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該当物 ページ 章 項番

1
仕様
書本
文

55 11 2-(2)-ｲ

連絡を受けてから1時間以内に
駆けつけを行い、概ね3時間以
内に暫定措置が実施されること
を目標

連絡を受けてから4時間以内に
駆けつけを行い、暫定措置が実
施されることを目標

1時間以内の駆けつけは常時人
を待機さるといった対応が必要
になり、運用コストや実現性の点
で提案の幅を狭めてしまいま
す。
また、ハードウェアの障害に対す
る駆けつけは一般的には4時間
以内程度が妥当であるため、左
記の修正案文をご提示します。

△

「業務停止に繋がる不具
合が発生した場合、連絡
を受けてから概ね3時間
以内に駆けつけ対応を行
い、かつ 暫定措置が実
施されることを目標として
いることに留意するこ
と。」に修正いたします。

2
仕様
書本
文

21 5 1

「表5-1 サービスに関する信頼
性要件」
項番4
・データベースソフトウェアやトラ
ンザクション制御ソフトウェアは、
トランザクション障害から復旧す
る機能を備える事とする。

「別紙9 導入ソフトウェア一覧」で
は特退共システムにトランザク
ション制御ソフトウェアは導入さ
れない記載となっております。
トランザクション障害からの復旧
に関する要件は対象外と言う認
識で宜しいでしょうか。

仕様書本文と別紙の記載内容
に矛盾があるため。

-

トランザクションの当該要
件は対象内となります。
記述は「データベースソフ
トウェアやトランザクション
制御ソフトウェア」であり、
現行の特退共サーバは
「データベースソフトウェ
ア」でトランザクション障
害復旧機能を備えており
ます。
なお、ご提案で新規にトラ
ンザクション制御ソフト
ウェアを導入する想定と
して頂いても結構です。

3
仕様
書本
文

29 6 2

「表6-1 情報セキュリティ対策」
項番4
・オンライン操作履歴として、トラ
ンザクション制御ソフトウェアの
ジャーナル、監査ログを取得し、
分析を可能とする。

「別紙9 導入ソフトウェア一覧」で
は特退共システムにトランザク
ション制御ソフトウェアは導入さ
れない記載となっております。
オンライン操作履歴の取得は不
要という認識で宜しいでしょう
か。

仕様書本文と別紙の記載内容
に矛盾があるため。

○

オンライン操作履歴の取
得は必要です。
ただし、手段はトランザク
ション制御ソフトウェアに
限らないため、当該箇所
は次の通り修正いたしま
す。

「オンライン操作履歴とし
て監査ログを取得し、分
析を可能とする。」

現行の記載内容
（概要でも構いません）

修正案文
またはご質問

意見等の提出理由Ｎｏ
仕様書へ
の反映

機構回答

該当頁
該当する箇所の

章と項番
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該当物 ページ 章 項番

現行の記載内容
（概要でも構いません）

修正案文
またはご質問

意見等の提出理由Ｎｏ
仕様書へ
の反映

機構回答

該当頁
該当する箇所の

章と項番

4
仕様
書本
文

29 6 2

「表6-1 情報セキュリティ対策」
項番6
・ログオン後は、トランザクション
制御ソフトウェアでの端末識別
情報に基づくシステムへのアク
セス制御、業務の実行制限を可
能とする。

「別紙9 導入ソフトウェア一覧」で
は特退共システムにトランザク
ション制御ソフトウェアは導入さ
れない記載となっております。
端末識別情報に基づくアクセス
制御、業務の実行制限は不要と
いう認識で宜しいでしょうか。

仕様書本文と別紙の記載内容
に矛盾があるため。

○

記述されたアクセス制御
等は必要です。
ただし、手段はトランザク
ション制御ソフトウェアに
限らないため、当該箇所
は次の通り修正いたしま
す。

「ログオン後は、端末識別
情報に基づくシステムへ
のアクセス制御、業務の
実行制限を可能とする。」

5
仕様
書本
文

29 6 2

「表6-1 情報セキュリティ対策」
項番4～7

・・UNIX・・・

「別紙8 ソフトウェア要件」より、
本調達に含まれるサーバOSは、
「Windows　Server2012」と
「LINUX系OS」いずれかになると
考えます。UNIXではなくLINX系
OSという認識で宜しいでしょう
か。

仕様書本文と別紙の記載内容
に矛盾があるため。

○

LINUX系OSとの認識で結
構です。
仕様書の文言は「LINUX
系OS」に統一します。

なお、LINUX系OSは広義
の意味でUNIX互換を想
定していますので、実際
のご提案において、UNIX
系OS（AIX、HP-UX、
Oracle Solaris等）を排除
するものではありません。

6
仕様
書本
文

32 8 1

(3)動作確認の方法及び手順
ウ　動作確認の実施
また、キッティングセンタとニッセ
イ池袋ビルを回線で接続し、機
器更改されない周辺システムと
の連携テストを実施すること。

「第１２　作業の体制及び方法
２作業場所」の記載に、センタ設
備ハードウェア受託業者の調達
要件に接続回線の記載がありま
す。キッティングセンタとニッセイ
池袋ビルの回線は本調達対象
に入りますでしょうか。

調達範囲を明確にするため。 ○

本調達対象外です。本文
の中にその旨を記載いた
します。
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現行の記載内容
（概要でも構いません）

修正案文
またはご質問

意見等の提出理由Ｎｏ
仕様書へ
の反映

機構回答

該当頁
該当する箇所の

章と項番

7
別紙

3
9 - 3

3.役務調達区分（導入）
「特退共システムソフトウェアの
更改」業者の役務として以下が
記載されています。
・業務プログラム移行作業

本文の「第９　移行要件定義」に
は、プログラム移行も受託事業
者が実施する旨の記載がありま
す。
「別紙3.調達区分」の記載と矛盾
があるので、正しい役務を記載
して頂くようにお願い致します。

仕様書本文と別紙の記載内容
に矛盾があるため。

○

ご意見に基き次の通り修
正いたします。

別紙3の当該箇所を空欄
から「●」に修正。
「特退共システムソフト
ウェアの更改」の該当箇
所を「●」から「▲」に修
正。

8
仕様
書本
文

32～
33

8 2

2 業務アプリケーションの動作確
認
受託事業者が業務アプリケー
ションの動作確認を実施する旨
が記載されています。

プログラム移行が「特退共システ
ムソフトウェアの更改」業者の役
務である場合、業務アプリケー
ションの動作確認も「特退共シス
テムソフトウェアの更改」業者の
役務であるべきと考えます。
その場合は、業務アプリケーショ
ンの動作確認を「特退共システ
ムソフトウェアの更改」業者の役
務とするように本文を修正して頂
くようにお願い致します。

役務範囲を明確にするため。 ○

プログラム移行ではハー
ドウェア側が担当、ソフト
ウェア側が作業支援とな
ります。

役割範囲を明確にするた
め、「別紙3-3.役務調達
区分（導入）-#251 業務プ
ログラム移行作業」を空
欄から「●」に、「特退共
システムソフトウェアの更
改」の欄を「▲」に修正い
たします。
（上記No.7のご意見への
対応と同様）
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現行の記載内容
（概要でも構いません）

修正案文
またはご質問

意見等の提出理由Ｎｏ
仕様書へ
の反映

機構回答

該当頁
該当する箇所の

章と項番

9
仕様
書本
文

34～
36

9 1

1 移行に係る要件
受託業者が業務アプリケーショ
ンに関わる移行資産の選定・コ
ンバージョン・資産移行・データ
移行・移行後の動作確認を実施
する旨が記載されています。

　表9-1 移行要件
　　1 想定する作業
　　　　・移行資産の選定
　　　　・移行対象のコンバージョ
ン
　　2 資産の移行
　　4 確認作業の実施
　　5 業務への影響の排除
　　7 周辺システムとの連携確認

　表9-3 本番切替要件
　　2 本番切替
　　　　・データ移行
　　　　・システムの動作確認

プログラム移行が「特退共システ
ムソフトウェアの更改」業者の役
務である場合、移行資産の選
定・コンバージョン・資産移行・移
行資産の動作確認・データ移行
も「特退共システムソフトウェア
の更改」業者の役務であるべき
と考えます。
その場合は、該当する作業を
「特退共システムソフトウェアの
更改」業者の役務とするように本
文を修正して頂くようにお願い致
します。

役務範囲を明確にするため。 ○

上記No.8と同様といたし
ます。

10
仕様
書本
文

37 10 2

「表 10-2 監視等要件」
　項番2
　　トランザクション制御ソフト
ウェアが出力するジャーナルロ
グに、各端末からのトランザク
ション処理を記録し、操作ログと
して保存する。

「別紙9 導入ソフトウェア一覧」で
は特退共システムにトランザク
ション制御ソフトウェアは導入さ
れない記載となっております。
各端末の操作ログ保存機能は
不要という認識で宜しいでしょう
か。

仕様書本文と別紙の記載内容
に矛盾があるため。

○

操作ログは必要です。
ただし、手段はトランザク
ション制御ソフトウェアに
限らないため、当該箇所
は次の通り修正いたしま
す。

「各端末からのトランザク
ション処理を記録し、操作
ログとして保存する。」

11
仕様
書本
文

39 10 2

「表 10-3 セキュリティ運用要件」
　項番1・3
・・・トランザクション制御ソフト
ウェアのジャーナルログ・・・を取
得可能とする。

「別紙9 導入ソフトウェア一覧」で
は特退共システムにトランザク
ション制御ソフトウェアは導入さ
れない記載となっております。
セキュリティ運用要件として
ジャーナルログは不要という認
識で宜しいでしょうか。

仕様書本文と別紙の記載内容
に矛盾があるため。

○

各種ログは必要です。
ただし、手段はトランザク
ション制御ソフトウェアに
限らないため、当該箇所
の「トランザクション制御
ソフトウェア～」の記述は
削除いたします。
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該当物 ページ 章 項番

現行の記載内容
（概要でも構いません）

修正案文
またはご質問

意見等の提出理由Ｎｏ
仕様書へ
の反映

機構回答

該当頁
該当する箇所の

章と項番

12
仕様
書本
文

42 10 2

「表 10-5 データ管理運用要件」
　項番1・2・4
・・・トランザクション制御ソフト
ウェアのジャーナルログ・・・可能
とする。

「別紙9 導入ソフトウェア一覧」で
は特退共システムにトランザク
ション制御ソフトウェアは導入さ
れない記載となっております。
データ管理運用要件として
ジャーナルログは不要という認
識で宜しいでしょうか。

仕様書本文と別紙の記載内容
に矛盾があるため。

○

各種ログは必要です。
ただし、手段はトランザク
ション制御ソフトウェアに
限らないため、当該箇所
の「トランザクション制御
ソフトウェア～」の記述は
削除いたします。

13
仕様
書本
文

52 10 4

「表 10-10 特退共システム
ハードウェア機器の設置場所一
覧」

 項番1～5の「仮想ホストサーバ
（サーバブレード）」に開発サー
バの記載がありません。

「第３　情報システム要件」の「表
3-1 特退共システムの機能要
件」には、仮想ホストサーバ上に
下記開発サーバが存在していま
す。
　・特退共オンラインサーバ（開
発）
　・特退共バッチサーバ（開発）
　・特退共イメージサーバ（開発）
　・特退共OCRサーバ（開発）
　・特退共DBサーバ（開発）
本調達役務内で上記サーバを
構築する必要があるか明記をお
願い致します。

役務範囲を明確にするため。 ○

開発サーバは必要なた
め、表10-10の記述が不
足しております。

表10-10に開発サーバを
追記いたします。

14
仕様
書本
文

53 第１０ 4

「表 10-10 特退共システム
ハードウェア機器の設置場所一
覧」表下注記

※3 ．．．。また、FCSは内蔵する
こと。

内蔵すべき「FCS」は一般的でな
く「別紙１　用語集」にも記載があ
りません。何の略語であるか明
記をお願い致します。

調達要件を明確にするため。 ○

「FCS」は「Fiber Channel
Swith」の略ですが、提案
の幅を狭めてしまうため、
当該記述「また、FCSは内
蔵すること。」は削除いた
します。
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該当物 ページ 章 項番

現行の記載内容
（概要でも構いません）

修正案文
またはご質問

意見等の提出理由Ｎｏ
仕様書へ
の反映

機構回答

該当頁
該当する箇所の

章と項番

15
仕様
書本
文

56 第１１ 4

「表 11-1 納入機器に関する保
守要件」
項番2 有償部品の準備
利用頻度を想定して必要となる
有償部品を提示すること。

利用頻度について、現行システ
ムでの実績値を記載して頂くよう
にお願い致します。

見積対象を明確にするため。 ×

実績は過去４年間の運用
で、サーバのパーツ交換
（システムボードやメモリ
等）が２年に１回、ハード
ディスクの交換が年６回
程度です。

ただし、あくまで上記は参
考であり、本記載の趣旨
は、運用期間において有
償部品の交換が可能な
サポートが提供できる機
器を求めることであり、実
績に基くことはないため
記述はこのままとします。

16
仕様
書本
文

62 第１２ 2

（1）キッティング場所の要件

・サーバ等機器を搭載したラック
7本と高速プリンタ3台を、各機器
の荷重に耐えうるスペースが確
保できるマシン室を用意するこ
と。また各機器のキッティング・
テストを行うのに十分な電力を
確保すること。

センタ設備ハードウェアの調達
仕様書における要件に記載の
「サーバ等機器を搭載したラック
7本」に、本調達で納入するラッ
クは含まれている認識で宜しい
でしょうか。また、本調達で納入
する機器のキッティングセンタで
の電気設備工事・電気使用料金
も本調達の調達範囲に含まれな
い認識で宜しいでしょうか。

調達要件を明確にするため。 ○

ご意見内容のとおりで
す。

17
仕様
書本
文

66 第１２ 4

(3) 導入における留意事項
ア　．．．。他調達の開発事業者
が新システムの開発環境にてテ
ストを実施するため、開発環境
については、別途協議の上、先
行引渡しを実施すること。

 先行引渡しを行うべき想定時期
と開発環境の範囲（サーバ名
称）を明記お願い致します。

役務要件を明確にするため。 ×

この点については調達時
点では明確化が困難であ
り、柔軟な対応を求めま
す。
ただし、開発環境は「表3-
1 特退共システムの機能
要件」に示す「（開発）」と
あるサーバの範囲内で想
定しています。
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該当物 ページ 章 項番

現行の記載内容
（概要でも構いません）

修正案文
またはご質問

意見等の提出理由Ｎｏ
仕様書へ
の反映

機構回答

該当頁
該当する箇所の

章と項番

18
別紙

3
4 2

158～
159

170～
171

183～
184

195～
196

208～
210

223～
224

236～
237

特退共各種端末に導入の下記
ソフトウェアの調達が、本調達対
象となっております。
　・DB接続ソフトウェア
　・業務プログラム
　・.NET開発環境

「別紙８　ソフトウェア要件」には
端末側の要件に関する記載が
ありません。本調達に含まれる
かご確認の上、明記をお願い致
します。

調達範囲を明確にするため。 ○

「DB接続ソフトウェア」は
サーバ側のDBに含まれ
るソフトウェアの想定で
す。
その他についてはご意見
の通り適切ではないた
め、次の通り担当を修正
します。

・業務プログラム
・.NET開発環境
⇒ 「4.特退共システムソ
フトウェアの更改」担当

19
別紙

3
4 3

253
255～
257

特退共システム動作確認におけ
る全端確認に計画とドキュメント
準備が本調達役務となっていま
す。
サーバ・端末のデータ移行作業
が本調達役務となっています。

本意見 項番9と同様、業務動作
確認とデータ移行作業が本調達
に含まれるかご確認の上、調達
範囲が明確になるように修正を
お願い致します。

役務要件を明確にするため。 ○

項番9の回答の修正を
もって本項の回答といた
します。

20
別紙

3
4 3 264

運用設計（特退共システム運
用、特退共業務運用）が本調達
役務となっています。

「第１０　運用要件定義」に設計
すべき運用の明記がなく、また
「別紙２　納品物」に運用設計に
関する納品物記載がありませ
ん。本調達に含まれる役務かご
確認をお願い致します。

役務要件を明確にするため。 -

「第１０」に示される運用
要件を満たす「別紙２　運
用マニュアル（ハード、ソ
フト）」の納品が本調達の
役務となります。
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現行の記載内容
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仕様書へ
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該当頁
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章と項番

21
別紙

5
1 1 -

表1 特退共システムハードウェ
ア一覧

 項番1～5の「仮想ホストサーバ
（サーバブレード）」に開発サー
バの記載がありません。

「第３　情報システム要件」の「表
3-1 特退共システムの機能要
件」には、仮想ホストサーバ上に
下記開発サーバが存在していま
す。
　・特退共オンラインサーバ（開
発）
　・特退共バッチサーバ（開発）
　・特退共イメージサーバ（開発）
　・特退共OCRサーバ（開発）
　・特退共DBサーバ（開発）
本調達役務内で上記サーバを
要件としてハードウェアを調達す
る必要があるか明記をお願い致
します。

調達範囲を明確にするため。 ○

上記No.13と同様といたし
ます。

22
別紙

5
2 2 -

表2 サーバ機器共通要件

項番1 ソフトウェア
・導入するソフトウェアについて、
特退共システム事業者が現在
構築しているテスト環境に含ま
れるものは、開発環境と同一
バージョン・リビジョンのソフト
ウェアを納入すること。

特退共システム事業者が現在
構築しているテスト環境・開発環
境にどのようなソフトウェアが含
まれており、そのソフトウェアが
どのバージョン・リビジョンである
か明記をお願い致します。

調達要件を明確にするため。 -

ご意見内容の情報につい
ては、調達時に開示する
現行の設計書をご参照く
ださい。

23
別紙

8
4 2 -

表3 特退共バッチサーバ ソフト
ウェア詳細

　項番10 業務プログラム（バッ
チ）

「業務プログラム」という名称か
ら、市販プログラムでは無いと考
えます。また、納入すべきプログ
ラムの要件が不明確であるた
め、本調達の対象かご確認をお
願い致します。もし調達の対象
である場合、一般的に調達可能
な要件の明記をお願い致しま
す。

調達要件を明確にするため。 ○

ご意見の通り、業務プロ
グラムは市販プログラム
ではなく、機構から提供し
ます。
そのため、「備考」にその
旨を明記いたします。
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24
別紙

5
6 3 エ

表6 ブレードエンクロージャ ハー
ドウェア詳細

 項番3 CD/DVD-ROM ドライブ
CD/DVD-ROMドライブが内蔵さ
れて、搭載のブレードサーバか
らアクセス可能であること。

CD/DVD-ROMドライブがエンク
ロージャに内蔵している事が要
件となりますが、USB接続等でエ
ンクロージャからアクセス可能と
する事で製品選定の幅を広げる
事が可能と考えます。以下要件
への緩和をご検討お願い致しま
す。
「CD/DVD-ROMドライブが内蔵
又は接続され、搭載のブレード
サーバからアクセス可能である
こと。」

製品選定の幅を広げるため ○

ご意見に基き、次の通り
修正いたします。

「CD/DVD-ROMドライブ
が内蔵又は接続され、搭
載のブレードサーバから
アクセス可能であるこ
と。」

25
別紙

5
6 3 エ

表6 ブレードエンクロージャ ハー
ドウェア詳細

 項番4 インターフェース
・4Gbpsのファイバチャネルポー
トが4個以上あること。

ファイバチャネルの仕様として、
現在は4Gbpsだけでなく8Gbpsや
16Gbpsも主流となっております。
ポートの仕様を4Gbps"以上"と
拡張する事で製品選定の幅を広
げる事が可能と考えます。以下
要件への緩和をご検討お願い致
します。
「・4Gbps以上のファイバチャネ
ルポートが4個以上あること。」

製品選定の幅を広げるため ○

ご意見に基き、次の通り
修正いたします。

「・4Gbps以上のファイバ
チャネルポートが4個以上
あること。」

26
別紙

5
6 3 エ

表6 ブレードエンクロージャ ハー
ドウェア詳細

 項番4 インターフェース
・イーサネット(MAC)及び、ファイ
バチャネル(WWN)に対して仮想
化機能をモジュールで装備可能
なこと。

インターフェースに対する左記機
能は広く一般的にブレードエンク
ロージャ機器に搭載されている
機能ではないと考えますので、
要件削除いただく事で製品選定
の幅を広げる事が可能と考えま
す。機能の必須性をご確認の
上、要件削除をご検討お願い致
します。

製品選定の幅を広げるため ○

ご意見に基き、当該要件
を削除いたします。
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27
別紙

5
6 3 エ

表6 ブレードエンクロージャ ハー
ドウェア詳細

 項番5 その他
・エンクロージャに障害場所など
を表示する表示部を装備してい
ること。

エンクロージャ自体に表示部を
装備していることが要件となって
おりますが、USB等で表示装置
を接続する事で障害場所を表示
することを許容していただく事で
製品選定の幅を広げる事が可
能と考えております。
以下要件への緩和をご検討お
願い致します。
「・エンクロージャに、障害場所な
どを表示する機能を有するこ
と。」

製品選定の幅を広げるため ○

ご意見に基き、次の通り
修正いたします。

「・エンクロージャに、障害
場所などを表示する機能
を有すること。」

28
別紙

5
7 3 オ

表7 共有ストレージ ハードウェア
詳細

 項番3 ディスクドライブ
・FC-AL形式で以下の種類の
ディスクが搭載可能であること。
-146GB(15Krpm)、
300GB(15Krpm)、
300GB(10Krpm)、
450GB(15Krpm)、
450GB(10Krpm)、
600GB(10Krpm)
・FATA形式で以下の種類のディ
スクが搭載可能であること。
-1TB(7.2Krpm)

搭載可能ディスク種類の要件に
関しまして、緩和いただく事で製
品選定の幅を広げる事が可能で
あると考えております。以下要件
への緩和をご検討お願い致しま
す。
「・FC-AL/SAS形式で以下の種
類のディスクが搭載可能である
こと。
-300GB(15Krpm)、
300GB(10Krpm)、
600GB(10Krpm)、
900GB(10Krpm)、1.2TB(10Krpm)
・FATA/SAS形式で以下の種類
のディスクが搭載可能であるこ
と。
-1TB(7.2Krpm)」

製品選定の幅を広げるため ○

ご意見に基き、次の通り
修正いたします。

「・FC-AL/SAS形式の
ディスクが搭載可能であ
ること。
・FATA/SAS形式のディス
クが搭載可能であるこ
と。」

29
別紙

5
7 3 オ

表7 共有ストレージ ハードウェア
詳細

 項番3 ディスクドライブ
・スペアディスクは固定ではなく
全てのディスクに分散されている
ことでパフォーマンスの向上を図
れること。

スペアディスクの配置に関して
の要件に関しまして、緩和いた
だく事で製品選定の幅を広げる
事が可能であると考えておりま
す。以下要件への緩和をご検討
をお願い致します。
「スペアディスクを搭載し、障害
時にはスペアディスクに退避す
る機能を有すること。」

製品選定の幅を広げるため ○

ご意見に基き、次の通り
修正いたします。

「スペアディスクを搭載
し、障害時には自動的に
スペアディスクに退避す
る機能を有すること。」
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30
別紙

5
6 3 エ

表6 ブレードエンクロージャ ハー
ドウェア詳細
 項番4 インターフェース

下記要件の追加をご提案いたし
ます。
「・イーサネットモジュールは、SD
カードを搭載でき、設定情報の
バックアップ／リストアが容易に
実行できること」

イーサネットモジュール障害発
生時の回復時間短縮に有用な
要件であると考えるため

×

製品選定の幅が狭まるた
め、本要件の追加は行い
ません。

31
別紙

5
7 3 オ

表7 共有ストレージ ハードウェア
詳細
 項番6 その他

下記要件の追加をご提案いたし
ます。
「･コントローラはコントローラ間
の負荷調整を自動的に行う自律
負荷バランス機能を有している
こと。」

ストレージコントローラのパ
フォーマンス向上に有効な要件
であると考えるため。

×

製品選定の幅が狭まるた
め、本要件の追加は行い
ません。

※ いただいた意見・要望のうち、内容が解釈の確認等であるものについては、「仕様書への反映」欄は「－」としております。
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