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バージョンアップマニュアル (Ver2.2からVer.3.2）
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1. プログラム概要

本マニュアルでは、ストレスチェック実施プログラム(ver2.2)利用者向けに、実施者
用管理ツール、受検者回答用アプリのver3.2へのバージョンアップ方法について記載
しています。
本マニュアルではファイル名に拡張子を付けて記載しています。使用する環境に
よっては拡張子が表示されていないことがありますが、実施する際は拡張子を表示
して行ってください。
＜重要＞バージョンアップを実施する前に、不測の事態に備え、各プログラムを
フォルダごとコピーし、名称の変更(※例:実施者用管理ツール_バックアップ)をして、
バックアップとして保管してください。
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2. 注意事項

・使用にあたり、必ず「設置・設定マニュアル」 (本マニュアル)、「実施者用管理
ツールマニュアル」、「受検者回答用アプリマニュアル」、「管理職用ログインア
プリマニュアル」を事前によくお読みください。
・厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムのフォルダにはプログラムの実行
に必要なファイルが含まれています。「実施者用管理ツール」「受検者回答用アプ
リ」「管理職用ログインアプリ」フォルダの中身の移動・修正等はストレスチェッ
ク実施プログラムが動作しなくなるため行わないでください。
・実施者用管理者ツールの「環境設定」、「職場情報」、「実施管理」が正しく設
定されていないと、受検者による受検者回答用アプリのご利用はできません。※ロ
グイン方式で受検者アプリを利用する場合は、上記に加えて「受検者情報」の設定
も必要です。
・個人情報漏えい防止のため、パスワードの保管・取り扱いには十分にご注意いた
だき、定期的にご変更ください。
・ＰＤＦ・エクセル・ＣＳＶの出力先は実施者のみがアクセスできるフォルダに設
定して下さい。
・本プログラムの登録可能件数はパソコンの処理能力やメモリ量により変化します
が、おおよそ最大３万件程度を目安にご利用ください。受検人数が多い、または受
検回数が多いことが想定される時には、「実施者用管理ツールマニュアル」11ペー
ジの「3 万件を超えるデータが保存されることが想定される時の設定例」のような
設定方法でプログラムごと分け、最大登録件数を抑制し運用してください。登録可
能件数を超えた時は、パソコンがフリーズするなどの予期できない動作を引き起こ
す可能性がありますのでご注意ください。
・「実施者用管理ツール」「受検者回答用アプリ」「管理職用ログインアプリ」は
必ず、同じバージョンで使用してください。同じバージョンを使用していないと、
ストレスチェック実施プログラムが動作しなくなる可能性があるため行わないでく
ださい。
・「実施者用管理ツール」「受検者回答用アプリ」「管理職用ログインアプリ」は、
同一のPCで同時に立ち上げないようにしてください。データの書き込みがうまく行
えない場合があります。
・「ダウンロード時の注意事項」が守られない、または「設置・設定マニュアル」
(本マニュアル)、「実施者用管理ツールマニュアル」、「受検者回答用アプリマニュ
アル」、「管理職用ログインアプリマニュアル」に記載されていない使用方法を行
うことで生じた不都合について、厚生労働省及び開発依頼元並びに開発元では責任
を負いかねます。
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3. 動作環境

実施者用管理ツールおよび受検者回答用アプリ、管理職用ログインアプリは以下の
環境での動作を推奨しています。

OS 

Windows 7 

Windows 8.1 

Windows 10

※OS は最新の状態にして使用してください。

CPU 1GHz 以上、かつ2コア以上の32bitまたは64bitプロセッサー
メモリ 1GB 以上
画面の解像度 1024×768 以上

必須コンポーネント
Microsoft .NET Framework 3.5 

Microsoft SQL Server System CLR Types 2012 

Microsoft ReportViewer 2012 
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！不測の事態に備えて、必ず定期的に受検結果をExcel、またはCSVに出力をお願い致
します！

【実施者用管理ツール】の【⑤受検結果取込】画面(※Ver2.2以前は【ス
トレスチェックデータ登録】画面)から、
【外部データ出力(Excel,CSV)】ボタンを押下し、任意の場所を指定し
データを保存してください。

※個人情報が含まれます。必ず実施者、もしくは実施事務従事者のみ閲覧できる場所に保存ください※



４. バージョンアップ実施手順
ストレスチェック実施プログラムのバージョンアップ手順の概要は以下のとおりです。

(1). 実施回の回答データ保存
アプリケーションのバージョンアップを行う前に、ver2.2の実施者用管理ツールから、
これまでの実施回の回答結果を移行可能な状態にします。

実施者用管理ツールを起動し、
メニューから「ストレスチェック
データ登録」を選択します。
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①実施回を選択し、回答済みのデータが表示されている状態で「保存」を押し、
データ移行の準備を行います。
②実施回を選択し、「外部データ出力」を押してエクセルまたはCSVファイルで
バックアップデータとして保存します。
（複数の実施回がある場合、全ての実施回に対して「保存」、「外部データ出力」
を行ってください。）

①

②



(2). バージョンアップ用ストレスチェック実施プログラムのダウンロード
バージョンアップ用のプログラムをダウンロードしZIPファイルを解凍します。「厚生
労働省版ストレスチェック実施プログラム」というフォルダを開き、中にあるフォル
ダ全てを選択、コピーします。※ファイル解凍の前にP.11「5.【要注意】zip ファイル
解凍の準備」をご確認ください。

旧バージョンの「実施者用管理ツール」フォルダを新バージョンの上記フォルダで
上書き更新します
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コピー先フォルダに同じ名前のファイルが存在するというダイアログが表示された
場合は、「ファイルを置き換える」を選択して下さい。(画像はPCによって実際と異
なる場合があります。) 

(3). 受検者回答用アプリの設置
本バージョンの受検者回答用アプリは(2)で貼り付けたフォルダ「受検者回答用アプ
リ」の中にある「受検者回答用アプリ.exe」になります。受検者が誤ってアプリを
削除することを防止するため、「受検者回答用アプリ.exe」のショートカットを作
成し、受検者に対し公開するための場所にそのショートカットのみを移動し公開し
てください。
旧バージョン（ver2.2）では、実施者用管理ツールと受検者回答用アプリを異なる
フォルダ構成でも設置可能でしたが、ver3.0以降では同じフォルダ内に構成するよ
うにしてください。旧バージョンをバージョンアップ版で上書きすると、以前まで
のデータは自動で受け継がれますが、念のため「実施者用管理ツール」フォルダの
複製を作成し別の場所にバックアップ保存されることをおすすめします。旧バー
ジョンの受検者用アプリがPC内に存在すると不具合が起きる可能性がありますので、
そのアプリが入っているフォルダを全て削除して下さい。



(4). データフォルダへのアクセス制限
受検者の回答情報を含むデータはフォルダ「実施者用管理ツール」の中の
「MainProgram」以下に保存されます。個人情報漏えい防止のため P.16「9.個人情報
漏えい防止の権限設定一例」をご覧ください。
なお、上記の内容は一例となります。設定がうまくいかない場合は各事業場のサー
バー管理者へお問い合わせください。

(5). 実施者用管理ツールの起動
実施者用管理ツールからシステムの初期設定を行います。フォルダ「実施者用管理
ツール」の中の「実施者用管理ツール.exe」を起動してください。初回起動時に
「WindowsによってPCが保護されました」というメッセージが出る場合は、本マ
ニュアル P.12“6. 「WindowsによってPCが保護されました」というダイアログが表示
される場合" の手順を実行してください。（2回目以降の実行時には表示されませ
ん。）
必須コンポーネント（必須のソフトウェア）がインストールされていない環境では
セットアップが起動します。以下のようなウィンドウが出る場合は、本マニュアル
P.13 “7. 初回実行時にインストーラが実行される場合”の手順に従って必要なプログ
ラムのインストールを実施してください。

インストーラが起動すると、このような画面が表示される場合があります。「OK」
で先に進んで下さい。（何度か続けて表示される場合もあります）
全ての必要ファイルのインストールが終わると、プログラムが起動します。
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(6). 実施者用管理ツール初期設定
実施者用管理ツールが起動したら、旧バージョンで設定したパスワードでログイン
します。

画面左上の「環境設定」を開きます。
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受検者回答用アプリの利用形式と、受検者情報の必須項目を設定し保存して下さい。
この２つの項目は保存後に変更することはできません。
＜受検者情報の必須項目について＞
「氏名」「フリガナ」「生年月日」「性別」「職場名」「社員ID」はプログラム上
必須です。「メールアドレス」「電話番号」「内線番号」は設定により必須とする
ことができます。 ver3.0から「社員ID」が必須項目となりました。 ver3.1から、前回
使用した社員IDを入力すると、２年分の個人結果を表示できますので紐付けは正し
く行ってください。
設定が保存できたら「MENUに戻る」でメニューに戻ります。
なお、より詳しい説明については「実施者用管理ツールマニュアル」をご参照くだ
さい。

受検者回答用アプリの設定（登録
必須）

受検者が回答アプリを利用する際
の個人認証形式を選択します。こ
の設定は一度設定後、保存される
と変更できませんのでご注意下さ
い。（もし保存後に別の形式に変
更したい場合は、再度ダウンロー
ドからインストール手順を行って
ください）

・ログイン形式 .. あらかじめ実施
者が受検対象者の情報を登録し、
社員IDと初期パスワードで対象受
検者の認証を行う形式。あらかじ
め紐づけ設定をすると回答アプリ
上で前回の個人結果の表示が可能。

・入力形式 ..... 受検者本人が受検
画面で氏名等の情報を登録し、受
検を行う形式。回答アプリ上で前
回の個人結果の表示はできません。



【過去結果との紐付けをご利用の際のご注意】
過去の実施回で重複した社員IDの回答があると紐付けが正しく行われません。
⑤受検結果取込画面にて過去のそれぞれの実施回を選択、「保存」ボタンを押し、
社員IDの重複がないか確認してください。重複がある場合は社員IDの変更をお願い
します。
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10/21

(7). （新しく実施回を作成する場合）
本バージョンのアプリで新しい実施回を作成する場合は、メニューの「①実施管理」
から新しい実施回を登録し、続けて職場情報と受検者情報を登録して下さい。（本
バージョンより毎実施回ごとに職場情報を登録していただく必要があります）
(8). （進行中の実施回を引き継ぐ場合）
旧バージョンで実行中・実行済みだった実施回のデータは、そのまま本バージョンの
アプリケーションに引き継がれていますのでそのまま継続して利用いただけます。
引き継ぎ後、②実施管理で「実施名称」欄を入力し「保存」して下さい。
(9). 受検者アプリ初回起動時の留意点
バージョンアップ後、受検者のPCで「受検者用回答アプリ」を起動した際、(5)と同様
のダイアログが表示される場合があります。(5)と同じ手順で進めていただけるよう、
受検者へ案内して下さい。
(10). 管理職用ログインアプリの設置

ver3.1から管理職の方向けの職場結果閲覧アプリが追加されています。(2)で貼り付け
たフォルダ「管理職用ログインアプリ」の中にある「管理職用ログインアプリ.exe」
になります。管理職者が誤ってアプリを削除することを防止するため、「管理職用ロ
グインアプリ.exe」のショートカットを作成し、管理職に対し公開するための場所に
そのショートカットのみを移動し公開してください。
(11). 管理職ユーザーの初期パスワードを発行
実施者用管理ツールを起動し、メニューの「②職場情報」を開きます。

ver3.1から追加された管理職用ログインアプリを利用するには、職場の管理職ユーザー
毎に初期パスワードが必要です。この画面で「保存」を押した時点で登録済みの全職
場の初期パスワードが発行されます。保存後「外部データ出力」から職場情報の一覧
を出力し、ファイルに記載されている職場の初期パスワードを各職場の管理職者ご本
人へ通知して下さい。関係者以外にパスワードが伝わることのないよう、取り扱いに
は十分にご注意ください。最新の実施回のみ、職場結果の閲覧が可能です。
なお、より詳しい説明については「実施者用管理ツールマニュアル」をご参照くださ
い。



５. 【要注意】zipファイル解凍の準備
「mhlw_StressCheckProgram_versionup_ver.3.2.zip 」の解凍を行う場合、Windows標準
の解凍ツールを使用し以下の準備を実施してから解凍してください。

1. 「mhlw_StressCheckProgram_versionup_ver.3.2.zip 」の右クリックメニューを開き、
「プロパティ」をクリックします。

2. 「全般」タブの「セキュリティ:」項目にある「許可する」チェックボックス、
または「ブロックの解除」ボタンをクリックし、その後に「適用」ボタン、
「OK」ボタンを順にクリックします。(画像参照)

3. 以上の1・2を実施したうえで「mhlw_StressCheckProgram_versionup_ver.3.2.zip」
の右クリックメニューを開き、「すべて展開」をクリックした後、解凍を行ってく
ださい。

注)フリーソフト等の解凍ツールの使用について
一部のフリーソフトの古いバージョンでエラーが表示され正常に解凍できない場合
が確認されております。そのため、フリーソフト等の解凍ツールは使用せず、
Windows 標準の解凍ツールの使用を推奨します。
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「許可する」ではなく

ボタンの場合があります。

プログラム：が、エクスプローラーで
ない場合は、【変更】ボタンをクリッ
クし、選択してください。



６. 「WindowsによってPCが保護されました」というダイアロ
グが表示される場合
プログラム（実施者用管理ツール、受検者用回答ツール、管理職用ログインアプ
リ）を初めて起動する場合、以下のような警告ダイアログが出て実行できない場合
があります。

詳細情報をクリックすると、下に「実行」のボタンが出ますので「実行」を押すこ
とで次の処理へ進めます。同じプログラムの起動時に複数回表示される場合は同じ
手順で先に進んで下さい。

この画面が出た場合は、メッセージの下にある「詳細情報」をクリックして下さい。
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７. 初回実行時にインストーラが実行される場合
プログラム（実施者用管理ツール、受検者用回答アプリ、管理職用ログインアプ
リ）を初めて起動する場合、以下のような警告ダイアログが表示される場合があり
ます。（exeファイルの名前は下と異なる場合があります。）

このようなダイアログが表示された場合は「インストール」をクリックし先へ進ん
で下さい。しばらくするとインストーラが起動するので完了するまで待って下さい。
（インストールには数分を要する場合があリます）

この画面はプログラム実行に必須コンポーネント（必須のソフトウェア）のインス
トールの許可を求めるものです。「はい」を選択して先に進んで下さい。

「この機能をダウンロードしてインストールする」を選択します。
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完了後、PCの再起動を促すメッセージが表示されますので再起動を行ってください。

インストーラが起動すると、このような画面が表示される場合があります。「OK」
で先に進んで下さい。（何度か続けて表示される場合もあります）
全ての必要ファイルのインストールが終わると、プログラムが起動します。
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８.実施者用管理ツールが「他のユーザーが起動中」のメッ
セージで起動できない場合
実施者用管理ツールは同時に複数ユーザーが起動することができないようになって
いますが、ツール実行中にパソコンを強制終了した場合など、次回実施者用管理
ツールを起動しようとした際に、同時起動ユーザがいないにもかからず、下のよう
なメッセージが出て起動できない場合があります。

この状態になった場合、以下の手順で起動状態を示す「実施者用管理ツールロッ
クファイル」を削除することで、解消します。

実施者用管理ツールロックファイルの削除手順
エクスプローラで、ストレスチェック実施プログラムを設置したディレクトリの
下の「実施者用管理ツール > MainProgram」という名前のディレクトリを開きます。
ディレクトリの中にある「LockFile」という名前のファイルを選択し、削除してく
ださい。

この状態で、実施者用管理ツールを再実行すると、正常に起動するようになります。
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9.個人情報漏えい防止の権限設定一例

「実施者用管理ツール」フォルダの中の 「MainProgram」というフォルダを選択
し右クリックして「プロパティ」を選択します。
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「セキュリティ」タブを選択し、受検者
全員（一般的には「Everyone」グループと
なります。社内の設定によっては名称が
違う場合がありますので、受検者全員の
ユーザアカウントが含まれるグループを
指定してください。）を選択の上、「編
集」をクリックし、全てのアクセス許可
を付与します。
「OK」で閉じます。
※あらかじめ「MainProgram」にアクセス
権限を設定されていない場合は、左図の
ようになっていることを確認いただき、
そのまま閉じてください。

※下記の設定はあくまで一例です。社内のセキュリティ設定やネットワーク環境
によってはこの設定が有効にならない場合や、設定自体変更できない場合もあり
ます。下記を実施される前に必ず社内のサーバやセキュリティ、ネットワーク等
管理をされているご担当者様へご相談ください。

「MainProgram」のプロパティを閉じたら、一つ上のフォルダまで戻り、「実施
者用管理ツール」フォルダが見えるようにしてください。



実施者以外参照できないようにするため、アクセス許可の変更と拒否設定をしま
す。

「実施者用管理ツール」フォルダを選択し、右クリックして「プロパティ」を選
択します。
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「共有」タブを選択し、「共有」のボタ
ンをクリックすると下記の画面が表示さ
れます。「Everyone」を右クリックし、
削除します。「共有」ボタンを押して閉
じます。

右クリック→削除

「セキュリティ」タブを選択し、「Everyone」を選択し、「編集」ボタンを押しま
す。

クリック



「フォルダーの内容の一覧表示」の欄を「拒否」にチェックを入れ、「OK」を押
します。

18

拒否にチェック

上記設定が完了したら、プロパティを閉じ、実施者以外のPCから実施者管理ツー
ルフォルダをクリックし、下記の表示が出るかご確認ください。
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