2016年11月28日

招請意見への回答について

独立行政法人 日本貿易振興機構
副理事長 赤星 康

「複合機の賃貸借及び保守等」に係る意見招請（2016年9月21日官報公告）に寄せられた
意見に対して、別添の通り回答いたします。

以上

別添： 「複合機の賃貸借及び保守等」に係る招請意見への回答

「複合機の賃貸借及び保守等」
No

1

該当機
仕様書
種
項目番号
45枚機 Ⅰ．総則
60枚機 ５．基本事項
（２）．

45枚機 Ⅱ．設置機器
１．基本機能／コピー機
能
（１７）．

仕様書記載内容

意見

エコマーク認定商品（類
型番号：１１７ 類型
名：複写機Version2以
上）であること。

エコマーク認定商品（類型番
号：１５５ 類型名：複写機・
プリンタなどの画像機器Version
１以上）の追記をお願いしま
す。

ユーザーが出力枚数を確 要求仕様の対象範囲が明確とな
認できる機能（カウンタ る記載の追記及び文言修正をお
等）がついていること。 願い致します。
例：「ユーザが機器ごとの累計
出力面数を確認できる機能（カ
ウンタ等）がついているこ
と。」など

2

45枚機 Ⅱ．設置機器
１．基本機能／コピー機
能
（２９）．
3

60枚機 Ⅱ．設置機器
１．基本機能／コピー機
能
（２８）．

45枚機 Ⅱ．設置機器
１．基本機能／コピー機
能
（３３）．

本部、研究所の２ヵ所に
おいては、ジェトロの求
めに応じ、複合機の使用
方法に関する説明会を上
記の現場説明とは別に開
催すること
本部、研究所の２ヵ所に
おいては、ジェトロの求
めに応じ、複合機の使用
方法に関する説明会を上
記の現場説明とは別に開
催すること
また、排出時は表面と裏
面のどちら向きでも排出
できるように設定可能で
あること。

4

45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ２．ＩＣカード認証機能
３．プリント機能
４．スキャン機能
５．FAX機能

左記項番全般に関して

本部、研究所の２ヵ所で開催す
る事前説明会の想定時間、回
数、日数及び必要な言語対応の
追記をお願い致します。

招請意見に対する回答
提案理由

回答

ご提案予定機器が、エコマーク認定商品（類型番 意見を踏まえ、仕様書を修正します。
号：１５５ 類型名：複写機・プリンタなどの画 （類型番号１５５について追記します。）
像機器Version１）の認定を受けております。対応
できる製品を広げ、調達コストの低減を実現する
ため。
1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
意見を踏まえ、仕様書を修正します。
2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解 （「ユーザーが機器ごとの累計出力面数を確認で
釈差異排除のため。
きる～」といった記載を予定しています。）
3、誤記と思われるため。（通常、各メーカーがカ
ウンターで確認可能なのは出力枚数ではなく面数
となるため。）
上記理由により実現可否回答が出来ないため。
1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
意見を踏まえ、仕様書を修正します。
2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解 （説明会の想定時間、回数、日数及び言語を追記
釈差異排除のため。
します。）
3.見積り根拠となる情報が不足しているため。

例：「なお、想定している説明 上記理由により適正価格での見積もりができない
会の開催回数は以下のとおりで ため。
ある。本部 60分/回×2回×2日
研究所 60分×2回×2日 いずれ
の説明会も日本語対応のみで可
とする」など
「また、排紙時は表面と裏面の
どちら向きでも排紙できるよう
に設定可能であること。」の全
文削除をお願い致します。
又は、（セキュリティ観点から
フェイスダウン排紙が必須仕様
となる場合は、その旨記載の
上）、「排紙時は表面が下
（フェイスダウン）で排紙が可
能であること。」への文言変更
をお願い致します。

1.標準で対応可能なメーカーは存在しないため。 意見を踏まえ、仕様書を修正します。
2.対応できる製品を広げ、調達コストの低減を実 （排出時の向きについての文言を削除予定で
現するため。
す。）

現状の全体システム構成図
（サーバ及びNW構成が分かるも
の）及びドメイン構成図の提示
をお願い致します。

1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
入札公示後、秘密保持承諾書の提出及び入札参加
2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解 を条件とする申請の提出に基づき、「システム構
釈差異排除のため。
成図」等その他の情報を開示します。
※現在の情報だけでは、現状のサーバ
（ActiveDirectoryサーバ/プリンタサーバ/ファイ
ルサーバ等）の正確なシステム構成（ドメインコ
ントローラー数、ドメイン数とドメイン構成、ド
メイン間の信頼感家有無など）及びNW環境を正し
く理解しての実現可否回答が不可能です。
3.見積り根拠となる情報が不足しているため。

5

上記理由1により実現可否回答が出来ない又は応札
不可となるため。

上記理由により実現可否回答及び見積りが出来な
いため。

45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ２．ＩＣカード認証機能

6

本項番全般に記載されて 「職員番号・業務委託者番号」
いる 「職員番号・業務 とは、ジェトロ職員を一意に特
委託者番号」に関して 定する複数桁のコードというこ
とでしょうか。それとも、職員
には「職員」と「業務委託者」
の2種類が存在し、職員は「職員
番号」、業務委託者は「業務委
託者番号」によって一意に識別
されるということでしょうか。
「職員番号・業務委託者番号」
が、具体的にどのようなものか
が分からないため、上記が判断
可能な説明の追記をお願い致し
ます。
説明の例：
・「ジェトロ職員を一意に特定
する●桁のコードを「職員番
号・業務委託者番号」と呼
ぶ。」 ※かつ「 」でくくっ
て表記統一する。
・または「ICカード配布済み
ジェトロ職員には、職員と業務
委託者の2種類が存在する。職員
は「職員番号」、業務委託者は
「業務委託者番号」によって一
意に識別される。」など
・「職員番号（又は業務委託者
番号）」で表記統一する

1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解
釈差異排除のため。
※現在の情報だけでは、ジェトロ様の「職員・業
務委託用カード」仕様及びActiveDirectory環境に
ついて正しく理解した上での実現可否回答が不可
能です。
3.見積り根拠となる情報が不足しているため。
上記理由により実現可否回答及び見積りが出来な
いため。

ジェトロ勤務者（「職員」および「業務委託
者」）を一意に特定する7桁のコードが記入された
ICカードが配布されており、このコードが「職員
番号・業務委託者番号」となります。7桁のコード
はICカードの同一ユーザエリアに保存されていま
す。

No

該当機
仕様書
種
項目番号
45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ２．ＩＣカード認証機能
（３）

仕様書記載内容

意見

提案理由

回答

ジェトロが現在職員に対
し配布しているＩＣカー
ド（規格：Ｆｅｌｉｃ
ａ・非接触型）を使用し
て、ＩＣカード認証を行
うこと。なお配布してい
るＩＣカードの現在の設
定・扱いは、下記の通り
である。
（ア）職員カード職員・
業務委託用カード
ＩＣカードのユーザー
エリアに職員番号・業務
委託者番号が登録されて
いる。またジェトロが別
途調達・構築している
ActiveDirectory(OSは
WindowsServer2012／
2016）のユーザーアカウ
ントに、同職員番号・業
務委託者番号の情報登録
がされている。

①受託業者に対してはICカード
仕様情報開示する旨、またそれ
に伴いジェトロと受託業者間で
NDA締結を必須とする旨の項番の
追加をお願い致します。

①FeliCaのユーザーエリア読み取り設定にあた
り、カード仕様情報を開示が必須となるため。
また、読み取り情報の格納エリアが暗号化領域の
場合には、更に復号化用モジュール（またはカー
ド仕様）公開も必要となるため。

①入札公示後、秘密保持承諾書の提出及び入札参
加を条件とする申請の提出に基づき、応札に必要
な情報に関してICカード仕様情報を開示します。

②職員・業務委託用カードに登
録されている「職員番号・業務
委託者番号」は、ユーザーエリ
アの1ブロックに登録されている
という理解で正しいでしょう
か。
「職員番号・業務委託者番号」
の読み取りにあたり、ユーザー
エリアの複数ブロックを読み取
る必要がある場合は、その旨の
追記をお願い致します。
例：（複数ブロックを読みとる
必要がある場合）「ICカードに
は「職員番号」「業務委託者番
号」が登録されており、「職員
番号」「業務委託者番号」は、
ユーザーエリアのそれぞれ異な
るブロックに登録されてい
る。」など

②～④
1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解
釈差異排除のため。
※現在の情報だけでは、ジェトロ様の「職員・業
務委託用カード」仕様及びActiveDirectory環境に
ついて正しく理解した上での実現可否回答が不可
能です。
3.見積り根拠となる情報が不足しているため。

③複合機の利用はActiveDirectoryと連携した認証
を行うため、ICカード認証ができないユーザは利
用できません。ただし、セルフサービス用を除き
ます。

②ご理解のとおりです。

④ご理解のとおりです。
⑤以下のとおり仕様書を修正します。
「（ア）職員・業務委託用カード」

上記理由により実現可否回答及び見積りが出来な
いため。
⑤誤記と思われるため。

③ActiveDirectory上に必要情報
（ユーザアカウント及び「職員
番号・業務委託者番号」）の情
報がないユーザは、ICカード認
証機能を利用しない、という理
解で正しいでしょうか。
（＝Ⅱ2.ICカード認証機能 を
使用する全てのユーザの必要情
報は、全件ActiveDirectory上に
存在している）
ActiveDirectory上に必要情報が
ないユーザのICカード認証機能
の利用がある場合は、その旨の
追記をお願い致します。

7

④ActiveDirectoryのユーザアカ
ウントに登録されている「職員
番号・業務委託者番号」は、
ActiveDirectory上の1属性に登
録されているという理解で正し
いでしょうか。
異なる場合は、「職員番号・業
務委託者番号」の
ActiveDirectory上の登録状況が
分かるような情報の追記をお願
い致します。

45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ２．ＩＣカード認証機能
（７）

カード忘れ時には救済策
として、
ActiveDirectoryに登録
されているコンピュータ
への職員番号・業務委託
者番号・ＰＷを複合機パ
ネル上で入力すること
で、複合機（コピー機
能・プリント機能・ス
キャン機能・ＦＡＸ機
能）を使用可能であるこ
と。

45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ２．ＩＣカード認証機能
（8）

ジェトロでは2ヵ所に
ActiveDirectoryを設置
している。
ActiveDirectoryを直接
参照してＩＣカード認証
を行う場合は、ジェトロ
が指定するユーザーにつ
いて、それぞれ指定する
１つのActiveDirectory
への参照を行わせ、認証
すること。

8

9

⑤文言の修正をお願い致しま
す。「（ア）職員・業務委託用
カード」
文言の修正をお願い致します。 誤記と思われるため。
「ActiveDirectoryに登録されて
いる、コンピュータへのログイ
ン時に使用する「職員番号・業
務委託者番号」及びPWを複合機
操作パネル上で入力～」

本項は、複合機から
ActiveDirectoryを直接参照する
場合の要求仕様という理解で正
しいでしょうか。
異なる場合は、要求仕様の意図
が不明かつ実現可否判断もでき
ないため、ドメイン構成や
ActiveDirectory上のユーザーの
登録状況がわかるような情報の
開示をお願い致します。

意見を踏まえ、仕様書を修正します。（「コン
ピュータへのログイン時に使用する職員番号・業
務委託者番号及びPWを複合機操作パネル上で入力
～」と変更予定です。）

1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
ご理解のとおりです。
2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解
釈差異排除のため。
※現在の情報だけでは、現状のサーバ
（ActiveDirectoryサーバ/プリンタサーバ/ファイ
ルサーバ等）の正確なシステム構成（ドメインコ
ントローラー数、ドメイン数とドメイン構成、ド
メイン間の信頼感家有無など）及びNW環境を正し
く理解しての実現可否回答が不可能です。
3.見積り根拠となる情報が不足しているため。
上記理由により実現可否回答及び見積りが出来な
いため。

45枚機 Ⅱ．設置機器
３．プリント機能
（3）

10

－

プリント指示を出すPCについ
て、
①プリンタサーバ印刷環境（本
部・研究所）のPC（「個別PC」
を除く）は、すべてドメインに
所属している、という理解で正
しいでしょうか。
異なる場合は、環境がわかるよ
うな説明の追記を願い致しま
す。
②プリンタドライバのインス
トール作業で必須となるインス
トール権限（ローカルAdmin権
限）について、PCを利用するエ
ンドユーザは同権限を持ってお
らず、同権限情報はジェトロか
ら受託者へ別途開示される、と
いう理解で正しいでしょうか。
異なる場合は、ドライバーのイ
ンストール権限（ローカルAdmin
権限）の扱いがわかるような説
明の追記を願い致します。

1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
①ご理解のとおりです。
2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解
釈差異排除のため。
※現在の情報だけでは、現状のサーバ
②ご理解のとおりです。
（ActiveDirectoryサーバ/プリンタサーバ/ファイ
ルサーバ等）の正確なシステム構成（ドメインコ
ントローラー数、ドメイン数とドメイン構成、ド
メイン間の信頼感家有無など）及びNW環境を正し
く理解しての実現可否回答が不可能です。
3.見積り根拠となる情報が不足しているため。
上記理由により実現可否回答及び見積りが出来な
いため。

No

11

該当機
仕様書
種
項目番号
45枚機 Ⅱ．設置機器
３．プリント機能
（９）

60枚機 Ⅱ．設置機器
３．プリント機能
（８）

仕様書記載内容

意見

提案理由

回答

本部・研究所において
は、どの複合機からでも
プリントできる機能及び
業務アプリケーションか
らの出力検証を実施する
こと。アプリケーション
を改修することなく出力
が可能なように調整する
こと。

①検証対象となる業務アプリ
①～④実現可否回答及び見積りが出来ないため。 ①ご理解のとおりです。なお、アプリケーション
ケーションは、WindowsOS（日本
が独自にドライバーを内蔵しているものは対象と
語版）上からドライバー経由で ⑤オプション構成見積りに必要となるため。
しません。
出力されているという理解でよ
いでしょうか。
②特殊紙やプレ印字用紙の利用はありません。
上記以外の前提条件で稼働して
いる業務アプリケーションがあ
③経理伝票にバーコードの印字がありますが、別
る場合、システム環境等の詳細
システム上で生成したイメージを複合機で印刷し
な情報の開示をお願い致しま
ております。
す。
④社内では基本的にOCRの読み取りはありません。
②検証対象となる業務アプリ
ケーションで、特殊紙やプレ印
⑤エミュレーションオプション等を搭載する必要
字（罫線など）用紙の利用はあ
はありません。
るでしょうか。
ある場合は、用紙仕様の詳細情
報の開示をお願い致します。
（用紙を一意で特定できる型番
どの複合機からでもプリ
など）
ントできる機能及び業務
アプリケーションからの
③検証対象となる業務アプリ
出力検証を実施するこ
ケーションで、バーコードの印
と。アプリケーションを
字はあるでしょうか。
改修することなく出力が
ある場合は、バーコードの詳細
可能なように調整するこ
仕様の開示をお願い致します。
と。
④検証対象となる業務アプリ
ケーションで、OCR読み取りを行
う印字はあるでしょうか。
⑤業務アプリケーション出力等
の目的で、エミュレーションオ
プション等を搭載する必要があ
る対象機及び使用するプリンタ
言語（例：PostScript3など）の
一覧の提示をお願い致します。

45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ４．スキャン機能
（３）
（カ）

ネットワーク上の
Windowsサーバのスキャ
ン用フォルダ（全職員に
アクセス権限付与）に、
複合機から直接保存でき
ること。複合機のパネル
上から保存できること。
その際、複合機のパネル
上からファイル名を変更
できること。

Windowsサーバ上へのフォルダ作 1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
意見を踏まえ、仕様書を修正します。
成・運用の担当区について明記 2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解 (「なお、Windowsサーバ上へのフォルダ作成及び
をお願い致します。
釈差異排除のため。
運用はジェトロが行う。」と修正予定です。）
3.見積り根拠となる情報が不足しているため。
例：「なお、Windowsサーバ上へ
のフォルダ作成・運用及び受信 上記理由により実現可否回答及び見積りが出来な
FAX番号（ポート）と紐づける
いため。
フォルダの指定は、ジェトロが
行う。」など

45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ４．スキャン機能
（４）

認証した本人のメールア
ドレスは、いずれの複合
機からでも、ＩＣカード
をかざして認証すること
で自動選択されること。

文言の追記又は記載順序の検討
をお願い致します。

45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ４．スキャン機能
（５）

複合機内に保存されてた
スキャン文書は、ジェト
ロの指示による設定時間
後、自動的に削除される
こと。自動的に削除でき
ない場合においては、管
理者権限で容易に削除で
きる手段を提供するこ
と。

全文削除お願い致します。又
は、Ⅱ4.（3） （スキャン方法
要件）に、複合機内にスキャン
文書を蓄積して利用するスキャ
ン方法の追記をお願い致しま
す。

45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ４．スキャン機能
（６）

４．（２）～（５）の設 文言の修正をお願い致します。
定を一括で登録できるこ
と。
例：「Ⅱ4.（3）で使用するス
キャン宛先（フォルダ宛先、
メール宛先）は、一括での登録
も可能なこと。」

12

13

14

15

Ⅱ4.（3）（キ） （スキャン文書をメール送付す 意見を踏まえ、仕様書を修正します。
るケース）に関連する要求仕様と理解しているた （「Ⅱ4.（3）（キ）において、認証した本人の
め。
～」等と修正予定です。）

例：（文言追記する場合）「Ⅱ
4.（3）（キ）において、認証し
た本人の～」など。

誤記と思われるため。
（複合機内にスキャン文書が保存される前提と
なっているが、そもそも複合機内にスキャン文書
を複合機内に保存する機能に関する要求仕様の記
載がないため）

仕様書を変更します。
（スキャン文書を複合機内に蓄積する旨を記載し
ます。）
なお、複合機内のHDD（SSD）には、LAN回線障害等
を考慮して、スキャンデータとFAX受信データを一
時的に保存する必要があります。
回線障害等の復旧後もデータ送信が機能しない場
合は、データの保存が必要なため一定時間はデー
タを保管する必要があります。
セキュリティ上から、この一時的に保存したデー
タが認証者またはサーバへ送付後も複合機内HDDに
残ることを防ぐ目的で一定時間後に削除すること
を仕様に記載したものです。

1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
2.入札仕様文言の簡潔化による、応札者ごとの解
釈差異排除のため。
※Ⅱ4.（2）についてはⅡ2.（6）と重複している
ため不要。
※Ⅱ4.（4）については、Ⅱ2.（6）と重複（及び
連動）しているため不要。
3.誤記と思われるため。
※通常、稼働後に「一括で登録」を要するのは変
動する情報（ユーザ情報やフォルダ/メールアドレ
ス/FAXなどの宛先情報）のみとなるため。

仕様書は修正しません。
本項目は、サーバや複合機での設定を複合機毎に
稼働後行うのではなく、機器設置時にCSVファイル
等を利用して、一括設定できることを想定してお
ります。
例えば、各複合機に設定する課毎フォルダやFAX送
信先等を想定しています。

上記理由により実現可否回答及び見積りが出来な
いため。

No

該当機
仕様書
種
項目番号
45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ５．ＦＡＸ機能
（２）

仕様書記載内容
１５０ヵ所以上のＦＡＸ
番号の宛名登録又は、短
縮登録ができること。ま
た、複合機の設置先であ
る現場各部署の要望に応
じて宛名登録又は短縮登
録の設定をすること。

意見
①文言の修正をお願い致しま
す。
例：複合機1台あたり150件以上
の～

提案理由

回答

①単位を明確にするため。
②登録情報の正誤はジェトロ様でしか判断できな
いため。また、受託者による登録情報の誤記/誤読
などの登録ミス防止のため。

意見を踏まえ、仕様書を修正します。
（①「複合機1台あたり150件以上の～」と変更し
ます。②ジェトロ確認済み情報をデータにて提供
する旨追記します。）

1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解
釈差異排除のため。
3.見積り根拠となる情報が不足しているため。

ご理解のとおりです。
意見を踏まえ、仕様書を修正します。
（「～、受信FAX番号（ポート）ごとに指定された
～」等と追記予定です。）

②登録情報の提供方法はデータ
形式とする旨の項番追加をお願
い致します。
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例：「登録ミス防止のため、登
録する宛先情報については、
ジェトロにて作成・内容確認済
みの登録用情報をデータ形式で
提供する。」など

45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ５．ＦＡＸ機能
（４）
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45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ５．ＦＡＸ機能
（５）

受信文書を自動的に電子
ファイル（ＰＤＦ形式）
化して、受信ＦＡＸ番号
ごとに指定されたフォル
ダ（Windowsサーバ上）
に自動的に保存されるこ
と。またフォルダに保存
された際、そのＦＡＸ番
号に該当する部署の特定
の複数職員に、メール通
知がされる仕組みを構築
すること。

「受信FAX番号」は、物理回線
（ポート）という理解で正しい
でしょうか。
物理回線（ポート）ではなく、
ダイヤルインや代表組を指す場
合は、その旨が分かる記載へ変
更をお願い致します。

上記（４）に加え、受信
文書を任意のメールアド
レスにメール添付で送信
可能なこと。契約開始時
には初期設定として、Ｆ
ＡＸ番号と上記のメール
アドレスの紐付けを行う
こと。

①「FAX番号」とは、受信FAX番
号（ポート）という理解で正し
いでしょうか。
受信FAX番号（ポート）ではな
く、送信元FAX番号（TSI/CSI）
を指す場合は、その旨が分かる
記載へ変更をお願い致します。

上記理由により実現可否回答及び見積りが出来な
いため。

例：「～、受信FAX番号（ポー
ト）ごとに指定されたフォルダ
～」など

①～②
1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解
釈差異排除のため。
3.見積り根拠となる情報が不足しているため。

①ご理解のとおりです。
②複数回線、単一回線を問わず、Ⅱ5.（4）又はⅡ
5.（5）の最低どちらかは設定いただきたいという
意図です（仕様書別紙に設定台数が分かるよう追
記をします）。

上記理由により実現可否回答及び見積りが出来な
いため。

例：「～、受信FAX番号（ポー
ト）と上記のメールアドレスの
紐づけを行うこと。」など
②1台の複合機に対し、Ⅱ5.
（4）又はⅡ5.（5）のいずれか
を設定するという理解で正しい
でしょうか。
（＝複数回線（ポート）を有す
る複合機にはⅡ5.（4）を設定
し、単一回線（ポート）を有す
る複合機にはⅡ5.（5）を設定す
る）
異なる場合は、各機能ごとに設
定対象台数が分かるような一覧
情報の開示をお願い致します。
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45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ５．ＦＡＸ機能
（９）

複合機内に保存された受
信文書は、ジェトロが指
定する一定期間保持し、
期間がすぎたものは自動
消去できる機能をゆうす
ること。自動的に削除で
きない場合においては、
管理者権限で容易に削除
できる手段を提供するこ
と。

文言の追記又は記載順序の検討
をお願い致します。

Ⅱ5.（6） （指定したフォルダへの転送に失敗し
た場合）に関連する要求仕様と理解しているた
め。
例：「Ⅱ5.（6）において、複合 （複合機内に受信文書を保存するケースは他には
機内に～」など
発生しないと理解しているため。）

複合機内に一時的に保存するデータはFAXデータと
スキャンデータと想定しているため、Ⅱ5.(9)の変
更はしませんが、別途FAXデータとスキャンデータ
を複合機内に保存する旨を追記予定です。

45枚機 Ⅱ．設置機器
60枚機 ６．ログ機能
（２）

印刷については、モノク
ロ出力枚数・カラー出力
枚数・両面出力数・Ｎ
アップ数のログを取得で
きること。

文言修正をお願い致します。

意見を踏まえ、仕様書を修正します。
（「～、モノクロ出力面数、カラー出力面数、片
面/両面情報、Nアップ数のログを～」等、文言を
修正予定です。）
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1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解
例：「～、モノクロ出力面数、 釈差異排除のため。
カラー出力面数、片面/両面情
3、誤記と思われるため。（通常、各メーカーが生
報、Nアップ数のログを～」など ログ（加工前ログデータ）として取得可能なのは
出力枚数ではなく面数となるため。）
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上記理由により実現可否回答が出来ないため。

45枚機 Ⅲ．複合機・サーバの保
60枚機 守等
１．

21

今回の調達においては導
入した複合機、ソフト
ウェアのすべてを保守対
象とすること。システム
運営上必須となるバー
ジョンアップの作業・ラ
イセンス提供等も本件業
務に含めること。

サーバハードの保守・運用の担
当区について明記をお願い致し
ます。
例：「今回の調達において導入
した複合機、ソフトウェア、
サーバハードのすべてを保守対
象とすること。」など

1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解
釈差異排除のため。
3.見積り根拠となる情報が不足しているため。

意見を踏まえ、仕様書を修正します。
（「今回の調達において導入した機器（複合機、
サーバ）、ソフトウェアのすべてを保守対象とす
る。なお、システム運営上必須となるバージョン
アップの作業・ライセンス・パッチ当て等セキュ
上記理由により実現可否回答及び見積りが出来な リティ上必要な作業等も本件業務に含める。」と
いため。
修正予定です。）

No

該当機
仕様書
種
項目番号
45枚機 Ⅲ．複合機・サーバの保
60枚機 守等
３．

仕様書記載内容

意見

提案理由

回答

ＰＨＳ回線又は携帯電話
回線、又は、セキュリ
ティ対策が施されたEMail、インターネット回
線を利用した遠隔診断方
法により、複合機の自動
検針及び故障などの機器
状況の確認を、受託者が
遠隔で実施すること。上
記遠隔診断を実施するた
めに必要となる環境設定
や機器の構築・運用につ
いては、受託者がこれを
行うこと。

セルフサービス用コピー機も遠
隔診断対象とする場合、電話回
線又はインターネット回線敷設
可否及び各回線の敷設状況につ
いて明記をお願い致します。

45枚機 Ⅲ．複合機・サーバの保
守等
７．

受託者は、ジェトロより
９時以降17時以前に故障
等の連絡を受けたときに
は、本部・研究所におい
ては60分以内、大阪本
部・貿易センターおいて
は90分以内に技術員を派
遣し得る体制を有し、か
つ、原則として同時限内
に現地に到着させた上
で、修理を開始し、速や
かに正常な状態で使用で
きるようにしなければな
らない（ネットワーク関
連の不具合であることが
明白な場合を除く）。

複合機とサーバの対応時間を分
けて明記お願い致します。
「複合機の対応は一時対応（電
話対応、状況確認、来訪時間の
ご連絡等）を60分以内に行い、
到着目標時間90分以内とす
る。」
「サーバは到着目標時間4時間以
内とする。」へ変更をお願い致
します。

60枚機 Ⅲ．複合機・サーバの保
守等
７．

受託者は、ジェトロより
９時以降17時以前に故障
等の連絡を受けたときに
は、60分以内に技術員を
派遣し得る体制を有し、
かつ、原則として同時限
内に現地に到着させた上
で、修理を開始し、速や
かに正常な状態で使用で
きるようにしなければな
らない（ネットワーク関
連の不具合であることが
明白な場合を除く）。

60枚機 5-基本事項
1.（7）

複合機の寸法はフィニッ フィニッシャーの本体接続後の
シャーを取り付け、手差 占有寸法を幅・2060mmに緩和し
しトレイを最大限に伸ば ていただきたい。
した状態（フィニッ
シャーの本体接続後の占
有寸法）で、「幅・
2050mm×奥行・950mm以
内」であること。

調達に参加するため、占有寸法を幅・2050mmから 意見を踏まえ、仕様書を修正します。
2060mmに緩和していただきたい。

60枚機 5-基本事項
5.（1）

（1）スーパーＧ３送信
に対応するＦＡＸ機能を
有し、複合機あたり少な
くとも２回線が、接続す
ることで即時に利用でき
ること。

（仕様書別紙）3.基本仕様で60枚機のＦＡＸ回線
数「1～2」と明記されています。また、※印で、
「60枚機「ＦＡＸ回線数」は、１回線２８台、２
回線５台とする。」と明記されています。
必要数のみで宜しいか確認させていただきたい。

45枚機 5-基本事項
1.（33）

別紙「複合機設置場所・ サイドトレイからの排出は表面
内容一覧」の4.「設置場 排出のみに緩和いただきたい。
所ごとに求められる複合
機の基本仕様」の備考欄
に「セルフサービス用」
と記載された複合機につ
いては、～排出用サイド
トレイを有し、コピーさ
れたものがサイドトレイ
に排出されるよう初期設
定を行うこと。また、排
出時は表面と裏面のどち
ら向きでも排出できるよ
うに設定可能であるこ
と。
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例：「セルフサービス用コピー
機については、遠隔診断用途で
のPHS回線又は電話回線、又はイ
ンターネット回線接続による接
続は可とする。なお、対象設
置ヶ所の各回線別敷設状況は別
紙●●参照。」など

1.入札仕様の曖昧さ排除のため。
セルフサービス用コピー機は遠隔対象としませ
2.入札仕様文言の正確化による、応札者ごとの解 ん。
釈差異排除のため。
3.見積り根拠となる情報が不足しているため。
上記理由により実現可否回答及び見積りが出来な
いため。

記載内容での保守対応は実現ができないため。
複合機の60分以内の現地到着は厳しい条件とな
り、状況により対応できないことが予想されま
す。
サーバについては、目標4時間以内が標準となって
お、体制の変更が困難なため。

意見を踏まえ、仕様書を修正します。
（「故障等の連絡を受けたときには、複合機本体
の故障の場合は約90分、ネットワーク・サーバ関
連の不具合の場合は約120分以内に～」等と修正予
定です。）
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60枚機のＦＡＸ機能について、
全て２回線ではなく、仕様書別
紙の必要数のみで宜しいか回答
いただきたい。

必要数のみで問題ありません。仕様書にもその旨
追記致します。ただし「現在FAX回線の接続がない
複合機についても、ジェトロの希望により最低1回
線までは追加できること」等の追記を予定してい
ます。

「セルフサービス用」については、調達に参加す 意見を踏まえ、排出時の向きについての文言を削
るため、サイドトレイからの排出を表面にみに緩 除します。
和いただきたい。

