
　「機構業務端末及び周辺機器ハードウェア更改役務」調達仕様書（案）に対するご意見または修正案についての回答

該当物 ページ 章 項番

1 調達仕様書本文 3 2 4

(6)納入期限
・端末ハードウェア
（特退共OA端末約30台）
　平成27年9月頃
・端末ハードウェア
（特退共業務用端末約200台及び周辺機器）
平成28年9月頃

作業内容明確化のため 仕様書の別紙として提示させて頂きます。

2 調達仕様書本文 5 4 2

(1)旧バージョンとの整合
契約期間中、OS・ミドルウェアを含むソフト
ウェアは、旧バージョンで作成したファイルを
新バージョンで自由に扱うことができる製品
であること。

新バージョンでの動作保証について確認する
ためです。

資料閲覧期間を設けます。その際にご確認
お願い致します。

3 調達仕様書本文 6 4 2
(3)ソフトウェアのバージョンアップ時の対応
最新のバージョンアップについては年4回程
度を予定しているが、

バージョンアップの運用方法に沿ったソフト
ウェアの提案のため

ご提示いただいたソフトウェアについては自
動配信は行いません。

4 調達仕様書本文 9 7 1

(2)動作確認環境
ア.キッティングセンタ
・・・先行導入端末（マスタ端末）及び開発用
端末が主な対象になる

作業内容明確化のため
センタハードとの検証作業を行いますのでセ
ンタハード事業者のキッティングセンタでの動
作確認作業は必須作業になります。

5 調達仕様書本文 10 8 1
(2)運用監視・管理における役割分担
受託事業者は、以下の機能を実現するため
に必要な機器類を納入すること。

作業条件、内容及び工程を明確にするため
です。

ご認識の通りです。

6 調達仕様書本文 13 8 2
(2)-ア　電源条件
　(イ)必要なケーブルに関しては、本調達に
含めること。

設置状況を把握していない業者の公平を期
すためです。

以下の通りに修正させて頂きます。
「既存ケーブルを利用可能とする。但し必要
なケーブルに関しては、本調達に含めるこ
と。」

7 調達仕様書本文 13 8 2
(2)-イ　空調条件
　(ア)周囲温度　5-35度
　(イ)相対湿度　8-80%

HUB、パソコン、プリンタ類で仕様ご提示の空
調条件を満たさない機器が多く、他の全ての
ハードウェア要件を満たし、かつ、本条件を
満足する該当品がないものもあるためです。

以下の通りに修正させて頂きます。
(ア)周囲温度　10-30度
(イ)相対湿度　25%-80%

8 調達仕様書本文 14 9 1
(1)保守対象
受託事業者の保守対象は、納入したハード
ウェア、ソフトウェア一式である。

作業内容明確化のため

【別紙4】表14　項番7　ハードウェア要件
「テンキーレスであること」の条文を削除しま
す。
また、項番11「付属品　テンキー（USB接続）」
を削除します。

9 調達仕様書本文 14 9 2
(2)保守時間
イ　駆けつけ対応(オンサイト対応)　（全文）

リモート環境からログ取得することで、原因を
早期に解明したり、遠隔操作により保守員の
移動時間を短縮したりすることにより、故障
時間を短縮することができるためです。

現行の仕様書通りとします。

先行導入端末（マスタ端末）及び開発用端末
はキッティングセンタで本受託業者により 必
要な動作確認が行えれば、センタハード事業
者のキッティングセンタでは動作確認しなくて
もよいと認識しておりますが、よろしいでしょう
か。

ご意見、修正案、ご質問等

特退共用OA端末、業務用端末及び周辺機
器につきまして、各支部への設置台数一覧
のご提供をお願い致します。

現行システムのソフトウェアのバージョン(適
用SP等含む)を、別紙でご提示いただくことを
希望します。

端末等受託事業者が納品する「印刷物情報
漏えい対策ソフトウェア」、「文書作成アプリ
ケーション」等のソフトウェアバージョンアップ
は、全て配布管理ソフトウェアを使用して配
信される認識でよろしいでしょうか。

ご意見等の提出理由

該当頁
該当する箇所の

章と項番
№

調達仕様書（案）の記載内容
（概要でも構いません）

回答

「以下の機能」とは、「表8-1　運等管理業務」
の内容との理解でよろしいでしょうか。

既存ケーブルを利用可能とする旨を追記して
いただくことを希望します。

以下のように仕様を緩和していただくことを希
望します。
　(ア)周囲温度　10-30度
　(イ)相対湿度 　20-80%

リモート環境を構築し、リモートでのログの収
集、再起動等の操作を行うことにより可能な
限りリモートでの復旧を図ることも可としてい
ただくことを希望します。

付属品であるUSBテンキーも端末と同様に予
備機による保守との認識でよろしいでしょう
か？
その場合、予備機数量をご教授頂けるよう、
御願い致します。
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　「機構業務端末及び周辺機器ハードウェア更改役務」調達仕様書（案）に対するご意見または修正案についての回答

該当物 ページ 章 項番

ご意見、修正案、ご質問等 ご意見等の提出理由

該当頁
該当する箇所の

章と項番
№

調達仕様書（案）の記載内容
（概要でも構いません）

回答

10 調達仕様書本文 15 9 4
(1)表9-1 項番2
機構では予備端末を用意している。

保守条件、内容を明確にするためです。 ご認識の通りです。

11 調達仕様書本文 16 9 4
(5)-ア　データ復元への対策
機構本部以外の機器は、一旦、本部に集約
し、

積算における条件を明確にしていただきたい
ためです。

ご認識の通りです。

12 調達仕様書本文 19 10 2

(1)端末及び周辺機器の設定・構築に係る
キッティング場所
イ　・・・必要な環境（開発用端末、コンパイル
環境、・・・）は、受託事業者自らが調達するこ
と。

必要な環境の調達及び積算に必要なためで
す。

仕様書を修正致します。

13 調達仕様書本文 19 10 2

(1)端末及び周辺機器の設定・構築に係る
キッティング場所
(2)センタハード受託事業者のキッティング場
所

移設のための工期短縮、コスト低減、故障回
避のためです。

仕様書に表記されているスペース内の範囲
で作業をお願い致します。

14 調達仕様書本文 22 10 4
(1)表10-2 項番1
　運用管理ソフトウェアとの連携によるシステ
ム運転の効率化、自動化

本作業は、運用管理ソフトウェアの設計要件
になりますので、センタハード受託事業者様
及び特退共ハードウェア受託事業者様の作
業分担との認識です。

ご意見のとおり仕様書を修正致します。

15 調達仕様書本文 23 10 4
(2)先行機器導入業務スケジュール
ア.先行引渡し③先行引渡し※台数②（結合
テスト向け）＋電算端末50台

作業内容明確化のため
センタハードとの検証作業を行いますのでセ
ンタハード事業者のキッティングセンタでの動
作確認作業は必須作業になります。

16 調達仕様書本文 23 10 4

(2)先行機器導入業務スケジュール
（概要）
・・・また、センタ設備ハードウェア受託事業者
及び特退共ハードウェア受託事業者（以下、
「センタハード等受託事業者」という。）が用意
するソフトウェアについては、センタハード等
受託事業者と連携し、受託事業者が導入す
ること。

作業条件、内容及び工程を明確にするため
です。

現行の仕様書通りとします。

調達仕様書本文 24 10 4
(2)-イ　端末等展開
（期間）平成27年9月19日～平成27年9月23
日

調達仕様書本文 30 10 8
(6)　その他
端末等展開（平成27年9月19日～平成27年9
月23日）

17
期間を「平成27年9月19日～平成27年9月30
日」としていただくことは可能でしょうか。

「センタハード等受託事業者が用意するソフト
ウェアの導入手順書は、センタハード等受託
事業者が受託事業者に提供すること」を、仕
様に盛り込んでいただくことを希望します。

複数の調達事業の作業が並行していること
から、段階的移行により種々リスクを回避で
きると考えるためです。

現行の仕様書通りとします。

本部への集約に係る配送費用等も入札額に
含める認識でよろしいでしょうか。

開発用端末、コンパイル環境等について、既
存の業務プログラムが動作する環境を、具体
的に明記していただくことを希望します。

全ての事前設定を、センタ設備ハードウェア
受託事業者様が用意するキッティング場所で
実施することは可能でしょうか。

作業分担欄のうち、「センタハード受託事業
者特退共ハードウェア受託事業者様」欄に記
載いただくことを希望します。

先行引渡しの電算端末50台はキッティングセ
ンタ で本受託業者により 必要な動作確認が
行えれば、センタハード事業者のキッティング
センタでは動作確認しなくてもよいと認識して
おります、よろしいでしょうか。

予備端末は表8-2、8-3、8-4に「（予備）」と記
載のある各端末のことであり、本番端末と同
機種、また、予備端末も保守に含める前提で
よろしいでしょうか。
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　「機構業務端末及び周辺機器ハードウェア更改役務」調達仕様書（案）に対するご意見または修正案についての回答

該当物 ページ 章 項番

ご意見、修正案、ご質問等 ご意見等の提出理由

該当頁
該当する箇所の

章と項番
№

調達仕様書（案）の記載内容
（概要でも構いません）

回答

18 調達仕様書本文 27 10 6
(1)搬入・設置
ウ　受託事業者は、機器の搬入・設置を行う
ための事前調査を行うこと。

作業品質確保のためのご提案となります。

19 調達仕様書本文 27 10 6
(1)搬入・設置
ウ　受託事業者は、機器の搬入・設置を行う
ための
事前調査を行うこと。

既存設計書類や設計図面等により、事前調
査が
必要でない場合も想定されることから、
事前調査に係る工期を短縮できるためです。

20 調達仕様書本文 29 10 8
(2)デモ機について
提案するプリンタ、スキャナ等の周辺機器に
ついて、・・・

各メーカとデモ機準備について調整を行うた
めです。

対象となるデモ機は以下の通りです。

【別紙４】ハードウェア要件　P.1～2
表3　項番9,12,15,18,21,24,26

21 調達仕様書本文 29 10 8
(2)デモ機について
動作検証後、機構にて承認した機器につい
てのみ提案製品として認めることとする。

機器承認の基準を明確にするためです。
仕様書の内容に沿ったもので、動作の確認
ができる機器に関しては承認致します。

22 別紙2 1 (表1) 1

「納入期限」欄記載内容のうち、下記の部分
「平成27年9月19日～平成27年9月23日の間
にキッティングセンタから導入機器を移設し、
ニッセイ池袋ビルへ納入すること。」

作業条件、内容及び工程を明確にするため
です。

・平成28年9月導入予定の機構業務(特退共)
用ハードウェア・ソフトウェアにつきましては
調達対象となります。但し納入期限は指定し
た期限の対象外です。
・中退共コーナー設置機器につきましてはご
認識の通りで問題ありません。

23 別紙2 1 (表1) (全体) 各納入物の納入期限
各期日までの作業内容及び工程を明確にす
るためです。

現在調整中のため、別途指示いたします。

24 別紙2 2 (表2) 9
作業概要：ミドルウェア受注業者と協力し、ソ
フトウェアのインストール及び設定作業を実
施する。

作業条件、内容及び工程を明確にするため
です。

【別紙7】ソフトウェア一覧の通りです。(表下
の記載事項参照)

25 別紙2 2 (表2) 9 納入成果物：環境構築手順書
機構業務端末に導入するミドルウェアの環境
構築手順はミドルウェア受注業者の設計範
囲と考えるためです。

ミドルウェア受注業者の作成した環境構築手
順書をもとに端末の環境構築手順書を作成
して下さい。

26 別紙2 - - - 別紙2(全文)
作業条件、内容及び工程を明確にするため
です。

ご認識の通りです。

搬入・設置のための事前の確認は必須と考
えておりますので現行の仕様書通りと致しま
す。
書面の提出は不要です。

・平成28年9月に導入予定の機構業務(特退
共)用ハードウェア・ソフトウェアについては、
調達対象外と認識しておりますが、よろしい
でしょうか。
・中退共コーナー設置機器につきましては、
ニッセイ池袋ビルではなく、各拠点(大阪、名
古屋)へ納入と理解してよろしいでしょうか。

（上記No22とも関連しますが）
平成28年9月に導入を予定されている
「納入物」・「導入機器に係る納入物」・
「導入作業に係る納入物」は、納入期限を
別途ご提示いただけますでしょうか。

機構業務端末に導入するミドルウェア（クライ
アント、エージェント）とは、「別紙7 ソフトウェ
ア一覧」のどのソフトウェアを想定しているの
かを明記いただくことを希望します。

当該ソフトウェアの環境構築手順書について
はミドルウェア受注業者の成果物として記載
いただくことを希望します。

本調達には、現行機器（端末）からのデータ
移行は含まれない認識でよろしいでしょうか。

動作が確認できる機器については、全て承
認していただけるのでしょうか。また、そうで
なければ、承認の基準を示していただけます
でしょうか。

事前調査とは、現地下見を行い、下見結果を
書面にて提出するという認識でよろしいでしょ
うか。
作業品質を担保するためにも、仕様書に現
地下見の要否を追記お願い致します。

「必要に応じて」という文言を追加いただくこと
を
希望します。

対象はプリンタ、スキャナ、バーコードリーダ
でよろしいでしょうか。具体的な対象物品をご
指定いただくよう希望します。
例）　別紙4　ハードウェア要件　pp1～2　　表
2　項番 5,7,9　　表3　項番
9,12,15,18,21,24,26
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　「機構業務端末及び周辺機器ハードウェア更改役務」調達仕様書（案）に対するご意見または修正案についての回答

該当物 ページ 章 項番

ご意見、修正案、ご質問等 ご意見等の提出理由

該当頁
該当する箇所の

章と項番
№

調達仕様書（案）の記載内容
（概要でも構いません）

回答

27 別紙3
別紙
3-2

1 #85
機構業務端末及び周辺機器ハードウェア等
納入端末キッティングセンタ

調達区分を明確にするためです。

仕様書及び【別紙3】の通りとなります。
共通基盤側のキッティングセンタはセンタ設
備ハードウェア納入業者調達となります。仕
様書に記載した端末用のキッティングスペー
スはありますが、それ以外の環境については
端末事業者が確保してください。

28 別紙3
別紙
3-3

2
#82
#94
#127

文書作成アプリケーション
(関係データベース管理システムを除く)

作業条件、内容及び工程を明確にするため
です。

ご認識の通りです。

29 別紙3

別紙
3-4
別紙
3-5

2 - ソフトウェア調達区分について 調達物を明確にするため。 ご認識の通りです。

30 別紙3
別紙
3-9

3 #169
機構電算システムの端末ハードウェア等事
業者納入機器

作業条件、内容及び工程を明確にするため
です。

本文　P.11～P.13　表8-2～表8-5をご参照下
さい。

別紙4 3 2 (1)
ア　機構内センター用スイッチ（HUB)
表5　項番1
パケット処理性能12Mpps以上であること

別紙4 7 2 (2)
ク　中退共コーナー用スイッチ(HUB)
表12　項番1
パケット処理性能12Mpps以上であること

別紙4 16 2 (3)
コ　建退共支部用スイッチ（HUB)
表24　項番1
パケット処理性能12Mpps以上であること

別紙4 3 2 (1)
ア　機構内センター用スイッチ（HUB)
表5　項番3
動作時温度が0～50℃であること

別紙4 7 2 (2)
ク　中退共コーナー用スイッチ(HUB)
表12　項番3
動作時温度が0～50℃であること

別紙4 16 2 (3)
コ　建退共支部用スイッチ（HUB)
表24　項番3
動作時温度が0～50℃であること

31

32

センター用スイッチ(HUB)は、通常のエッジス
イッチでは動作時温度は0～40℃が保証条
件となっており、50℃に対応するには高機能
な一部の機器となるため、動作時温度を0～
40℃にして頂くようお願いいたします。

以下のように仕様を緩和していただくことを希
望します。
「動作時温度が0～40℃であること」

8ポートのセンター用スイッチ(HUB)は、通常
のエッジスイッチでは12Mbps未満となり対応
できないため、11Mbps以上としていただくよう
お願いいたします。

以下のように仕様を緩和していただくことを希
望します。
「パケット処理性能11.9Mpps以上であること」

キッティングセンタの調達区分について、仕
様書(案)P.19(2)ではセンタ設備ハードウェア
納入業者調達、別紙3では端末等受託業者
調達となっておりますが、仕様書(案)通りと認
識してよろしいでしょうか。

「関係データベース管理システム」は、別紙6
ソフトウェア要件の文書作成アプリケーション
に記載がある「データベース機能」のことで
しょうか。また、「関係データベース管理シス
テム」は、他事業者が当該端末に導入され
る、ということでしょうか。

ソフトウェア調達区分の各端末に「バックアッ
プソフトウェア」がございますが、端末のマス
タからの復元のため、運用に必要であり、端
末と共にライセンスも納品するという認識でよ
ろしいでしょうか。

本項で移設対象となる機器に関する情報（機
器の種類、台数、設置場所、結線方法等）を
ご提供ください。

以下の通りに修正致します。

「動作時温度が0～40℃であること」

以下の通りに修正致します。

「パケット処理性能11Mpps以上であること」
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33 別紙4 3 2 (1)
ア　機構内センター用スイッチ（HUB)
表5　項番3
ループ防止機能を有すること

他の仕様を満たし、かつ、左記仕様を満たす
該当品がないと考えるためです。差し支えな
ければ、想定されているメーカ、機種等ご教
示下さい。

以下の通りに修正致します。

「ループ検知機能を有すること」

別紙4 3 2 (2)

イ　電算端末
表6　項番5
JIS規格対応日本語109Aキーボードであるこ
と

別紙4 4 2 (2)

ウ　ＯＡ端末
表7　項番5
JIS規格対応日本語109Aキーボードであるこ
と

別紙4 9 2 (3)

イ　特退共業務用端末
表15　項番5
JIS規格対応日本語109Aキーボードであるこ
と

別紙4 10 2 (3)

イ　特退共業務用端末
表16　項番5
JIS規格対応日本語109Aキーボードであるこ
と

別紙4 16 2 (4)

ア　ＯＡ端末
表25　項番5
JIS規格対応日本語109Aキーボードであるこ
と

別紙4 4 2 (2)

イ　電算端末
表6　項番8
4ポート以上のUSB3.0対応空ポートを有して
いること

別紙4 4 2 (2)

ウ　ＯＡ端末
表7　項番8
4ポート以上のUSB3.0対応空ポートを有して
いること

36 別紙4 5 2 (2)

エ　業務プリンタ
表8 項番8
A4横換算で、120万枚以上または5年以上で
あること

他の仕様を満たし、かつ、左記仕様を満たす
該当品がないと考えるためです。差し支えな
ければ、想定されているメーカ、機種等ご教
示下さい。

以下の通りに修正致します。

「A4横換算で、100万枚以上または5年以上
であること」

37 別紙4 5 2 (2)

オ　シリアルプリンタ（水平インサータ方式）
表9　項番1
水平インサータ方式及びラウンド方式両方に
対応していること

他の仕様を満たし、かつ、両方の方式に対応
する該当品がないと考えるためです。差し支
えなければ、想定されているメーカ、機種等
ご教示下さい。

以下の通りに修正致します。

表9　項番1
「水平インサータ方式に対応していること」

38 別紙4 6 2 (2)

カ　シリアルプリンタ（ラウンド式）
表10　項番1
水平インサータ方式及びラウンド方式両方に
対応していること

他の仕様を満たし、かつ、両方の方式に対応
する該当品がないと考えるためです。差し支
えなければ、想定されているメーカ、機種等
ご教示下さい。

以下の通りに修正致します。

表10　項番1
「ラウンド方式に対応していること」

39 別紙4 6 2 (2)

カ　シリアルプリンタ
シリアルプリンタ（ラウンド式）の印刷速度『最
高260字/秒以上の漢字印字が可能であるこ
と』

仕様確認のため。
以下の通りに修正致します。

「最高速度240字/秒以上」

以下のように仕様を変更していただくことを希
望します。
「ループ検知機能を有すること」

34
以下の通りに修正致します。

「日本語109Aキーボードであること」

「日本語109Aキーボード」はOADGが策定し、
JISで標準化されたものと理解しております。
メーカにより、カタログ表記上「OADG準拠」ま
たは「JIS標準準拠」と記載されていますが、
いずれでも選定可能とするためです。

以下のように仕様を変更していただくことを
希望します。
「日本語109Aキーボードであること」

最高速度260字/秒以上となると、特定の機
器となります。現行機器と同程度の印字速度
に仕様緩和お願い致します。

現行の仕様書通りとします。
機器選定の幅が拡げられ、より公平性が確
保できると考えるためです。

以下のように仕様を追加していただくことを希
望します。
「USBハブも可とする」

35

以下のように仕様を変更していただくことを希
望します。
「ラウンド方式のみ」

以下のように仕様を変更していただくことを希
望します。
「A4横換算で、100万枚以上または5年以上
であること」

以下のように仕様を変更していただくことを希
望します。
「水平インサータ方式のみ」
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別紙4 5 2 (2)
オ　シリアルプリンタ（水平インサータ方式）
表9　項番4
ESC/Pに対応していること

別紙4 6 2 (2)
カ　シリアルプリンタ（ラウンド式）
表10　項番4
ESC/Pに対応していること

別紙4 15 2 (3)
ク　残置機器（A3カラーレーザープリンタ）
表22　項番4
ESC/Pに対応していること

41 別紙4 8 2 (3)

イ　特退共業務用端末
特退共業務用端末要件（ノート）ハードウェア
詳細
キーボードの要件『テンキーレスであるこ
と。』

ご提案となります。

【別紙4】表14　項番7　ハードウェア要件
「テンキーレスであること」の条文を削除しま
す。
また、項番11「付属品　テンキー（USB接続）」
を削除します。

42 別紙4 8 2 (3)
イ　特退共業務用端末
表14　項番7
キーボード・JIS標準準拠86キー

・「86キー」は選定できるメーカ、機種が限定
されるためです。
・貴機構業務上の支障がない場合、キーの
多数化により操作性・利便性が向上すると考
えるためです。

以下の通りに修正致します。

「86キー以上のキーボードであること」

43 別紙4 8 - -
表14　表15
付属品のバーコードリーダーに関して

仕様確認のため。 付属品も含めて66台になります。

44 別紙4 9 2 (3)

イ　特退共業務用端末
表15　項番84
ポート以上のUSB3.0対応空きポートを有して
いる

機器選定の幅が拡げられ、より公平性が確
保できるためです。

現行の仕様書通りとします。

45 別紙4 11 2 (3)

エ　申込用スキャナ（フラットヘッド型）
表18　申込み用スキャナ（フラットヘッド型）
ハードウェア詳細
時刻同期サーバとの同期が可能なこと。

ご提案となります。
必須の機能であるため現行の仕様書通りと
致します。

46 別紙4 14 2 (3)

キ　バーコードリーダ
表21　項番1
以下のコードに対応していること
③SQRC

SQRCはメーカ(デンソーウェーブ)特有の仕
様であり、選定できる機器が限定されるため
です。

必要ではございませんので仕様書から削除
します。

別紙6 1 1 (1)
ア　電算端末
表１　電算端末　ソフトウェア詳細

別紙6 2 1 (1)
イ　OA端末
表２　OA端末　ソフトウェア詳細

項番２　項目：文書作成アプリケーション　備
考：端末等納入業者にて調達・導入と記載が
あります。
そのため、別紙４．ハードウェア要件のハード
ウェア詳細にある「関連ソフトウェア」にも記
載をして頂くようお願いいたします。

職員様によっては、テンキー付のキーボード
のが必要と想定しております。また、付属品
にＵＳＢ接続のテンキーがあることから、両方
に対応した機種をご推奨致します。

【別紙6】ソフトウェア要件でご確認下さい。47

以下のように仕様を変更していただくことを希
望します。
「86キー以上のキーボードであること」

納品数は、予備機含め66となりますが、付属
品含めると合計206個の認識でよろしいでしょ
うか？

以下のように仕様を追加していただくことを希
望します。
「USBハブも可とする」

時刻同期の機能を有するスキャナは特定の
機器となります。また、端末側で時刻同期を
することにより、本機能は不要になると想定し
ます。ついては、仕様より、左記機能の削除
をお願い致します。

左記仕様については必須でしょうか。

端末納入業者の手配が必要なソフトウェアで
したら、ハードウェア要件にも記載していただ
きたく、よろしくお願いいたします。

ご認識の通りです。
ESC/Pはメーカ(エプソン）特有の仕様であ
り、選定できる機器が限定されているためで
す。

ESC/Pをエミュレートして利用できるモードが
搭載されていればご提案可能という理解でよ
ろしいでしょうか。

40
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48 別紙6 4 1 (2)
イ　特退共業務用端末
表４　特退共業務用端末（ノート）要件　ソフト
ウェア詳細

端末納入業者の手配が必要なソフトウェアで
したら、ハードウェア要件にも記載していただ
きたく、よろしくお願いいたします。

【別紙6】ソフトウェア要件でご確認下さい。

49 別紙6 5 1 (2)
イ　特退共業務用端末
表４　特退共業務用端末（ノート）要件　ソフト
ウェア詳細

端末納入業者の手配が必要なソフトウェアで
したら、ハードウェア要件にも記載していただ
きたく、よろしくお願いいたします。

【別紙6】ソフトウェア要件でご確認下さい。

50 別紙6 6 1 (2)
ウ　特退共業務用端末
表５　特退共業務用端末要件　ソフトウェア詳
細

端末納入業者の手配が必要なソフトウェアで
したら、ハードウェア要件にも記載していただ
きたく、よろしくお願いいたします。

【別紙6】ソフトウェア要件でご確認下さい。

51 別紙6 6 1 (2)
ウ　特退共業務用端末
表５　特退共業務用端末要件　ソフトウェア詳
細

端末納入業者の手配が必要なソフトウェアで
したら、ハードウェア要件にも記載していただ
きたく、よろしくお願いいたします。

【別紙6】ソフトウェア要件でご確認下さい。

52 別紙6 8 1 (2)
エ　特退共OA端末
表６　特退共OA端末要件　ソフトウェア詳細

端末納入業者の手配が必要なソフトウェアで
したら、ハードウェア要件にも記載していただ
きたく、よろしくお願いいたします。

【別紙6】ソフトウェア要件でご確認下さい。

53 別紙6 9 1 (2)
オ　特退共業務用端末（開発環境用）
表７　特退共業務用端末（開発環境用）要件
ソフトウェア詳細

端末納入業者の手配が必要なソフトウェアで
したら、ハードウェア要件にも記載していただ
きたく、よろしくお願いいたします。

【別紙6】ソフトウェア要件でご確認下さい。

54 別紙6 9 1 (2)
オ　特退共業務用端末（開発環境用）
表７　特退共業務用端末（開発環境用）要件
ソフトウェア詳細

端末納入業者の手配が必要なソフトウェアで
したら、ハードウェア要件にも記載していただ
きたく、よろしくお願いいたします。

【別紙6】ソフトウェア要件でご確認下さい。

55 別紙6 11 1 (3)
ア　OA端末
表８　OA端末要件　ソフトウェア詳細

端末納入業者の手配が必要なソフトウェアで
したら、ハードウェア要件にも記載していただ
きたく、よろしくお願いいたします。

【別紙6】ソフトウェア要件でご確認下さい。

項番４　項目：文書作成アプリケーション　備
考：端末等納入業者にて調達・導入と記載が
あります。
そのため、別紙４．ハードウェア要件のハード
ウェア詳細にも記載をして頂くようお願いいた
します。

項番３　項目：文書作成アプリケーション　備
考：端末等納入業者にて調達・導入と記載が
あります。
そのため、別紙４．ハードウェア要件のハード
ウェア詳細にも記載をして頂くようお願いいた
します。

項番４　項目：印刷物情報漏えい対策ソフト
ウェア　備考：端末等納入業者にて調達・導
入と記載があります。
そのため、別紙４．ハードウェア要件のハード
ウェア詳細にも記載をして頂くようお願いいた
します。

項番５　項目：文書作成アプリケーション　備
考：端末等納入業者にて調達・導入と記載が
あります。
そのため、別紙４．ハードウェア要件のハード
ウェア詳細にも記載をして頂くようお願いいた
します。
項番２　項目：文書作成アプリケーション　備
考：端末等納入業者にて調達・導入と記載が
あります。
そのため、別紙４．ハードウェア要件のハード
ウェア詳細にも記載をして頂くようお願いいた
します。

項番３　項目：印刷物情報漏えい対策ソフト
ウェア備考：端末等納入業者にて調達・導入
と記載があります。
そのため、別紙４．ハードウェア要件のハード
ウェア詳細にも記載をして頂くようお願いいた
します。

項番４　項目：文書作成アプリケーション　備
考：端末等納入業者にて調達・導入と記載が
あります。
そのため、別紙４．ハードウェア要件のハード
ウェア詳細にも記載をして頂くようお願いいた
します。

項番３　項目：印刷物情報漏えい対策ソフト
ウェア　備考：端末等納入業者にて調達・導
入と記載があります。
そのため、別紙４．ハードウェア要件のハード
ウェア詳細にも記載をして頂くようお願いいた
します。
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56 別紙6 12 1 (4)
表９　文書作成アプリケーション要件　ソフト
ウェア詳細

端末納入業者の手配が必要なソフトウェアで
したら、ハードウェア要件にも記載が必要と
考えており、該当160台がどこにあたるかご
教示いただく、よろしくお願いいたします。

業者決定後別途指示致します。

57 別紙6 12 1 (4)

一部の端末に導入するソフトウェアの機能要
件について以下に示す。導入対象台数は、
160台を予定している。また、導入対象の端
末については別途機構より指示することとす
る。

作業条件、内容及び工程を明確にするため
です。

含まれません。

58 別紙10 - -
2,3,9,10,
11,12,21

各種PCI拡張カード増設による周辺機器接続
用インターフェース増設可能。

PCI expressカード等でもインタフェースの拡
張性は確保できると考えるためです。

以下の通りに修正致します。

「各種PCI拡張カード等増設による周辺機器
接続用インターフェース増設可能。」

※　類似したご意見、修正案、ご質問等は集約して表示してあります。

項番１　項目：文書作成アプリケーション　備
考：端末等納入業者にて調達・導入と記載が
あります。
これがどれにあたるかをご教示頂くようお願
いいたします。

「一部の端末」には本仕様で調達する端末以
外の、他の事業者の調達する端末も含まれ
ますでしょうか。含まれる場合は、その旨仕
様で明記していただくことを希望します。

「各種PCI拡張カード」には、「PCIexpressカー
ド」も含まれるという解釈でよろしいでしょう
か。「各種PCI拡張カード等の」と変更してい
ただくことを希望します。
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