LAN関係調達仕様書意見に対する対応
注） 1.種目欄には、意見の種類を以下から選択して、その番号を記載すること。
[1. 要求水準を下げる。
No. 資料名

頁番号 行番号

2. 要求水準を上げる。

3. 文章だけを修正する。

項目

1

仕様書

14

-

2.3.7 スケジュール

2

仕様書

35～36

-

7.2.10 行政端末

4. その他

]

種
意見
理由
回答
別
1 スケジュールに関し、作業期間を全体で2～3ヶ月伸ばして 規模も大きく、移行設計のインプットとなる現行システム ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
頂きたいです。
と環境の理解に２～３ヶ月を要するため、新規参入する会
社の場合、仕様書のスケジュール案では品質を担保した導
入が困難と考えます。
1 行政端末
(1)一般用行政端末
(2)貸出用行政端末

本調達事業者及び製造元でなければならない場合、実質的 ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
にパソコンメーカー以外は応札ができなくなってしまう要
件と考えるため。

について、下記の要件記載がありますが、記載を削除願い
ます。
「BIOSのプログラムに係る品質保証が本調達事業者及び製
造元で可能なこと。」
3

仕様書

35～37

-

7.2.10 行政端末

1 行政端末
パソコンメーカーから個別に証明書を発行することに応じ ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
(1)一般用行政端末
てもらえない場合、エビデンスの提示が困難なため。
(2)貸出用行政端末
(3)運用管理用端末
(4)貸出用タブレット端末
について、下記記載がありますが、記載を削除願います。
「機器の設計から部品検査、製造、完成品検査に至る工程
について、許可されていない修正が行われないことを保証
する管理が一貫した品質保証体制の下でなされているこ
と。」

4

仕様書

38

7

7.2.11 プリンタ
（1） 幹部用プリンタ

5

仕様書

39

2

7.3.1 標準OS
(2) 貸出用タブレット端末

3 「装着するオプションを含む外形寸法で、W500×D500×
H400mm 以内であること。」とありますが、特定メーカの
製品のみ対象となります。選択肢の幅を広げるために外形
寸法の要件を「装着するオプションを含む外形寸法で、
W550×D500×H400mm」に見直していただけないでしょう
か。
1 「(2) 貸出用タブレット端末」において、「Android また
はiOS であること。」とOSが限定されておりますが、OSの
選択肢としてWindowsも追加すべきと考えます。
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製品の選択肢の幅を広げ、より良い提案を行うため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。

管理面やセキュリティ面からもWindows OSも選択肢として ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。
入れるべきと考えます。これは貸出用タブレット端末のOS
がWindows OSであれば、Windows 7相当以上を予定してい
る行政端末等と同様に管理ができセキュリティ面からも他
社OSより優れているためです。

LAN関係調達仕様書意見に対する対応
注） 1.種目欄には、意見の種類を以下から選択して、その番号を記載すること。
[1. 要求水準を下げる。
No. 資料名
6

仕様書

頁番号 行番号
42

11

2. 要求水準を上げる。

3. 文章だけを修正する。

項目
7.3.2 標準ソフトウェア
(2) 行政端末
11. PDFファイル閲覧・編集

4. その他

]

種
意見
別
3 ＜仕様案＞
PDFファイル閲覧・編集
・PDF形式の文書が表示可能なこと。
・ﾌｧｲﾙをPDF形式に変換出来ること。

理由

＜意 見＞
国際標準規格に準拠したPDFファイルの表示・変換が可能
なように、また標的型攻撃対策の為にNISC様よりアナウン
スが出ております、PDFファイルへのGPKI署名の付与・検
証に対応した安心・安全なPDFソフトを調達頂くために、
仕様案を以下の通り記載下さい。
－修正仕様案－
PDFファイル閲覧・編集
・ISO32000-1に準拠したPDF形式の文書が表示可能なこ
と。
・ﾌｧｲﾙをISO32000-1に準拠したPDF形式に変換できるこ
と。
・政府認証基盤（GPKI）の署名の付与、検証が行えるこ
と。

回答

PDFファイルの規格は、ISO(国際標準化機構）にて
ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。
ISO32000-1として規定されております。貴庁にて調達され
るPDFソフトは、安全性と公平性の観点から国際規格に基
づく仕様とされることをご提案申し上げます。
また、官公庁・独立行政法人等公共機関や防衛関連企業
を狙った標的型サイバー攻撃は、現在も続いております。
昨年のサイバー攻撃では、一般的に普及しておりますPDF
ソフトのセキュリティ脆弱性により、被害が拡大してお
り、また2013年10月にも、ソフトメーカー自身がサイバー
攻撃に晒され、約3,800万人もの顧客情報が流出いたしま
した。
参考
URL:http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1310/30/n
ews044.html
上記サイバー攻撃の影響を極力排除するために、内閣官
房情報セキュリティセンター（NISC）様より、政府機関が
作成するPDFファイルには、政府認証基盤（GPKI署名）を
付与し、（1) 「政府発行証明及び署名の有効証明」（PDF
ファイルの発行者が政府機関であり、署名が有効期間内で
あること）、(2) 「完全性証明（非改ざん証明）」（PDF
ファイルが改ざんされていないこと）を確認できるように
アナウンスが出ております。
したがい、GPKIに対応したPDFソフトの調達は、仕様書
案P64の「11.4.9 情報セキュリティ対策業務」の中にある
「内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）等からのセ
キュリティ調査及びセキュリティ対策要請等の対応業務」
という要請に合致するとともに、仕様書案P70の「11.4.15
標的型攻撃対策業務」及びP121「16.3.9 メールセキュリ
ティ対策 (3)標的型メール対策機能」によるセキュリティ
対策をより強固にするものと考えます。

7

仕様書

43

2

7.3.2 標準ソフトウェア
（2） 行政端末
16. デジタル画像編集

3 「既存の「Adobe PhotoShop Elements CS3 Extended」」 要件の確認のため。
とありますが、以下のソフトウェアの認識で宜しいでしょ
うか。
・「Adobe Photoshop Elements 8」
・「Adobe Photoshop Extended CS5」
上記の認識で宜しければ、以下のように要件を分けて記載
いただけないでしょうか。
・既存の「Adobe Photoshop Elements 8」で作成したファ
イルが、継続して使用出来る手段を提供すること。
・既存の「Adobe Photoshop Extended CS5」で作成した
ファイルが、継続して使用出来る手段を提供すること。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。

8

仕様書

43

-

7.3.2 標準ソフトウェア
（3） 貸出用タブレット端末

4 16.3.13 ウイルス対策要件に「原則として全ての機器にウ 要件の確認のため。
イルス対策機能を導入すること」とあるため、貸出用タブ
レットについても対象となると認識しております。
7.3.2 標準ソフトウェアに(1)サーバ、(2)行政端末と同様
にウイルス対策の要件があれば、ご教示願いますでしょう
か。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。

9

仕様書

47

38

9.2.2 移行作業

4 「移行作業にあたっては、現行システム運用・保守業者と 現行システムの設計が見えず、移行方式とその計画・設計 ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
の調整を行った上で実施すること。調整に対し発生する費 が完了しない状況では、ＷＢＳの洗い出しと工数見積りは なお、必要な情報については、関係書類の事前閲覧の際
用及び現行システムの変更作業に必要となる費用は本調達 現行ベンダーでなければできない内容のため。
にご確認ください。
に含むこと。」とありますが、現実的に事前費用見積を算
定できない要件となっております。この費用については、
移行設計が完了した後に調達するか、見積が可能となる算
定条件をご提示下さい。
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LAN関係調達仕様書意見に対する対応
注） 1.種目欄には、意見の種類を以下から選択して、その番号を記載すること。
[1. 要求水準を下げる。
No. 資料名

2. 要求水準を上げる。

頁番号 行番号

3. 文章だけを修正する。

項目

4. その他

]

種
意見
理由
別
4 運用・保守体制
費用積算できない内容が含まれているため。
「現行システム運用体制と調整にあたり発生する費用及び
現行システムの設定変更等の作業に必要となる費用は本調
達に含むこと。」とありますが、現実的に事前費用見積が
算定できない内容となっております。この費用について
は、運用設計が完了した後に別途調達するか、見積が可能
となる算定条件をご提示下さい。

回答

10

仕様書

49

28

9.6.1 運用・保守体制

11

仕様書

51

6

10.1 教育業務

4 「内閣府等及び運用管理事業者を対象として、次期システ 新規業者が実施すべき地区の想定を行うことは困難です。 「表 4.1-1 拠点一覧」に記載の通りとします。
ムに関する年間教育カリキュラムや個別の教育プログラム また、遠隔地での開催の場合、見積に旅費等を考慮する必
（教育の名称・開催日時・場所・講師・受講対象者・予定 要があります。
参加数・教育の概要・教育用教材）等を計画すること。」
とありますが、10.2.1～10.2.5に定める教育の実施地区を
ご教示下さい。

12

仕様書

51

37

10.2.2 一般職員に対する教育

4 「対象職員数は教育希望者全てとし、」とありますが、想 内容により、見積金額に影響が生じてしまうため、要件を ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
定される人数、実施回数についてご教示下さい。
ご提示下さい。
なお、必要な情報については、関係書類の事前閲覧の際
にご確認ください。

13

仕様書

51～52

-

10.2 実施内容

4 「利用者マニュアル」及び「運用・保守マニュアル」の要 内容により、見積金額に影響が生じてしまうため、もう少 ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
素を含んだ「教育用教材」」の作成が要件として記載され し詳しい要件をご提示下さい。
なお、必要な情報については、関係書類の事前閲覧の際
ていますが、想定されているページ数、冊数について記載
にご確認ください。
願います。

14

仕様書

55

5

11.2.2 体制要件

4 体制要件について、参考資料として現行の実績工数につい 現状を知らない場合、記載内容だけで作業工数・ピーク時 必要な情報については、関係書類の事前閲覧の際にご確
ても、開示下さい。
の必要人数を想定することは困難です。見積条件が各社ご 認ください。
とに乖離してしまう原因にもなりますので、参考として現
行の要員数(工数)実績をご提示下さい。

15

仕様書

58

11

11.4.2 運用監視業務

4 迅速なトラブルに対応するため、WAN事業者との責任分界 要件の確認のため。
点となるWAN事業者調達のWANルータに対しても障害検出、
障害復旧の情報を取得する等、運用上の具体的な要件が必
要と考えます。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。

16

仕様書

64

37

11.4.10 人事異動・組織改編に伴
う業務
(2) データ移行ツール

4 「ユーザデータ移行を行う為のツールを提供すること。移 費用低減につながる可能性が高いため。
行対象のデータとして下記を予定しているが、詳細は落札 操作手順等の情報が引き継がれることは、利用者の方にメ
後の協議事項とする。なお、一般の職員においても操作可 リットがあると考えるため。
能な簡易な手順でデータが移行出来るツールであること。
・ローカルディスク上のメールデータ
・デスクトップ／マイドキュメント上のユーザデータ
・ユーザ辞書
・Dドライブ上のデータ
・ファイルサーバ上の個人領域のデータ」
との記載がありますが、前回調達時も同様の記載がありま
した。仕様書、操作マニュアル、著作権含めて納品されて
いると思いますので、過去納品されているツール類を開示
頂き、流用・改修して利用すること認める記載として下さ
い。

ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
なお、必要な情報については、関係書類の事前閲覧の際
にご確認ください。また、ツール類は流用・改修は可能
とします。

17

仕様書

74

3

12.1 対象

1 「保守の対象は、本調達で納入する全ての機器及びソフト
ウェアとする。また、「別紙 19内閣府LAN（共通システ
ム）別途保守機器一覧」に示す機器に関しても対象とす
る。」との記載がありますが、NW機器の流用は、その他NW
機器で提案しようとするベンダの場合、統一性が図れない
ため、設計・設定作業費や運用管理工数面で不利に働きま
す。別調達として頂きたいです。
もしくは、せめて本機器のハード保守、ソフト保守、設
計・設定内容等のサポート窓口だけは本機器導入ベンダに
対応頂く条件として頂きたいです。
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ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
なお、必要な情報については、関係書類の事前閲覧の際
にご確認ください。

提案NW機器が異なる場合、既存機器の仕様の確認等の工 ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
数、運用管理の工数等が増えます。
また、記載の資料では無償保証期間の残存有無等の保守見
積条件が不明ですし、別途記載されている平成30年12月31
日までの保守締結並びに延長等の可否判断もできないた
め。

LAN関係調達仕様書意見に対する対応
注） 1.種目欄には、意見の種類を以下から選択して、その番号を記載すること。
[1. 要求水準を下げる。
No. 資料名

頁番号 行番号

2. 要求水準を上げる。
項目

3. 文章だけを修正する。

4. その他

]

種
意見
別
1 「ファイル共有機能、メールボックスの容量等を将来増
設・拡張する場合は別途調達とするが、その際、当該機器
の価格が今回調達する製品の価格と比較して妥当なもので
あること。」との要件を外して下さい。

理由

回答

18

仕様書

89

10

14.2 増設時の費用

機器の提供価格は、その時の市場動向、仕入ボリューム等 ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
により、左右されます。本要件は、そのリスクを業者のみ
に負わせることになっており、業者に過大な損失負担をさ
せることになりかねません。増設・拡張の実施について
は、発生有無・条件ともに不明であり、発生時はその際の
見積条件に合わせて見積るべきものと考えるため。

19

仕様書

91

17

14.6.2 作業条件

4 「共通Web システムの制約により、外部から当該ウェブ 要件の確認のため。
サーバへの直接掲載は行えない為、同等の環境でテストを
行い、効率的な掲載が出来るよう本調達事業者は支援を行
うこと。」とありますが、共通Webシステムサポートサイ
トでのコンテンツの掲載等にかかる支援作業という認識で
宜しいでしょうか。
また、「同等の環境でテスト」はWeb関係調達事業者での
調達との認識で宜しいでしょうか。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。

20

仕様書

94

12

14.7.1 事業者要件

4 -

自主的な応札条件の緩和に関する修正

【修正前】
・本業務を実施予定の事業所がISO9001の認証を受けて
いること。
【修正後】
・本業務を実施予定の組織・部門がISO9001:2008、また
はCMMIレベル3以上の認証を受けていること。またこれ
と同等の品質マネジメントシステムを確立しているこ
と。

21

仕様書

94

13

14.7.1 事業者要件

4 -

自主的な応札条件の緩和に関する修正

【修正前】
・本業務を実施予定の事業所がISO27001（ISMS）適合性
評価制度の認証及びJIS Q 15001（プライバシーマー
ク）の付与認定を受けていること。
【修正後】
・本業務を実施予定の組織・部門は、プライバシーマー
ク付与認定、ISO/IEC27001及び JIS Q27001認証のいず
れかの取得、または同等の情報セキュリティマネジメン
トシステムを確立していること。

22

仕様書

-

-

14.7.3 入札制限

4 -

自主的な応札条件の明確化に関する修正

4/7

【以下を追記】
14.7.3 入札制限
(1) 本調達仕様書の作成に直接関与した事業者等に関す
る入札制限
(2) LAN関係調達・Web関係調達・WAN関係調達・運用管
理調達に対する入札制限
(3) CIO補佐官及びその支援スタッフ等の属する事業者
等に対する入札制限

LAN関係調達仕様書意見に対する対応
注） 1.種目欄には、意見の種類を以下から選択して、その番号を記載すること。
[1. 要求水準を下げる。
No. 資料名

2. 要求水準を上げる。

頁番号 行番号

3. 文章だけを修正する。

項目

4. その他

]

種
意見
理由
回答
別
4 「内閣府PJMOは、法令を含む社会一般情勢の変化により、 数量変更時や調達取りやめ、要件の変更等により、見積金 ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。
本仕様書の内容について、止むを得ず変更することがあ 額に変動が発生した場合の対処についての記載が無く扱い
る。なお、次期システムにて新たに盛り込む事項である、 が不明なため。
無線LAN機能、リモートメール機能、共有ストレージ機
能、 Web会議機能に関しては、数量の変更のみではなく、
調達を取りやめる場合もあることに留意し、当該機能が関
係する要件についても変更されるものとする。」とありま
すが、数量の変更や調達の取りやめの場合、金額に変更が
生じます。その場合の扱いが記載されていないので、どの
ような対応になるのか追記を御願い致します。

23

仕様書

94

36

14.8 その他

24

仕様書

94

43

14.8 その他

4 「外部専門家に係る経費を含む旅費、会議費、通信運搬 見積が困難なため。
費、謝礼金等の本業務を遂行する上で必要な経費は本調達
に含むこと。」とありますが、どのようなケース・回数・
金額を想定しているのか、見積条件の提示を御願いしま
す。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。

25

仕様書

104

19

16.1.18 首都圏外バックアップセ
ンタ向けルータ要件（WAN関係調
達）

4 -

【修正前】
・ 8号館庁舎と首都圏外バックアップセンタ間について
は、暗号化通信を実施すること。暗号化方式は、行政情
報システム関係課長連絡会議（平成15年2月28日）の
「各府省の情報システム調達における暗号の利用方針」
を改訂した、「電子政府における調達のために参照すべ
き暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）（平成25年3月1
日改訂）」、内閣府等が規定する「暗号及び電子署名規
程」等に記載されたものを使用する。

自主的な応札条件の緩和に関する修正

【修正後】
・ 8号館庁舎と首都圏外バックアップセンタ間について
は、暗号化通信を実施すること。暗号化方式は、行政情
報システム関係課長連絡会議（平成15年2月28日）の
「各府省の情報システム調達における暗号の利用方針」
を改訂した、「電子政府における調達のために参照すべ
き暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）（平成25年3月1
日改訂）」、内閣府等が規定する「暗号及び電子署名規
程」等に記載されたものを使用する。ただし、WAN関係
調達で導入するWAN回線が、傍受対策の為の通信の暗号
化を必要としないクローズドネットワーク構成等である
場合には、この限りではない。
26

仕様書

106

24

16.2.1 基本要件

4 「行政端末については公務員ICカードシステムと連携し WEB関係調達のシステム群について、シングルサインオン ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
て、職員が一度パスワードを入力するだけで、次期システ 機能の連携可否または方式が不明なため。
なお、Web関係調達のシステムは含まれません。
ムの全ての機能が利用可能となるシングルサインオンの機
能を提供すること。」とありますが、シングルサインオン
には別途調達のWEB関係調達のシステムが含まれるとも取
れる表現となっています。
見積範囲に狂いが生じないよう、対象範囲が明確にわかる
記載すべきと考えます。

27

仕様書

106

24

16.2.1 基本要件

4 「行政端末については公務員ICカードシステムと連携し 連携部分の仕様が開示されない場合、連携部分の作成は不 必要な情報については、関係書類の事前閲覧の際にご確
て、職員が一度パスワードを入力するだけで、次期システ 可能のため、仕様開示に問題がないことを確認させて頂き 認ください。
ムの全ての機能が利用可能となるシングルサインオンの機 たいです。
能を提供すること。」とありますが、連携部分の機能作成
のために必須の情報が、公務員ICカードシステム側に存在
する場合、仕様を開示いただけるとの理解で宜しいです
か？

5/7

LAN関係調達仕様書意見に対する対応
注） 1.種目欄には、意見の種類を以下から選択して、その番号を記載すること。
[1. 要求水準を下げる。
No. 資料名

頁番号 行番号

2. 要求水準を上げる。

3. 文章だけを修正する。

項目

4. その他

]

種
意見
別
2 「電子メールクライアントは専用ソフトウェアまたはブラ 要件の確認のため。
ウザとする。」とありますが、利用者の利便性を考慮した
場合、専用ソフトウェアとブラウザの両方でメールの作成
及び送受信ができる必要があると考えます。

理由

回答

28

仕様書

112

2

16.2.8 グループウェア要件
（4） 電子メール送受信機能

29

仕様書

114

2

16.2.8 グループウェア要件
（7） 掲示板機能

4 「16.11 特定部局要件」には掲示板に関する要件は記載さ 要件の確認のため。
れていません。特定部局の掲示板に係る要件はどのような
ものでしょうか。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。

30

仕様書

117

-

16.2.16 仮想デスクトップ要件
表16.2-1 仮想デスクトップ要件一
覧

4 貸出用行政端末(出張者用)の利用背景等を想定した場合、 要件の確認のため。
「印刷」、「外部媒体への書き込み」、「USB機器接続」
の機能は仮想デスクトップではなくローカルデスクトップ
の要件と考えますが、いかがでしょうか。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。

31

仕様書

136

8

16.6 個別システム要件

4 「内閣府LAN(共通システム)計画書」に従い、個別システ 2013年8月に内閣府殿ホームページに掲載された「内閣府 ご意見として承りましたが、本調達の範囲と考える為、
ムに関して、ハードウェア調達以外の要件については分離 LAN(共通システム)計画書」には、下記のように記載され 現行仕様の通りとします。
調達として下さい。
ております。「個別システムについては、各個別システム
及び各独自LANについて、それぞれ分離して調達する。但
し、一部の小規模な個別システムについては、一括で仮想
マシン化等により構築する事に伴うコスト削減効果を勘案
し、ハードウェアを「LAN関係調達」に含めて調達す
る。」
また、「情報システムに係る政府調達指針」にも設計・開
発を伴うソフトウェアとハードウェアの分離調達は原則で
あることが記載されております。
上記に対して、今回の仕様書案には、個別システムアプリ
ケーション(設計・開発を伴うソフトウェア)の改修等の対
応が必要となった場合に必要な情報を部局システム事業者
に明確に提示する要件やデータの移行・確認作業等も含ま
れております。
実態として改修箇所の特定やアプリケーションデータの移
行等は、導入ベンダでなければ対応が困難な内容であり、
大きな参入障壁となりますので、当初計画どおりフラット
な調達とするためにハードウェア部分以外は分離調達とす
べきです。

32

仕様書

138

10

16.6.1 個別システム
(6) 国民経済計算システム要件

2 「用紙のカール補正機能を有していること」をご提案致し 国民経済計算システムでの大量の解析結果のデータや帳票 ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
ます。
をサーバー室で安定的に出力する為には紙詰まりを減ら
し、安定的に出力できる機能が求められるため。

33

仕様書

138

10

16.6.1 個別システム
(6) 国民経済計算システム要件

2 「3,000枚以上の排紙容量と100枚まで綴じることが出来る 一度に大量のページ数の資料を製本出力する際、必須とな ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
フィニッシャー機能を装備すること」をご提案致します。 る機能で有るため。

34

仕様書

138

10

16.6.1 個別システム
(6) 国民経済計算システム要件

2 「6,000枚以上の給紙容量を有していること」をご提案い 国民経済計算システムの各端末から大量の出力指示が行わ ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
たします。
れた際、大容量の給紙量が必要となるため。

35

仕様書

138

10

16.6.1 個別システム
(6) 国民経済計算システム要件

2 「プリントサーバを装備すること」をご提案致します。

国民経済計算システムの各端末からの大量ジョブの安定し ご意見として承りましたが、現行仕様の通りとします。
たリモート出力を行うため。（紙詰まり等の出力エラー時
の再出力など）

36

仕様書

139

1

16.6.1 個別システム
(7) 公務員カード発行管理システ
ム・入退館システム要件

4 -

自主的な応札条件の緩和に関する修正

【以下を削除】
・「7.2.10(1) 一般用行政端末」に示す要件に適合した
端末を、公務員カード発行管理システム用に5式、入退
館システム用に5式用意すること。

37

仕様書

142

11

16.6.3 LAN接続変更を行う個別シ
ステム

4 -

自主的な応札条件の明確化に関する修正

【以下を追記】
・ 子供子育て支援システム（仮称）
・ 内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）システ
ム（仮称）

6/7

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。

LAN関係調達仕様書意見に対する対応
注） 1.種目欄には、意見の種類を以下から選択して、その番号を記載すること。
[1. 要求水準を下げる。
No. 資料名
38

仕様書

頁番号 行番号

2. 要求水準を上げる。

3. 文章だけを修正する。

項目

4. その他

]

種
意見
別
4 Web申請システム要件ですが、独自LANでのLAN調達以外の 要件の確認のため。
端末からの利用は対象外との認識で宜しいでしょうか。
提案するサービスやシステムによってはブラウザのアドオ
ン等のライセンスが必要になります。また、独自LANでの
LAN調達以外の端末は保守が困難と想定されるためです。

理由

回答

146

-

16.8 Web申請システム要件

39 別紙2

-

-

内閣府LAN(共通システム)
現行ネットワーク構成図

3 別紙3同様に特定部局内に「国会情報連絡DB」が必要との 要件の確認のため。
認識で宜しいでしょうか。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。

40

別紙7

1

-

内閣府LAN(共通システム)
成果物一覧

4 10.各種設計書に「※LAN事業者が主導し作成」とあります 工数見積が困難なため。
が、一般的にはこの部分はPJMO支援事業者のタスクと考え また、他事業者側に起因する問題を考慮した見積想定は困
ます。
難であるため。
PJMO支援事業者タスクとして頂くか、もしくは「主導」と
記載されている役割・内容が何か詳細に提示下さい。
また、主導の範囲にも関係しますが、他事業者側に起因す
る問題が生じた場合、LAN事業者が責任は負わない認識で
よいか確認させて頂きたいです。

ご意見として承りましたが、運用期間中を含めて、LAN
事業者が次期システム全体の技術的支援を主導的に実施
することを想定していますので、現行仕様の通りとしま
す。

41

別紙7

1～5

-

内閣府LAN(共通システム)
成果物一覧

4 -

【成果物項目を追加】
7.EVM進捗管理表
8.EVM進捗状況表
9.EVM進捗グラフ
55.棚卸記録
58.障害対応報告書
67.パフォーマンス報告書

自主的な応札条件の明確化に関する修正

ご認識の通りとなります。

【名称の変更】
62.作業報告書
65.SLA報告書
42

別紙15

-

-

12
審議会委員等兼職データベース

3 主なミドルウェア、アプリケーションに「Oracle11g
Release 2(11.1.0)」 とありますが、「Oracle11g
Release 1(11.1.0)」との認識でよろしいでしょうか。

7/7

要件の確認のため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。

LAN関係調達仕様書質問に対する対応
注）１．種別欄には、質問の種類を以下から選択して、その番号を記載すること。
［１．調達仕様書に対する質問等。
No. 資料名

頁番号 行番号

２．その他］
項目

種
質
問
等
理由
別
見積もる上で確認が必要と思われるため。
1 「次期システムへの接続を行い、必要に応じてプリンタ
サーバへの登録を行う。本調達範囲外の複合機・プリンタ
も含む。 」とありますが、調達範囲外の複合機・プリン
タの型番をご教示下さい。また、マニュアル・ドライバー
類は提供頂ける認識で宜しいですか?

回答

1

仕
様
書

18

30

3.1.10 他システムとの接続
(3) 複合機・プリンタ

2

仕
様
書

65

15

11.4.10 人事異動・組織改編に伴
う業務
(3) レイアウト変更に伴う作業

費用見積のため。
1 レイアウト変更に伴う作業
「また、エッジスイッチ、フロアスイッチ及び無線LANア
クセスポイントは適宜設置すること。」との記載がありま
すが、追加で必要になる場合は、予備機をあてるという理
解で宜しいですか?

ご認識の通りとなります。

3

仕
様
書

68～70

-

11.4.14 システム更新業務

1 システム更新等業務(2)ネットワーク2.セキュリティポリ 意図されていることを正しく理解したいため。
シ変更は、「ネットワーク機器の設定変更を実施可能なこ
と。」とありますが、(3)サーバと(4）行政端末では、
「設定変更すること。」との記載になっております。「設
定変更実施可能なこと」と、「設定変更すること」の文言
の使い分け（意図）がよくわからないので、ご教示下さ
い。

ご質問を参考に、現行仕様の一部を変更いたします。

4

仕
様
書

85

31

13.3.7 機器の導入・設置

見積が困難なため。
1 表13.3-1に記載されている内容以外のLAN配線(フロアス
イッチ～エッジスイッチ及び無線LANアクセスポイント等)
や光ファイバ配線距離については、資料閲覧時に開示いた
だける認識で宜しいでしょうか?

ご認識の通りとなります。
必要な情報については、関係書類の事前閲覧の際にご確認
ください。

5

仕
様
書

85

31

13.3.7 機器の導入・設置

1 「現行システムにおける各拠点の行政端末及びプリンタの 要件を正しく理解したいため。
設置場所を示した「別紙13内閣府LAN（共通システム）行
政端末・プリンタ拠点別台数一覧」を参照し、次期システ
ムにおいても全ての機器を接続可能な適切な構成とするこ
と。」とありますが、次期システムの移行時一旦現行機器
を接続せよとの要件でしょうか?もしくは次期システムの
接続台数のイメージ把握のために提示頂いているのでしょ
うか?

次期システムの各拠点における接続台数のイメージ把握の
為に記載しております。

1/1

ご認識の通りとなります。必要な情報については、関係書
類の事前閲覧の際にご確認ください。

