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6 電子計算機 システ ムの概 要及び設 置状 況 (平成 18年 3月末 日現在)

労災行政情報管理 システムは､労災保険機械業務処理の処理形態か らホス トコン

ピュータによる集中処理及びデータの集中管理を行 うため､ CS7802 (平成 1

8年 1月更改)によ り運用 されている｡機器構成は次の とお りである｡

(1)中央処艶装置ハー ドウェア群

ア 中央処理キャビネ ッ ト (PCC :ProcessorColnple.xCabinet)

(チ) 中央処理装置 (王P:InstructionProcessor)

ホス トコンピュータの中心部分であり､計算な どのデータ処理や入出力､

プログラムされた命令の解釈及び実行の制御､システム全体の制御など､全

体的なコン トロールを行 う装置である｡人間でいえば頭脳 に当た り､オープ

ン系では一般だ射こCPU と呼ばれるものと同様であるO

具体的には､制御部､演算処理部及び緩衝記憶部等か ら構成 され､CS7

802の中央処理装置 (IP)の能力は､ ⅠⅩR 5800 (平成 17年 12

月未まで使用)の中央処理装置 (IP) と同等の能力を有 している｡

(イ) 主記憶装置 (M SU :舶inStorageUnit)

osや個々のプログラムデータが一時的に苦己憶せ れ､l中央処理装置 (iP)

や入出力処理装置 (tS IOP)の要求に基づいて､プログラムやデータの

読み出しや書き込みを高速に行 うための装置である｡

主記憶部､制御回路及びデイ ･クロック等か ら構成 されてお り､現在の構

成では､ 128MW の容量を搭載 している｡

(ウ) ネットワーク ･インタフェース･モジューJV (NIM :NetworkInterfaceModule)

システム制御装置 (SCF)とLANで接続 され中央処理装置 (IP)､主

記憶装置 (M SU)､ス トレージ ･コン トローラ (SC)等の監視をシステム

制御装置 (SCF)か ら行 うための伸介装置である｡

(ェ) システム ･クロック装置

pccの各装置の時間的なタイ ミングをとるためのシステムクロックの生

成及び供給機能 を持つ装置である｡

(a) 入出力装置

入出力処理装置 (CSIOP)､チャネル ･ラック ･モジュール (CRM)

及び各種チャネル ･アダプタ (CA)で構成 され､中央処理装置 (IP)か

らの要求により､主記憶装置 (M SU)､補助記憶装置 (巌気ディスク)､周

辺装置 (嵐気テープ､印書装置等)及びネ ッ隼 ワー ク機器 との間のデータ転

送 とその制御 を行 う装置である｡

イ システム制御装置 (IM S :InfrastmcturèManagedServices)

磯器構成情報､稼働情報を持ち､システムの立ち上げか ら終了までこれ らを



監視､制御す る装置である｡巨大化､多様化 したシステムを無人運転及び統合

管理す るための統合運用システムを支援す る装置であ り､マンマシン ･インタ

フェースを給称 したものである｡

主に､システムの投入 ･切断操作､制御機能､無人運転支援機能及び保守 ･

診断支援機能等があるo

ウ 統合システム監視制御装置A PSC :AutomaticPowerandS.ys_te-mCont=rol

自動で中央処理キャビネ ッ ト､付帯設備及び周辺装置の電源の投入や切断を

実行 した り､異常検出時に警報の鳴動や既定の動作を実行す る装置である｡

(2)周辺装置系のハー ドウェア群

ア 通信制御装置

(ア) コンセ ン トレ一夕

FDDI(高速光LAN)用チャネル ･アダプタとFDDIを接続するた

めの通信制御装置であるO

イ 補助記憶装置

(ア) 磁気デ ィスク装置 (SANA ren.a3200型)

装置 1台当.た り最大 M O2 :192パ ック

M O3 ニ288パ ック

M O4 .384パ ック

M O5 :480パ ック

平均アクセスタイムは､ 6. 2ミリ秒

データ転送速度 16. 0MB/秒

(イ) カー トリッジ式磁気テープ装置 (JPP5036-U S4型)･

記録密度 75, 742B/インチ

データ転送速度 16. 0MB/秒

テープ速度 2m/秒

巻き戻 し時間 約 40秒

トラック数 36

ウ 印書装置

(ア) 日本語印書装置 (∫PP5200型)

印書速度 :5, 226行/分 (6LP I)

印書文字 :IIS第 1､第 2水準漢字､声非漢字､ユーザ登録､文字

(イ) 高速イ ンパク ト型 日本語印書装置 (∫PPO775型)

印書速度 :1000行/分

行印字数 :136字/行 (日本語)

印書文字 こJIS第 1､第 2水準漢字､非漢字

印書間隔 :横 10文字 1イ ンチ､縦 6又は 8桁/インチ
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｢年金たる保険給付の受給権者の定期報告｣に係 る

点検等事務の外部委託の変更について

平成17年12月支払期に向けての年金給付等に係 る機

械処理事務に当たっての留意事項について

｢削除データチェック リス ト｣の送付について

労災就学等援護費支給要綱の一部改正に伴 う機械処

理事務等について′

平成18年4月支払期 に向けての年金給付等に係 る機械

処垂事務に当たっての留意事項について

｢石綿 による健康被害の救済に関する法律｣に基づ

く特別遺族給付金に係 る機械処理事務の開始につい
て

｢年金たる保険常付の受給権者の定期報告lに係 る

点検等事務の外部委託について



18.4. 6

18.4.14

18.5.2

18,5.2

18.5.2

18.5.30

18.7.5

18.8.ll

〔伝送関係〕

18.2.6

事 務 連 絡

事 務 連 絡

基労保発第05〕射)1号

基労保発第倣 )肥号

事 務 連 絡

事 務 連 絡

事 務 連 絡

基労保発第0811001号

基労保発第0206001号

平成18年6月支払期に向けての年金給付等に係る機械

処理事務に当たっての留意事項について

労災就学等援護費支給要綱の一部改定t.-L～伴 5～機観数
理事務について

平成18年6月における年金たる俸険給付の襲穐後者の
定期報告に係る機械処理事務等について

平成18年度における労災等就学援護費支給対象者の

定期報告に係 る機械処理事務等について

遺族 (補償)年金に係 る定期報告妻の点検等事務処

理における留葛事項について

平成18年8月支払期に向けての年金給億等特像考機械
処理事務に当たっての留意事項についで

平成18年10月支払期に向けての年金給付等に係 る機

械処理事務に当たっての留意事項につセ､て

｢スライ ド率等の改定等による変更改 定通知書｣及

び ｢年金額等変更 リス ト｣の送付について

｢都道府県労働局､労働基準監督署象び公共職甚安

定所における労働保険の給付事務等に係 る情報セキ

ュリティ対策の実施について,｣甲一部改正について

〔申請 ･届出等処理支援システム関係〕

17.10.17

18.1.23

18.3.17

〔その他〕

基発第~1017001号

基発第0123002号

毒発第0317001号

｢労働基準行政情報システムに係 る機械処理 (電子

申請関連編)｣の一部改正について

労働基準行政情報システ ムに係 る事務処理手引 (蛋

子申請関連)の改正ばっいて

｢労働基準行政情報システムに頗 る額械些理手引 (電

子申請関連楓)jの一部改正について



17.9.15

17,9.15

17.9.15

17.9.15

17.9.15

17.9.15

17.9.15

17.9.15

17.9.15

17.9.15

17.9.20

17.12.12

18.2.8

18. 2. 8

基労保発第031弧)1号

基労保第第C915XB号

基労保発第伯15XB%

基労倶発第Q31幻姓号

基労保発第0)1抑〕5号

基労保発第のlgX6号

基労保発第001肝 号

基労保発第001珊 号

基労保発第001紛 号

基労保発第0015DIO音

基労保発第脚 〕1号

基労保発第121弧)1号

基労保発第02C脚)1号

基労保発第02(掛刀2号

労働基準監督署の再編整理 に伴 う労災保険機械処理

事務の取扱いについて

労働基準監督署の管轄区域変更に伴 う労災保険機械

処理事務の取扱いについて

労廟基準監督署の再編整理 に伴 う労災保険機械処理

事務の取扱いについて

労働基準監虐 署の管轄区域変更に伴 う労災保険機械

処理事務の取扱いについて

労働基準監督署の再編整理及び管轄区域変更に伴 う

労働保原 番号の変更処理及びその取扱いにっいて

労働基準監督署の管轄区域変更に伴 う労働保険番号

の変更処理及びその取扱い,について

公共職業安定所の再編整理及び管轄区域変更に伴 う

労伸鹿険番号の変更処理及びその取扱いについて

労働基準監督署の再編整理及び管轄区域変更に伴 う

労働爆瞬番号の変更処理及びその取扱いにっいて

労働基準監督署の管轄区域変更に伴 う労働保険番号

の.琴貫処理及びその取扱いについて

盛典職業女走所の再編整理及び管轄区域変更に伴 う

平成 17年度第 3･四半期機械処理業務実施計画に
ついて

一平成 17年度第 4 ･四半期機械処理業務実施計画に
ついて

労働基準監督署の管轄区域変更に伴 う労災保険機械

処理事務の取扱いについて

労働基準監督署の管轄区域変更に伴 う労災保険機械

処理事務の取扱いについて



18.3.10

18.3.14

18.3.14

18.3.24

18.3.28

18.3.31

18.6.14

18.8.28

基労保発第0310001号

基労保発第0314m1号

基労保発第0314aXE%

基労保発第0324CO1号

基労保発第032m 号

基労保発第0331CO1号

基労保発第略14001号

基発第0828008号

職発第0828001号

胸腹部臓器の障害に関す る障害等級翠定基準改正に

伴 う ｢年金 ･一時金システム｣卑び ｢給付統計 シス

テム｣の変更について

労働基準監督署の再編整理及び管轄区域変更に伴 う

労災保険機械処理事務の取扱いについて

労働基準監督署の再編整理及び管轄区域変更に伴 う

労災保険機械処理事務の取扱いについて

平成 18年度第 1･四半期機械処理業務実施計画に

ついて

｢石綿による健康被害の救済に関する法律｣に基づ

く特別遺族給付 に係 る機械処理について (｢給付統

計システム上)

特定疾病追加 に関す る労働保険徴収法施行規則 に伴

う ｢年金 ･一時金システム｣､｢短期給付一元管理シ

ステム｣及び ｢メ リッ トシステム｣の機械処理につ

いて

平成 18年度第 2 ･四半期機械処理業務実施計画に

ついて

労働保険ネ ッ トワークシステム端末設備運用管理要

顔 (都道府県労働局編)等の一部改正について


