
『「人事院LAN用パーソナルコンピュータの借入及び保守」提案書に関する質問』への回答

頁 章番号

1

4
7
8
11

2.1.1①
2.2.1①
2.3.1①
2.4.1①

ラックマウント型で、1Uまた
は2Uであること。

購入するサーバがラッキング
可能かを確認するために、
サーバを搭載するラックの情
報をご提示ください。

19インチラックです。

2
4
5
7

2.1.1④
2.2.1④

ホットプラグ対応のSAS
10,000rpm 300GBのHDD 3
台以上搭載すること。

RAID5の構成で組むと、
2D+1Pとなり、リザーブ用の
ディスクが存在しないため、左
記とは別に【1台以上のリザー
ブディスクを搭載すること。】と
いった条件の追加が必要と考
えますが、その認識でよろし
いでしょうか。

必須条件は仕様書のと
おりとします。

3 4 3.3 ライセンスについて

Microsoft社のOfficeに関し
て、官公庁用のもの（ガバメン
トライセンス等）をご用意致し
ますが、適切なライセンスを
適用するために「ライセンスの
クラス」と「ライセンス番号」を
ご教示お願い致します。

現在は、Government
Open LicenseのLevel A
となります。

4 4 3.4 アップグレードライセンス

(仕様書3.1)Adobe Acrobat XI
Pro調達数840式に対して、(仕
様書3.4)保有ガバメントライセ
ンスが734式のようですが840
式アップグレード版を用意す
るという認識でよろしいでしょ
うか。

仕様書の前提条件３．４
に記載されている分に
ついて、アップグレード
版での導入が可能で
す。

5 5 2.1.1⑫
(イ)冷却ファン、電源装置、
HDD等の活性交換が可能
であること。

冷却ファンの活性交換を可能
にするサーバは、高スペック
（高価格）なモデルでなければ
要件を満たすことができませ
ん。「～等」との記載から、電
源装置、HDDの活性交換が
可能であれば、必須要件を満
たすという認識でよろしいで
しょうか。また、冷却ファンに
ついては任意の加点要件とい
う認識でよろしいでしょうか。

冷却ファンも含め仕様
書記載事項は必須条件
です。

6 9 2.3.2④
ホットプラグ対応のSAS
10,000rpm 450GBのHDD 4
台以上搭載すること。

RAID5の構成で組むと、
2D+1Pの3台とリザーブ用の
ディスク1台という認識でよろ
しいでしょうか。それとも、
3D+1Pでリザーブディスク存
在しない構成という認識でしょ
うか。後者の場合、左記とは
別に【1台以上のリザーブディ
スクを搭載すること。】といった
条件の追加が必要と考えます
が、その認識でよろしいでしょ
うか。

必須条件は仕様書のと
おりとします。

項
番

仕様書記載内容 質問、意見内容等 回答
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7 9
2.2.2⑫
(ウ)

半年分のログを保存するた
めに外付けHDD等の外部
媒体を用意すること。

購入する機器が1TB,2TB等複
数有り、製品選定が困難にな
りますので半年分のログが約
何GBになるかご提示くださ
い。もしくは、現行環境では約
何GBかの情報を開示くださ
い。

現在証跡管理サーバは
使用していません。
必要量も含めて提案を
お願いします。

8 11 2.4.2④
ホットプラグ対応のSAS
10,000rpm 300GBのHDD 2
台以上搭載すること。

RAID1の構成で組むと、
1D+1Dとなり、リザーブ用の
ディスクが存在しないため、左
記とは別に【1台以上のリザー
ブディスクを搭載すること。】と
いった条件の追加が必要と考
えますが、その認識でよろし
いでしょうか。

必須条件は仕様書のと
おりとします。

9 14 3 導入、設置要件

今回納入する物品について、
納品場所に関する記載があり
あません。パソコンを地方事
務局等に配送する必要があ
れば、見積りに関わりますの
で、配送先の情報をご提示く
ださい。

別添「拠点別PC台数一
覧」のとおり。

10 14 2.5.2⑨
人事院が求めるソフトウェ
アを全てインストールするこ
と。

落札業者は貴院が指定され
ているソフトウェア全てを貴院
から借用できるという認識で
よろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

11 14 2.5.2⑨
人事院が求めるソフトウェ
アを全てインストールするこ
と。

P14 3.1基本要件に、「物品の
納入は、設定が完了した物品
を、本仕様書の指示にした
がって設置すること。」とある
ため、ソフトウェアは機器納入
前に貴院から借用し、弊社作
業場所において事前にインス
トール可能という認識でよろし
いでしょうか。

ご認識のとおりです。

12 14 Ⅰ.3.2

納入された物品を指定され
たカ所へ設置する必要があ
り、その作業に相当の期間
を要するため、設置を数回
に分けて依頼する場合があ
ることを了承すること。

効率的な設置の提案のため、
各拠点ごとの設置台数の内
訳をご教示いただけますで
しょうか。

別添「拠点別PC台数一
覧」のとおり。

13 16 Ⅱ.1.

既存の資産管理システム
(パレットコントロール)の
データ及び管理情報をすべ
て移行すること。

データの移行を実施するにあ
たり、現行機のOS及びパレッ
トコントロールのバージョンの
情報を開示ください。

現行のバージョンは下
記のとおりです。
OS:Windows Server
2008 SP2
PalletControl:5.01

14 16 Ⅲ.3.①

故障時は、国内窓口で電
話対応することとし、機密
情報保護の観点から保守
は国内にて完結すること。

当該項目を満たしていること
を証明する際、本項目をに準
拠する旨を証明するメーカー
の証明書を提示するとの認識
でよろしいでしょうか。

問題ありません。



別添

拠点別PC台数一覧

【納入場所、台数】

  名 称 郵便番号 住 所 概数

人事院(本院) 100-8913  東京都千代田区霞が関１－２－３ 530

国会班 国会内 5

研修センター 112-0002 文京区小石川３－１９－５ 5

公務員研修所 358-0014  埼玉県入間市宮寺３１３１ 40

北海道事務局 060-0042  札幌市中央区大通西１２丁目 札幌第3合同庁舎 20

東北事務局 980-0014  仙台市青葉区本町３－２－２３ 20

関東事務局 330-9712  さいたま市中央区新都心１－１ 30

中部事務局 460-0001  名古屋市中区三の丸２－５－１ 20

近畿事務局 553-8513  大阪市福島区福島１－１－６０ 25

中国事務局 730-0012  広島市中区八丁堀６－３０ 20

四国事務局 760-0068  高松市松島町１－１７－３３ 15

九州事務局 812-0013  福岡市博多区博多駅前東２－１１－１ 20

沖縄事務所 900-0022  那覇市樋川１－１５－１５ 10

760合 計


