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項 頁番号 行番号 項 目 種 別 意     見 理     由 回　　　答

1 8 19

保守体制

3

稼働率99%の記述がございますが、稼働率の算出方法を下記の
ように具体的囲を記載されたほうが良いのではないでしょう
か。
「業務時間を1日８時間として、年間停止時間が１６日以内」

算出方法を定義しないと、同じ条件でも稼働率が大きく変
わってしまうため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

2 14 6
ログインサーバ

3
フェールオーバークラスタを構成する必要がある、ログイン
サーバの有する機能について想定されているものがあれば、
説明を追記された方が良いと思われます。

フェイルオーバーの対象となる具体的機能が不明であり、本
仕様書に記載されている機能では、フェイルオーバクラスタ
構成の必要性が判断できないため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

3 15 -

グループウェアサーバ

3

グループウェアとしての機能が記載されていませんが、必要
となる機能を具体的に記載したほうが良いのではないでしょ
うか。
(例）　・掲示板機能
　　　　・電子会議機能
　　　　・スケジュール機能
　　　　・アドレス帳機能
　　　　・施設予約機能
　　　　・ナレッジ機能

「ノーツデータベースの資産を継承」との記載はあります
が、機能としてノーツと同等の機能を有する必要があるのか
が不明であるため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を追加変更
いたします。

4 17 21 外部メール用サーバ 3

「また、本機能の一部又はすべてを後述のファイアウォール
に担当させてもよい」との記述がありますが、後述を特定す
るため、下記のファイアウォールの要求しようの項番を明記
したほうが分かり易いと思われます。
① c)、g)、h)、 ③ a) ア)内 SMTPにて使用するアプリケー
ションゲートウェイ機能、及び③ f) g)

「後述のファイアウォール」と記述した場合に、どの機能が
担当可能か不明確であるため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。なお、ファイアウォールの仕様につ
いても対応を考慮した変更をいたしますので
最適と思われるご提案をお願いいたします。

5 18 29 ＳＭＴＰサーバ 3

c)「Proxyサーバ機能を有する」との記述がありますが、本
Proxyサーバの機能について下記のように具体的に記述した方
が良いと思います。
　　「Web Proxyサーバ機能を有すること。」

③ c)に記載のあるWeb Proxy機能のみを有すればよいのか、
他のProxy機能も必要なのかの判断ができないため。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

6 18 33 ＳＭＴＰサーバ 1
f)「HTTP、SMTP、FTPに対するウイルスチェック機能を有する
こと」との記述がありますが、FTPの記述は不必要と考えま
す。

本サーバではFTPサーバ機能及びFTP Proxy機能が存在しない
ため。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

7 21 28 ファイアウォール 1
b)ｱ）「経路情報を2,000以上登録可能であること」とありま
すが、「経路情報を400以上登録可能であること」に変更した
方が良いと思われます。

ＬＡＮの規模を考慮すると、経路情報は100程度で十分と考え
られ、機器がオーバースペックになる可能性があるため。

ご意見のとおり修正いたします。

8 22 -
ネットワーク監視・通

知サーバ
3
監視項目や監視対象、機能に関して明記したほうが良いので
はないでしょうか。

ネットワークのどのようなイベントを監視するサーバとして
定義されているのかが不明であるため。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、貴社がご
提案されるシステム構成にも関連することと
考えられますので、最適と思われるご提案を
お願いいたします。

9 22 -
ネットワーク監視・通

知サーバ
3

通知に関して、下記のようなな具体的な要求機能を明記した
方が良いと思われます。
・通知先…他システムの監視サーバ
・通知方法…SNMP Trap、メール
・通知するイベント等…ノード停止、CPU負荷閾値超過

通知先、通知方法等、どのような機能を有している必要があ
るのかが不明であるため。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、貴社がご
提案されるシステム構成にも関連することと
考えられますので、最適と思われるご提案を
お願いいたします。

10 3 24
内閣法制局LANシステ
ムの概要

3
｢(２)内閣法制局LANシステムの概要｣を｢〔２)現行システム概要｣と
標記する。

｢(２)内閣法制局LANシステムの概要｣に記される内容は、現行シ
ステムの説明と思います。｢(２｣現行システム概要｣と標記された方
が好ましいと考えます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

11 4 28 調達予定範囲 3 ｢調達予定範囲｣を｢調達範囲｣とし､範囲を明確にする。 調達範囲の明確化
ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

12 5 25 契約期間 3 ｢5契約期間｣を｢5賃借契約期間｣とする。
｢5.契約期間｣とあるが､｢賃借契約期間｣との標記が適切と考えま
す。あるいは､本調達件名を｢内閣法制局LANシステムの借入｣等
であれば､｢契約期間｣との標記でも構わないと考えます。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

13 7 21 UPS 4
UPS用交換バッテリは導入式数と同数を準備するとなっています
が､保守に含めた方がよいと考えます。

バッテリは経年劣化するものであるため､交換時に準備した方が
よいと考えます。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。
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項 頁番号 行番号 項 目 種 別 意     見 理     由 回　　　答

14 8 18 保守体制 3 ｢稼動率99％を維持すること｡｣を削除する。 保守体制としての要求事項としては不適切と考えます。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

15 8 35 運用体制 4
｢技術者を常駐させること｣とありますが､勤務条件に関して明記お
願いします。

要求事項の明確化
ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

16 9 10 定期保守 1
｢ｸﾗｲｱﾝﾄﾊﾟｿｺﾝ及びその他の接続機器の定期保守は､年1回以上
実施すること｡｣を削除する。

パソコンの定期保守は､一般的にメニューに無く､カスタマイズした
保守要件となり､高額な保守費用となります。

ご意見のとおり修正いたします。

17 9 17 定期保守 1 脆弱性診断に関する要件を削除する。

脆弱性診断は､実施すべき内容により､工数が大きく変動します。
現時点の要件は､工数見積は不可能です。また､納入･保守･運用
業者と利害相反する要素があります。責任分界点を明確にする意
味からも､脆弱性診断は､セキリティ診断専業業者など第三者に委
託した方が望ましいと考えます。もし､本調達の受注業者に担わせ
るのであれば､実施すべき診断事項､方法などを明確に定義する
必要があります。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

18 9 34 セキュリティ管理 3
「セキュリティパッチ適用はクライアントパソコンに限定し､サーバに
関しては､別途構築業者と協議の上決定する」などの文章を追加
する。

サーバに関するセキュリティパッテ適用は､検証を伴う作業であり､
頻度､工数を単純に算出できません｡ケース･バイ･ケースの対応に
なります｡別途契約されることをご提案します。

セキュリティ要件を満たすシステム更新のご
提案をいただくことを考えておりますことか
ら、現行仕様のとおりといたします。

19 10 1 教育支援･研修 4
教育支援･研修を行う対象者は､現行システムの利用者であり､全
くの初心者はいないと想定して宜しいでしょうか？

見積前提条件の明確化
システム更新のご提案をいただくことを考え
ておりますことから、現行仕様のとおりとい
たします。

20 11 6 納入形態 4
｢1ﾗｯｸ当たりに収容する機器等総重量は､450kgを越えないこと｡｣
とありますが､設備条件として問題ありませんか？

ラック本体約100kgと仮定するとラック1本あたり550kgの重量まで
を許容することになります。床荷重として問題ありませんか？

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、設置予定
の床の許容は600kgとなっております。

21 11 23 納入形態 4

本調達には｢LAN敷設工事｣に関する記載がありませんので､本調
達にはLAN敷設工事はご要求範囲外と認識しています。LAN敷設
工事を伴う場合は､装置毎の設置箇所､配管ルートなどが分かる
資料をご提示お願いします，

要求事項の確認

ＬＡＮ敷設につきましては、既存のＵＴＰを
使用することとしております。

22 14 4 ログインサーバ 4 ｢既存のWindows-NTサーバ｣とはどのようなシステムでしょうか？ 要求事項の明確化
既存の「文書管理システム」との連携を想定して
おります。なお、仕様書にシステム構成概要図を
示すこととします。

23 14 6 ログインサーバ 4
｢フェイルオーバクラスターを構成する｣とありますが､ファイル共有
エリアを含めて実現することを要求されていますか？

要求事項の明確化

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

24 14 13 ログインサーバ 4
全サーバー律､｢CPUは､動作周波数3GHz以上のプロセッサコアを
2つ以上有するCPUを1個以上搭載すること｡｣との要求かあります
が､これは､実現すべき機能､性能から決定された仕様でしょうか？

同一アーキテクテャーのCPUであれば､周波数が高いほど高性能
ですが､メーカ､アーキテクチャーが異なればCPUのｸﾛｯｸ測波数の
みで性能比較はできません｡全サーバー律でデユアルコア3GHz
以上が必須条件となっており､ご提案できる機種も限定されてきま
す｡また､各社のハイエンドグレードになり､非常に高額になります。
各サーバ毎に必要とされる性能要件から仕様決定が必要と考え
ます。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

25 14 18 ログインサーバ 4

利用可能容量とは､どのような意昧でしょうか？
･OS､ソフトウェアがインストールされているパーテションの空きエリ
アを指すのでしょうか？それともパーテションを分ける必要があり
ますか？

要求事項の明確化

ディスク容量と想定しております。なお、次
のご意見も参考に、現行仕様の一部を変更い
たします。

26 14 18 ログインサーバ 4
｢利用可能容量が70GB以上との要求ですが､実運用から問題無
いレベルでしようか？

職員共通のファイルサーバとして利用されると考えた場合､十分な
容量を要求されているのか不安です｡現行システムの利用形態な
どから要求値を決める必要があると思います。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

27 14 22 ログインサーバ 4

磁気ディスク装置インタフェースは､最大転送速度160MB/s以上で
あること｣とのご要求がありますが､ハードディスクドライプ(HDD)に
はSATA SCSE SAS FCALなどのインタフェースが存在し､性能､信
頼性､価格に大きな差異があります｡それぞれ特徴があり、利用要
件(使用環境､信頼性、インタフェース速度など2から適切なHDDを
選定する必要があると思います。全サーバに関して、インタフェー
ス仕様を提示願います。

要求事項の明確化

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。
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項 頁番号 行番号 項 目 種 別 意     見 理     由 回　　　答

28 14 26 ログインサーバ 1
｢３．５ｲﾝﾁＦＤ装置を内蔵すること｣とありますが、｢外付けでも可｣
と変更してください。

全サーハに同様の要求事項がありますが､ﾌﾛｯﾋｰﾌｨｽｸ装置(FDD)
内蔵を必須要件とするとかなり機種が限定されます｡耐荷重､ス
ペース､省電力等を考慮した場合省スペースサーバをご提案した
いと考えていますが､省スペースサーバでは､FDD等は外付けタイ
プがほとんどとなります。更にﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸを使用したデータの出
し入れはセキュリティ上も問・もあり､FDD内蔵しない方がむしろ望
ましいと考えます。

ご意見のとおり修正いたします。

29 15 8 グループウェア用サーバ 4
｢ノーツデータペースの資産継承｣とありますが､新システムヘデー
タ移行も本調達範囲内と理解しております｡移行すべきデータペー
スを明示願います。

要求事項の確認確認

ご意見を参考に、現行仕様の一部を追加変更
いたします。

30 15 18 グループウェア用サーバ 4
｢インターネットエクスプローラー5.5以上など｣とありますが、｢
lntemetExplorer6.0 / 7.0 または、それ以降版｣との理解で宜しいで
しょうか？

「インターネットエクスプローラー5.5以上など｣とありますが、
lntemetExplorer5.5は、既にメーカサポートが終了しております。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

31 16 4 グループウェア用サーバ 1
｢オープンソースのデータベースをプログラム内に内包しているこ
と｣を削除していただけませんか。

本要求は実現方法であり､要求機能ではないと考えます。要求機
能を実現するために必須事項ではないと考えます。提案範囲､選
択肢を損なうことから削除されることを提案します。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

32 16 5 グループウェア用サーバ 4
ここで言われる｢アプリケーション｣とは何を意味するのでしよう
か？ また､グループウェアが提供する機能､実現すべき機能要件
に関してもご提示願います。

グループウェアが利用者に提供する機能に関する要件があまり記
されていません。現行機能を継承するためには､現行システムで
実現している機能を定義し､実現する必要があります。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を追加変更
いたします。

33 17 31 外部メール用サーバ 3
磁気ディスク装置は、「RAID-5構成」を要求されているが、「RAID-
1構成」に変更する。

磁気ディスク装置は、RAID-5構成を要求されているが､RAID-1構
成でも同等の冗長性が確保でき、より廉価に構築可能です。〔コス
ト削減lRAID-5は最小構成でもHDD3個必要ですが､､RAID-1は2個
で構成可能です。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、対障
害性を考慮し、現行仕様のとおりといたしま
す。

34 19 2 SMTPサーバ 2 インターフェイスの必要数が1ポートしかありません クラスタ構成の場合最低2ポート必要です，
ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

35 20 15 バックアップ用サーバ 4
サーバ毎のバックアップすべきデータ容量、使用するカートリッジ
形式を要求要件として、明示願います。

集合型データカートリッジ装置に関する要求仕様が不明です。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、ご提案に
よるサーバ構成にも依存するものと考えます
ので、最適と思われるご提案をお願いいたし
ます。

36 21 14 フアイアウオール 2
｢LANインターフェースを３ボート以上｣を｢LANインターフェースを４
ポート以上｣に変更する。

｢LANインターフェースを3ポート以上｣との要求が､現行システム同
様のネットワーク構成にするには、4ポート以上必要です。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

37 21 24 フアイアウオール 1
｢同時セッション数8,000以上｣を｢同時セッション数1,000以上｣に変
更する。

利用者数などから考えて､同時セッション数8000以上は､オーバス
ペックと思います。100人規模ですから｢同時セッション数1,000以
上｣とされても十分な能力と考えられます｡要求事項の変更をお願
いします。

ご意見のとおり修正いたします。

38 21 24 フアイアウオール 1 ｢500以上のポリシー｣を｢200以上のポリシー｣に変更する。
｢500以上のポリシー｣を要求されていますが､必須要件でしょうか
り｢200以上のポリシー｣として頂ければ､廉価なシステムとすること
ができます。

ご意見のとおり修正いたします。

39 21 27 フアイアウオール 1
｢経路情報を2,000以上登録可能なことjを｢経路咳報を1,000以上
登録可能なことに変更する。

｢経路情報を2,000以上登録可能なこと｣とありますが必須事項でし
ようか？｢経路情報を1,000以上登録可能なこと｣でよろしければ､
廉価なシス〒ムとすることができます，

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

40 22 15
ネットワーク監視･通知
サーバ

1
磁気ディスク装置は、「RAID-5構成」を要求されているが、「RAID-
1構成」に変更する。

磁気ディスク装置は、RAID-5構成を要求されているが､RＡＩD-1構
成でも同等の冗長性が確保でき、より廉価に構築可能です。
RAED-5は最小構成でもHDD3個必要ですが､RＡＩD-1は2個で構成
可能です。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、対障
害性を考慮し、現行仕様のとおりといたしま
す。

41 24 1
ネットワーク性能/保守
管理サーバ

1 ｢大規模環境の監視｣に関する要件を削除する。 過剰な機能要件と思います｡ご要求事項の変更をお願いします。
ご意見のとおり修正いたします。

42 24 14
ネットワーク性能/保守
管理サーバ

3
磁気ディスク装置は、「RAID-5構成」を要求されているが、「RAID-
1績成」に変更する。

磁気ディスク装置は、RAID-5構成を要求されているが、RAID-1構
成でも同等の冗長性が確保でき、より廉価に構築可能です。（コス
ト削減）RAID-5は最小構成でもＨＤＤ３個必要ですが、RAID-1は２
個で構
成可能です。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、対障
害性を考慮し、現行仕様のとおりといたしま
す。
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項 頁番号 行番号 項 目 種 別 意     見 理     由 回　　　答

43 25 22 サーバロク管理サーバ 3
磁気丁ィスク装置は、「RAID-5構成」を要求されているが、「RAID-
1構成」に変更する。

磁気ディスク装置は、RAID-5構成を要求されているが、RAID-1構
成でも同等の冗長性が確保でき、より廉価に構築可能です。（コス
ト削減）　RAID-5は最小構成でもＨＤＤ３個必要ですが、RAID-1は
２個で構成可能です。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、対障
害性を考慮し、現行仕様のとおりといたしま
す。

44 26 33 サーバ操作管理サーバ 3
磁気アィスク装置は、｢RA】D-5構成｣を要求されているが、｢RAID-
1構成｣に変更する。

磁気ディスク装置は、RAID-5構成を要求されているが、RAID-1構
成でも同等の冗長性が確保でき、より廉価に構築可能です。（コス
ト削減）　RAID-5は最小構成でもＨＤＤ３個必要ですが、RAID-1は
２個で構成可能です。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、対障
害性を考慮し、現行仕様のとおりといたしま
す。

45 28 20
資産管理･ソフトウェア配
信サーバ

3
磁気ディスク装置は、｢RA】D-5構成｣を要求されているが、｢RAID-
1構成｣に変更する。

磁気ディスク装置は、RAID-5構成を要求されているが、RAID-1構
成でも同等の冗長性が確保でき、より廉価に構築可能です。（コス
ト削減）RAID-5は最小構成でもＨＤＤ３個必要ですが、RAID-1は２
個で構成可能です。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、対障
害性を考慮し、現行仕様のとおりといたしま
す。

46 29 26 セキュリティ対策サーバ 3
磁気アィスク装置は、｢RAＩD-5構成｣を要求されているが、｢RAID-
1構成｣に変更する。

磁気ディスク装置は、RAID-5構成を要求されているが、RAID-1構
成でも同等の冗長性が確保でき、より廉価に構築可能です。（コス
ト削減）RAID-5は最小構成でもＨＤＤ３個必要ですが、RAID-1は２
個で構成可能です。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、対障
害性を考慮し、現行仕様のとおりといたしま
す。

47 30 30
図書館情報システム用
サーバ

3
磁気アィスク装置は、「RAID-5構成」を要求されているが、「RAID-
1構成」に変更する。

磁気ディスク装置は、RAID-5構成を要求されているが、RAID-1構
成でも同等の冗長性が確保でき、より廉価に構築可能です。（コス
ト削減）RAID-5は最小構成でもＨＤＤ３個必要ですが、RAID-1は２
個で構成可能です。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、対障
害性を考慮し、現行仕様のとおりといたしま
す。

48 32 1 無停電電源装置(UPS) 3
｢UPSは、１台のUPSで複数のサーバを共有する集合型｣を｢UPS
は可能な限り集約すること｣と変更する。

AC100V NEMAL5-30Pで給電可能なUPSは、3kVAクラスのUPSと
なります。サーバの製品仕様にもよりますが、このクラスのUPS 1
台で常に2台以上のサーバに供給することは不可能と考えており
ます。「UPSは可能な限り集約すること」と緩和した要求要件に変
更していただきたいと思います。

ご意見のとおり修正いたします。

49 32 27 レイヤ3スイッチ 4
｢管理コンソール機能｣とありますが､要求されている機能内容がわ
かりません｡実現すべき機能を明示願います。

要求仕様の明確化
設定等を実施できるコンソール機能とご理解いた
だければとするものです。

50 33 14 SW-HUB〔事務室設置 1 SFPスロットに関する要求を削除する。 光ケーブルに関する要求事項ないので､SFPは､不要と考えます。 ご意見のとおり修正いたします。

51 33 23 SW-HUB〔事務室設置 1 L3ルーティングに関する要求を削除する。
事務室設置のフロアスイッチとなりますのでL3ルーティング機能は
不要と考えます。

ご意見のとおり修正いたします。

52 33 24 SW-HUB〔事務室設置 4 外形寸法は､設置上､問題ありませんか？
分電盤内部取付になるかと思われます｡2Uサイズとなりますが盤
内に収容困難と考えます。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

53 34 2 SW-HUB〔運転手ＨＵＢ 1 STP機能を削除する。 冗長構成を組まない場合必要無いと考えます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、将来
性を考慮し、現行仕様のとおりといたしま
す。

54 34 6 SW-HUB〔国会ＨＵＢ 3
「SW-HUB（国会控室設置）」を「ルータ（国会控室設置）」に変更す
る。

ルーティングの必要がある場合スイッチ(SW-HUB)ではなくルータ
に関する要求事項と考えます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、将来
性を考慮し、現行仕様のとおりといたしま
す。

55 34 9 ＳＷ-ＨＵＢ〔国会ＨＵＢ 4 一｢BREインタフェース｣を要求されていますが､必要でしょうか？
一国会控室との回線が､ISDN､高速デジタル専用繍としない場合
は必要無いと思います｡バックアッフ回線として想定されている場
合､回禄の仕様につきましても指示が必要と考えます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、将来
性を考慮し、現行仕様のとおりといたしま
す。

56 35 18 クライアントパソコン 4
ﾉｰﾄPＣ及びﾃﾞｨｽｸﾄｯﾌﾟＰＣに対する要件を分けて要求要件を記載
していただきたい。

要求要件を明確にするために分離して下さい。
ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

57 35 19 クライアントパソコン 4
「ディスクイメージバックアップツールを使ったリカバリーが可能な
こと。」との要求事項を追加されることをご提案します。

運用管理負荷を削減するためにSymantec Ghost Solution Suite
などのディスクイメージバックアップツールを導入されることをご提
案します。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を追加変更
いたします。

58 36 9 クライアントパソコン 4
「17インチTFT」、「15インチTFT」を「17インチ程度TFT」、「15インチ
程度TFT」などに変更して下さい。

ディスプレイ装置の寸法を限定すると製品が限定されます。
ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

59 39 2 クライアントパソコン 4
｢メールクライアント機能｣を要求されていますが､送受信メール
サーバは､どこで実現されますか？また､要求される機能､性能要
件を明示願います。

送受信メールサーバに関する要件が見当たりません。
ご意見を参考に、ＳＭＴＰサーバの機能とし
て現行仕様の一部を追加変更いたします。

60 39 6 クライアントパソコン 4
｢アドレス帳がLDAP連携して表示可能なこと｡｣との要求事項があ
りますが､必須機能でしようか？

本調達には、LDAPサーバ構築に関する要求がありません。
ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。
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項 頁番号 行番号 項 目 種 別 意     見 理     由 回　　　答

61 39 6 クライアントパソコン 4
利用者の利便性を高めるため、職員の所属を階層的に表示し、選
んだ宛先をメールクライアント・ソフトウェアに簡便に入力可能な階
層化表示するアドレス帳を採用されることをご提案いたします。

現在、内閣法制局様でお使いのメールシステム（Notes）では、アド
レス帳が階層表示されているかと思います。
一般的なメールクライアント・ソフトウェアのアドレス帳のみでは、こ
のような階層表示は不可能です。このため、現時点の利便性を大
きく損なう可能性があります。
組織構造を階層的に表現したアドレス帳は、業務上必要であり、
採用された他府省で非常に操作性がよく、高く評価されております
ので、ご採用されることをご提案致します。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

62 44 28 セキュリティ対策 4
ウィルス対策機能を実装するサーバのハードウェアの要求要件を
記載願います。

ウィルス対策機能を実装するサーバのハードウェアの要求要件が
御座いません。パターンファイル等の自動配信、アラート等を管理
するサーバはどのサーバへの実装を想定されていますでしょう
か。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

63 全般 4 要求されるネットワークトポロジの提示
要求要件を明確にするためにご検討されているネットワーク構成
図、トポロジーなどを図示願います。

最適と思われるご提案をお願いいたします。な
お、仕様書に現行のシステム構成概要図を示す
こととします。

64 全般 4
本調達以外の物品(別途調達される機器､既存継続利用される回
線など)に関して､情報提示願います。

現在使用中、またお客様にて契約準備されている情報(IIJインター
ネット接続部分、国会間との回線、ネットワークインフラ等)の御指
示がありません。

最適と思われるご提案をお願いいたします。な
お、仕様書に現行のシステム構成概要図を示す
こととします。

65 30 12
図書館情報システム用

サーバ
3

【修正】
「図書館情報システム用サーバは、現在運用している情報館デー
タベースを継承し、従来の資産である情報館の使用を前提するも
のとし、以下のサービスを提供すること。」に修正してほしい。

現在図書館様にてお使いの情報館を継続使用される場合に必要
な条件であるため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

66 30 22
図書館情報システム用

サーバ
2

【追加】
「DAT装置を内蔵すること。」を追加してほしい。

7頁「７導入機器等関連(11)提案の機器等にソフトウェア的な障害
発生した場合、担当職員及び運用要員が初期状態の再インス
トールを容易に行えるように復旧手順書を作成し、提供すること。
また、バックアップ媒体を使用するために必要な装置がある場合
は、あらかじめ提供すること。」と記述があるため。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

67 31 22
図書館情報システム用

サーバ
3

【修正】
「ハードウェア上で稼働可能な日本語対応OSの最新版を搭載す
ること」とありますが「ハードウェア・ソフトウェアが稼働可能な日本
語対応OS（Windows版）を搭載すること」に修正して欲しい。

現在図書館様にてお使いの「情報館」はWindowsに対応しておりま
す。OSを特定する記述ではないため、Windowsだけではく、Linux
などで動作するシステムも対象となってしまうため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

68 31 11
図書館情報システム用

サーバ
3

【修正】
b)「現在運用中の図書館情報システム「情報館5.0をバージョン
アップした「情報館V6」を提供すること。」に修正して欲しい。

現在図書館様にてお使いの情報館を継続使用される場合に必要
な要件であるため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

69 31 19
図書館情報システム用

サーバ
3
【追加】
d「「情報館V6」を使用するためのデータベースエンジンPervasive
PSQL Serverの最新版を提供すること。」を追加して欲しい。

現在図書館様にてお使いの情報館を継続使用される場合に必要
な要件であるため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を追加変更
いたします。

70 31 19
図書館情報システム用

サーバ
2

【追加】
e)以下のソフトウェアを導入すること。
「万一の場合に備え、データ保護とシステム復旧のためのバック
アップソフトウェアを導入すること。」を追加して欲しい。

7頁「７導入機器等関連(11)提案の機器等にソフトウェア的な障害
発生した場合、担当職員及び運用要員が初期状態の再インス
トールを容易に行えるように復旧手順書を作成し、提供すること。
また、バックアップ媒体を使用するために必要な装置がある場合
は、あらかじめ提供すること。」と記述があるため。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

71 31 36 無停電電源装置(UPS) 2

【追加】
「電源管理ソフトウェアを導入すること。」を追加して欲しい。

指定時間に自動的に電源投入・切断可能なカレンダー昨日を有し
たりすることと記述があったため。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

72 36 19 クライアトパソコン 2

【修正】
「主記憶装置はデスクトップ型・ノート型ともに、２GB以上内蔵する
こと。」に修正して欲しい。

Windows Vista搭載の場合は、最低メモリ２GB推奨のため。 ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

73 44 16 光磁気ディスク装置 2

【修正】
「部課共用クライアントパソコンのほか図書館情報システム使用ク
ライアントパソコンにも光磁気ディスク装置が必要です。」に修正し
て欲しい。

現在2.3GBの光磁気ディスク装置は2.3GBに対応しており、現在ご
使用中のため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

74 44 16 光磁気ディスク装置 2

【修正】
「対応する媒体の種類として、
2.3GB/1.3GB/640MB/230MB/128MBに対応した外付け3.5インチ
MO装置である必要があります。」に修正して欲しい。

現在ご使用中の光磁気ディスク装置は、2.3GBに対応しており、現
在ご使用中のメディアの使用が不可能となるため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。
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75 44 クライアトパソコン 2
【追加】
「図書館情報システム使用クライアントパソコンにはバーコード
リーダが必要です。」に追加して欲しい。

図書館情報システムでの図書館の貸出・返却にてご使用中で、今
後も必要なため。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を追加変更
いたします。

76 14 1 ログインサーバ 1

「障害を監視するネットワーク管理機能を搭載すること。」の一文を
削除することを提案します。

15.2(7)ネットワーク監視・通知サーバ」の機能と重複する為、本
サーバでは不要と考えます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

77 14 ２６ グループウェア用サーバ 1
[2モード以上に対応している3.5インチフロッピーディスク装置を内
蔵もしくは外付けにて接続すること。」に変更することを提案する。

フロッピーディスクについては、設定ファイルの移入・移出等での
一時的な利用を想定するため、内臓を指定する必要はないと考え
ます。

ご意見のとおり修正いたします。

78 16 27 グループウェア用サーバ 1
項2と同様 項2と同様 ご意見のとおり修正いたします。

79 17 37 外部メール用サーバ 1
項2と同様 項2と同様 ご意見のとおり修正いたします。

80 18 34 ＳＭＴＰサーバ 1

「サーバ2台で冗長構成とすること。」に変更することを提案しま
す。

業務データを保持しない該当サーバにおいては、フェイオーバクラ
スタによる冗長化に限定することなく、負荷分散装置による冗長化
等、将来的な拡張可能な構成で提案を受け入れることが望ましい
と考えます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

81 20 9 バックアップ用サーバ 1
項2と同様 項2と同様 ご意見のとおり修正いたします。

82 21 4 ファイアウォール 1
「SMTPで使用するアプリケーションゲートウェイ機能」の一文を削
除することを提案します。

外部メールサーバにて本機能を実装するため、機能が重複すると
考えます。

ご意見のとおり修正いたします。

83 21 8 ファイアウォール 1
「SPAMメール対策機能」の一文を削除することを提案します。 外部メールサーバに本機能を実装するため、機能が重複すると考

えます。
ご意見のとおり修正いたします。

84 23 ８

グループウェア用サーバ

1

「L2の構成を自動描画できること。」の一文を削除することを提案
します。

一般的にネットワーク構成変更の頻度は低いと思われいますの
で、本機能は不要と考えます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、対障
害性を考慮し、現行仕様のとおりといたしま
す。

85 24 34
ネットワーク性能/保守
管理サーバ 1

「検出したイベントを他管理システムに転送できること（既存システ
ムとの連携が取れること）。」の一文を削除することを提案します。

既存システムの残し連携することを想定されていますでしょうか。
もし、既存システムを入れ替える前提であれば本機能は不要と考
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。なお、最適と思われるご提案をお願
いいたします。

86 24 19
ネットワーク性能/保守
管理サーバ 1

項2と同様 項2と同様 ご意見のとおり修正いたします。

87 25 28 サーバログ管理サーバ 1
項2と同様 項2と同様 ご意見のとおり修正いたします。

88 26 12 サーバ操作管理サーバ 1
「STOPエラー発生後の再起動時に、前回の運用時STOPエラーが
発生していることを通報できること。」の一文を削除することを提案
します。

本仕様は、特定の製品のみ満たすものであるため、仕様を緩和し
て頂きたいと考えます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

89 27 2 サーバ操作管理サーバ 1
項2と同様 項2と同様 ご意見のとおり修正いたします。

90 7 21 導入機器等関連 3
サーバ等の無停電電源装置（以下、「UPS」という）のバッテリは、
故障時もしくはバッテリ寿命に応じて無償交換作業を実施するこ
と。」に変更することを提案します。

バッテリについては、一般的に製造年月日から2年程でジ寿命とな
るため、導入式数と同等の交換用バッテリを要しすることは不要で
あると考えます。
故障時 は 時対応 年 バ 交換を無償 実施する

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

91 28 26
資産管理・ソフトウェア配
布サーバ 1

項2と同様 項2と同様 ご意見のとおり修正いたします。

92 29 32 セキュリティ対策サーバ 1
項2と同様 項2と同様 ご意見のとおり修正いたします。

93 30 36
図書館情報システム
サーバ

1
項2と同様 項2と同様 ご意見のとおり修正いたします。

94 27 28

資産管理・ソフトウェア配
布サーバ

1

「一定期間稼働していない端末が存在する場合には、アラームを
送信されること。」の一文を削除することを提案します。

特定の製品の機能と思われます。機能を使用していなければ削
除願います。
故障時には即時対応、2年に1回のバッテリ交換を無償で実施する
と記載した方が良いと考えます。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。
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項 頁番号 行番号 項 目 種 別 意     見 理     由 回　　　答

95 27 36
資産管理・ソフトウェア配
布サーバ 1

「一定枚数以上印刷された場合にアラームとして通知することがで
きること。」の一文を削除することを提案します。

特定の製品機能と思われます。機能を使用していなければ削除
願ます。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

96 29 7 セキュリティ対策サーバ 1
「フォルダ/ファイルごとに、アクセス履歴の監視/除外の指定が可
能なこと。」の一文を削除することを提案します。

特定の製品の機能と思われます。機能を使用していなければ削
除願います。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

97 5 5

本調達の契約期間は、
平成21年1月1日から平
成24年12月31日までと

する

4
本調達の契約期間は、平成21年1月1日から平成24年12月31日ま
でとする。なお複合機の保守に関しては別途調達とする。

複合機の保守料金体系は従量制（使用枚数に応じた変動料金）と
なっており、国庫債務負担行為での定額料金体系にそぐわないた
め

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、複合機の
使用量に係る契約条件の提案をお願いしま
す。

98 40 21

ネットワークプリンタ

1

ネットワークインターフェースとして10/100BASE-TXポートを有す
ること

IEEE1284規格準拠の双方向ﾊﾟﾗﾚﾙはネットワークインターフェース
とはならず、またｸﾗｲｱﾝﾄパソコンとの直接接続にはUSB2.0を使用
するため、IEEE1284規格準拠の双方向ﾊﾟﾗﾚﾙは不要と思われま
す

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

99 41 23 ネットワークプリンタ 4 削除
1つのネットワークであればスイッチ切替等は必要なく、ドライバー
切替で十分と想定されるため

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

100 41 29 ネットワークプリンタ 4
装着するオプションとA3用紙をセットするのに必要な外形寸法で、
W480×D600×H530mm以内であること

本体のみの寸法では、実際の設置構成を考慮したときに各メー
カーごとで大きさにバラツキが出てしまい、設置面積を配慮した数
値になりません。オプションを含めた実際の寸法で比較された方
がよいと思われます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

101 41 36 ネットワークプリンタ 4

カラーネットワークプリンタとして別項目とする 印刷速度を基準とした場合、カラープリンタで要求機能を満たす機
械が存在しないため

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

102 41 ネットワークプリンタ 4
【追加】プリンタドライバの標準機能として、任意の牽制文字を印
刷可能なこと

情報の機密を守るためのセキュリティ機能が必要と思われるため

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

103 42 3 ローカルプリンタ 4 印刷方式は、インクジェット式のカラープリンタであること
幹部室専用のプリンタと思われますので、出力枚数は少ないもの
と考えられます。環境にやさしいインクジェット方式をお薦めしま
す。また、資料の訴求性を考えカラー印刷をお薦めします。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

104 41 5 ローカルプリンタ 4 削除 インクジェットプリンター想定のため

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

105 41 9 ローカルプリンタ 1
A4,B5,A5の普通紙及び再生紙、レター、はがきが印刷可能である
こと

幹部室専用のプリンタと思われますので、ラベルシートの出力は
少ないと考えられます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

106 41 11 ローカルプリンタ 1
A4,B5の用紙サイズを格納でき、用紙を250枚以上セットできる給
紙トレイを提供すること。

幹部室専用のプリンタと思われますので、常時500枚の出力は少
ないと考えられます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

107 41 14 ローカルプリンタ 1 削除
幹部室専用のプリンタと思われますので、ラベルシートの出力の
ための手差し機能は不要と考えられます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

108 42 25 ローカルプリンタ 1
外形寸法がオプション装着時を除いてW420×D500×H270mm以
下であり、既存のラック(W650×D500×350)に収納できること

既存のラックに収納できる大きさであれば操作性に問題ないと考
えられるため

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、ラックに
収納できる機器のご提案をお願いいたしま
す。

109 42 ローカルプリンタ 4
【追加】プリンタドライバの標準機能として、任意の牽制文字を印
刷可能なこと

情報の機密を守るためのセキュリティ機能が必要と思われるため

ご意見及び理由の内容は承りました。最適と
思われるご提案をお願いいたします。
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項 頁番号 行番号 項 目 種 別 意     見 理     由 回　　　答

110 42 35 カラープリンタ 1 印刷解像度は1,200dpi相当以上であること 1,200dpi相当であっても1,200dpiレベルの画質を表現できるため

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

111 43 カラープリンタ 4
【追加】プリンタドライバの標準機能として、任意の牽制文字を印
刷可能なこと

情報の機密を守るためのセキュリティ機能が必要と思われるため

ご意見及び理由の内容は承りました。最適と
思われるご提案をお願いいたします。

112 43 36 複合機 2 自動原稿送り装置積載枚数は、100枚以上であること 現状原稿枚数が75枚では足りない可能性があるため

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

113 43 37 複合機 4 削除
15.1で「ソーター機能」と標記されており、(21).①.e)として「ソーター
機能」を追加し、そこに表現した方がわかりやすいため

ご意見を参考に、現行仕様の一部を追加変更
いたします。

114 44 1 複合機 4 ソーター機能付き複合機以外は、スライドソートが可能なこと。 15.1で「ソーター機能」付きは1台と表現されているため

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

115 44 6 複合機 1
ネットワークインターフェースとして10/100BASE-TXポートを有す
ること

IEEE1284規格準拠の双方向ﾊﾟﾗﾚﾙはネットワークインターフェース
とはならず、またｸﾗｲｱﾝﾄパソコンとの直接接続にはUSB2.0を使用
するため、IEEE1284規格準拠の双方向ﾊﾟﾗﾚﾙは不要と思われま
す。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

116 44 14 複合機 1

外形寸法は、オプション装着済の状態で、W1300×D850×
H1155mm以下であること

外形寸法が、オプション装着済の状態で、W1300×D850×
H1150mm以下である機種は限られ、仕様に外れてしまい、公正な
競争ができなくなってしまうと思われます。

ご意見のとおり修正いたします。

117 44 追加 4
【追加】プリンタドライバの標準機能として、任意の牽制文字を印
刷可能なこと

情報の機密を守るためのセキュリティ機能が必要と思われるため ご意見及び理由の内容は承りました。最適と
思われるご提案をお願いいたします。

118 44 追加 4 【追加】(21).①.e)として「ソーター機能」を追加
15.1で「ソーター機能」と標記されており、(21).①.e)として「ソーター
機能」を追加し、そこに表現した方がわかりやすいため

ご意見を参考に、現行仕様の一部を追加変更
いたします。

119 44 追加 4
【追加】(21).①.e)ｱ)として「帳合機能は、３ポジションステープルが
可能なこと」を追加

15.1で「ソーター機能」と標記されており、(21).①.e)として「ソーター
機能」を追加し、そこに表現した方がわかりやすいため

ご意見を参考に、現行仕様の一部を追加変更
いたします。

120 44 追加 4 【追加】(21).①.e)ｲ)として「スライドソートが可能なこと」を追加
15.1で「ソーター機能」と標記されており、(21).①.e)として「ソーター
機能」を追加し、そこに表現した方がわかりやすいため

ご意見を参考に、現行仕様の一部を追加変更
いたします。

121 37 17

クライアントパソコン

3

「公文書作成ルール」から「公用文作成ルール」への変更を提案し
ます。

文章入力時・校正時の支援・確認機能としてワープロ及びかな漢
字変換システムにて提供しうる機能は、後者であると思われます
ため。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

122 39 27
クライアントパソコン

4
「CSV形式又はvCARD形式などの汎用的フォーマット」から「CSV
形式又はLDIF形式

LDIF（LDAPデータ交換フォーマット）形式であれば、グループ階層
を含む、全ての情報を、インポート・エクスポートすることが可能と
なりますため。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

123 41 36

ネットワークプリンタ

3

｢1台はカラー印刷ができることと｣とありますが、カラープリンター
の場合の仕様を下記のように別途ご提示頂きたいと思います。
ウォームアップタイム：45秒以下
最大消費電力：1,320W以下
外形寸法(オプション装着時を除く)：
　　　　W632×D717×H493mm以下

｢(18)ネットワークプリンタ-①要求仕様｣をカラープリンターで満た
すことは、難しいと考えられますので、別途ご提示頂きたいと思い
ます。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

124 40
ネットワークプリンタ

2
【追加】｢60万枚以上の耐久性であること｣を仕様に追加して頂くこ
とをご提案します。

ご使用期間中のトラブルを回避するためにも耐久性についての仕
様を盛り込んで頂くことで安心してご使用できます。

ご意見及び理由の内容は承りました。最適と
思われるご提案をお願いいたします。

125 42 11

ローカルプリンタ

3

｢用紙を500枚以上セット｣を｢用紙を500枚以上セット(複数のトレイ
でも可とする)｣に変更して頂きたいと思います。

A4モノクロプリンターで｢1つのトレイで500枚給紙｣ですと、機種及
びメーカーが限定されます。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。なお、最適と思
われるご提案をお願いいたします。

126 42 15

ローカルプリンタ

1

｢最大消費電力は850W以下｣を｢最大消費電力は920W以下｣に変
更して頂きたいと思います
また、｢待機時：75W以下、稼動時：590W以下(標準構成時)｣を仕様
に追加することをご提案します。

機種及びメーカーが限定されます。
最大消費電力に到達することは非常に少なく、、待機時と稼動時
の消費電力の方が実質の消費電力を計る指数としては妥当と考
えます。環境配慮の観点から仕様に追加して頂くことをご提案しま
す。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。
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127 42 17
ローカルプリンタ

1
｢稼動音は52dB以下であること｣を｢稼動音は53dB以下であること｣
に変更して頂きたいと思います。

機種及びメーカーに限定されます。 ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

128 42
ローカルプリンタ

2
｢20万枚以上の耐久性であること｣を仕様に追加して頂くことをご
提案します。

ご使用期間中のトラブルを回避するためにも耐久性についての仕
様を盛り込んで頂くことで安心してご使用できます。

ご意見及び理由の内容は承りました。最適と
思われるご提案をお願いいたします。

129 43 14

複合機

3

ソーター機能を付加した場合はW1800×D850×H1150にして頂け
ないでしょうか。(保守時に全てを開いた状態での寸法表示になり
ます)ソーター機能を付加しない場合は現仕様とおりで問題ありま
せん。

一部のメーカーに限定されたり、または該当メーカーが存在せず
競争性を失う可能性があります。

ご意見を参考に、現行仕様の一部を変更いた
します。

130 43
複合機

1
2頁または4頁を1枚にレイアウト配置し、かつ両面機能と冊子機能
を有し、最大8頁分を2カウントにできることという仕様の追加をご
提案します。

環境配慮の観点と財政の有効活用という観点からペーパレス環
境の構築が必要と考えます。

ご意見及び理由の内容は承りました。最適と
思われるご提案をお願いいたします。

131 44 34
複合機

1
リアル1200dpiに水準を上げることをご提案します。 法制局という業務内容上、印刷画質の品質低下による誤字がな

い環境を構築する必要があります。
ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

132 44
複合機

1
IPv6対応であることという仕様の追加をご提案します。 48ヶ月間の契約の中で現在のIPｖ4から変更になった場合でも対

応が可能です。
ご意見及び理由の内容は承りました。最適と
思われるご提案をお願いいたします。

133 44 29
複合機

1
カラーもモノクロも読取密度は600dpi以上であることをご提案しま
す。

法制局という業務内容上、スキャン画質の品質低下による誤字が
ない環境を構築する必要があります。

ご意見及び理由の内容は承りましたが、現行
仕様のとおりといたします。

134 44

複合機

1

スキャンする際に複合機内部に各個人毎のフォルダーを用意する
こと(職員数分)とそのフォルダーをパスワードによる管理が可能で
あることという仕様の追加をご提案します。

法制局という業務内容上、セキュリティの観点から情報漏洩しない
環境を構築する必要があります。確実な管理をするためには、文
書毎にパスワードを付与するのではなく、フォルダー全体にパス
ワードを付与することで抜け漏れを無くすことができます。

ご意見及び理由の内容は承りました。最適と
思われるご提案をお願いいたします。

135 44
複合機

1
FAX送信時の解像度が600dpi以上であることという仕様の追加を
ご提案します。

法制局という業務内容上、送信画質の品質低下による誤字がな
い環境を構築する必要があります。

ご意見及び理由の内容は承りました。最適と
思われるご提案をお願いいたします。
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