
意見招請期間：2020年9月18日～2020年10年8日

No. 該当頁 該当項目 意見（コメント）、質問内容等 回答

1 p.1 2．（１）
本プロジェクトの開始時期はいつを予定さ
れていますか。

後日入札公告日に配布を開始する入札説
明書と契約書案をご覧ください。

2 p.1 3．（１）本体重量
1.2Kg以下（本体）に関して1.3Kg以下（本
体）は検討可能でしょうか。

3 p.1 3．（１）本体重量
「1.2kg以下（本体のみ） 」を 「1.25kg以下
（本体のみ） 」に変更頂くようお願いします。

4 p.1 3．（１）本体重量
1.2Kg以下（本体のみ）の要件修正の検討を
お願いします。

5 p.1 3．（１）本体重量
「1.2kg以下（本体のみ）」という条件を1.0Kg
以下に変更することをお勧めいたします。

6 p.2 3．（１）インターフェイス
USB3.1以上×2ポートに関してUSB3.1以上
×1ポート、USB3.0以上×1ポートに変更し
て頂く事は検討可能でしょうか。

仕様を変更いたします。
（「USB3.1以上×1ポート、USB3.0以上×1
ポート」とすることにいたします。）

7 p.2 3．（１）インターフェイス

「パソコン本体のインターフェイスが不足す
る場合は、ドック型を使用することと併せて
以下のポートを用意すること。」を「パソコン
本体のインターフェイスが不足する場合は、
ドックまたはアダプタを使用して、以下の機
能を提供できること。」に変更頂くようお願い
します。

仕様を変更いたします。
（アダプタを使用してインターフェースの要
求仕様を満たすことも認めます。）

8 p.2 3．（１）インターフェイス

「パソコン本体のインターフェイスが不足す
る場合は、ドック型を使用することと併せて
以下のポートを用意すること。」という条件
の緩和をお勧めいたします。

仕様を変更いたします。
（ドック型に限らず、拡張ポート等の利用を
認める表記に変更いたします。）

9 p.2 3．（１）インターフェイス

「・USB Type-Cポート（Thunderbolt）×1」と
いう条件は過剰スペックであると捉え、
「Thunderbolt」の記載の削除をお勧めいた
します。

仕様を変更いたします。
（「Thunderbolt」の記載を削除いたします。）

10 p.2
3．（１）主な付属品および
　　　　 アクセサリー

「・ACアダプター ・ACケーブル」という条件
に重量を追記することをお勧めいたします。

仕様に追記いたします。
（ACアダプターおよびACケーブルの重量
を、仕様に追記いたします。）

11 p.2 3．（１）リカバリ
リカバリ用メディア：リカバリＤＶＤ等の要件
修正の検討をお願いします。

仕様の変更はいたしません。
（パソコンを初期状態へ復元することができ
れば、当方から特定のリカバリ用メディアを
指定しません。リカバリDVDはあくまで一例
です。）

                                                          意見招請結果の公表

「国際交流基金（本部及び国内各拠点）クライアント用パソコン（デスクトップ）のノートパソコン切り替え及び展開作業一式」
仕様書(案)に対する意見招請結果を公表致します。

                                                                                                  2020年10月22日
                                                                                                  独立行政法人国際交流基金
                                                                                                  契約担当職
                                                                                                  理事 鈴木　雅之

仕様を変更いたします。
（本体重量を「1.25kg以下（本体のみ）」に変
更いたします。）



No. 該当頁 該当項目 意見（コメント）、質問内容等 回答

12 p.3 3．（１）セキュリティ要件

「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調
達方針及び調達手続に関する申合せ」にお
けるサプライチェーン・リスクへに対し、下記
対策を講じていることで「調達が適当でない
と判断されない」と考えてよろしいでしょう
か。

「製品および社内セキュリティに対し、第3者
機関の監査を受けているメーカーである。」

内閣サイバーセキュリティセンターの助言に
より、調達が適当でないと判断されないこと
が条件です。

13 p.3 3．（１）セキュリティ要件

「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調
達方針及び調達手続に関する申合せ」にお
けるサプライチェーン・リスクへに対し、下記
対策を講じていることで「調達が適当でない
と判断されない」と考えてよろしいでしょう
か。

「ファーウェイ・ZTE製の通信機器を使用し
ていないメーカーである。」

14 p.3 3．（１）セキュリティ要件

「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調
達方針及び調達手続に関する申合せ」にお
けるサプライチェーン・リスクへに対し、下記
対策を講じていることで「調達が適当でない
と判断されない」と考えてよろしいでしょう
か。

「ISO9001、ISO14001を取得しているメー
カーである。」

15 P4 4．及び6．
保管倉庫と保管庫の表記を統一することを
お勧めいたします。

表記を「保管倉庫」に統一します。

16 P4 4．（2）イ．
入退室は有人で～とあるが、保管倉庫はセ
キュリティカード認証の施設で問題ないで
しょうか。

「監視カメラ常備で、入退室は有人で管理
がされていること。」が最低条件です。その
うえでセキュリティカード認証の施設であれ
ば、問題ございません。

17 p.4 4．（2）イ．
監視カメラの映像の保管期間に条件はあり
ますか。

監視カメラの映像の保管期間は、後継機の
一時保管開始日から、旧機器の撤去及び
廃棄完了日までといたします。

18 4 4．（2）イ
「入退室を有人で管理されていること。」とい
う条件の緩和をお勧めいたします。

質問No.16に回答済み。

19 p.4 4．（2）イ．
有人での入退室管理とありますが、管理者
の常駐時間に条件はありますか。

管理者の常駐時間は、保管倉庫の規定に
準じます。当方が要求する常駐時間の条件
はございません。ただし管理者不在時は、
保管倉庫に対し入退室制限及びセキュリ
ティが担保されていることを必須といたしま
す。

20 p.4 4．（2）エ．

「基金本部（コモレ四谷）から30km圏内、も
しくは同本部から保管倉庫最寄駅までの移
動時間が1時間以内のロケーションであるこ
と。」という条件を仕様書からはずすことを
お勧めします。

ご指摘の条件を仕様書から外すことはいた
しません。条件の緩和を検討いたします。

質問No.12に回答済み。



No. 該当頁 該当項目 意見（コメント）、質問内容等 回答

21 p.4 4．（3） 納品検査の時期を変更可能でしょうか 納品検査の時期は変更いたしません。

22 p.4 4．（3）
納品台数の変更可能でしょうか
10台⇒5台への変更

仕様を変更いたします。
（先行して納品する後継機の台数を、5台か
ら10台の間とすることを認めます。なお実際
の納品台数は、落札業者と当方で協議する
ことといたします。）

23 p.4 4．（3）
令和3年2月時点では先行の10台は納品の
みで、展開作業は発生しない想定でよろし
いでしょうか。

質問No.22に回答済みのとおり、先行納品
する後継機の台数は5台から10台の間とし
ます。当該機器に関して、令和3年2月の納
品時点では展開作業は発生しません。

24 p.5 6．（１）ア．
専任の窓口担当者は 正、副の2名体制でも
宜しいでしょうか。

専任の窓口担当者を 正・副の2名体制とし
ても構いません。窓口担当者を正・副の2名
体制とする場合は、当方からの連絡事項が
正・副間で常に共有されることを要求いたし
ます。

25 p.5 6．（１）ア．

「ア．専任の窓口担当者を割り当てること。
営業担当者による兼任は不可。」という条
件に、構築体制の詳細な条件を追記するこ
とを強く推奨いたします。

仕様の追記はいたしません。

26 p.5 6．（１）オ．

窓口担当者は、貴基金の全ての拠点の展
開作業に立ち合いとありますが、関西方面
へは東京からの出張を想定しております
が、よろしいでしょうか。
新型コロナ等の影響で県をまたぐ移動が制
限された場合は、要員含め再調整となる場
合があります。

出張による立ち合いを可とします。新型コロ
ナ等の影響で県をまたぐ移動が制限された
場合は、当方と落札業者で協議します。

27 p.5 6．（１）カ．

カ. の条件として 過去3回以上の展開作業
の経験とありますが、国際交流基金様での
実績だけではなく、他社での実績もふまえ
て経験とさせて頂いても宜しいでしょうか

窓口担当者に関して、他社での展開作業の
監督実績経験を踏まえていただいて問題あ
りません。

28 p.5 6．（２）
週次定例会について開催の必要が無いと
判断できる場合は、開催しないことも可能で
しょうか。

週次定例会を開催する必要がないと当方
が判断した場合は、開催しません。

29 p.5 6．（２）
業務想定WBS（ガントチャートを含む） に関
しては特定のツールを使用する必要があり
ますでしょうか。

特定のツールの使用は必要ありません。

30 p.5 6．（２）
ノートパソコン一覧表は、設定に必要な設
定値の記載も含まれると考えてよろしいで
しょうか。

設定に必要な設定値の記載も含まれます。
記載項目は、仕様書案6．（３）ア．（エ）をご
確認ください。

31 P5 6．（２）
週次定例会　議事録の納品期限を週次定
例会翌日までから3日以内に緩和いただく
ことは可能でしょうか。

仕様を変更いたします。
（週次定例会議事録の納品期限を「週次定
例会翌日まで」から、「週次定例会から3営
業日以内」にいたします。）

32 P5 6．（２）

納品期限の変更は可能でしょうか。
ノートパソコン展開作業報告書と同じく
基金各拠点展開作業後1週間以内に変更
可能でしょうか。

仕様を変更いたします。
（キッティング作業報告書の納品期限を「基
金各拠点展開作業後1週間以内」にいたし
ます。）

33 p.5 6．（２）

以下報告書の指定フォーマットがあればご
教示ください。
（1台につき1枚もしくは、全台まとめて1枚な
ど）
・キッティング作業報告書
・ノートパソコン展開作業報告書

指定のフォーマットはございません。



No. 該当頁 該当項目 意見（コメント）、質問内容等 回答

34 p.6 6．（３）ア．
キッティング作業前に先行してMACアドレス
を提出する必要はあるでしょうか。

キッティング作業前に先行してMACアド
レスを提出する必要はございません。

35 P6 6．（３）ア．（ア）

マスターイメージは、クローニングできるよう
に貴基金にて作成いただけるのでしょうか。
その場合、Windows10で利用できるイメージ
ングが可能な（Sysprepが実行されている）
状態での提供になりますでしょうか。それと
も、貴基金が作成したモデルとなるマスター
PCを、落札業者にてクローニングできるイ
メージにすることが必要でしょうか。

当方が提供するモデルとなるマスターPC
を、落札業者にてクローニングできるイメー
ジにすることが必要となります。

36 P6 6．（３）ア．（ウ）
ア．展開前作業 - （ウ）ラベルシールに関し
まして、指定のシールが御座いましたら、サ
ンプルを提供お願いします。

現時点で指定のシールはございません。落
札業者と当方で、契約後に協議します。

37 P6 6．（３）ア．（ウ）

ラベルシールはテプラ、P-touch等で作成で
きるものでしょうか。
また、1台につき何枚の貼付を想定されて
いますか。また色の指定はありますでしょう
か。

現時点で指定のシールはございませ
ん。ノートパソコン1台あたりのラベル
シール貼付枚数は2種類各1枚ずつを想
定しております。

38 p.6 6．（３）イ．（イ）
機器を届けて保管する場所ですが、実際に
設置するフロアと同フロアでしょうか。

機器を届けて保管する場所は、実際に
設定するフロアと同フロアとは限りま
せん。展開作業時に移動が発生する場
合は、台車などを落札業者にて用意願
います。

39 p.6 6．（３）イ．（イ）
機器を届ける際、建物への養生は必要で
しょうか。必要な場合、どの程度の養生が
必要かご教示ください。

機器搬入時に、建物への養生は必要で
す。養生が必要な程度は各拠点の建物
により異なりますが、建物を傷つけな
いことが最低条件です。

40 p.6 6．（３）ウ．（ア）
ウ．基金拠点展開作業 (ア) 週末は土曜
日、日曜日の両日と考えてよろしいでしょう
か。

ご認識の通りです。展開作業を行う前
後の金曜日、または月曜日が祝日の場
合、祝日も含めます。

41 P7 6．（３）ウ．（エ）c.
本調達にSymantec Endpoint Protectionラ
イセンスも含まれる場合、それを明記するこ
とをお勧めいたします。

仕様に明記いたします。
（本調達にSymantec Endpoint
Protectionライセンスは含まれませ
ん。ついては、Symantec Endpoint
Protectionライセンスが本調達対象外
であることが判断できる記述を明記い
たします。）

42 P7 6．（３）ウ．（エ）c.
ウ．基金拠点展開作業 (エ) c. アンチウィル
ス管理サーバは Symantec Endopoint
Protection Manager で宜しいでしょうか。

現行のアンチウィルス管理サーバは
Symantec Endopoint Protection
Managerですが、展開作業時には変更し
ている可能性もございます。

43 P7 6．（３）ウ．（エ）e.

ウ．基金拠点展開作業 (エ) e. 複合機・プリ
ンターの設定について、PC一台あたりに必
要な、複合機・プリンターの設定は何台想
定となりますでしょうか。

PC1台あたりに必要な複合機・プリン
ターの設定台数は、各拠点ごとに異な
るため、契約後に詳細をお伝えしま
す。

44 P7 6．（３）ウ．（エ）h.
本調達にOfficeライセンスも含まれる場合、
それを明記することをお勧めいたします。

仕様に明記いたします。
（本調達にOfficeライセンスは含まれ
ません。ついては、Officeライセンス
が本調達対象外であることが判断でき
る記述を明記いたします。）

45 P7 6．（３）ウ．（エ）c.及びl.

管理サーバーの確認作業をお客様側でし
ていただき、クライアント側作業に特化させ
ていただくことは可能でしょうか。
もしくは確認作業手順を示していただけま
すでしょうか。

落札業者による管理サーバーの確認作
業は不要です。

46 P7 6．（３）ウ．（エ）p.
ワイヤーロックで施錠とあるが、旧機器の
撤去前にはお客様側で外しておいていただ
くことは可能でしょうか。

旧機器に対してワイヤーロックは利用
していません。



No. 該当頁 該当項目 意見（コメント）、質問内容等 回答

47 p.7 6．（３）エ．
要求仕様にワイヤレスマウスと記載有りま
すがペアリングは落札業者で実施でしょう
か、基金様にて実施でしょうか

ワイヤレスマウスのペアリング作業
は、当方にて行います。

48 P7 6．（３）エ．（ア）

エ． 旧機器の撤去及び廃棄　（ア） 旧機器
の翌日午前撤去に関して、展開日に旧機
器を一時的に纏めて保管しておく場所はご
ざいますでしょうか

基金各拠点の展開作業日の翌日午前ま
で、旧機器を纏めて保管しておく場所
は、当方が用意いたします。

49 P7 6．（３）エ．（ウ）

セキュリティの観点から、「（ウ）撤去された
機器は各拠点展開作業実施から 1 週間保
管した後に、1 週間以内に物理破壊で処
分すること。  ※保管場所は後継機の一時
保管に用いた保管庫、または同等の条件を
満たす保管庫とすること。」という条件に、
「設置場所にて内蔵ストレージのデータの
消去作業」の追加し、二重での処理をお勧
めいたします。

撤去された機器の物理破壊のほか、
「設置場所にて内蔵ストレージのデー
タの消去作業」は不要です。

50 P7 6．（３）エ．（エ）
エ． 旧機器の撤去及び廃棄　（エ） 旧機器
の廃棄に関して Diskは個別に廃棄等の追
加の要件は御座いますでしょうか

仕様に追記いたします。

51 p.7 6．（３）エ．（エ）

弊社は、廃棄物の減量その他適正な処理
が確保されることを目的とする『広域再生利
用指定産業廃棄物処理者』（以下、広域認
定制度）の適用業者であり、本調達の対象
機器を廃棄できません。同様に、旧機器の
メーカー以外で、広域認定制度が適用され
ているメーカー系の業者も、廃棄ができま
せん。

書面による当方の承諾を得た場合、落
札業者は本調達の一部業務を子会社を
含む第三者に委託することが可能で
す。詳細は後日入札公告日に配布を開
始する、本件契約書案をご覧くださ
い。

52 P7 6．（３）エ．（エ）

廃棄処理（廃棄証明書）発行について、産
廃資格を保有される会社様と運搬会社様と
三社間契約が必要なため、別調達・別契約
とすることが可能でしょうか。

質問No.51に回答のとおり、書面による
当方の承諾を得た場合、本件業務に関
する三社間契約を認めます。

53 P7 6．（３）エ．（エ）

産廃資格等については条件が厳しく、デー
タ消去作業及び買取サービスでのご提供を
おこない買取のデータ消去等の証明書にて
仕様を可としていただくことは可能でしょう
か。またデータ消去に関して日付指定が難
しく後日発行としていただくことは可能でしょ
うか。

旧機器の買い取りのデータ消去等の証
明書による、廃棄処理証明書の代替は
認められません。

54 P8 6．（４）イ．

ウイルス対策ソフトに関してと、その他ソフ
ト・アプリケーションは、Windows10（今回展
開するOS）に対応していることが前提の認
識でおり、バージョンのアップグレード等は
貴基金でのタスクという認識で間違いない
でしょうか。

また、上記するようなインストールソフト・ア
プリケーションは、貴基金から手順とともに
提供いただくことは可能でしょうか。

ウイルス対策ソフト及びその他ソフ
ト・アプリケーションは、Windows10
（今回展開するOS）に対応しているこ
とが前提であり、バージョンのアップ
グレード等は当方でのタスクという認
識で間違いございません。またインス
トールソフト・アプリケーションに関
しては、仕様書案6．（３）ア．（ア）
をご確認ください。

55 P8 6．（４）イ．

更新が正常に～とあるが、飽くまでクライア
ントPC側からのテストまでとなり、万が一不
具合がある場合は、サーバ側の設定確認・
見直しは行っていただける認識で良いで
しょうか。

更新が正常に行われない場合、サーバ
側の設定か確認・見直しは当方で行い
ます。

56 p.8 6．（４）イ．
ウィルス対策ソフトの設定は手順書を提示
していただく想定でよろしいでしょうか。

当方からはインストーラーをお渡しい
たしますので、そちらを利用して後継
機にインストール作業を実施してくだ
さい。当方からは手順書の提示はおこ
ないません。



No. 該当頁 該当項目 意見（コメント）、質問内容等 回答

57 P8 6．（４）オ．

WDSサーバーの扱いについて、クライアント
PCの展開作業は、記載のWDSサーバーか
ら実施する必要がありますでしょうか。

展開作業の想定をご教示ください。
（１）WDSサーバからキッティングセンターへ
VPNを敷設し、展開を行う。
（２）展開はマスタPCからイメージバックアッ
プソフトを利用し展開することも可能で、運
用の観点から、WDSサーバーからも展開可
能にする。

クライアントPCの展開作業は、仕様書
案記載のWDSサーバーから実施する必要
はございません。落札業者にWDSサー
バーをご用意いただき、マスタイメー
ジの展開作業を行ってただくことを想
定しております。

58 P8 6．（４）オ．

オ． キッティング時は保管場所にて別途
WDSサーバを構築しマスターイメージの展
開を実施する想定ですが、本部オフィスで
稼働しているWDSサーバについて、必要な
作業はありますでしょうか

本部オフィスで稼働しているWDSサーバ
について、必要な作業はございませ
ん。

59 p.8 6．（４）カ．
Intel AMTの設定は手順書等を提示してい
ただく想定でよろしいでしょうか。

当方からは手順書等の提示は行いませ
ん。落札業者に、後継機へのIntel AMT
の設定をおこなっていただきます。

60 p.10 10．（３）
標準ソフトウェアとは Microsoft Office製品
で宜しいでしょうか

当方の標準ソフトウェアは Microsoft
Office製品です。当方の標準ソフト
ウェアが Microsoft Office製品である
ことが判断できる記述を明記いたしま
す。

61 － 応札者の資格

以下の資格を保有することを応札条件とす
ることをご検討ください。
・ISO9001
・ISMS27001
・プライバシーマーク
・プラチナくるみん

詳細は後日入札公告日に配布を開始す
る、入札説明書をご覧ください。

62 － 応札者の資格
応札業者の全省庁統一資格における等級
をA等級とすることをご検討ください。

質問No.61に回答済み。


