履修学⽣に対して、所⾒を⼊⼒できること。 

(4) 履修学⽣⼀覧にはカルテに関連する学⽣のみが表⽰されること。 

(5) ⼊⼒時の状態として、⼀時保存⼜は確定ができること。 

12.4. Web ⾃⼰評価シート⼊⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

1) ⾃⼰評価シート⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣は、教職に関する学外実習、ボランティア経験等の状況、必要な資質能⼒についての⾃⼰評価等、教職を

⽬指す上で課題と考えている事項を登録できること。 

12.5. Web 関連科⽬修得情報確認に関して以下の要件を満たすこと。 



 

78 

 

1) 関連科⽬修得情報確認に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣は、履修カルテの教職科⽬の履修状況を確認できること。 

2) 職員及び教員は、履修カルテの教職科⽬の履修状況及び⾃⼰評価⼊⼒内容を確認できること。 
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13. ポータルシステム 

1) Web ポータル画⾯を利⽤できる機能を有すること。 

(1) ポータル画⾯のレイアウト（ポートレットの配置、配⾊、アイコンセット）はグループ毎や個⼈毎に設定でき

ること。また、レイアウトはドラッグアンドドロップの操作による変更ができること。グループ毎や個⼈毎に

レイアウトのテンプレートを管理できること。 

(2) ポータル内に学年暦など任意の画⾯をポータル上のリッチテキストエディタによって作成できること。 

(3) ポータルのログイン画⾯のレイアウトを任意に変更することができ、お知らせ情報を掲載できること。 

(4) 直近の指定期間内に新規登録された、各ユーザ宛の新着情報(掲⽰、休講補講等)をポータルトップページに新

着⼀覧としてまとめて表⽰できること。 

(5) 新着情報については、予め登録したメールアドレスへメールを送信する機能を有すること。 

(6) ⼀⽇の授業スケジュールや個別の予定及びグループ単位の予定を登録・確認できること。表⽰項⽬毎に表⽰⾮

表⽰の設定がカレンダー上でできること。⽇・週・⽉の単位で表⽰を切り替えることができること。 

(7) シラバス・授業連絡の登録と参照ができること。また、これらの機能は授業を軸として⼀つの画⾯から操作で

きること。 

(8) 利⽤者が任意にサイトのリンクを登録できること。 

(9) 緊急連絡として全ユーザへのお知らせ登録とメール配信ができること。また、携帯電話（スマートフォン）や

ポータル上から容易に安否情報を登録することができること。 

(10) 汎⽤的な申請機能により各種申請ができること。申請機能は、承認・差し戻し・引き戻しなどのワークフロー

管理ができること。 

2) 学⽣情報のポートフォリオ機能として、次の要件を満たすこと。 

(1) 導⼊されたサブシステム、オプションの情報が⾃動的に連携し、ポータルから参照できること。 

(2) サブシステム毎に、学⽣への情報開⽰可否を設定できること。 

(3) 次の項⽬について情報を照会できること。 

連絡先情報、出⾝校・⼊試情報、学⽣情報（英語レベルも含む）、異動情報（学⽣の在籍可能⽉数なども含む）、

履修情報、成績情報、取得資格・賞罰情報、履修カルテ関連科⽬情報、履修カルテ⾃⼰評価シート、授業料免除

情報、奨学⾦情報、健康診断情報 

(4) 上記情報は、カテゴリ分けされ、ログインユーザ毎に設定した権限⼜はユーザグループにより参照可能なカテ

ゴリの設定ができること。 

(5) 学⽣は、本⼈の情報のみを参照できること。 

(6) 教員は、指導教員として登録されている学⽣の情報のみ参照できるように設定することもできること。 

(7) 職員は、全学⽣の情報を参照できることととするが、権限⼜はユーザグループ等により表⽰する学⽣情報の内

容を制限する機能を有すること。 
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14. 奨学⾦システム 

1) マスタ管理 

(1) ⽇本学⽣⽀援機構及び⼤学独⾃の奨学⾦情報を管理できること。 

(2) 選考及び補導に利⽤する成績の判定基準を管理できること。 

2) 基本情報設定 

(1) 学部・研究科、学年、学期毎に奨学⽣の選考及び補導の基準となる通算修得単位数を設定できること。 

(2) 成績管理システムと連携し、成績データから修得単位数及び GPA 等を抽出・出⼒できること。 

3) 奨学⽣管理 

(1) 学部⽣・⼤学院⽣毎に奨学⽣情報を管理できること。 

(2) ⽇本学⽣⽀援機構及び⼤学独⾃の奨学⾦の奨学⽣情報の Excel 及び CSV ファイルを取込み、データ登録・参照

できること。 

4) 選考及び採⽤ 

(1) ⽇本学⽣⽀援機構が提供する選考ソフトに取込ませるデータを Excel 及び CSV ファイルで抽出・出⼒できるこ

と。 

(2) ⽇本学⽣⽀援機構の採⽤者情報の Excel 及び CSV ファイルを取込み、データ登録・参照できること。 

(3) 採⽤者情報を個別登録・修正できること。 

5) 受給者管理 

(1) 受給者の奨学⾦異動情報を定型の Excel 及び CSV ファイルを取込み、データ登録・参照できること。 

(2) 受給者の学業成績判定リストを定型の Excel ファイルで出⼒できること。 

14.1. 奨学⾦マスタに関して以下の要件を満たすこと。 

1) 管理マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 奨学⾦情報を管理するための⼤学名等の基本情報の設定ができること。 

(2) 基本情報は、⼤学及び⼤学院、法科⼤学院名、部署名、郵便番号、所在地、電話番号、FAX を登録する機能を有

すること。 

2) 区分マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 奨学⾦情報を管理するための区分の登録、修正、削除ができること。 

(2) 区分の種類は、区分名、区分コード、区分名称を登録する機能を有すること。 

(3) 区分名は、学⽣区分、奨学⾦分類を登録する機能を有すること。 

3) 奨学⾦マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 奨学⾦を管理するための奨学⾦情報の登録、修正、削除ができること。 

(2) 登録した奨学⾦情報を検索できること。 

(3) 奨学⾦情報は、奨学⾦番号、奨学⾦名、奨学⾦名（略称）、奨学⾦分類、学内区分、学外申込区分、⽀給区分、

給貸区分、成績参照時期、募集時期、国費区分、備考を登録する機能を有すること。 

4) 奨学⾦業務システムマスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 奨学⾦業務システムを管理するための審査区分等の登録、修正、削除ができること。 

(2) 学校番号、学校名を登録する機能を有すること。 

(3) 審査区分として、種別、第⼀種、第⼆種、併⽤を登録する機能を有すること。 

(4) 学種記号として、学種学細、学種、学種記号を登録する機能を有すること。 
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(5) データ種別として、種別コード、内容、表⽰順を登録する機能を有すること。 

5) 奨学⾦業務システム学部マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 奨学⾦業務システム学部を管理するための設置区分等の登録、修正、削除ができること。 

(2) 奨学⾦業務システム学部情報は、設置区分、学部・研究科、学⽣⽀援機構コードを登録する機能を有すること。 

6) 成績管理マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 成績を管理するための評定平均等を成績管理システムと連携して参照・抽出ができること。 

(2) 評価コードに対して、A+、A、B、C、(D)、E、総修得単位数、教職単位数、教職単位数を除く総修得単位数及

び学部 1 年⽣における⾼校評定平均、⼤学院 1 年⽣における⼊試標準偏差の算出及び登録する機能を有するこ

と。 

7) 学業成績基準値マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学業成績基準値を管理するための累計単位数等の登録、修正、削除ができること。 

(2) 学業成績基準値情報は、設置区分、学部・研究科、学年、奨学⾦種別、処置区分、累計単位数 FROM-TO、累計

判定記号等を登録する機能を有すること。 

14.2. 基本情報設定に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 通算標準修得単位数設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 通算標準修得単位数を学部・研究科、学年毎に登録する機能を有すること。 

(2) 前年度複写ができること。 

2) 学業成績データ作成に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 処理対象（新⼊⽣、在校⽣）、履修年度、学期、処理選択により Excel 及び CSV ファイルで成績データを作成で

きること。 

(2) 学業成績データは、奨学⾦業務システムに定める項⽬及び本学所定の項⽬であること。 

3) 奨学⾦業務システム選考ソフト⽤の学業成績データ作成に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 奨学⾦業務システムのダウンロードデータの取込みができること。 

(2) 取り込んだ対象者の学業成績データの抽出及び Excel 及び CSV ファイルが出⼒できること。 

14.3. 奨学⽣管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 奨学⽣⼊⼒（⼤学）に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼤学の奨学⾦申込情報を登録する機能を有すること。 

(2) 奨学⾦検索ができること。 

(3) 学⽣検索ができること。 

(4) 前年度複写ができること。 

2) 奨学⽣⼊⼒（⼤学院）に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼤学院の奨学⾦申込情報を登録する機能を有すること。 

(2) 奨学⾦検索ができること。 

(3) 学⽣検索ができること。 

3) 推薦者⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 推薦者を登録する機能を有すること。 

(2) 奨学⾦検索ができること。 
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14.4. 採⽤者管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 採⽤者⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼤学推薦、直接応募の採⽤者を個別及び本学所定の Excel 及び CSV ファイルで⼀括登録する機能を有すること。 

(2) 奨学⾦検索ができること。 

(3) 学⽣検索ができること。 

2) 採⽤者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 採⽤者⼀覧が Excel 及び CSV ファイルで出⼒できること。 

(2) 奨学⾦検索ができること。 

(3) 学⽣検索ができること。 

3) 奨学⾦業務システム採⽤者データ取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 奨学⾦システムからダウンロードした採⽤者データ取込ができること。 

4) 奨学⾦業務システム採⽤者データ登録に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 奨学⾦業務システム採⽤者データを登録する機能を有すること。 

(2) ⽇本学⽣⽀援機構採⽤者情報を照会できること。 

14.5. 受給者管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 奨学⾦変更履歴設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 奨学⾦受給者の変更履歴を登録する機能を有すること。 

(2) 受給者検索ができること。 

(3) 学⽣検索ができること。 

(4) 学⽣の異動履歴が照会できること。 

2) 受給者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 受給者⼀覧は、学籍番号、奨学⽣番号、⽒名、学年、貸与種別、貸与⽉額、貸与始期、貸与終期、利率算定⽅式、

返還⽅式、機関保証、奨学⾦名、奨学⾦分類、学外申込区分、⽀給区分、給貸区分、国費区分、備考を含む⼀覧

が Excel 及び CSV ファイルで出⼒できること。 

(2) 学⽣検索ができること。 

3) 学業成績判定リスト出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学業成績判定リストは、学籍番号、奨学⽣番号、⽒名、学年、貸与始期、貸与終期、総修得単位数（A+、A、B、

C、(D)、E、教職の評価毎も含む）、異動区分、通算休学期間、累積 GPA を含む⼀覧が Excel 及び CSV ファイ

ルで出⼒できること。 

4) ⼿続⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼿続き情報を登録する機能を有すること。 

(2) 奨学⾦検索ができること。 

(3) 学⽣検索ができること。 

(4) ⼿続き情報を Excel ファイルとして出⼒できること。 

5) 受給者異動照会に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 奨学⾦受給者の異動情報の照会ができること。 

(2) 奨学⾦受給者の異動情報を Excel ファイルとして出⼒できること。 

(3) 奨学⾦検索ができること。 
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(4) 変更履歴⼊⼒画⾯を起動できること。 

6) 奨学⾦業務システム異動者データ取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 奨学⾦業務システムからダウンロードした異動者データを登録する機能を有すること。 

7) 奨学⾦業務システム異動者データ登録に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 奨学⾦業務システム異動者データを登録する機能を有すること。 

(2) ⽇本学⽣⽀援機構異動者情報を照会できること。 

8) 共通機能に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣情報を検索する機能を有すること。 

(2) 受給者情報を検索する機能を有すること。 

(3) 学籍異動情報を検索する機能を有すること。 

(4) 奨学⾦情報を検索する機能を有すること。 
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15. 健康管理システム 

1) 健康診断 

(1) 健診業者へ連携する健康診断対象者のデータを、抽出条件を指定して CSV 形式のファイルに出⼒可能であるこ

と。 

(2) 本学健康診断の検査項⽬に合わせ、検査項⽬を追加・変更可能であること。 

(3) CSV 形式の健診データを⼀括取り込み可能であること。（健診業者に合わせた取り込みフォーマットの変更も可

能であること。） 

(4) 登録した健診データから未受診者⼀覧や有所⾒者⼀覧を出⼒可能であること。 

(5) 再検査等で個別に健康診断を受診した学⽣の健診データを追加登録可能であること。 

(6) 登録した健診データから健康診断証明書を出⼒可能であること。（現⾏の証明書発⾏機へのデータ連携や本学指

定の証明書レイアウトへの変更も可能であること。） 

2) 健康相談・応急処置 

(1) 病状や観察年⽉⽇等の経過観察履歴を登録・照会可能であること。 

(2) 学⽣の病状や管理区分等の既往歴を登録・照会可能であること。 

(3) 学⽣毎に来室内容や応対者等の来室記録を登録・照会可能であること。 

(4) ⾝体障害を持つ学⽣の障害等級や障害名を登録・照会可能であること。 

3) アンケート 

(1) 年度毎に保健アンケートの設問を登録であること。 

(2) アンケート実施後の回答は、CSV 形式のファイルで⼀括取り込み可能であること。 

4) データ管理 

(1) 統計データとして平均⾝⻑・平均体重・BMI・受診率・有所⾒率を出⼒可能であること。 

(2) 健康管理システムで管理している経過観察や既往歴、各検査の未検者を⼀覧形式で出⼒し、統計情報の作成時に

利⽤可能であること。 

15.1. 健康管理マスタに関して以下の要件を満たすこと。 

1) 検査分類マスタ設定に関して、検査分類コード、検査分類名を登録できる機能を有すること。 

2) 検査マスタ設定に関して、検査分類に紐付けて、検査コード、検査名を登録できる機能を有すること。 

3) 検査結果判定マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 検査項⽬単位に正常範囲、判定区分を設定できる機能を有すること。 

(2) 数値判定の場合は、検査コードに紐付けて、単位コード、⼩数桁、男性数値正常範囲 FROM-TO、⼥性数値正常

範囲 FROM-TO を登録できること。 

(3) 区分判定の場合は、検査コードに紐付けて、判定コード、判定名、Web 判定名、有所⾒設定（正常、異常）を

登録できること。 

(4) 特定項⽬判定の場合は、特定項⽬コード、管理区分、管理区分名、有所⾒設定（正常、異常）を登録できること。 

4) 疾患名マスタ設定に関して、疾患系区分に紐付けて、疾患コード、疾患名を登録できる機能を有すること。 

5) 既往症マスタ設定に関して、既往症コード、既往症名を登録できる機能を有すること。 

6) BMI 範囲設定に関して、BMI 範囲コード、範囲名、下限、上限を登録できる機能を有すること。 

7) 区分マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 区分名、区分コードを登録する機能を有すること。 
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(2) 区分名は、疾患系区分、障害等級、単位コード、来室区分とすること。 

8) 管理マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 基本情報として、設置分類コード、⼤学名、部署名、郵便番号、住所、電話番号、医師肩書き、医師名を登録す

る機能を有すること。 

(2) 健診種類として、健診種類コード、健診種類名を登録する機能を有すること。 

(3) 検査コードとして、管理検査に紐付けて、検査コードを登録する機能を有すること。 

(4) 健康診断証明書として、証明書項⽬に紐付けて、検査コード、無所⾒時の初期表⽰を登録する機能を有すること。 

(5) 健診受診項⽬に対して、健診種類、設置区分、適⽤年度 FROM-TO、修業年限を登録する機能を有すること。 

(6) 証明書発⾏機として、発⾏停⽌開始⽇、発⾏停⽌終了⽇を登録する機能を有すること。 

(7) キャンパス名として、キャンパス名、施設名、所在地、電話番号、医師名を登録する機能を有すること。 

15.2. 業者データ管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 業者健診対象者データ作成に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 業者健診を受診する対象者を CSV ファイルに出⼒する機能を有すること。 

(2) 健診年度、健診種類、⼊学年度 FROM-TO、設置、所属、学年 FROM-TO、学籍番号 FROM-TO、現況区分（在

学、留学、休学）、対象データ再作成チェックをもとに抽出できること。 

(3) 出⼒項⽬は、学籍番号、⽒名、⽒名カナ、性別、⽣年⽉⽇とすること。 

2) 業者健診データ登録に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 業者健診を受診した学⽣の健診データを CSV ファイルから取り込む機能を有すること。 

(2) 健診年度、健診種類、取込ファイルを選択して業者健診データを画⾯に表⽰できること。 

(3) 取込エラー情報がある場合は、エラー情報を表⽰すること。エラー情報はテキストファイルとして出⼒できるこ

と。 

15.3. 健診データ管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 健診対象者設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 健診種類単位に健診対象学⽣を登録できる機能を有すること。 

(2) 選択した学⽣に対して健診情報照会が⾏えること。 

(3) 健診年度、健診種類、⼊学年度 FROM-TO、設置、所属、学年 FROM-TO、学籍番号 FROM-TO、現況区分（在

学、留学、休学）をもとに抽出できること。 

2) 健診データ⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣の健診データを検査項⽬単位に⼊⼒する機能を有すること。 

(2) 学籍番号、健診⽇、健診種類、学外受診チェック、診断書有無チェック、データ確認チェック、医療機関名、検

査名、数値、区分判断、⽇付、テキストを登録できる機能を有すること。 

3) 健診データ確認⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 業者健診を受診した学⽣の健診データを確認済の状態にできる機能を有すること。 

(2) 健診⽇ FROM-TO、設置、所属、学年、出⼒区分（未確認、確認済）をもとに抽出できること。 

4) 健診管理情報照会に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学籍番号を指定し対象学⽣の健診情報を照会できること。 

(2) 照会できるデータは、健診データ、保健アンケート、経過観察、⾝体障害、既往歴、保健センターへの来室記録

であること。 
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(3) 学⽣情報項⽬は、⽒名、⽒名カナ、学年、⽣年⽉⽇、年齢、性別、現況区分、所属、現住所、保護者住所、健診

情報有無（定期健康診断、保健アンケート、経過観察、⾝体障害、既往歴、来室記録）とすること。 

(4) 健診データ項⽬は、検査分類、検査名、検査⽇、検査データとすること。表⽰順は検査⽇の降順とすること。 

(5) 保健アンケート項⽬は、調査年度別に設問番号、設問、回答とすること。 

(6) 経過観察項⽬は、観察開始年⽉、疾患名、観察⽇、⾯接、管理区分、検査年⽉、医療機関、内服薬等とすること。 

(7) ⾝体障害項⽬は、障害等級、⼿帳所持チェック、病名等とすること。 

(8) 既往歴項⽬は、疾患名、年齢、管理区分、医療機関名、メモとすること。 

(9) 来室記録は、来室⽇、来室区分名、主訴名、対応、備考とすること。表⽰順は来所⽇の降順とすること。 

5) 有所⾒者照会に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 検査項⽬単位に有所⾒者を抽出し、有所⾒者リストとして出⼒できること。 

(2) 選択した学⽣に対して健診情報照会が⾏えること。 

(3) 健診年度、検査コード、判定コード FROM-TO（検査コードが判定の場合）、健診種類コード、性別、設置、所

属、学年をもとに抽出できること。 

(4) 出⼒項⽬は、抽出条件（年度、検査名）（以上ヘッダ部）、健診⽇、健診種類、学籍番号、⽒名、検査データ（以

上詳細部）とすること。 

6) 健診情報出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 健診データチェックリスト、未受診者リスト、未検者リスト（検査項⽬単位）、学外受診者リストを Excel ファ

イルに出⼒できる機能を有すること。 

(2) 出⼒対象（健診データチェックリスト、未受診者リスト、未検者リスト、学外受診者リスト）、健診年度、確認

チェック（未確認、確認済）、健診種類、健診⽇ FROM-TO、設置、所属、学年、検査分類をもとに抽出できる

こと。 

(3) 健診データチェックリストの出⼒項⽬は、年度、健診種類、確認チェック（以上ヘッダ部）、学籍番号、所属、

学年、⽒名、性別、健診⽇、⾝⻑、体重、BMI、標準体重、裸眼（右、左）、矯正（右、左）、⾎圧（最⾼、最低）、

尿（蛋⽩、潜⾎、糖）、X 線（撮影⽅法、No、所⾒、撮影⽇、判定）、内科（現在症、特記事項）（以上詳細部）

とすること。 

(4) 未受診者リストの出⼒項⽬は、学籍番号、⽒名、カナ、所属、学年、現況区分とすること。 

(5) 未検者リストの出⼒項⽬は、学籍番号、⽒名、カナ、所属、学年、現況区分とすること。 

(6) 学外受診者リストの出⼒項⽬は、学籍番号、⽒名、カナ、所属、学年、現況区分とすること。 

(7) 健診データチェックリスト、未受診者リスト、未検者リスト、学外受診者リストは、Excel ファイルに出⼒でき

ること。 

7) 学⽣データ移⾏に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 内部進学や転学部転科等で学籍番号が変更になった場合、旧学籍番号から新学籍番号へ健診データをコピーでき

る機能を有すること。 

(2) 学籍番号がわからない場合は、学⽣検索ができること。 

8) 健診データ⼀括削除に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 誤って健診データを登録した場合など、登録した健診データを⼀括して削除する機能を有すること。 

(2) 健診年度、健診種類、健診⽇ FROM-TO、検査名、学籍番号、読込⽇ FROM-TO 等、健診データ⼊⼒画⾯より登

録・更新されたデータも削除チェックを付与することにより、健診データを⼀括削除できる機能を有すること。 

(3) 学籍番号がわからない場合は、学⽣検索ができること。 
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15.4. 疾病管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 経過観察⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣及び疾患系区分、疾患名単位に経過観察情報を登録する機能を有すること。 

(2) 学籍番号、疾患系区分、疾患名、観察開始年⽉、⾯接（来室、来室せず）、管理区分、次回検査年⽉、医療機関

名、内服薬等を登録できる機能を有すること。 

(3) 疾患系区分がない場合は新規に登録できること。 

(4) 疾患名がない場合は新規に登録できること。 

(5) 管理区分がない場合は新規に登録できること。 

(6) 学籍番号がわからない場合は、学⽣検索ができること。 

2) 経過観察照会に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 疾患系区分、疾患名等を条件に経過観察情報を照会する機能を有すること。 

(2) 選択した学⽣を疾患者リストとして Excel ファイルに出⼒できること。 

(3) 選択した学⽣に対して、経過観察⼊⼒が⾏えること。 

(4) 選択した学⽣に対して、健診情報照会が⾏えること。 

(5) 疾患系区分、疾患名、管理区分、次回検査年⽉、性別、設置、所属、学年をもとに抽出できること。 

(6) 出⼒項⽬は、学籍番号、⽒名、観察開始年⽉、疾患名、観察⽇、⾯接、管理区分、検査年⽉、医療機関、内服薬

等とすること。 

3) 既往歴⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣単位に既往歴を登録する機能を有すること。 

(2) 学籍番号、既往症、年齢、管理区分、医療機関名、メモを登録できる機能を有すること。 

(3) 既往症がない場合は新規に登録できること。 

(4) 学籍番号がわからない場合は、学⽣検索ができること。 

4) 既往歴照会に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 既往症、管理区分を条件に既往歴を照会する機能を有すること。 

(2) 既往歴リストとして Excel ファイルに出⼒できること。 

(3) 選択した学⽣に対して、既往歴⼊⼒が⾏えること。 

(4) 選択した学⽣に対して、健診情報照会が⾏えること。 

(5) 既往症、管理区分 FROM-TO、性別、設置、所属、学年をもとに抽出できること。 

(6) 出⼒項⽬は、学籍番号、⽒名、既往症、年齢、管理区分、医療機関、メモとすること。 

5) ⾝体障害者⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⾝体障害者の障害等級等を登録する機能を有すること。 

(2) 選択した学⽣を⾝体障害者リストとして Excel ファイルに出⼒できること。 

(3) 学籍番号、障害等級、⼿帳所持チェック、病名等をもとに抽出できること。 

(4) 出⼒項⽬は、学籍番号、⽒名、障害等級、⼿帳有無、病名等とすること。 

(5) 学籍番号がわからない場合は、学⽣検索ができること。 

6) 来室記録⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣単位に保健センターへの来室記録を登録できる機能を有すること。 

(2) 学籍番号、来室⽇、来室区分、対応者、来室内容、備考を登録できる機能を有すること。 

(3) 学籍番号がわからない場合は、学⽣検索ができること。 
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7) 来室記録照会に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 保健センターへの来室記録を照会する機能を有すること。 

(2) 選択した学⽣に対して、来室記録⼊⼒が⾏えること。 

(3) 選択した学⽣に対して、健診情報照会が⾏えること。 

(4) 来室⽇、来室区分、性別、設置、所属、学年をもとに抽出できること。 

(5) 表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、来室⽇、来室区分、応対者、来室内容、備考とすること。 

15.5. アンケートに関して以下の要件を満たすこと。 

1) アンケート設問⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) アンケートの設問情報を登録できる機能を有すること。 

(2) アンケート設問⼊⼒に関して、適⽤年度 FROM-TO、設問番号、設問、設問タイプ（選択、記述）、設問条件（回

答数、選択肢数）を登録できる機能を有すること。 

2) アンケート回答⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) アンケートの回答情報を登録できる機能を有すること。 

(2) 学籍番号、調査年度、設問番号、選択肢、記述内容を登録できる機能を有すること。 

(3) 学籍番号がわからない場合は、学⽣検索ができること。 

3) アンケートデータ登録に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) アンケートの回答情報を CSV ファイルにて⼀括登録できる機能を有すること。 

15.6. 健康診断証明書に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 健康診断証明書出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 健康診断証明書は和英⽂併記で発⾏できること。健康診断証明書の項⽬は学籍番号、⽒名、⽣年⽉⽇、⾝⻑、体

重、視⼒（裸眼・矯正・左右）、尿（糖・たんぱく・潜⾎）、⾎圧（最⾼・最低）、胸部レントゲン（撮影番号・

受診年⽉⽇・所⾒）、健康診断受診年⽉⽇、証明書発⾏年⽉⽇、⼤学保健センター名、印影とすること。 

(2) ⾮正規学⽣を含むすべての学⽣の健康診断書の発⾏ができること。 

(3) 学⽣の健康診断情報を画⾯に表⽰し、健康診断証明書として印刷できること。 

(4) 印刷レイアウトの編集、保存及び指定ができること。 

(5) 選択した学⽣に対して、健診情報照会が⾏えること。 

(6) 学籍番号をもとに⽒名、⽒名カナ、学年、⽣年⽉⽇、年齢、性別、現況区分、診察⽇、所⾒保存⽇、証明書項⽬

（⾝⻑、体重、視⼒、X 線、検尿、特記事項、⾎圧等）を画⾯に表⽰できること。印刷時に所⾒を保存チェック、

証明書⾃動発⾏機での出⼒を許可するチェック、証明者情報出⼒チェックを保存できること。 

(7) 学籍番号がわからない場合は、学⽣検索ができること。 

(8) ⾃動証明書発⾏機データ作成が⾏えること。 

15.7. データ照会・出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 学⽣検索に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学籍番号、⽒名、性別、所属等により学⽣を検索できる機能を有すること。 

(2) 選択した学⽣を画⾯に表⽰できること。 

(3) 在籍（在学、留学、休学）、離籍、学籍番号、⽒名、⽒名カナ、⽒名英字、性別、設置、所属、学年をもとに抽

出できること。 
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2) 統計データ出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 平均⾝⻑、平均体重、BMI、受診率、有所⾒率を健診種類単位に集計できる機能を有すること。 

(2) 統計データを Excel ファイルとして出⼒できること。 

(3) 平均⾝⻑統計の項⽬は、学年別、平均別、抽出分類男⼦、抽出分類⼥⼦とすること。 

(4) 平均体重統計の項⽬は、学年別、平均別、抽出分類男⼦、抽出分類⼥⼦とすること。 

(5) BMI 統計項⽬は、範囲別、抽出分類男⼦（%）、抽出分類⼥⼦、抽出分類⼥⼦（%）とすること。 

(6) 受診率統計の項⽬は、検査値別、抽出分類男⼦、抽出分類男⼦（%）、抽出分類⼥⼦、抽出分類⼥⼦（%）とす

ること。 
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16. 学納⾦システム 

1) マスタ管理〜請求準備 

(1) ⼊学年度毎の在校⽣の学費単価及び納期を設定することができること。 

(2) ⼝座振替⽤の学⽣の⼝座情報を管理することができること。 

(3) ⻑期履修⽣制度に対応可能であり、⻑期履修⽣毎に単価設定ができること。 

2) 学費計算 

(1) マスタで設定した単価、納期を基に、在校⽣の学費を⼀括計算できること。 

(2) 学籍異動とも連動しており、休学、退学による減額処理、及び復学による増額処理を⾃動実⾏できること。 

(3) また、正規授業料との⾦額の増減を履歴データとして管理しており、債権発⽣額・債権異動額を把握できること。 

(4) 事前に免除申請者を取り込むことにより、免除申請者の請求を制御することができること。 

3) 学費請求 

(1) 計算された学費を基に、銀⾏振込⽤の振込依頼書を印刷できること。 

(2) ⼝座振替者に対しては、全銀協フォーマットによる⼝座振替データを出⼒できること。 

4) 学費⼊⾦ 

(1) ⾦融機関から受け取った在校⽣の⼊⾦情報を取り込み、登録することができること。 

(2) 在校⽣請求情報と⼊⾦情報の消込処理を実施することができること。 

(3) ⼝座振替者の⼝座振替結果情報を取り込み、登録することができること。 

(4) 窓⼝業務での⼊⾦処理、返⾦処理ができること。 

5) 未納者照会 

(1) ⼊⾦後、未納者の照会、及び督促状を印刷することができること。 

6) 分延納⼿続き 

(1) 分納者、延納者については、学費の分割請求処理、また学⽣毎の納⼊期限の設定ができること。 

16.1. 学費マスタに関して以下の要件を満たすこと。 

1) ⾦融機関マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⾦融機関情報（⾦融機関コード、⾦融機関名等）の登録・更新・削除を⾏う機能を有すること。 

(2) CSV ファイルから⼀括で取り込む機能を有すること。 

(3) 登録項⽬は、⾦融機関コード、⽀店コード、⾦融機関名、⾦融機関カナ、⽀店名、⽀店カナ、郵便番号、住所、

電話番号とすること。 

2) 取引⾦融機関設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 取引を⾏っている⾦融機関の⼝座情報の登録・更新・削除を⾏う機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、登録番号、預⾦種⽬、委託者コード、委託者カナ、⾦融機関コード、⾦融機関名、⾦融機関カナ、

⽀店コード、⽀店名、⽀店カナ、⼝座番号、⼝座名義、⼝座名義カナ、使⽤⽤途、⽤途（窓⼝⼊⾦、銀⾏振込、

⼝座振替）、表⽰名称とすること。 

3) 収納項⽬設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 収納項⽬、収納区分等の学費収納情報の登録・更新・削除を⾏う機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、コード、名称、略称、収納区分、表⽰順、使⽤フラグとすること。また、学籍連動チェックを登録

する機能を有すること。 

4) 使⽤所属設定に関して、以下の要件を満たすこと。 



 

92 

 

(1) 設置区分をもとに検索し、画⾯に表⽰すること。 

(2) 使⽤に対して、使⽤、未使⽤を登録できること。 

(3) 表⽰項⽬は、使⽤、所属とすること。 

5) 学費部局マスタに関して、コード、名称を登録する機能を有すること。 

6) 学費部局設定に関して、学費部局に紐付けて、所属を登録する機能を有すること。 

16.2. 学費請求準備に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 学費単価設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件で学費単価情報を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) 収納項⽬別⾦額は、⼀括登録ができること。 

(3) ⼊学年度による複写、削除ができること。 

(4) 検索条件は、設置区分、学⽣所属、⼊学年度 FROM-TO、納期とすること。 

(5) 表⽰項⽬は、⼊学年度、所属、納期区分、合計⾦額、収納項⽬別⾦額とすること。 

2) 学費納期設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件で学費納期情報を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) ⼊⾦⽇、⼝座振替⽇が登録できること。 

(3) 年度、設置区分による複写、削除ができること。 

(4) 検索条件は、年度、設置区分とすること。 

(5) 表⽰項⽬は、納期、回次、⼊⾦⽇、⼝座振替⽇とすること。 

3) 学費単価・学費納期確認票出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、設置区分により学費単価⼀覧・学費納期⼀覧を Excel ファイルに出⼒できること。 

(2) 学費単価⼀覧の出⼒項⽬は出⼒⽇、設置区分（以上ヘッダ部）、⼊学年度、学⽣所属、納期、合計⾦額、収納項

⽬別⾦額（以上詳細部）とすること。 

(3) 学費納期⼀覧の出⼒項⽬は出⼒⽇、設置区分（以上ヘッダ部）、納期、回次、納⼊⽇、⼝座振替⽇（以上詳細部）

とすること。 

4) ⾮正規⽣単価設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、納期、学⽣⾝分毎に履修単価を設定する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、更新年度、納期、選択（履修単位、研究単位）、学⽣⾝分、単価とすること。 

5) 書類送付先設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件で書類送付先を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) 連名チェック、本⼈出⼒チェック、保証⼈出⼒チェックが登録できること。 

(3) 連名チェック、本⼈出⼒チェックは、⼀括でチェックが⾏えること。  

(4) 書類送付先⼀覧として Excel ファイルとして出⼒できること。 

(5) 検索条件は、設置区分、学⽣所属、学年、留学区分、学籍番号、出⼒先（全て、未設定のみ、設定済み）とする

こと。 

(6) 表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、連名チェック、宛名のみ本⼈、本⼈出⼒チェック、保証⼈、保証⼈出⼒チェック

とすること。 

(7) 書類送付先⼀覧の出⼒項⽬は出⼒⽇（以上ヘッダ部）、学籍番号、学⽣⽒名、連名、宛名のみ本⼈、本⼈出⼒、

保証⼈、保証⼈出⼒（以上詳細部）とすること。 

6) ⾦融機関改廃設定に関して、以下の要件を満たすこと。 
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(1) 改廃前と改廃後の⾦融機関情報を⼊⼒し、⾦融機関情報の改廃を⾏うことができること。 

(2) ⾦融機関改廃 CSV ファイルを取り込み、⼀括設定できること。 

(3) 登録項⽬は、（前）⾦融機関コード、（前）⽀店コード、（後）⾦融機関コード、（後）⽀店コードとすること。 

7) ⼝座情報データ取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼝座情報を CSV ファイルより⼀括で取り込む機能を有すること。 

8) ⼝座情報設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣毎に、⼝座振替⽤⼝座情報の登録・更新・削除を⾏う機能を有すること。 

(2) 学籍番号がわからない場合は学⽣検索ができること。 

(3) ⾦融機関コードがわからない場合は⾦融機関マスタ検索ができること。 

(4) CSV ファイルにより⼀括登録ができること。 

(5) 登録項⽬は、学籍番号、⾦融機関コード、⽀店コード、預⾦種⽬、⼝座番号、⼝座名義、⼝座名義カナ、振替区

分、振替停⽌理由、取引⾦融機関、備考とすること。 

9) ⻑期履修⽣単価設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学籍番号もしくは⻑期履修⽣⼀覧より選択した学⽣の履修単価を画⾯に表⽰できること。 

(2) 学籍番号がわからない場合は学⽣検索ができること。 

(3) 任意の⻑期履修⽣の履修単価について登録・更新・削除できる機能を有すること。 

(4) 休学期数、⻑期単価を登録できること。 

(5) 学⽣別⻑期履修単価⼀覧を画⾯に表⽰できること。 

(6) 学⽣の表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、カナ、所属、現況区分、学年、⼊学年度、修業年限、授業料総計、⼊⾦額、

債権残⾼、修業年限、休学期数とすること。 

(7) ⻑期履修⽣⼀覧の項⽬は、学籍番号、⽒名、所属、学年、⼊学年度、在籍、修業年限、（変更後）修業年限、単

価設定、授業料計、⼊⾦計、債権残⾼とすること。 

(8) 学⽣別⻑期履修単価⼀覧の表⽰項⽬は、年度、納期、学費単価、⻑期単価、債権額、学籍異動、修業年限とする

こと。 

10) 進学者⼝座情報取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) システムから取込、CSV ファイルから取込を選択できること。 

(2) 学⽣を選択し、登録できること。 

(3) システムから取り込む場合は、⼊学年度、設置区分、学費負担部局から画⾯に学⽣を表⽰できること。 

(4) CSV ファイルから取り込む場合は、ファイルを指定し画⾯に表⽰できること。エラーがある場合はエラー内容

を画⾯に表⽰できること。 

(5) 表⽰項⽬は、新学籍番号、旧学籍番号、⽒名、新所属、既取込とすること。 

16.3. 減免⽣設定に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 免除申請者データ取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、納期、取込ファイルから免除申請者データを画⾯に表⽰できること。 

(2) エラーがある場合はエラー情報を画⾯に表⽰できること。 

(3) 免除申請者として登録できること。 

(4) 取込項⽬は、学籍番号、カナ⽒名、申請フラグとすること。 

2) 免除確定設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件から検索した対象者を画⾯に表⽰できること。 
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(2) 複数対象者を選択し、⼀括で免除区分、決定⽇を登録できること。 

(3) 検索条件は、年度、納期、免除区分、決定⽇、設置区分、所属（学部）、所属（学科）、学年、学籍番号とするこ

と。 

(4) 対象者の表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、カナ⽒名、学⽣所属、学年、免除区分、決定⽇、請求（予定）、請求（確

定）とすること。 

3) 免除者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件により指定した免除者⼀覧を印刷できること。 

(2) データ件数に応じて改ページすること。 

(3) 指定条件は、年度、納期、設置区分、所属、免除区分、学籍番号 FROM-TO、印刷順（学籍番号順、⽒名順、所

属順）とすること。 

(4) 出⼒項⽬は出⼒⽇、納期、設置区分、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番号、⽒名、カナ⽒名、学⽣所属、学年、

免除区分、決定⽇、請求（予定）、請求（実績）、免除額（以上詳細部）とすること。 

4) 減額区分マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) コード、名称、種別等を登録する機能を有すること。 

(2) 種別は、定率もしくは定額を登録できること。 

(3) 登録項⽬は、コード、名称、略称、種別とすること。 

5) 減額⽣設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件から対象者を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) 複数対象者を選択し、⼀括で減額区分、決定⽇を登録できること。 

(3) 検索条件は、年度、納期、減額区分、設置区分、学⽣所属、学籍番号、学年、決定⽇とすること。 

(4) 対象者の表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、カナ⽒名、設置区分、所属、学年、減額区分、決定⽇、請求（予定）、

請求（確定）とすること。 

6) 減額⽣⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件により減額⽣⼀覧を印刷できること。 

(2) データ件数に応じて改ページすること。 

(3) 指定項⽬は、年度、納期、設置区分、所属、減額区分、学籍番号 FROM-TO、印刷順（学籍番号順、⽒名順、所

属順）とすること。 

(4) 出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、納期、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番号、⽒名、設置区分、学⽣所属、減額区分、

決定⽇、請求（予定）、請求（実績）、減額（以上詳細部）とすること。 

16.4. 学費請求に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 学費債権計算に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、納期から対象を画⾯に表⽰できること。 

(2) 計算対象所属を複数選択し債権計算を実⾏できること。 

(3) 表⽰項⽬は、設置区分、学⽣所属、実⾏ユーザ、実⾏⽇付とすること。 

2) 個⼈毎学費債権計算に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件から対象を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) 計算対象学⽣を複数選択し債権計算を実⾏できること。 

(3) 検索条件は、年度、納期、所属、学⽣⾝分、設置区分、⼊学年度学年、⽒名、⽒名カナ、学籍番号とすること。 

(4) 表⽰項⽬は、納期、学籍番号、⽒名、設置区分、学⽣所属、実⾏ユーザ、実⾏⽇付とすること。 
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3) 個⼈毎債権額設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、納期、学籍番号から債権内訳明細、債権異動履歴を画⾯に表⽰できること。 

(2) 請求額、債権異動⽇、債権異動事由を登録できること。 

(3) 納⼊期限⽇、債権計算対象外を登録できること。 

(4) 学籍番号がわからない場合は、学⽣検索ができること。 

(5) 債権内訳明細の項⽬は、収納項⽬名称、単価、請求額とすること。 

(6) 債権異動履歴の項⽬は、債権区分、債権異動⽇、債権異動理由コード、債権異動理由、請求額、異動額、決裁⽇

とすること。 

4) 授業料債権異動区分設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件で対象者を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) 複数対象者を選択し、⼀括で債権異動⽇、異動理由を登録できること。 

(3) 学籍番号がわからない場合は、学⽣検索ができること。 

(4) 検索条件は、年度、債権区分、異動事由、債権異動⽇（開始）、債権異動⽇（終了）、設置区分、所属、学籍番号

とすること。 

(5) 対象者の表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、所属、学年、⼊学年度、納期、債権区分、債権異動⽇、区分、債権異動

理由、異動額とすること。 

5) 学費債権額確認表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件により学費債権額確認表を Excel ファイルに出⼒できること。 

(2) 検索条件は、年度、納期、設置区分、所属、学籍番号 FROM-TO、⼊学年度 FROM-TO とすること。 

(3) 出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、設置区分（以上ヘッダ部）、学籍番号、学⽣⽒名、学年、学⽣所属、（前期）合計、（前

期）授業料、（後期）合計、（後期）授業料（以上詳細部）とすること。 

6) 授業料債権決裁⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件から対象者を検索し、画⾯に表⽰すること。 

(2) 複数対象者を選択し、決裁を登録できること。 

(3) 学籍番号がわからない場合は、学⽣検索ができること。 

(4) 検索条件は、年度、納期、設置区分、所属、学年、学籍番号、⽒名、発⽣のみ表⽰チェック、異動のみ表⽰チェ

ック、未決裁のみ表⽰チェックとすること。 

(5) 対象者の表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、学年、請求額、異動額、債権区分、理由、債権異動理由、債権異動⽇、

決裁⽇とすること。 

7) 授業料債権管理簿出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件により授業料債権管理簿を印刷できること。 

(2) データが多い場合は、改ページすること。 

(3) 指定項⽬は、年度、設置区分、学費部局、学⽣⾝分、学年、⼊学年度 FROM-TO とすること。 

(4) 出⼒項⽬は、年度、学年、設置区分、⼊学年度、学費部局、前期納⼊期限⽇、後期納⼊期限⽇、ページ（以上ヘ

ッダ部）、学籍番号、⽒名、当初債権⾦額、確定年額、前期授業料、前期異動額、前期理由、前期確定額、前期

⼊⾦⽇、後期授業料、後期異動額、後期理由、後期確定額、後期⼊⾦⽇（以上詳細部）とすること。 

8) 学費振込依頼書出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件により対象者を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) 本学指定のレイアウトで出⼒できること。本⽂のパターンは、複数設定・使⽤できること。 

(3) 通知パターン、印刷条件、対象者を指定し学費振込依頼書を印刷できること。 
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(4) 検索条件は、年度、納期、納⼊期限、設置区分、所属、学籍番号 FRPM-TO、学年、免除分延納申請者を除くチ

ェック、印刷済みを除くチェック、前の期を含むチェックとすること。 

(5) 通知パターンは、銀⾏振込⽤紙、督促状とすること。 

(6) 印刷条件は、形式（通常、⽩紙、枚数）、納⼊期限⽇、印刷⽇、取引⾦融機関、ログ出⼒チェックとすること。 

(7) 表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、⽒名カナ、学年、所属、納期、請求額、分納期、免除状態、印刷⽇とすること。 

9) 通知⽂設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 所属・通知区分毎に振込依頼書の通知⽂を登録・更新・削除できること。 

(2) 既存の通知⽂から複写ができること。 

(3) 登録項⽬は、通知区分、設置区分、所属、学校名称、肩書き、代表者、表題、本題とすること。 

10) ⼝座振替通知書出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件により対象者を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) 本学指定のレイアウトで出⼒できること。本⽂のパターンは、複数設定・使⽤できること。 

(3) 通知パターン、印刷条件、対象者を指定し⼝座振替通知書を印刷できること。 

(4) 通知パターンは、⼝座振替通知書とすること。 

(5) 印刷条件は、印刷⽇、⼝座振替⽇とすること。 

(6) 検索条件は、年度、納期、納⼊期限、設置区分、所属、学籍番号 FROM-TO、学年、免除分延納申請者を除くチ

ェック、印刷済みを除くチェック、前の期を含むチェックとすること。 

(7) 表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、⽒名カナ、学年、所属、納期、請求額、分納期、免除状態、印刷⽇とすること。 

11) ⼝座振替データ出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件により対象者を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) 出⼒モード、出⼒条件、対象者を指定し⼝座振替データを Excel ファイル及び CSV ファイルで出⼒できること。 

(3) 出⼒モードは、確認⽤ Excel ファイル、銀⾏連携ファイルとすること。 

(4) 出⼒条件は、⼝座振替⽇とすること。 

(5) 検索条件は、年度、納期、納⼊期限、取引⾦融機関、設置区分、所属、学籍番号 FROM-TO、学年、免除分延納

申請者を除くチェック、印刷済みを除くチェック、前の期を含むチェックとすること。 

(6) 表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、⽒名カナ、学年、所属、引落⽀店名、納期、請求額、分納期、免除状態、出⼒、

出⼒⽇、振替結果とすること。 

16.5. 学費⼊⾦に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 学費⼊⾦データ取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) テキストファイルを指定し⼊⾦データを照合し取り込む機能を有すること。 

(2) テキストファイルは、全銀協制定レコードフォーマットとすること。 

(3) エラーはログファイルに出⼒できること。 

(4) 取込結果件数（読込件数、照合件数、未照合件数）を画⾯に表⽰すること。 

2) 学費⼊⾦データ消込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件から⼊⾦データを検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) ⼊⾦データと請求情報が⼀致する場合は、学籍番号、⽒名カナ、必要⾦額、⼊⾦残額、請求⽇を表⽰すること。 

(3) 納⼊⾦額と請求⾦額が不⼀致の場合は、エラーを表⽰すること。 

(4) ⼊⾦データと請求情報の正しい紐付けを登録できること。 

(5) エラー情報を CSV ファイルに出⼒できること。 
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(6) 検索条件は、⼊⾦⽇ FROM-TO、エラー区分、年度、納期、収納確認済みを除くチェック、取消を除くチェック

とすること。 

(7) ⼊⾦データは、振込⼈番号、振込⼈カナ、⼊⾦額、⼊⾦⽇、学籍番号、⽒名カナ、請求額、⼊⾦残⾼、請求⽇、

エラー区分、確認、取消とすること。 

3) ⼝座振替結果データ取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊⾦⽇、テキストファイルを指定し⼝座振替結果データを照合し取り込む機能を有すること。 

(2) テキストファイルは、全銀協制定レコードフォーマットとすること。 

(3) エラーはログファイルに出⼒できること。 

(4) 取込結果件数（読込件数、振替済件数、振替不能件数）を画⾯に表⽰できること。 

4) ⼝座振替結果照会に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件により対象者を検索し、画⾯に表⽰⼜は集計表、明細表を印刷できること。 

(2) 検索条件は、年度、納期、振替予定⽇、印刷指定（集計表、明細表）、取引⾦融機関、設置区分、所属、学籍番

号 FROM-TO、振替結果チェックとすること。 

(3) 表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、⼝座番号、請求額、⼊⾦額、振替結果、⼝座振替⽇、振替予定⽇、引落銀⾏名、

顧客番号とすること。 

(4) 集計表の出⼒項⽬は、出⼒⽇、委託者コード、委託者名、振替予定⽇、取引⾦融機関名、取引⽀店名、⼝座番号、

処理件数、処理⾦額、未処理件数、未処理⾦額、結果内訳毎の件数、⾦額、例外の件数、⾦額、合計件数、合計

⾦額とすること。 

(5) 明細表の出⼒項⽬は、出⼒⽇、委託者コード、委託者名、振替予定⽇、取引⾦融機関名、取引⽀店名、⼝座番号、

合計件数、合計⾦額、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番号、学⽣⽒名、⽒名カナ、引落⾦額、引落⽇、引落結果、

引落銀⾏、引落⽀店、預⾦種⽬、⼝座番号、⼝座名義、顧客番号（以上詳細部）とすること。 

5) 学費⼊⾦設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学⽣毎に在校⽣⼊⾦情報の登録・更新・削除ができること。 

(2) ⼊⾦経路、⼊⾦⽇、学籍番号により登録情報があれば表⽰すること。 

(3) 表⽰項⽬は、請求番、学籍番号、⽒名、⽒名カナ、⼊⾦区分、⼊⾦経路、⼊⾦⽇、取引⾦融機関、確認とするこ

と。 

(4) 登録項⽬は、請求番、⽒名カナ、⼊⾦⾦額、取引⾦融機関、⼊⾦区分、⼊⾦経路、⼊⾦⽇とすること。 

6) 授業料収納確認⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件により対象者を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) 対象学⽣を選択し、確認が登録できること。 

(3) 収納確認書が印刷できること。 

(4) 検索条件は、⼊⾦⽇ FROM-TO、年度、納期、⼊⾦経路、学年、振替区分、設置区分、学費部局、未確認のみ表

⽰チェックとすること。 

(5) 表⽰項⽬は、選択、学籍番号、⽒名、学年、⼊⾦経路、振替区分、年度、納期、収納年⽉⽇、⼊⾦⽇、⼊⾦額と

すること。 

(6) 出⼒項⽬は、作成⽇、収納⽇、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番号、学⽣⽒名、学年、⼊⾦経路、振替区分、年

度、納期、⼊⾦額（以上詳細部）とすること。 

7) 学費収納台帳出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件により学費収納台帳を印刷できること。 

(2) データ件数に応じて改ページすること。 
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(3) 指定項⽬は、年度、納期、設置区分、所属、印刷順（学籍番号順、⽒名順、所属順）とすること。 

(4) 出⼒項⽬は、年度、所属、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番号、学年、⽒名、前期請求額、前期⼊⾦額、前期納

⼊⽇、後期請求額、後期⼊⾦額、後期納⼊⽇、備考（以上詳細部）とすること。 

16.6. データ照会・出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 個⼈毎学費情報照会に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学籍番号、年度により学費情報を画⾯で照会できること。 

(2) 表⽰項⽬は、⽒名（漢字）、⽒名（カナ）、学⽣所属、現況区分、学年、留学区分、<債権情報>前期請求状況（請

求⾦額、状態、納⼊期限⽇、前期請求状況、⼊⾦額、返⾦額、追徴額、最新⼊⾦⽇、授業料免除、分延納状態、

請求番）、後期請求状況（請求⾦額、状態、納⼊期限⽇、後期請求状況、⼊⾦額、返⾦額、追徴額、最新⼊⾦⽇、

授業料免除、分延納状態、請求番）、<分納情報>前期分納情報（分納期、分納⾦額、⼊⾦⽇、⼊⾦状況）、後期

分納情報（分納期、分納⾦額、⼊⾦⽇、⼊⾦状況）、<⼊⾦履歴>年度、納期、請求⾦額、⼊⾦⾦額、完納、最新

⼊⾦⽇、<異動情報>異動区分、異動事由、受付年⽉⽇、決裁年⽉⽇、予定開始⽇、予定終了⽇、実績開始⽇、

実績終了⽇、異動⽉数、備考、<⼝座情報>⾦融機関コード、⾦融機関名カナ、⽀店コード、⽀店名カナ、預⾦

種⽬、⼝座番号、⼝座名義⼈、⼝座名義⼈カナ、振替区分、振替停⽌理由、取引⾦融機関コード、取引⾦融機関

名、<連絡先情報>学⽣情報（名前、カナ、郵便番号、電話番号、住所）、書類送付先情報（名前、カナ、郵便番

号、電話番号、住所）とすること。 

2) 領収書出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 任意の条件により対象者を画⾯に表⽰できること。 

(2) 対象者を選択し、領収書を印刷できること。 

(3) 領収書の発⾏履歴を学籍番号から参照できること。 

(4) 検索条件は、年度、学年、設置区分、学費部局、学籍番号、⽒名とすること。 

(5) 表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、所属、⾦額、授業料（前期分、後期分）、年度、発⾏番号とすること。 

(6) 出⼒項⽬は、学籍番号、⽒名、住所、所属、⾦額、授業料（前期分、後期分）、年度、発⾏番号、発⾏者名、領

収年⽉⽇とすること。 

3) 授業料債権発⽣通知書出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 債権年度、所属等により債権発⽣通知書及び債権異動通知書を印刷できること。 

(2) 印刷条件は、債権年度、債権異動年⽉、設置区分、学費部局、帳票指定（債権発⽣通知、債権異動通知）とする

こと。 

(3) 債権発⽣通知書の出⼒項⽬は学費部局、ページ（以上ヘッダ部）、債権発⽣年度、学部、学籍番号、学⽣⾝分、

⼊学年度、学年、⽒名、債権発⽣年⽉⽇、理由、授業料（年額、前期、後期）、備考とすること。 

(4) 債権異動通知書の出⼒項⽬は異動理由、学費部局、ページ（以上ヘッダ部）、債権発⽣年度、学部、学籍番号、

学⽣⾝分、⼊学年度、学年、⽒名、債権異動年⽉⽇、理由、異動額（年額、前期、後期）、備考（以上詳細部）

とすること。 

4) 学費未請求者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、納期、所属等により学費未請求者⼀覧を印刷できること。 

(2) データ件数に応じて改ページすること。 

(3) 印刷条件は、年度、免除分延納申請者を除くチェック、⼝座振替不能者のみチェック、納期、設置区分、所属、

学籍番号 FROM-TO、学年とすること。 

(4) 出⼒項⽬は作成⽇、年度、学期、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番号、⽒名、所属、在学区分、振替区分、免除
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状態、分／延、請求⾦額（以上詳細部）とすること。 

5) 個⼈宛タックシール出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、納期、所属等により対象者を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) 対象者を選択し、指定のタックシールに印刷できること。 

(3) 検索条件は、年度、納期、未納者のみチェック、設置区分、所属、学籍番号 FROM-TO、学年 FROM-TO とする

こと。 

(4) 表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、送付先、連名、宛名のみ本⼈、送付先⽒名、送付先住所とすること。 

(5) 出⼒項⽬は、郵便番号、住所①、住所②、住所③、送付先⽒名、連名とすること。 

6) 収納額集計表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、⼊⾦⽇ FROM-TO 等により収納額情報を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) 収納額情報を Excel ファイルに出⼒できること。 

(3) 検索条件は、年度、⼊⾦⽇ FROM-TO、取引⾦融機関毎に出⼒チェック、学費部局とすること。 

(4) 収納額情報の表⽰項⽬は、⼊学年度、学費部局名、件数、⼊⾦額とすること。 

(5) 出⼒項⽬は、作成⽇、取引⾦融機関、⼊⾦⽇ FROM-TO（以上ヘッダ部）、⼊⾦⽉、学費部局、⼊⾦経路、件数、

⼊⾦額（以上詳細部）とすること。 

7) 授業料債権各種帳票出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度等を条件として、授業料収納集計表⼜は授業料債権⾦額部局別集計表⼜は授業料債権異動額部局別⼀覧表を

Excel ファイルに出⼒できること。 

(2) 指定条件は、帳票選択、年度、収納区分、学費部局とすること。 

(3) 授業料収納集計表の出⼒項⽬は、作成⽇、年度（以上ヘッダ部）、学費部局・⾝分毎に前期（債権発⽣⼈数、債

権発⽣額、債権異動⼈数、債権異動発⽣額、債権確定⼈数、債権確定額、収納済額、収納率）、後期（債権発⽣

⼈数、債権発⽣額、債権異動⼈数、債権異動発⽣額、債権確定⼈数、債権確定額、収納済額、収納率）、合計（債

権発⽣⼈数、債権発⽣額、債権異動⼈数、債権異動発⽣額、債権確定⼈数、債権確定額、収納済額、収納率）（以

上詳細部）とすること。 

(4) 授業料債権⾦額部局別集計表の出⼒項⽬は、作成⽇、年度、収納区分、学費部局、ページ（以上ヘッダ部）、学

⽣種別コード、学⽣種別、債権⼈数、債権年額、前期（債権⼈数、債権額）、後期（債権⼈数、債権額）、前期（債

権確定⼈数、債権確定額）、後期（債権確定⼈数、債権確定額）、前期（収納済⼈数、収納済額）、後期（収納済

⼈数、収納済額）、合計（前期計、後期計、合計）（以上詳細部）とすること。 

(5) 授業料債権異動額部局別⼀覧表の出⼒項⽬は、作成⽇、年度、学費部局、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番号、

学⽣⽒名、（前期、後期それぞれの）異動年⽉⽇、異動理由、異動額（以上詳細部）とすること。 

16.7. 分納延納⼿続きに関して以下の要件を満たすこと。 

1) 分納者設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 学籍番号等の条件により登録情報があれば検索し、表⽰できること。 

(2) 指定した学⽣の分納情報を登録・更新・削除できること。 

(3) 検索項⽬は、年度、納期、学籍番号、分納申請状態とすること。 

(4) 表⽰項⽬は、現況区分、学年、学⽣所属、⽒名、⽒名カナ、学費負担者、郵便番号、電話番号、住所、受付⽇、

許可⽇、状態更新⽇、理由、請求⾦額、合計⾦額、⼊⾦額、分納者内訳明細（⼊学年度、学年、学⽣所属、納期、

分納期、分納⾦額、納⼊期限）とすること。 

(5) 登録項⽬は、受付⽇、許可⽇、理由、分納者内訳明細（分納⾦額、納⼊期限）とすること。 
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2) 分納者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、納期、所属等の条件により分納者⼀覧を印刷できること。 

(2) データ件数に応じて改ページすること。 

(3) 指定条件は、年度、納期、設置区分、所属、分納申請状態とすること。 

(4) 出⼒項⽬は作成⽇、年度、学期、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番号、⽒名、現況区分、学⽣所属、学年、受付

⽇、振替区分、分納申請状態、備考（以上詳細部）とすること。 

3) 延納者設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、納期、学籍番号等の条件により登録情報があれば検索し、表⽰できること。 

(2) 指定した学⽣の延納情報を登録・更新・削除できること。 

(3) 検索条件は、年度、納期、学籍番号、延納申請状態とすること。 

(4) 表⽰項⽬は、現況区分、学年、学⽣所属、⽒名、⽒名カナ、学費負担者、郵便番号、電話番号、住所、受付⽇、

許可⽇、状態更新⽇、理由、納⼊期限、請求額とすること。 

(5) 登録項⽬は、受付⽇、許可⽇、理由、納⼊期限とすること。 

4) 延納者⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、納期、所属等の条件により延納者⼀覧を印刷できること。 

(2) データ件数に応じて改ページすること。 

(3) 指定項⽬は、年度、納期、設置区分、所属、延納申請状態とすること。 

(4) 出⼒項⽬は作成⽇、年度、学期、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番号、⽒名、現況区分、学⽣所属、学年、受付

⽇、期限⽇、振替区分、延納申請状態、備考（以上詳細部）とすること。 

5) 分納・延納者照会に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、納期、所属等により対象者を検索し、画⾯に表⽰⼜は CSV ファイルに出⼒できること。 

(2) 検索条件は、年度、納期、申請区分（分納、延納）、設置区分、所属、⼊学学年とすること。 

(3) 表⽰項⽬は、受付⽇、所属、学年、学籍番号、⽒名、現況区分、回数、請求額、⼊⾦額、期限、申請状態とする

こと。 

(4) 出⼒項⽬は、受付⽇、学⽣所属、学年、学籍番号、⽒名、現況区分、回数、請求額、⼊⾦額、期限、申請状態と

すること。 

16.8. 未納者照会に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 学費未納者出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、納期、所属等の条件により登録情報があれば検索し、表⽰できること。 

(2) 対象者を選択することで、<学⽣収納情報>⽒名、年度、納期、分/延、請求額、⼊⾦額、不⾜額、<連絡先情報

>⽒名、連絡先、郵便番号、電話番号、住所を表⽰すること。 

(3) 学費未納者⼀覧表を印刷できること。 

(4) データ件数に応じて改ページすること。 

(5) 検索条件は、年度、納期、設置区分、免除/分延納申請者を除くチェック、⼝座振替不能者のみチェック、学籍

番号、学年とすること。 

(6) 表⽰項⽬は、年度、納期、学籍番号、⽒名、現況区分、所属、学年、分/延、請求額、⼊⾦額、不⾜額とするこ

と。 

(7) 出⼒項⽬は作成⽇、年度、学期、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番号、⽒名、現況区分、要納⼊額、納⼊⾦総額、

不⾜額、書類送付先名、電話番号、備考（以上詳細部）とすること。 
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2) 督促状出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、納期、所属等の条件により対象者を検索し、画⾯に表⽰できること。 

(2) 通知パターン、印刷条件、対象者を指定し督促状を印刷できること。 

(3) 表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、⽒名カナ、学年、所属、納期、請求額、分/延、免除状態、印刷⽇とすること。 

(4) 検索条件は、年度、納期、納⼊期限、設置区分、所属、学籍番号 FROM-TO、学年、免除分延納申請者を除くチ

ェック、印刷済みを除くチェック、前の期を含むチェックとすること。 

(5) 通知パターンは、銀⾏振込⽤紙、督促状とすること。 

(6) 印刷条件は、形式（通常、⽩紙、枚数）、納⼊期限⽇、印刷⽇、取引⾦融機関、ログ出⼒チェックとすること。 

16.9. 年次処理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 年次処理に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 処理対象を選択し年次処理を実⾏する機能を有すること。 

(2) 処理年度更新は、処理年度とし、学費年度を⼊⼒した年度に変更すること。 

(3) ⼝座振替区分が「⼀時停⽌」の⼝座情報を「⼝座振替」に⼀括更新できること。 

(4) 更新件数を表⽰できること。 
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17. 授業料免除システム 

1) マスタ管理 

(1) 家計評価額の算出に必要な所得額や特別控除額を管理できること。 

(2) 選考に利⽤する成績の判定基準を管理できること。 

2) 基本情報設定 

(1) 学年/学期毎に免除対象の基準となる通算修得単位数を設定できること。 

(2) 成績管理システムと連携し、成績データから修得単位数及び学業成績データ（GPA）を集計できること。 

(3) 修得単位数は、移⾏措置による進学・卒業要件を反映した数値であること。 

3) 出願者管理 

(1) 申請⽅法（通常申請/簡易申請）/年度/募集時期/学籍番号だけのデータをファイルから取込み、迅速に出願者情

報を学納⾦システムに連携し、出願者への請求処理を停⽌できること。 

(2) 出願者情報はデータファイルからの取込み及び画⾯からの⼊⼒にて登録・更新できること。 

(3) ⼊⼒された情報から家計評価額を⾃動計算できること。 

(4) 出願者チェックリストや選考資料等、免除業務に必要な帳票類を出⼒できること。 

4) 免除者管理 

(1) 全額免除/半額免除/不承認の判定結果を登録できること。 

(2) 学費システムから取込んだ個⼈毎の授業料の請求額を基に免除額を計算するため、⻑期履修⽣等の正規授業料

と異なる学⽣の免除額も管理できること。 

(3) 学費システムと連携し、判定結果後の授業料の請求額を再設定できること。 

5) ⽂部科学省報告資料出⼒ 

(1) ⽂部科学省への報告資料を集計し、Excel ファイルに出⼒できること。 

17.1. 免除マスタに関して以下の要件を満たすこと。 

1) 管理マスタに関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 免除システムの基本情報である、⼤学名、免除率、家計評価額、免除利⽤所属等を登録できること。 

(2) 授業料免除項⽬は、免除率、成績判定基準（半期、1 年）、家計判定基準（家計評価額、充⾜率）、判定基準額

（全額免除⾦額、半額免除⾦額）、免除事由コード桁数、内訳桁数、特別な事情により納付困難コード、学部別

表⽰チェック、学部別成績集計対象チェック、学⼒評価記号（該当者、準該当者、⾮該当者）、留学⽣区分設定

（免除システムで扱う留学⽣区分と学籍システムの留学⽣区分の紐つけを⾏う）とすること。 

(3) ⼊学料免除項⽬は、免除率（学部）、免除率（⼤学院）、授業料免除と異なる家計判定基準を採⽤チェック、家

計判定基準（家計評価額、充⾜率）、判定基準額（全額免除⾦額、半額免除⾦額）、経済的理由及び学業優秀事

由コード、特殊な事情により納付困難事由コード、学部別表⽰チェック、学部別成績集計対象チェック、学⼒

評価記号（該当者、準該当者、⾮該当者）、留学⽣区分設定（免除システムで扱う留学⽣区分と学籍システムの

留学⽣区分の紐つけを⾏う）とすること。 

2) 区分マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 免除システムで利⽤する区分情報を登録する機能を有すること。 

(2) 区分名は、学⽣区分、学⽣種類とすること。 

(3) 登録する項⽬は、区分名、区分コード、区分名称とすること。 

3) 収⼊基準額マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 
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(1) 設置区分、免除区分、級地、世帯⼈数毎に、収⼊基準額を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、設置区分、免除区分、級地、世帯⼈数、収⼊基準額とすること。 

4) 特別控除額マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 対象者毎に、特別控除額を登録する機能を有すること。 

(2) 就学者（本⼈以外）を対象とする控除については、学⽣区分、公私区分、通学区分、控除額を登録する機能を

有すること。 

(3) 本⼈を対象とする控除については、学⽣区分、通学区分、控除額を登録する機能を有すること。 

(4) 世帯を対象とする控除については、⺟⼦・⽗⼦世帯控除額、障害者 1 ⼈につき控除額、主たる家計⽀持者別居

限度額、⽗⺟以外の所得 1 ⼈につき限度額を登録する機能を有すること。 

5) 給与所得マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 所得区分、収⼊⾦額、所得係数、基本控除額を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、所得区分、収⼊⾦額、所得係数、基本控除額とすること。 

6) 学種マスタ設定に関して、所属に対応する学種コードを登録できる機能を有すること。 

7) 学⼒判定基準マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 所属、学年等の条件毎に、学⼒判定基準となる成績評点を登録する機能を有すること。 

(2) 免除対象（授業料、⼊学料）、設置区分、学部、学⼒基準、学年 FROM-TO、成績評価 FROM-TO、学⼒判定可

チェック、評価記号、⾼卒認定情報、帳票印字記号を登録できる機能を有すること。 

(3) ⾼卒認定情報は、⾼卒認定コード、⾼卒⼊学者は⼊学試験の成績が本⼈の属する学部と学科における合格者上

位の⽐率、記号とすること。 

(4) 帳票印字記号は、基準単位不⾜者、最短修業年限を超える者、残留の者、仮進学の者、休学⽉数、奨学⾦受給

者とすること。 

8) 学⼒判定計算条件マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 設置区分、学⽣所属毎に、学⼒判定計算を⾏うための計算条件を登録する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、設置区分、学部、学科、学⼒判定計算条件（要件年度 FROM-TO、⼩数点端数処理、計算対象標語、

計算対象標語ポイント）とすること。 

9) 学⼒判定計算対象科⽬区分マスタ設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 設置区分、学⽣所属毎に、学⼒判定を⾏うための成績集計時に対象⼜は⾮対象となる科⽬区分を登録する機能

を有すること。 

(2) 登録項⽬は、設置区分、学部、学科、要件年度 FROM-TO、科⽬⼤区分、科⽬中区分、科⽬⼩区分、科⽬詳細区

分とすること。 

10) 学⽣検索に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 各種条件を基に、学⽣情報を検索する機能を有すること。 

(2) 検索条件は、学籍番号、在籍（在学、留学、休学、離席、全て、⽒名、⽒名カナ、⽒名英字、性別、設置、所

属、進学区分、⼊学区分とすること。 

17.2. 基本情報設定に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 通算標準修得単位数設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度毎に、学部学科別の通算標準修得単位数の登録・修正・削除を⾏う機能を有すること。 

(2) 前年度のデータを複写できること。 

(3) 登録項⽬は、⼊学年度、学部、学科、学年学期毎標準単位数とすること。 
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2) 学⽣数設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 所属毎の学⽣数を集計し、集計データの登録・修正・削除を⾏う機能を有すること。 

(2) 指定項⽬は、免除対象（授業料、⼊学料）、年度、時期（前期、後期）、設置区分、学部毎にある⽇付とするこ

と。 

(3) 学⽣数は、在学⽣数、私費留学⽣数、国費留学⽣数、外国政府派遣留学⽣数、休学者数とすること。 

3) ⼊学料/授業料設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度毎に、⼊学料及び授業料の登録・修正・削除を⾏う機能を有すること。 

(2) 前年度のデータを複写できること。 

(3) 登録項⽬は、免除対象（授業料、⼊学料）、⼊学年度、設置区分、学部、授業料（⼊学料）とすること。 

4) 債権データ取込に関して、学費システムの授業料債権データを取込み、免除判定時の免除額とする機能を有すること。 

5) ⼊学料/授業料収⼊設定に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度⼜は学期毎に、⼊学料及び授業料の収⼊額の登録・修正・削除を⾏う機能を有すること。 

(2) 学費システムが導⼊されている場合、債権データ取込の後、収⼊予定額を集計する機能を有すること。導⼊さ

れていない場合、学⽣数×授業料で初期値を設定する機能を有すること。 

(3) 登録項⽬は、免除対象（授業料、⼊学料）、年度、時期（前期、後期）、設置毎の収⼊予定額、免除可能額、徴

収済額とすること。 

6) 成績データ取込に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 教務システムの成績データを⼀括で取り込む機能を有すること。 

(2) 教職科⽬を計算対象として取り込めること。 

17.3. 出願者管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 出願者データ作成処理に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 取込ファイルを指定して出願者データを取り込む機能を有すること。 

(2) 取り込項⽬エラーはエラー情報として画⾯に表⽰できること。 

(3) 出願者情報として登録できること。 

(4) 出願者データは、受付番号、年度、時期、学籍番号、本⼈給与、本⼈給与以外、⽗給与、⽗給与以外、⺟給与、

⺟給与以外、その他１給与、その他１給与以外、その他２給与、その他２給与以外、その他３給与、その他３

給与以外、その他４給与、その他４給与以外、その他５給与、その他５給与以外、その他６給与、その他６給

与以外、その他７給与、その他７給与以外、本⼈通学区分、本⼈奨学⾦区分、本⼈前年度受給額、就学者設置

区分（公私区分）①、就学者学校区分（学種）①、就学者通学区分①、就学者前期免除区分①、就学者後期免

除区分①、就学者授業料年額①、就学者設置区分（公私区分）②、就学者学校区分（学種）②、就学者通学区

分②、就学者前期免除区分②、就学者後期免除区分②、就学者授業料年額②、就学者設置区分（公私区分）③、

就学者学校区分（学種）③、就学者通学区分③、就学者前期免除区分③、就学者後期免除区分③、就学者授業

料年額③、就学者設置区分（公私区分）④、就学者学校区分（学種）④、就学者通学区分④、就学者前期免除

区分④、就学者後期免除区分④、就学者授業料年額④、就学者設置区分（公私区分）⑤、就学者学校区分（学

種）⑤、就学者通学区分⑤、就学者前期免除区分⑤、就学者後期免除区分⑤、就学者授業料年額⑤、就学者設

置区分（公私区分）⑥、就学者学校区分（学種）⑥、就学者通学区分⑥、就学者前期免除区分⑥、就学者後期

免除区分⑥、就学者授業料年額⑥、就学者設置区分（公私区分）⑦、就学者学校区分（学種）⑦、就学者通学

区分⑦、就学者前期免除区分⑦、就学者後期免除区分⑦、就学者授業料年額⑦、就学者設置区分（公私区分）

⑧、就学者学校区分（学種）⑧、就学者通学区分⑧、就学者前期免除区分⑧、就学者後期免除区分⑧、就学者
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授業料年額⑧、就学者設置区分（公私区分）⑨、就学者学校区分（学種）⑨、就学者通学区分⑨、就学者前期

免除区分⑨、就学者後期免除区分⑨、就学者授業料年額⑨、就学者設置区分（公私区分）⑩、就学者学校区分

（学種）⑩、就学者通学区分⑩、就学者前期免除区分⑩、就学者後期免除区分⑩、就学者授業料年額⑩、⺟⼦

⽗⼦世帯、障害者数、本⼈が障害者、⻑期療養費、主たる家計⽀持者別居、被災額、家族数（授業料免除の場

合必須）、居住地（授業料免除の場合必須）、独⽴⽣計者、⽣活保護世帯、学⼒、申請区分、辞退とすること。 

2) 出願者チェックリスト出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 登録されている⼊学料/授業料免除の出願者データを確認するためのチェックリストを出⼒する機能を有する

こと。 

(2) データ件数に応じて、改ページすること。 

(3) 指定項⽬は、免除対象（授業料、⼊学料）、年度、時期（前期、後期）、設置区分、学部、学科、受付⽇ FROM-TO

とすること。 

(4) 出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、学期、所属、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番号、学年、収⼊（続柄、給与、給与外）、

本⼈（通学区分、学⽣⽀援機構、奨学⾦受給年額）、就学者（学校区分、公私区分、通学区分、前年度免除、授

業料年額）、特別控除（⺟⼦⽗⼦、障害者数、⽣活保護、独⽴⽣計、⻑期療養費、家計⽀持者別居費、災害額）、

判定情報（級地区分、申請区分、世帯⼈員）、家計特例者・進学区分・⼊学区分・留年区分・休学⽉数、直前学

期授業料納⼊の有無、直前学期授業料免除申請の有無、簡易申請者（以上詳細部）とすること。 

3) 出願者⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊学料/授業料免除の申請者/出願者データを個別に登録する機能を有すること。 

(2) 辞退を登録できること。 

(3) 登録項⽬は、年度、時期（前期、後期）、免除対象（授業料、⼊学料）状態（表⽰のみ）、分類（申請者・出願

者）、学籍番号、⽒名（表⽰のみ）、所属（表⽰のみ）、所得等の状況、特別控除額、その他、評価とすること。 

(4) 所得等の状況については、世帯⼈数、級地、独⽴⽣計チェック、⽣活保護世帯チェック、受付番号、出願区分、

所得明細（続柄区分、給与収⼊、給与外収⼊）、本⼈の奨学⾦明細（No.、分類、種別、収⼊⾦額、備考）とす

ること。 

(5) 特別控除額については、就学者控除明細（公私区分、学⽣区分、通学区分、前期、後期、授業料）、本⼈の通学

区分（⾃宅、⾃宅外）、出願者本⼈の控除、⺟⼦・⽗⼦世帯チェック、⺟⼦・⽗⼦世帯控除額、⽗⺟以外の所得、

障害者数、障害者控除額、⻑期療養費、⻑期療養者控除額、別居区分チェック、主たる家計⽀持者別居費、主

たる家計⽀持者別居控除額、被災額、災害控除額、家計特例者チェック、家計特例者、追加算定額、追加算定

額控除額とすること。 

(6) その他については、申請区分、免除の事由、備考とすること。 

(7) 評価については、学⼒評価、学⼒評価（表⽰のみ）、成績 AVG、成績 AVG（表⽰のみ）、修得単位、修得単位（表

⽰のみ）、特例者チェック、修業年限、学⼒評価、全額免除毎、全額免除毎の総所得⾦額（表⽰のみ）、奨学⾦

受給額（表⽰のみ）、特別控除額（表⽰のみ）、認定所得額（表⽰のみ）、収⼊基準額（表⽰のみ）、家計評価額

（表⽰のみ）、家計判定（表⽰のみ）とすること。 

(8) 出願区分について、免除対象が⼊学料の場合必須⼊⼒とすること。免除の場合は、不活性とすること。 

4) 免除債権データ連携に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 免除対象、年度、時期、申請条件等を検索条件として免除債権者を検索し、画⾯に表⽰すること。 

(2) 選択した学⽣を学費システムへ連動する機能を有すること。 

(3) 検索条件は、免除対象、連携（新規）/連携（再）、年度、時期、申請者/判定後、申請/辞退/取消、全て/全免/

半免/不承認、実⾏⽇とすること。 
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(4) 表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名、学部・研究科、実⾏⽇、今回（債権額）、変更後（債権額）、判定結果とするこ

と。 

5) 出願者補⾜⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、時期等を検索条件として出願者を検索し、画⾯に表⽰すること。 

(2) 評定平均、学⼒評価、免除の事由、備考を登録できること。 

(3) 出願者⼊⼒画⾯へ遷移できること。 

(4) 検索条件は、年度、時期、免除対象、設置、学部、免除の事由、評定平均未⼊⼒チェック、免除の事由未⼊⼒

チェックとすること。 

(5) 表⽰項⽬は、学籍番号、⽒名（漢字）、評定平均、学⼒評価、免除の事由、特別な事情の内訳、備考とすること。 

6) 出願者数⼀覧照会に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 免除対象、年度、時期、設置区分毎に設置分類毎の集計ができること。 

(2) 集計結果を画⾯に表⽰できること。 

(3) 画⾯に表⽰した統計データを Excel ファイルとして出⼒できること。 

(4) 表⽰項⽬は、（授業料免除の場合）学年別、（⼊学料免除の場合）⼊学年度別、性別、設置別出願者数、合計と

すること。 

7) 出願者名簿出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 抽出条件を指定し、登録されている⼊学料/授業料免除の出願者名簿を出⼒する機能を有すること。 

(2) データ件数に応じて、改ページすること。 

(3) 抽出条件は、免除対象（授業料、⼊学料）、年度、時期（前期、後期）、選択（部局、設置）、設置区分、学部、

学科、判定区分（空⽩、全額免除、半額免除、対象外）、対象（私費外国⼈留学⽣含む、私費外国⼈留学⽣除く、

私費外国⼈留学⽣のみ）とすること。 

(4) 免除対象が⼊学料の場合、検索条件に「⼊学料免除申請者」「徴収猶予申請者」の選択ができること。 

(5) 判定区分毎に改ページすること。出⼒順は、判定区分（全額免除、半額免除、対象外）の区分算定額順に出⼒

すること。 

(6) 免除対象が授業料の場合、出⼒項⽬は出⼒⽇、判定区分、年度、学期、所属、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番

号、⽒名、私費留学⽣区分、部局順位、区分所得算定額（全額免除:円）、区分所得算定額（半額免除:円）、免

除対象（円）、判定区分、備考（以上詳細部）とすること。 

(7) 全出願者の⼀覧を出⼒できること。出⼒順は、判定区分（全額免除、半額免除、対象外）の区分算定額順に出

⼒すること。 

8) 学⼒評点⼀覧出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 抽出条件を指定し、登録されている⼊学料/授業料免除の出願者の学⼒評点⼀覧を印刷する機能を有すること。 

(2) データ件数に応じて、改ページすること。 

(3) 抽出条件は、免除対象（授業料、⼊学料）、年度、時期（前期、後期）、設置区分、学部、学科、対象（新⼊⽣、

在校⽣）とすること。 

(4) 免除対象が授業料（在校⽣）の場合、出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、学期、所属、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番

号、⽒名、全学共通科⽬数・単位数（A+、A、B、C、（D）、E、合格、認定、科⽬数⼩計、単位数⼩計、科⽬

数合計、単位数合計）、専⾨科⽬科⽬数・単位数（A+、A、B、C、（D）、E、合格、認定、科⽬数⼩計、単位数

⼩計、科⽬数合計、単位数合計）、その他科⽬科⽬数・単位数（A+、A、B、C、（D）、E、合格、認定、科⽬数

⼩計、単位数⼩計、科⽬数合計、単位数合計）、学⼒評価、学⼒評定、基準単位数、基準単位不⾜、最短修業年

限、超過年数、休学⽉数、総合判定、備考（以上詳細部）とすること。 
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(5) 免除対象が授業料（新⼊⽣）の場合、出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、学期、所属、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番

号、⽒名、学⼒評価、学⼒評定、⼤検合格者、備考（以上詳細部）とすること。 

(6) 免除対象が⼊学料の場合、出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、学期、所属、ページ（以上ヘッダ部）、学籍番号、⽒名、

学⼒評価、学⼒評定、⼤検合格者、備考（以上詳細部）とすること。 

9) 選考資料出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 抽出条件を指定し、登録されている⼊学料/授業料免除の出願者の選考資料を印刷する機能を有すること。 

(2) データ件数に応じて、改ページすること。 

(3) 抽出条件は、帳票選択（選考調書、選考資料）、免除対象（授業料、⼊学料）、年度、時期（前期、後期）、学籍

番号⽒名を除くチェック、全免対象者を優先的に順位付けチェック、家計評価（全額免除、半額免除、免除対

象別）、学部等/⼤学院等、⼤学院後期課程を除く、免除申請者/徴収猶予申請者/徴収猶予（単願者のみ）/徴収

猶予（免除不許可）、私費外国⼈留学⽣含む/私費外国⼈留学⽣除く/私費外国⼈留学⽣のみ、印刷順（学籍番号、

家計評価順、充⾜率）、該当者（指定なし、全額免除、半額免除、⾮該当者）とすること。 

(4) 選考調書の出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、学期、所属、出願者数、適格者数、免除者数、ページ（以上ヘッダ部）、

学籍番号、⽒名、最短修業年限、学年、部局順位、総合評価（学⼒評定、家計評定、基準緩和、総合評価）、学

⼒評価（⾼校評定、成績 AVG）、家計評価（所得⾦額、⼈数、奨学⾦（年額）、特別控除、家族数、収⼊基準額、

区分所得算定額、充⾜率）、⺟⼦、障害者、療養、別居、災害、独⽴⽣計、⽣活保護、備考（以上詳細部）とす

ること。 

(5) 選考資料の出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、学期、所属、出願者数、適格者数、免除者数、ページ（以上ヘッダ部）、

学籍番号、⽒名、最短修業年限、学年、部局順位、総合評価（学⼒評定、家計評定、基準緩和、総合評価）、学

⼒評価（⾼校評定、成績 AVG）、家計評価（所得⾦額、⼈数、奨学⾦（年額）、特別控除、家族数、収⼊基準額、

区分所得算定額、充⾜率）、⺟⼦、障害者、療養、別居、災害、独⽴⽣計、⽣活保護、備考（以上詳細部）とす

ること。 

(6) 選考調書の場合、参照範囲を設定することにより、他キャンパスの出願者情報の参照を制限できること。 

10) 家計評価別⼈数表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 抽出条件を指定し、登録されている⼊学料/授業料免除の家計評価別⼈数表を出⼒する機能を有すること。 

(2) データ件数に応じて、改ページすること。 

(3) 抽出条件は、免除対象（授業料、⼊学料）、年度、時期（前期、後期）、家計評価（家計評価額、充⾜率）、設置

分類（学部、⼤学院）、設置区分（全て、法科⼤学院を除く、法科⼤学院のみ）、出⼒対象（指定なし、全額免

除、半額免除）、評価基準（指定なし、全額免除、半額免除）、課程（指定なし、学部、修⼠、博⼠、法科⼤学

院、その他専⾨職）とすること。 

(4) 出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、学期、所属、ページ（以上ヘッダ部）、家計評価額算定、所属毎の⼊学料（授業料）

⾦額、及び⼈数、⼈数⼩計、所要額⼩計、⼈数累計、所要額累計、所要額累計⽐、備考（以上詳細部）とする

こと。 

17.4. 免除者管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 免除判定⼊⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 免除対象、年度、時期毎に、承認、不承認、全額、半額を登録できること。 

(2) 授業料免除額（予算、全額、半額、予算残額）を算出し表⽰できること。 

(3) 抽出条件をもとに検索し、画⾯に表⽰すること。 

(4) 抽出条件は、免除対象、年度、時期、家計評価額、選択（全免、半免）、未処理チェックとすること。 
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(5) ⼀覧表⽰項⽬は、承認、不承認、学籍番号、⽒名（漢字）、設置区分、所属、学業成績平均、家計評価額、全額、

半額、免除額とすること。 

2) 免除集計表出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 抽出条件を基に免除集計表を出⼒できること。 

(2) データ件数に応じて、改ページすること。 

(3) 抽出条件は、免除対象（授業料、⼊学料）、年度、時期（前期、後期）、対象適⽤年度 FROM-TO、出⼒対象（私

費外国⼈留学⽣含む、私費外国⼈留学⽣除く、私費外国⼈留学⽣のみ）、内訳対象（全額免除者内訳数、半額免

除者内訳数）とすること。 

(4) 出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、学期、抽出条件（以上ヘッダ部）、学部、収⼊予定額、免除可能額、出願者数、免除

決定額（全額）、免除決定額（半額）、免除決定額（合計）、免除者数（全額）、免除者数（半額）、免除者数（合

計）、在学者数、休学者数、国費留学⽣数（以上詳細部）とすること。 

(5) 帳票に表⽰する免除額は免除判定⼊⼒にて設定した値を表⽰すること。 

3) 免除決定者名簿出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 抽出条件を基に⼊学料/授業料免除の免除決定者名簿を印刷する機能を有すること。 

(2) データ件数に応じて、改ページすること。 

(3) 抽出条件は、免除対象（授業料、⼊学料）、年度、時期（前期、後期）、決定者のみチェック、⽒名除くチェッ

ク、設置区分、学部、免除区分、出⼒対象（⼊学料免除決定者、徴収猶予予定決定者）とすること。 

(4) 出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、学期、設置、学部（以上ヘッダ部）、学籍番号、⼊進学年、学年、免除区分、免除額

（以上詳細部）とすること。 

(5) 全出願者の⼀覧を出⼒できること。出⼒順は、判定区分（全額免除、半額免除、対象外）の区分算定額順に出

⼒すること。 

(6) 帳票に表⽰する免除額は免除判定⼊⼒にて設定した値を表⽰すること。 

4) 免除猶予決定者名簿出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 年度、時期（前期、後期）、対象（⼊学料免除決定者、徴収猶予決定者）、決定者のみ、⽒名を除く、設置区分、

学部、免除区分により免除決定者名簿を出⼒できること。 

(2) ⼊学料免除決定者の場合、出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、学期、設置、学部（以上ヘッダ部）、学籍番号、⼊進学年、

学年、免除区分、免除額（以上詳細部）とすること。 

(3) 徴収猶予決定者の場合、出⼒項⽬は出⼒⽇、年度、学期、設置、学部（以上ヘッダ部）、学籍番号、⼊進学年、

学年、徴収猶予区分、徴収猶予額、徴収猶予⽇、備考（以上詳細部）とすること。 

(4) データ件数に応じて、改ページすること。 

17.5. 報告資料出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

1) ⽂部科学省報告資料出⼒に関して、以下の要件を満たすこと。 

(1) 免除対象（授業料、⼊学料）、年度により⽂部科学省報告資料を Excel ファイルに出⼒できること。 

(2) データ件数に応じて、改ページすること。 

(3) 免除対象が授業料の場合は、整理票 1、授業料免除実施状況（様式 1）、授業料免除実施状況（様式 2）、授業料

免除理由別実施状況（年間）（様式 3-1）、授業料免除理由別実施状況（年間）（様式 3-2）、授業料免除者と奨

学⾦受給者の状況（様式 4）、⼤学の学部の免除者及び免除実施額の内訳（様式 5）、寄宿料免除実施状況（様式

6）を出⼒すること。 

(4) 免除対象が⼊学料の場合は、整理票 2、⼊学料免除理由別実施状況（様式 7）を出⼒すること。 
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(5) 作成状況を処理状況メッセージとして表⽰すること。作成中は、「作成中」、終了した場合は「作成終了」等と

表⽰すること。メッセージは処理状況によって⾊を変えること。 

(6) 学種マスタが登録できること。 
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18. 寄宿舎管理システム 

18.1. 寄宿舎マスタに関して以下の要件を満たすこと。 

1) 収納項⽬マスタに関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 寄宿料、共益費、光熱⽔費等の収納項⽬の情報を登録・更新・削除する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は収納項⽬コード、収納項⽬名、収納項⽬略称、単価、債権⾃動計算有無、寄宿料区分とすること。 

2) 寄宿舎単価マスタ設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 寄宿舎、学⽣区分、部屋区分毎に単価を設定する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、寄宿舎、学⽣区分、部屋区分、単価とすること。 

3) 管理項⽬マスタ設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 寄宿舎管理システムで使⽤する帳票に表⽰する⽂⾔、⼝座振替依頼元の⼝座情報を設定する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、管理種別名、管理項⽬識別名、管理項⽬データとすること。 

4) 寄宿舎マスタ設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 寄宿舎に関する情報を登録・更新・削除する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、寄宿舎 No.、寄宿舎名称、寄宿舎名称カナ、郵便番号、都道府県、住所、電話番号、FAX 番号、

管理⼈⽒名、棟数、部屋数、定員数、備考とすること。 

5) 寄宿舎棟マスタ設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 寄宿舎毎に棟の情報を登録・更新・削除する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、寄宿舎、棟番号、棟名、郵便番号、都道府県、住所、電話番号、FAX 番号、管理⼈⽒名、部屋数、

定員数、備考とすること。 

6) 寄宿舎部屋マスタ設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 寄宿舎の部屋情報を登録・更新・削除する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、寄宿舎、棟、番号、階、部屋区分、部屋状況とすること。 

18.2. ⼊居者管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 学籍情報⼀括取込に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊居する学⽣の情報を CSV ファイルから⼀括で取り込む機能を有すること。 

2) ⼊居設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊居者に関する情報を登録・更新・削除する機能を有すること。 

(2) 登録項⽬は、学籍番号、⽒名（漢字、カナ、英字）、性別、⽣年⽉⽇、国籍、学⽣区分、⼤学名、連絡先（電話、

メール）、⼊居宿舎、⼊居棟、部屋番号、部屋区分、⼊居許可番号、⼊居許可⽇、⼊居予定⽇、退去予定⽇、⽀

払⽅法、収納項⽬、⾦額（単価）、配偶者⽒名、配偶者続柄、家族⽒名（複数名）、家族続柄（複数名）、引落⼝

座情報、備考とすること。 

(3) 登録項⽬のうち、学⽣区分、⼊居宿舎、⼊居棟、⽀払⽅法はプルダウンによる選択ができること。 

(4) ⼊居者情報は、教務システムの学籍情報と⼀元管理され、寄宿舎管理システムと共通する項⽬を教務システム

の学籍情報から引⽤できること。 

(5) 本学の学⽣以外の⼊居者情報も管理できること。 

(6) ⼊居者検索機能を有すること。検索項⽬は、学籍番号、⽒名（漢字、カナ、英字）、⼊居⽇、退去⽇、状態（⼊

居者、⼊居予定者、退去者）、⼊居宿舎、⼊居棟、部屋番号、学⽣区分、国籍とすること。 
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3) 退去設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 寄宿舎の退去者に関する情報の設定を⾏う機能を有すること。 

4) 部屋移動設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 寄宿舎の⼊居者について、部屋移動の設定を⾏う機能を有すること。 

5) メール送信処理に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊居者に対してメールの⼀括送信を⾏う機能を有すること。 

(2) 任意の条件で送信対象者を検索し、選択ができること。 

(3) 送信対象者を CSV ファイルから⼀括して取り込む機能を有すること。 

6) 寮⽣名簿出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 寮⽣（寄宿⽣）の名簿を⼀覧出⼒する機能を有すること。 

(2) 寮⽣（寄宿⽣）の名簿を PDF で出⼒する場合の表⽰項⽬は、部屋番号、学籍番号、⼊居者⽒名（漢字、カナ、

英字）、性別、国籍、学⽣区分、⼊居⽇、退去⽇、メールアドレスとすること。 

(3) 寮⽣（寄宿⽣）名簿の全情報をエクセルデータ⼜は CSV データで出⼒することができること。 

(4) 寄宿舎の棟毎に⼊居状況⼀覧を出⼒する機能を有すること。 

7) 許可証・証明書出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊居許可証、⼊寮証明書を出⼒する機能を有すること。 

(2) ⼊居許可証を本学指定のレイアウトで出⼒できること。表⽰項⽬は、発⾏⽇、⼊居許可番号、⼊居許可⽇、⼤

学名、⼊居者⽒名、⼊居許可期間、部屋区分、部屋番号、備考とすること。 

(3) ⼊居証明書を本学指定のレイアウトで出⼒できること。表⽰項⽬は、発⾏⽇、⼤学名、⼊居者⽒名（漢字、カ

ナ、英字）、⼊居許可期間、部屋単価、部屋番号、備考とすること。 

8) ⼊退寮管理票出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 寄宿舎の棟毎に、⽉別の⼊居者・退去者の集計表を出⼒する機能を有すること。 

18.3. 債権管理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 債権計算・全銀ファイル作成に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 寄宿舎の⼊居者について、寄宿料等の請求データを作成する機能を有すること。 

(2) ⽉次の⼊居⼈数計算を⾏う機能を有すること。 

(3) 銀⾏向け⼝座振替依頼⽤の全銀フォーマットデータを作成する機能を有すること。 

2) 債権検索に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊⼒された条件をもとに、債権情報を検索する機能を有すること。 

(2) 検索項⽬は、学籍番号、⽒名、カナ、英字、⼊居宿舎、⼊居棟、部屋番号、⽀払⽅法、収納項⽬、債権発⽣⽇、

収納状況（未収のみ、⼊⾦済）、⼊居状況（⼊居のみ、退去のみ）とすること。 

(3) 個別に債権の追加及び作成された債権の修正を⾏う機能を有すること。 

3) 現⾦等消込設定に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 現⾦及び銀⾏振込で⽀払われた債権を消し込むため、⼿動で債権の消込を⾏う機能を有すること。 

18.4. ⼊⾦処理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 全銀ファイル取込に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼝座振替の振替結果データを取り込み、債権の消込処理を⾏う機能を有すること。 

2) 振替データ照合に関して以下の要件を満たすこと。 
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(1) ⼊⼒された条件をもとに、⼝座振替結果を検索する機能を有すること。 

(2) 検索項⽬は、振替処理年⽉、⾦融機関、預⾦種⽬、⼝座番号、振替状態（振替エラー有り、振替正常）とする

こと。 

18.5. データ照会・出⼒処理に関して以下の要件を満たすこと。 

1) 債権管理簿出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) ⽀払⽅法別、⼜は収納項⽬別に債権管理簿を出⼒する機能を有すること。 

2) 領収書編集出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊居者向けに、領収書項⽬の編集を⾏い、領収書を発⾏する機能を有すること。 

3) 督促・未納出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) 督促通知書、未納者リストを出⼒する機能を有すること。 

(2) 督促通知書の本⽂パターンは、複数設定・使⽤できること。 

(3) 督促通知書の発⾏履歴を学籍番号から参照できること。 

4) 領収書⼀括出⼒に関して以下の要件を満たすこと。 

(1) ⼊⼒された条件をもとに、領収書を⼀括出⼒する機能を有すること。 

(2) 検索項⽬は、学籍番号、⽒名、カナ、英字、⼊居宿舎、⼊居棟、部屋番号、⽀払⽅法、収納項⽬、債権発⽣⽇、

出⼒⽅法（⼀括出⼒、選択出⼒）、発⾏状況（未発⾏、発⾏済み、すべて）、摘要（但し書き）とすること。 
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B. システム構成とハードウェアに関する要件 

1) 本システムは学務情報システムとしてのソフトウェアと、その動作に必要なサーバ等のハードウェア群から構成を想

定している。事務職員や学⽣・教員は、それぞれが普段使⽤している既存のパーソナルコンピュータ、スマートフォ

ン、タブレット等からシステムに接続して使⽤する。 

2) 本システムではキャンパスネットワークに加え、インターネットからのアクセスも許す。ハードウェア構成としては

下記を想定しているが、機能性能要件を過不⾜なく満たす構成であれば他の構成によって提案してもよい。別構成で

提案する場合は、機能性能が同等以上であることを数値等により具体的に説明すること。 

(1) データベースサーバ 1 式以上 

(2) 仮想サーバ 2 式以上 

(3) ストレージ装置 1 式 

(4) ネットワークスイッチ 2 式以上 

(5) 負荷分散装置 2 式 

(6) 無停電電源装置 1 式 

(7) 保守⽤ VPN ルータ 1 式 

(8) コンソール 1 式 

(9) バックアップ装置 1 式 

(10) Web 出願システムクラウド基盤 

19. データベースサーバ 1 式以上 

1) 負荷分散と可⽤性の向上のため、アプリケーションサーバが参照するデータベースは稼働系と待機系からなる 2 ノー

ド以上の HA クラスタとして構成する。 

2) 次の(1)〜(9)の要件をそれぞれ満たすデータベースサーバ 1 式以上を備え、全体で(10)以降の要件を満たすこと。 

(1) Intel Xeon E5-2637v4 プロセッサ⼜はこれと同等以上の機能・性能を有すると判断できる CPU を 2 以上備え

ること。CPU あたり 4 以上の Core を有すること。CPU あたりの L3 キャッシュは 15MB 以上であること。動

作周波数は 3.50GHz 以上であること。 

(2) 記憶として PC4-2400 相当以上の RDIMM を備え、合計 32GB 以上であること。 

(3) 1000Base-T のネットワークインタフェースを有し、22.ネットワークスイッチの内部側スイッチに接続するこ

と。 

(4) 物理容量 300GB 以上で 10krpm 以上、12Gb SAS 接続の内蔵ハードディスク 3 台を備え、RAID1＋ホットス

ペアとして構成すること。これらのハードディスクはホットプラグ可能であること。 

(5) 12Gb SAS ホストバスアダプタを 2 備え、21.ストレージ装置とマルチパス接続すること。 

(6) 電源及びファンは冗⻑構成であること。 

(7) 2U 以内のラックマウント型筐体であり、本学既設のラックに収納すること。24.無停電電源装置と連動して、

停電時の安全なシステム停⽌と復電時の⾃動起動、⽇時を指定したスケジュール運転ができること。 

(8) システムコンソール⽤として、1280×768 ピクセルの解像度で同時 1600 万⾊以上表⽰可能なグラフィック機

能を内蔵すること。グラフィックスディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスのための接続⽤イン

ターフェースを備え、26.コンソール装置と接続すること。 

(9) 独⽴したマネジメント⽤プロセッサと(3)とは別のネットワークインタフェースを有し、ネットワーク経由でサ

ーバの電源状態の監視とハードウェア障害検知ができること。サーバ OS のハングアップ時でも遠隔からハー
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ドウェア状態の確認・再起動・電源投⼊ができること。マネジメント⽤ネットワークインタフェースは 22.ネッ

トワークスイッチの内部側スイッチに接続すること。 

(10) Red Hat 社製 Red Hat Enterprise Linux Server Version 7 ⼜は Windows Server 相当以上の機能を有すると

判断されるオペレーティングシステムを備えること。 

(11) Oracle 社製 Oracle 12c SE2 相当以上の機能を有すると判断されるリレーショナルデータベース管理システム

（RDBMS）のライセンスを必要数備えること。なお、システムは、⻑期での利⽤を想定しているため、将来的

な基盤環境の変化を想定し、環境に依存しない構成になっていることが望ましい。このため、複数の RDBMS

に対応している場合は、得点を与える。 

(12) 稼働系がフェイルした際に⾃動的に待機系にサービスを引き継ぐ機能を備えること。 

20. 仮想サーバ 2 式以上 

1) 可⽤性の向上と計算機資源の効率的利⽤のため、DB サーバ以外のサーバは仮想サーバ上の仮想マシンとする。アプ

リケーションサーバ 5 台以上、認証サーバ 1 台、その他本システムの運⽤管理に必要なサーバをゲスト OS として仮

想サーバ上に構築すること、次の(1)〜(4)の要件をそれぞれ満たす仮想サーバ 2 式以上を備え、全体で(5)以降の要

件を満たすこと。 

(1) Intel Xeon E5-2640v4 プロセッサ⼜はこれと同等以上の機能・性能を有すると判断できる CPU を 2 以上備え

ること。CPU あたり 10 以上の Core を有すること。CPU あたりの L3 キャッシュは 25MB 以上であること。

動作周波数は 2.40GHz 以上であること。 

(2) 主記憶として PC4-2400 相当以上の RDIMM を備え、合計 64GB 以上であること。 

(3) 1000Base-T のネットワークインタフェースを 2 ポート以上有し、1 つは 22.ネットワークスイッチの内部側

スイッチに、もう 1 つは外部側スイッチに接続すること。 

(4) 19.の(4)〜(9)と同様の要件を満たすこと。 

(5) VMware 社製 VMware vSphere 相当以上の機能を有すると判断される仮想化環境管理ソフトウェアを備える

こと。⼀⽅のサーバがフェイルした際に⾃動的にもう⼀⽅のサーバに仮想マシンを移動してサービスを引き継

ぐ機能を備えること。 

(6) 仮想マシンは Red Hat 社製 Red Hat Enterprise Linux Server Version 7 ⼜は Windows Server 相当以上の機

能を有すると判断されるオペレーティングシステムを備えること。 

(7) 仮想サーバと仮想マシンは 24.無停電電源装置と連動して、停電時の安全なシステム停⽌と復電時の⾃動起動、

⽇時を指定したスケジュール運転ができること。 

(8) 統⼀認証システムの⼀部である LDAP 認証サーバのレプリケーションを⾏い、本システムへの認証サービスを

実⾏する認証サーバに相当する仮想マシンを 1 台以上備えること。 

(9) 学⽣教員クライアントが接続する Web サーバを実⾏するアプリケーションサーバ及び職員クライアントが接

続するアプリケーションサーバに相当する仮想マシンを合計 5 台以上備えること。 

(10) その他、バックアップや仮想マシン管理などのために個別のサーバが必要な場合は必要な仮想マシンを備える

こと。 

21. ストレージ装置 1 式 

1) データベースサーバと仮想サーバの共有外部ストレージとして、以下の要件を満たすストレージ装置を備えること。 

(1) デュアルコントローラ構成とし、コントローラあたり 4 つ以上の 12Gb SAS ホストポートを備えること。19.

データベースサーバ、20.仮想サーバとマルチパス構成で接続すること。 
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(2) 物理容量 300GB 以上で 15krpm 以上、12Gb SAS 接続のハードディスクを 11 台以上内蔵し、内 6 台以上で

RAID6 の RAID グループを DB サーバ⽤に構成、4 台以上で RAID6 の RAID グループを仮想サーバ⽤に構成、

残る 1 台をホットスペアとすること。これらのハードディスクはホットプラグ可能であること。筐体の増設な

く合計 24 台以上のディスクを収容可能であること。 

(3) 電源及びファンは冗⻑構成であること。 

(4) 2U 以内のラックマウント型筐体であり、本学既設のラックに収納すること。24.無停電電源装置と連動して、

停電時の安全なシステム停⽌と復電時の⾃動起動、⽇時を指定したスケジュール運転ができること。 

(5) コントローラ毎に管理⽤ネットワークインタフェースを備え、22.ネットワークスイッチの内部側スイッチに接

続すること。 

22. ネットワークスイッチ 2 式以上 

1) 本システムを構成するサーバ間を接続するため、以下の要件をそれぞれ満たす GbE スイッチ 2 式以上を備えること。

1 式以上を学内ネットワークとの接続⽤に使⽤し、これを外部側スイッチと呼ぶ。1 式以上を本システム内部のプラ

イベート接続⽤に使⽤し、これを内部側スイッチと呼ぶ。 

(1) IEEE802.3ab 準拠の 1000Base-T を 12 ポート以上有すること。 

(2) ポートベース VLAN 機能を有すること。 

(3) IEEE 802.1Q 準拠のタグ VLAN の機能を有すること。 

(4) RFC1213 準拠の MIB に対応している SNMP エージェント機能を有すること。 

(5) スイッチ⾃⾝の設定を遠隔から⾏う機能を有すること。その際に⽤いるプロトコルに SSH を含むこと。 

(6) スイッチ⾃⾝の設定ファイルを遠隔から投⼊する機能、及びバックアップする機能を有すること。その際に⽤

いるプロトコルには SFTP、SCP のいずれかを含むこと。 

(7) 1U 以内のラックマウント型の筐体であり、本学既設のラックに収納すること。24.無停電電源装置と連動して、

停電時の安全なシステム停⽌と復電時の⾃動起動、⽇時を指定したスケジュール運転ができること。 

(8) スイッチング容量は 128Gbps 以上であること。 

(9) フレーム転送レートとして 90Mpps（1 パケット=64Byte のとき）以上であること。 

23. 負荷分散装置 2 式 

1) 本システムへのクライアントからの接続をアプリケーションサーバに振り分けるため、以下の要件をそれぞれ満たす

負荷分散装置 2 式を備え、ホットスタンバイによる冗⻑構成とすること。 

(1) IEEE802.3ab 準拠の 1000Base-T を 2 ポート以上有し、1 つは学内 LAN の既存の接続⼝、1 つは 22.ネット

ワークスイッチの外部側スイッチに接続すること。 

(2) スループットは 1Gbps 以上であること。 

(3) 単⼀の仮想 IP アドレスへの HTTP/HTTPS セッションをすべてのアプリケーションサーバに振り分ける機能を

有すること。このとき、同⼀のセッションに属するパケットは、同じアプリケーションサーバへ中継すること。 

(4) レイヤ 7 レベルでアプリケーションサーバのヘルスチェックが可能であること。 

(5) セッションを振り分ける負荷分散の⽅式として、ラウンドロビン、コネクション数最⼩、レスポンスタイムの

いずれも選択可能であること。 

(6) 2048bit の鍵⻑に対して 1000TPS 以上の SSL アクセラレーション機能を有すること。 

(7) (1)とは別に管理⽤ネットワークインタフェースを備え、22.ネットワークスイッチの内部側スイッチに接続す

ること。 
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(8) RFC1213 準拠の MIB に対応している SNMP エージェント機能を有すること。 

(9) 設定を遠隔から⾏う機能を有すること。その際に⽤いるプロトコルに SSH を含むこと。 

(10) 設定ファイルを遠隔から投⼊する機能、及びバックアップする機能を有すること。その際に⽤いるプロトコル

には SFTP、SCP のいずれかを含むこと。 

(11) 1U 以内のラックマウント型筐体であり、本学既設のラックに収納すること。24.無停電電源装置と連動して、

停電時の安全なシステム停⽌と復電時の⾃動起動、⽇時を指定したスケジュール運転ができること。 

24. 無停電電源装置 1 式 

1) 本システムを構成する 19.〜23.の機器を停電から保護するために、以下の要件を満たす無停電電源装置 1 式を備え

ること。無停電電源装置は複数台で構成し、全体として以下の要件を満たしていること。 

(1) 停電・復電の検知及び停電時の電源供給機能を有すること。復電後の機器の起動順を調整する機能を備えるこ

と。 

(2) 19.〜23.までの機器を接続し、これらの機器に対して次項で⽰す停⽌完了想定時間まで電源を供給できること。 

(3) 3 分以上停電が継続した場合には、本システムを構成する機器間の停⽌順序を考慮し、安全にシステムが停⽌さ

れるよう設定を⾏うこと。このために追加のハードウェア及びソフトウェアが必要な場合はそれらを本調達に

含めること。機器毎の停⽌開始時間、停⽌完了想定時間、及び無停電電源装置毎の機器の割り当て、最⼤消費

電⼒等の容量計算の根拠を提案書に明記すること。 

(4) ⽇時指定でこの無停電電源装置⾃体から⼆次側への給電を⾃動起動・⾃動停⽌するスケジュール運転機能を備

えること。スケジュールにより、無停電電源装置から⼆次側への給電を⾃動停⽌させる場合に、その無停電電

源装置へ接続されている装置を安全に停⽌させる機能を備えること。スケジュールにより、無停電電源装置か

ら⼆次側への給電を⾃動起動させる場合に、その無停電電源装置へ接続されているサーバ系を起動させるよう

に設定できること。 

(5) 次の各項の機能を有する単⼀のソフトウェア及び必要なライセンスを備えること。このソフトウェアを動作さ

せるためのハードウェア及びソフトウェアが必要な場合は、それらを本調達に含めること。 

① 24.及び 27.における全ての無停電電源装置の状態監視 

② 24.及び 27.における全ての無停電電源装置の設定変更 

(6) 活性挿抜にて交換可能であるバッテリ⼜はバッテリモジュールを備えること。 

(7) バッテリの劣化により、(3)項の要件を満たすだけの電源容量が確保できなくなった時点で、受注者の窓⼝及び

システム管理者にメールで通知する機能を備えること。 

(8) ラックマウント型筐体であり、本学既設のラックに収納すること。各装置と連動して、停電時の安全なシステ

ム停⽌と復電時の⾃動起動、⽇時を指定したスケジュール運転ができること。 

25. 保守⽤ VPN ルータ 1 式 

1) 受注者が本システムを遠隔保守するために VPN ルータを備えること。なお、受注者が対向で使⽤する VPN ルータ等

は受注者側で⽤意するものとし、本システムには含めない。 

(1) PPTP による受注者側保守拠点からの VPN 接続ができること。 

(2) 1000Base-T のネットワークインタフェースを、内部（LAN）⽤と外部（WAN）⽤各 1 系統以上備えること。

外部⽤は本学が指⽰する学内 LAN の接続⼝、内部⽤は 22.ネットワークスイッチの内部側スイッチに接続する

こと。 

(3) IEEE 802.1Q 準拠のタグ VLAN の機能を有すること。 
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(4) スイッチ⾃⾝の設定を遠隔から⾏う機能を有すること。その際のプロトコルに SSH を含むこと。 

(5) スイッチ⾃⾝の設定ファイルを遠隔から投⼊する機能、及びバックアップする機能を有すること。その際のプ

ロトコルに SFTP、SCP のいずれかを含むこと。 

(6) 本学既設のラックに収納すること。 

26. コンソール 1 式 

1) 本学既設の 19 インチの EIA 規格に準拠したラックに次の装置を備えること。 

(1) 本学既設のラック内に 19.及び 20.のサーバでキーボード、ポインティングデバイス、ディスプレイを共有する

ための切り換え器を備えること。 

(2) 本学既設のラック内に JIS 規格に準拠するキーボード、ポインティングデバイス、対⾓ 17 インチ以上・解像度

1280×768 ドット以上の TFT 液晶ディスプレイを備え、前項の切り替え器を操作することで、19.と 20.の任

意のサーバの保守作業を⾏えること。 

27. バックアップ装置 1 式 

1) オフサイトのバックアップ⽤にバックアップ装置と無停電電源装置各を備えること。 

(1) 19.〜26.の装置群を設置するサーバ室とは異なる、本学千代⽥キャンパス内の別建物に収容し、キャンパスネ

ットワーク経由でデータのレプリケーションを⾏うこと。 

(2) 物理容量 2TB 以上で SAS 接続の内蔵ハードディスク 4 台以上を備え、RAID5 として構成すること。 

(3) 1000Base-T のネットワークインタフェースを有し、学内 LAN の既存の接続⼝に接続すること。 

(4) 1U 以内のラックマウント型筐体であり、既設のラックに収納すること。 

(5) 2U 以内のラックマウント型筐体の無停電電源装置を備え、バックアップ装置と連動して、停電時の安全なシス

テム停⽌と復電時の⾃動起動、⽇時を指定したスケジュール運転ができること。活性挿抜にて交換可能である

バッテリ⼜はバッテリモジュールを備えること。借⼊期間中の交換⽤バッテリとバッテリ交換作業は本調達に

含める。 

(6) 各サーバ及びディスク装置からバックアップ装置へのスケジュールバックアップが⾏えるバックアップ⽤のソ

フトウェアと必要なライセンスを備えること。各サーバからのバックアップスケジュールを設定すること。 

28. ハードウェア管理・監視機能 

1) 各サーバはハードウェア障害を検知する機構を有し、障害発⽣時にはシステム管理者と受注者の障害対応窓⼝に⾃動

的にメールで通知すること。周辺機器についても適切な死活監視を⾏い、必要に応じて警告を通知できること。この

ために別途サーバやハードウェアが必要な場合は提案に含むこと。障害検知・通報機能を冗⻑化する必要はない。 

2) 27.バックアップ装置の機能によって、データベース及び各サーバのシステムディスクのバックアップとリストアが

可能であること。ネットワークスイッチや負荷分散装置に⾏った設定は装置外部に設定ファイルとして書き出し・復

元ができること。 

3) システム管理者及び受注者の保守作業⽤アカウントによる、コンソール及び保守⽤ VPN ルータを経由したログインだ

けを許すように調整すること。 

29. Web 出願システムクラウド基盤 

1) システムの形態 

(1) アプリケーションサービスプロバイダ（Application Service Provider。以下、「ASP」という。）を利⽤し、シ
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ステムを構築するサーバ等は災害及び情報セキュリティ等の観点から、安全性・信頼性の⾼い⽇本国内の事業

所（データセンター）を利⽤していること。 

(2) システム障害や⾃然災害及び⽕災等の⼈的災害が発⽣した場合に備え、バックアップサイトを別拠点にて構築

していると共に、メインサイトにおいても⼆重化を構築しておくなど、代替⼿段等により、通常時と同等の業

務が遂⾏できること。また、その際、データ等に破損が⽣じないよう対策がとられていること。本項⽬につい

ては必ず詳細な提案資料を提出すること。 

(3) システムの構成機器は、情報システム安全対策基準（平成 9 年 9 ⽉ 24 ⽇（通商産業省告⽰第 536 号））を満た

した場所⼜は同等以上の場所に設置されること。委託業務履⾏場所及びデータ保管場所への⼊退室管理、防災

防犯対策を適正に⾏えること。本項⽬については必ず詳細な提案資料を提出すること。 

(4) ファイアウォール等の機能により、外部からの攻撃（Layer4 まで）及びデータの改ざんに対する防御を⾏って

いること。 

(5) 本システムで本学が使⽤する Web サーバ、アプリケーションサーバ、データベースサーバといったサーバは本

学独⾃に割り当て、他⼤学と共存しないことを基本とする。なお、仮想サーバ環境に構築する場合は、仮想サ

ーバが本学独⾃に割り当てられておけば可とする。 

(6) データベースに格納する志願者に関するデータについてはカラムレベル単位で AES256 以上の強度の暗号化⽅

式で暗号化されていること。 

2) 監視機能 

(1) Web 出願システムでは稼動監視として下記の監視を⾏うこと。 

① PING による死活監視 

② PORT 監視 

③ バナー応答監視 

④ DNS 応答時間監視 

⑤ プロセス・リソース監視 

⑥ URL 監視 

3) キャパシティプラン 

(1) Web 出願システムでは、システム⾼負荷時期を想定した設計を年度毎に⾏うこと。 

① トラフィック帯域 

② レスポンスタイム 

③ サーバリソース使⽤率 

④ コネクション数 

⑤ スループット 

⑥ SSLTPS 

4) ファイアウォール設計 

(1) ファイアウォールについては、以下の⽅針で設計すること。 

① インターネットから本システム間の通信制御を⾏い、グローバルアドレスとプライベートアドレスのアド

レス変換を⾏うこと。 

② インターネットから本システム宛の通信は、MIP を使⽤すること。 

③ 本システムからインターネット宛の通信は、NAT を使⽤すること。 

④ 本番サイトは、冗⻑構成とすること。 

⑤ DR サイトは、SSL-VPN 装置と併⽤し、かつシングル構成とすること。 
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5) サーバ基本設計 

(1) サーバ基本⽅針 

① ウェブサーバおよびデータベースサーバはすべて仮想サーバとして構築すること。 

② サーバに設定するアカウントはシステム更改作業およびシステム保守に必要な最低限のアカウントのみ設

定すること。 

③ セキュリティの観点から各サーバへの ssh ログインでは root での直接ログインは許可しない設定とする

こと。 

④ ログローテーション設定は apache の各インスタンスおよび、syslog で出⼒されるログについては個別に

設定すること。 

⑤ DR サイトに構築するサーバのうち、vSphere Replication 対象サーバの設定は⼀定間隔にて⾃動同期さ

れること。 

⑥ DR サイトに構築するサーバのうち、vSphere Replication 対象サーバ以外の設定は本番サイトで構築さ

れているサーバ設定と同じに構成すること。 

(2) 構成設計 

① ディスク構成 

・ サーバのディスク容量とディスクパーティションの使⽤⽤途により最適なディスク容量を算出し、予測利

⽤容量の 1.2〜2 倍の設定を⾏うこと。 

② セキュリティ設計⽅針 

・ iptables と selinux は停⽌し、通信制御の役割は外部 FW にて実施すること。 

・ システム構成上、不要なサービスは停⽌し、⾃動起動を抑⽌する。また、メンテナンスアクセスに関する

機能についても、必要最⼩限のものに留めること。 

・ 動的なコンテンツの⽣成に必要なデータを保存するデータベースサーバは、インターネットに接続された

ネットワークからは直接アクセスできないネットワーク構成とすること。 

・ ssh による root による直接のログインは許可しないこと。 

(3) Web サーバ設計 

① ⽤途以外の不要なサービス機能は全て無効になるように設定すること。 

② サービス⽤途を明確にし、サービスが必要とする通信ポート以外は制限すること。 

③ Web サービスは、⼀般ユーザ権限で起動し、その⼀般ユーザはログオン不可とすること。 

④ 各サーバには既存システムと同じ運⽤管理⽤のアカウントを作成すること。 

⑤ ssh での root ユーザ権限でのダイレクトログイン機能は許可しないこと。 

⑥ Apache 設計 

・ ソースからコンパイルしてインストールすること。 

・ インストールオプションと追加導⼊モジュールは既存システムと同様のものを⽤意するとともに追加で

mod_deflate をインストールすること。 

・ 導⼊するバージョンの関係で tomcat の呼び出しに必要な mod_proxy と mod_proxy_ajp を組み込むも

のとする。 

・ 各ホストはインスタンスとして起動させ、コンフィグ、起動ファイルも個別に⽤意するものとする。 

・ Apache のアクセスログとエラーログのログローテーションは 14 世代のローテーションとすること。 

(4) DB サーバ設計 

① 各 DB に対するアクセス制御はアカウントで制御し、接続元 IP アドレスなどでの制御は実施しないこと。 
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② DB に設定される⼀部のアカウントを除き、アカウント毎にアクセスできる DB を設定すること。 

③ DB サーバの 2 号機へのデータレプリケーションとは別に、データベースのデータ領域、データベースの

コンフィグレーションファイルをバックアップすること。 

④ MySQL レプリケート設計 

・ DB サーバが 2 台構成の場合、レプリケーション構成とし、2 号機は読み取り専⽤として稼働させること。 

・ DR 側の DB サーバは、メイン側のマスタ DB サーバをレプリケーション対象とすること。 

・ DR 側の DB サーバは、読み取り専⽤として稼動させること。 

・ DB サーバのレプリケーション構成はサーバペアで⾏うこと。 

6) 信頼性設計 

(1) ネットワークの冗⻑については、以下の⽅針で設計すること。 

① 基本設計⽅針 

・ 本システムは、障害発⽣時においても継続してサービス提供が⾏えるよう各システムの物理構成ならびに

論理構成の冗⻑機能を⽤いた設計とすること。 

・ 本番サイトは、Active/Standby 構成として単体障害対策を実施すること。 

・ 本番サイトは、アプライアンスの HA 機能を使⽤して冗⻑化を実施すること。 

・ 本番サイト障害が発⽣した場合は、特定の FQDN を DR サイトへ切り替えること。 

・ バックアップサイトはシングル構成とし、障害対策は実施しない⽅針とする。 

・ 障害発⽣時の設計は、単位障害を想定し、複合障害は考慮外とする。 
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（性能・機能以外に関する要件） 

1. 設置条件等（Web 出願システムを除く。） 

1) 本システムは、本学国⽴キャンパス法⼈本部棟 7 階サーバルーム、及び千代⽥キャンパス学術総合センター6 階サー

バルームに設置すること。 

2) 本調達物品に必要な⼀次側電源設備については本学が⽤意する。 

3) その他の設置場所の電源に関しては、本学担当者と打ち合せのこと。これ以外の種類の電源を必要とする機器類につ

いては、変換器などにより適切に対処すること。これに必要な機器類などは受注者が提供すること。 

4) ただし、本学が⽤意した電源設備だけでは供給不可能である場合には必要な電源設備とその搬⼊・据付・配線・調整

を本調達に含めて⾏うこと。 

2. 保守体制等（Web 出願システムを除く。） 

1) 本調達はシステム導⼊後 1 年間の保守を含むこととし、2 年⽬以降の保守は別途契約とする。導⼊から少なくとも 5

年間は以下の要件を満たす保守体制等を維持すること。 

2) 本システムの保守体制を整え、保守担当者を明確にし、提案書に明記すること。 

3) 1 ⽇ 24 時間、週 7 ⽇間連続運転の運⽤体制のため、週末・夜間・祝⽇等に障害が発⽣した際の連絡体制を明確にす

ること。また、平⽇の午前 9 時 00 分から午後 5 時 00 分の間以外は遠隔地からの状態監視が⾏えるような通信装置

を⽤いて監視を⾏い、障害発⽣時は、本学担当者に連絡し、併せて対処を⾏うこと。 

4) 平⽇（⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、12 ⽉ 29 ⽇から 1 ⽉ 3 ⽇、及び受注者の指定する⽇以外の⽇。ただし、受注者の指

定する⽇は 1 ヵ⽉以上前に通知し、本学担当者が合意することを条件とする。）の午前 9 時 00 分から午後 5 時 00

分の間に発⽣した障害には、障害通知後１時間以内にリモート保守や SE 等を派遣する等、障害復旧のための対応⾏

動を開始すること。また、それ以外の時間帯については翌平⽇の午前 9 時 00 分から１時間以内に障害復旧のための

対応⾏動を開始すること。 

5) 障害等対処、その他システム運⽤について、必要な情報・資料等を提供し、質問・問い合わせに対して適切かつ速や

かに応答できる SE を配置すること。 

6) ハードウェア監視機能を有し、サーバに異常が発⽣した場合は、管理者に通知する機能を有すること。 

7) リモート接続により本学の運⽤環境に接続し、保守サービスを提供すること。なお、リモート接続の⽅式等について

事前に本学と協議の上、サポート環境を構築すること。また、リモート接続のための回線使⽤料は、保守費⽤に含め

ること。 

8) オンサイトによる保守業務の場所は、ハードウェア設置場所（本学国⽴キャンパス法⼈本部棟 7 階サーバルーム、及

び千代⽥キャンパス学術総合センター6 階サーバルーム）とすること。また、保守業務に当たっては、危険の予防に

留意するとともに、⽕災、盗難及びその他の事故等の防⽌に努めること。 

9) 障害時の連絡体制として、電話、FAX、電⼦メール等のいずれかの⽅法で常時受付を⾏うこと。なお、操作上の不明

点や運⽤に関する質問、及びシステムの設定⽅法等への問い合せについては、Web システムによって、夜間・休⽇

に関係なく、24 時間 365 ⽇受け付けができること。ただし、メンテナンス期間は除くものとする。当該 Web シス

テムでは、過去の問い合わせ内容や類似の質問及び FAQ が検索可能であること。また、問い合わせデータを⼀元管

理し、本学の必要に応じて問い合わせ担当者⽒名、登録⽇、件名、問い合わせ内容、回答内容等のデータを Excel

ファイルでダウンロードできること。また、当該 Web システムの利⽤ユーザは、本学にて登録・削除が可能である

こと。上記の条件を満たした上で、実績として既に 5 年以上の稼動実績がある場合は、得点を与える。 

10) システムの障害発⽣時には、本学と協議の上で、以下の対応を⾏うこと。なお、パソコン本体の障害及び学内のネッ
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トワーク障害は保守対象外とする。 

(1) 障害切分け、関係者との調整 

(2) システムの障害の場合は、原因究明と復旧 

(3) システム以外の障害の場合は、本学への連絡 

(4) 複合的な要因であった場合は、本学と協議の上対応⽅法を決定すること。 

11) 障害修復の状況についてはその都度、本学担当者に報告書を提出すること。 

12) 本システムの定期点検（アクセスログやリソース等の監視、計画停電時におけるサービス停⽌・再開時の動作確認を

含む）を⾏うこと。なお、頻度、点検⽇、時間等については本学と協議すること。また、定期点検に関する報告書を

遅滞なく本学担当者に提出すること。 

13) マスタテーブル、データ等のバックアップ機能を有し、ハードウェアの故障等により不整データが発⽣した場合、速

やかに復旧すること。 

14) 以下の要因で不整データが発⽣した場合は本学と協議の上、データ復旧の⽀援を⾏うこと。 

(1) 本学の操作ミスに起因する不整データが発⽣した場合 

(2) 本学の運⽤の都合により、データの戻しや復旧が必要となった場合 

15) 本学のソフトウェア環境と同等の開発環境を保持し、バージョン管理を⾏うこと。また、同環境にて検証⽐較や試験

が実施できること。 

16) 仕様の⼀部あるいは全部を他社製品で満たしている場合にも、これらの製品のアフターサービス、保守等に受注者が

責任を持ち保守体制に従って対応すること。 

17) OS を含むすべての導⼊されたソフトウェアに、バグもしくはセキュリティホール等の致命的な⽋陥が発⾒された場

合は、本学と協議の上、バージョンアップを含めた対処を実施すること。ただし、対処後も導⼊ソフトウェアの正常

動作を維持すること。なお、対処費⽤は保守費⽤に含まれること。 

18) 本学の環境や構成の変更に対して以下の技術⽀援を⾏うこと。 

(1) システムの機能追加や変更を検討する場合は、設定⽅法や運⽤についての助⾔を⾏うこと。また、プログラム

の追加・変更が必要な場合あるいはハードウエア設定の追加変更が発⽣した場合は、⾒積作業を実施すること。 

(2) OS 変更等のシステム環境変更を検討する場合の問い合わせ対応を⾏うこと。 

(3) ブラウザソフトの種類やバージョンアップを検討する場合の問い合わせ対応を⾏うこと。 

(4) 次期システムへの移⾏時には、システム移⾏を⽀援すること。 

19) 保守業務に使⽤する電⼒及び⽤⽔費は、本学の負担とする。 

20) 保守業務の履⾏により、既存の設備⼜は建物等に汚染もしくは損傷を与えるおそれがあるときは、適切な⽅法で養⽣

すること。また、汚染もしくは損傷を与えたときは、速やかに本学の指⽰により原状に復すること。 

21) 保守業務の終了に当たっては、使⽤した⼯具、資材等の後⽚付け及び業務場所の清掃を⾏うこと。 

22) 保守業務に際して、本仕様書に明記されていない事項については、その都度本学と協議すること。 

3. 教育・⽀援体制等（Web 出願システムを除く。） 

1) システム運⽤及び操作に係るマニュアルを紙媒体（2 部）及び電⼦データで提供すること。マニュアルには以下の事

項を記載すること。 

(1) 機能の概要を詳細に記載すること。 

(2) 操作⽅法をわかりやすく記載すること。機能の⽬的、設定に対する影響、処理の流れ、注意事項、要点毎のア

ドバイス等をわかりやすく記載すること。 

(3) 当該機能の画⾯イメージを掲載すること。 
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(4) 各項⽬の説明として処理内容、登録可能バイト数を詳細に記載すること。 

(5) 取込データがある場合、当該データのデータ形式を詳細に記載すること。また、出⼒データがある場合、当該

データのデータ形式を詳細に記載すること。 

(6) 出⼒帳票がある場合、出⼒するサンプルを掲載すること。 

(7) 仕様に変更があった場合および及び本学担当者が指⽰する事項について速やかに修正を加えること。 

2) 上記 1)のマニュアルは、事務職員⽤（Web 及び CS）、教員⽤（Web）、学⽣⽤（Web）など操作対象者毎に提供す

ること。英語版の教員⽤マニュアル及び学⽣⽤マニュアルを提供できる場合は、得点を与える。 

3) 導⼊機器には⽇本語あるいは英語の操作マニュアル１部を添付すること。なお、英語の場合は翻訳したものを併せて

添付すること。 

4) 上記 1)から 3)に掲げるマニュアルについて、システムの変更があった場合は、その都度提供すること。 

5) マニュアル提供に要する経費は本調達に含まれること。 

6) 本学教務担当職員に対し、事前知識を習得する等システムの円滑な運⽤のため計画的な教育・訓練を⾏い、そのため

の講習会を導⼊前の前⽉までに１⽇間（合計４時間）実施すること。講習会を２⽇間（合計８時間）実施する場合は、

得点を与える。 

7) 良好な運⽤の継続に備えるため、定期的な会合を持ちシステムの状態に関する報告を⾏うこと。なお、開催頻度や⽇

程等については本学と協議すること。 

4. セキュリティ（Web 出願システムを除く。） 

4.1. セキュリティ監査 

1) システム構築後、インターネットから接続可能なサーバについて、第三者機関のセキュリティ専⾨サービスにより次

の(1)及び(2)に挙げる診断を⾏い本学と共に報告を受けること。また、報告によって問題が指摘された場合は、本学

が認めた軽微なものを除いて対策を講じること。次の(3)のテストを実施する場合は、得点を与える。 

(1) プラットホーム診断（ネットワーク診断と呼ぶ場合もある） 

・ ツールによる⾃⼰診断に加えてエンジニアによる有⼈の調査を⾏うこと。 

(2) Web アプリケーション診断（Web インターフェースを持つサーバのみ） 

・ OWASP Top 10/2013 ⼜は 2017 テスト項⽬を網羅したもの。 

・ 個⼈情報を含むデータベースに接続する主要なユーザーインターフェースについて実施すること。 

(3) ペネトレーションテスト 

・ 専従のエンジニアが１名１⽇以上侵⼊テストを⾏うこと。 

・ 上記(1)及び(2)においてペネトレーションテストを⾏い、含めることもできる。 

4.2. 定期検査 

1) システム稼働期間中は、定期メンテナンス等において 1 年に１回以上セキュリティ診断を実施し、問題がある場合に

は対策を実施すること。 

4.3. 専⾨機関に報告された脆弱性への対応 

1) CERT、JPCERT 及びベンダーで報告されたセキュリティに関する問題点が本システムに関係する場合は対応策を⽰

し、本学の指⽰に基づき速やかに対策を⾏うこと。 
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4.4. ログの分析と不正アクセス等への対処 

1) 直接⼜はネットワークを介したシステムへのアクセスログ、エラーログを管理し、必要に応じて参照及び電⼦データ

出⼒が⾏えること。万⼀、システムへの侵⼊や攻撃、マルウエアへの感染等の可能性が認められた場合はそれらを停

⽌させ、本学の指⽰に基づきログを調査するとともに、適切な処置を⾏いシステムの回復と再発防⽌対策を講ずるこ

と。 

5. Web 出願システムのコールセンター 

1) 出願登録する志願者を対象として出願期間中を開設期間とし、1 ⽇あたり⽇本時間で午前 10 時から午後 5 時の間は

有⼈にて対応できること。なお、1 ⽇あたりの開設時間はこれより⻑くてもよい。連絡体系については本学と打ち合

わせの上決定すること。コールセンターの業務範囲は、出願登録を希望する志願者からの出願登録のための操作及び

検定料収納代⾏決済に係る質疑応答を主とし、本学固有の⼊試制度等への質疑には⼀切回答しないこと。本学固有の

⼊試制度等についての質疑には本学にて対応する。 

2) 管理⽤を対象としてシステム保守等に係るコールセンターを開設し、⼟⽇祝⽇（出願期間を除く。）及び年末年始（12

⽉ 29 ⽇〜1 ⽉ 3 ⽇）を除く平⽇の午前 10 時から午後 5 時において、電話での連絡を受け付ける体制を整えること。

なお、電⼦メールによる問合せは 24 時間受け付ける体制を整えること。 

3) 本システムにおける以下のログを収集し、本学の求めに応じて提供すること。 

(1) 志願者操作ログ 

(2) データ処理に関する操作ログ 

4) 本システムのログインログを収集し、本学の求めに応じて定期的（2 か⽉に⼀回）に提供すること。 
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Ⅲ．総合評価基準 

1. 性能・機能及び技術等の評価⽅法 

調達物品の性能・機能及び技術等（以下、「性能等」という。）の評価は、本学が作成する「学務情報システム仕様

書」（以下、「仕様書」という。）及び本「総合評価基準」（以下、「評価基準」という。）に基づき以下の通り評価を⾏

う。 

なお、「仕様書」及び「評価基準」に記載されていない性能等は評価の対象としない。 

また、「仕様書」及び「評価基準」に記載されている性能等であっても、⼊札機器の性能等が本学としての必要度・

重要度に照らして、必要な範囲を超え、評価する意味のないものは、評価の対象としないことがある。 

「評価基準」に記載する性能等について、「仕様書」に記載する要求要件（以下、「技術的要件」という。）を満たし

ているか否かを判定し、評価に応じて「評価項⽬」に⽰す加点の範囲内で得点を与える。 

「技術要件」を満たしているか否かの判定及び「評価項⽬」に基づき付与する得点の判定は、本学技術審査職員に

おいて、⼊札機器に係る技術仕様書及び「評価項⽬」に基づき付与する得点を判定し、本学技術審査職員において、

⼊札機器に係わる技術仕様書その他の⼊札説明書で求める提出資料の内容を審査して⾏う。 

2. 総合評価の⽅法及び落札者の決定⽅法について 

⼊札価格及び性能等の総合評価は、次の各要件に該当する⼊札者のみに対して⾏い、「3. 総合評価の⽅法」によっ

て得られた数値の最も⾼い者を落札者とする。（当該数値の最も⾼い者が２⼈以上あるときは、当該者にくじを引かせ

て落札者を決定） 

・ 予定価格の制限の範囲内の⼊札価格を提⽰した⼊札者であること。 

・ ⼊札機器の性能等が「仕様書」で指定する技術的要件を全て満たしている⼊札機器を提案した⼊札者であるこ

と。 

3. 総合評価の⽅法 

1) ⼊札価格に対する得点配分と、性能等に対する得点配分は、等しいものとする。 

2) ⼊札価格の得点は、⼊札価格を予定価格で除して得た値を⼀から減じて得た値に⼊札価格に対する得点配分を乗

じた値とする。 

3) 総合評価は、⼊札者の⼊札価格による得点に該当⼊札者の申込みに係る性能等の評価の各評価項⽬の得点の合計

を加えて得た数値をもって⾏う。 
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性能・機能及び技術等の評価得点配分表 

項⽬番号 評価項⽬ 得点 

Ⅱ.（包括的業務要件）

2.1 1) 

年間を通じての利⽤を想定している本システムについては、システムを利⽤しての

業務運⽤をスムーズに⾏うために、本学からの問合せや依頼に対して請負者は迅速

に対応を⾏うこと。問合せや依頼については、本システム内のサブシステム間を跨

いだものも想定すること。請負者の体制として、本システムの営業・開発・保守が

1 箇所の拠点に集約されている場合は、得点を与える。 

5 

Ⅱ.（包括的業務要件）

2.1 2) 

提案するシステムは、以下の条件を全て満たす稼働実績を 3 校以上有すること。5

校以上の稼動実績を有する場合は、得点を与える。 

(1) 在籍学⽣数が 10,000 ⼈以上かつ⽂系学部を有する国⽴⼤学法⼈における実

績であること。 

(2) 国⽴⼤学法⼈において、学籍管理システム、履修管理システム、成績管理シス

テムを稼働させていること。 

(3) ⼀部の学部ではなく、国⽴⼤学法⼈において、全学的に 5 年以上稼働させて

おり、⼊札時点でも稼働中であること。 

15 

Ⅱ.（包括的業務要件）

2.1 3) (2) 

学⽣及び教員向けの操作は全て Web から⾏えること。また、職員の操作について

は、CS ⼜は Web、もしくは両⽅式を併⽤することにより⾏えること。職員の操作

は学⽣・教員と同様に Web ブラウザだけで全ての操作が⾏えることが望ましいが、

インストール⽤プログラムの実⾏のみでクライアントソフトウェアのインストール

とサーバへの接続設定が可能であれば、専⽤のクライアントソフトウェアを⽤いる

提案でも良い。Web ブラウザだけで全ての操作が⾏えるか、専⽤クライアントでも

個別にはデータベースにアクセスせずに HTTPS によるアプリケーションサーバへ

のアクセスを経由する場合は、得点を与える。 

5 

Ⅱ.（包括的業務要件）

2.1 16) 

学⽣・教員が利⽤する Web システムは、⽇本語と英語のページを提供すること。

また、ログイン画⾯及びログイン後の任意の時点で、⽇本語と英語のページをユー

ザが切り替えを⾏う機能を有すること。応札時点での標準機能として要件を満たし

ている場合は、得点を与える。 

10 

Ⅱ.（包括的業務要件）

2.1 20) 

CS のマニュアル参照機能について、以下の全ての要件を満たす場合は、得点を与え

る。 

(1) CS の各機能を起動しているときに紙媒体を参照することなくマニュアルを表

⽰する機能を有すること。 

(2) 当該機能を利⽤中に「F1」ボタンを押下するなど、１つの動作でマニュアル

を呼び出すことができること。 

(3) マニュアルを本学で編成できる機能を有すること。 

5 

Ⅱ.（包括的業務要件）

2.1 22) (1) 

Web 履修登録において、500 ⼈が 40 分以内に履修登録を完了できることを証明す

る資料を提⽰すること。なお、１件あたりの処理は 5 秒以内に完了すること。本学

と同規模以上の⼤学における実データを⽤いた例が 3 件以上の場合は、得点を与え

る。 

10 
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Ⅱ.（包括的業務要件）

2.1 26) 

学⽣が利⽤する機能についてはスマートフォンに対応していること。なお、スマー

トフォンで使⽤される標準的なブラウザに対応していること。PC ⽤ Web サイトと

は別に、スマートフォン専⽤ Web サイトを持ち、かつスマートフォン専⽤ Web サ

イトと PC ⽤ Web サイトを画⾯上で切り替えられること。スマートフォン専⽤ Web

サイトについてはスマートフォン⽤に最適化されたデザイン、レイアウト及び UI

を有すること。スマートフォン専⽤ Web サイトと PC ⽤ Web サイトの切り替えに

ついては、ログイン画⾯及びログイン後の任意の時点で切り替えることができるこ

と。応札時点での標準機能として要件を満たしている場合は、得点を与える。 

10 

Ⅱ.（性能・機能に関

する要件）A.ソフト

ウェアに関する要件 

1.4 7) 

1) 本学が採⽤する４学期制（春学期、夏学期、秋学期、冬学期）のほか２学期制、

３学期制等、多学期制のカリキュラムに柔軟に対応可能なこと。また、４学期制に

対応できることを具体的な画⾯を⽤いて提案書内にて証明すること。 

2) ２学期制と４学期制等、複数の学年暦が混在した運⽤ができること。 

3) 異なる学年暦の学部や研究科が混在した運⽤ができること。 

4) 同⼀の学部や研究科において、開講年度によって異なる学年暦が混在した運⽤

ができること。 

5) ある学部や研究科について、任意の年度からの２学期制から３学期制への変更

等、学年暦の切替が可能なこと。 

6) 学期の設定は、年度と所属毎に設定できること。 

7) 応札時点での標準機能として、上記、多学期対応できることを提案書内で証明

できた場合は、得点を与える。 

5 

Ⅱ.（性能・機能に関

する要件）A.ソフト

ウェアに関する要件 

6.2 2) (4) 

本学の移⾏措置制度に対応できること。移⾏措置については、参考資料４「卒業・

後期課程進学要件表（平成 28 年度以前⼊学⽣）」を参照すること。応札時点での標

準機能として、実際のシステム内で、本学の移⾏措置による進学・卒業要件を設定

等ができることを具体的なシステム上の画⾯イメージを⽤いて提案書内で証明でき

た場合（詳細は参考資料４を参照）は、得点を与える。 

10 

Ⅱ.（性能・機能に関

する要件）B.システ

ム構成とハードウェ

アに関する要件 

19. 2) (11) 

Oracle 社製 Oracle 12c SE2 相当以上の機能を有すると判断されるリレーショナル

データベース管理システム（RDBMS）のライセンスを必要数備えること。なお、シ

ステムは、⻑期での利⽤を想定しているため、将来的な基盤環境の変化を想定し、

環境に依存しない構成になっていることが望ましい。このため、複数の RDBMS に

対応している場合は、得点を与える。 

5 

Ⅱ.（性能・機能以外

に関する要件） 2. 

9) 

障害時の連絡体制として、電話、FAX、電⼦メール等のいずれかの⽅法で常時受付

を⾏うこと。なお、操作上の不明点や運⽤に関する質問、及びシステムの設定⽅法

等への問い合せについては、Web システムによって、夜間・休⽇に関係なく、24

時間 365 ⽇受け付けができること。ただし、メンテナンス期間は除くものとする。

当該 Web システムでは、過去の問い合わせ内容や類似の質問及び FAQ が検索可能

であること。また、問い合わせデータを⼀元管理し、本学の必要に応じて問い合わ

せ担当者⽒名、登録⽇、件名、問い合わせ内容、回答内容等のデータを Excel ファ

イルでダウンロードできること。また、当該 Web システムの利⽤ユーザは、本学

にて登録・削除が可能であること。上記の条件を満たした上で、実績として既に 5

5 
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年以上の稼動実績がある場合は、得点を与える。 

Ⅱ.（性能・機能以外

に関する要件） 3. 

2)  

1) システム運⽤及び操作に係るマニュアルを紙媒体（2 部）及び電⼦データで提

供すること。マニュアルには以下の事項を記載すること。 

(1) 機能の概要を詳細に記載すること。 

(2) 操作⽅法をわかりやすく記載すること。機能の⽬的、設定に対する影響、処理

の流れ、注意事項、要点毎のアドバイス等をわかりやすく記載すること。 

(3) 当該機能の画⾯イメージを掲載すること。 

(4) 各項⽬の説明として処理内容、登録可能バイト数を詳細に記載すること。 

(5) 取込データがある場合、当該データのデータ形式を詳細に記載すること。また、

出⼒データがある場合、当該データのデータ形式を詳細に記載すること。 

(6) 出⼒帳票がある場合、出⼒するサンプルを掲載すること。 

(7) 仕様に変更があった場合及び本学担当者が指⽰する事項について速やかに修

正を加えること。 

2) 上記 1)のマニュアルは、事務職員⽤（Web 及び CS）、教員⽤（Web）、学⽣⽤

（Web）など操作対象者毎に提供すること。英語版の教員⽤マニュアル及び学⽣⽤

マニュアルを提供できる場合は、得点を与える。 

5 

Ⅱ.（性能・機能以外

に関する要件） 3. 

6) 

本学教務担当職員に対し、事前知識を習得する等システムの円滑な運⽤のため計画

的な教育・訓練を⾏い、そのための講習会を導⼊前の前⽉までに１⽇間（合計４時

間）実施すること。講習会を２⽇間（合計８時間）実施する場合は、得点を与える。 

5 

Ⅱ.（性能・機能以外

に関する要件） 

4.1. 1) (3) 

システム構築後、インターネットから接続可能なサーバについて、第三者機関のセ

キュリティ専⾨サービスにより次の(1)及び(2)に挙げる診断を⾏い本学と共に報告

を受けること。また、報告によって問題が指摘された場合は、本学が認めた軽微な

ものを除いて対策を講じること。次の(3)のテストを実施する場合は、得点を与える。 

(1) プラットホーム診断（ネットワーク診断と呼ぶ場合もある） 

・ツールによる⾃⼰診断に加えてエンジニアによる有⼈の調査を⾏うこと。 

(2) Web アプリケーション診断（Web インターフェースを持つサーバのみ） 

・OWASP Top 10/2013 ⼜は 2017 テスト項⽬を網羅したもの。 

・個⼈情報を含むデータベースに接続する主要なユーザーインターフェースについ

て実施すること。 

(3) ペネトレーションテスト 

・専従のエンジニアが１名１⽇以上侵⼊テストを⾏うこと。 

・上記(1)及び(2)においてペネトレーションテストを⾏い、含めることもできる。 
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計  100 
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