
検針システム一式賃貸借仕様書案に対する意見招請への質問と回答

項番 資料名称 ﾍﾟｰｼﾞ 該当箇所 質問内容 回答

1
(様式3)仕様書案に
対する質問

本書最下部欄外に「※文書名は、検針システム一式賃貸借仕様書案の場合
は「仕様書案」、検針システム一式賃貸借特記仕様書案の場合は「特記仕様
書案」と記載してください。」とありますが、「検針システム一式賃貸借仕様書
案」は本RFC公開資料として提供されていないと思われます。これは「意見招
請書」を指している、という理解でよいでしょうか。

「検針システム一式賃貸借仕様書案」は、本RFCの資料には公開してい
ない仕様書です。当局の記載誤りです。

2
(様式3)仕様書案に
対する質問

「検針システム一式賃貸借仕様書案」が公表されていないのではないか。
「検針システム一式賃貸借仕様書案」は、本RFCの資料には公開してい
ない仕様書です。当局の記載誤りです。

3 意見招請書
提出見積について、仕様の曖昧さにより各社異なる前提となってしまうと考え
ますが、意見と同時の提出ということでよろしいでしょうか。

意見と同時にお見積りのご提出をお願いします。

4 意見招請書 1 ２　調達件名
件名に「検針システム一式賃貸借」とありますが、本件はいわゆるリース入札
となりますか。その場合に必要となる競争入札参加資格と合わせてお教えくだ
さい。

賃貸借契約を予定しています。
賃貸借契約にあたり、当局が公告時に指定する入札参加資格の他に名
古屋市競争入札参加資格審査において、申請区分「物件の買入れ又は
借入れ」のうち、申請品目「物件の借入れ」の競争入札参加資格を有する
又は、指定する日までに当該競争入札参加資格審査の申請を行い、開
札の日時までに当該資格を有すると認定された者であることが必要とな
ります。

5 特記仕様書案 1
１　背景と目的
(1)　検針システム構築の背景

「ＥＩＴＳから検針業務に係るアプリケーションを切り離し」とありますが、これは
IPネットワークとしての分離を意味しており、業務の連続性を考えると料金計
算ロジック一致やその他関連情報については極力共有され同様に処理される
ことが望ましいということでよろしいでしょうか。

基幹系料金システムであるＥＩＴＳとの関係は、極力疎結合とする想定で
す。
ご指摘のデメリットは理解できますが、必要とする最低限の情報交換がで
きれば、必要以上にＥＩＴＳに依存する必要は無いと考えています。

6 特記仕様書案 1
１　背景と目的
(2)　検針システム構築の目的
イ　お客さまサービスの充実

「他の帳票印刷への対応を可能とする」とありますが、本調達におけるシステ
ム上の出力機能としては、検針票のみの想定でよろしいでしょうか。

検針票の他、納入通知書、漏水のお知らせなどを想定しています。

7 特記仕様書案 1
１　背景と目的
(2)　検針システム構築の目的
イ　お客さまサービスの充実

「営業所に入電した問合せに対して迅速な対応を可能とする」とありますが、
検針データについては原則としてリアルタイムにサーバにアップロードする前
提となりますでしょうか。

リアルタイムにアップロードするのではなく、検針束単位で今回調達予定
である検針システム用のサーバにモバイル端末からアップロードを行う想
定です。
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項番 資料名称 ﾍﾟｰｼﾞ 該当箇所 質問内容 回答

8 特記仕様書案 1
１　背景と目的
(2)　検針システム構築の目的
ウ　検針業務の効率化

「検針員が営業所に立ち寄る頻度を減らす」とありますが、本仕様書記載の要
件を満たすことで目的を達するということでよろしいでしょうか。

当局が意図する状況とするためには、本仕様書記載の要件が最低限の
技術的準備と考えていますが、その他の方法での提案を妨げるものでは
ありません。

9 特記仕様書案 1
１　背景と目的
(2)　検針システム構築の目的
ウ　検針業務の効率化

「報告書式作成業務の簡素化」とありますが、現在の運用上の帳票をシステム
上で作成可能にする意図であり、現行の運用の変更を想定するものではない
ということでよろしいでしょうか。
また、別紙のフローに記載がありますでしょうか。加えて出力を想定する帳票
のイメージがあれば、ご提示いただけますでしょうか。

現行は、検針後の営業所への帰所を前提に、帰所後において検針時の
調査内容の非定形的な報告を手書きで報告書に追記しています。しか
し、移動通信サービスが利用可能になり、帰所が必須でなくなるため、帰
所をしなくても必要な非定形的な報告を簡単にできる方法の提案を求め
るものであり、現行の運用とは一部変更されることを想定しています。

10 特記仕様書案 1
１　背景と目的
(2)　検針システムの構築目的
ウ　検針業務の効率化

「検針時の現地調査結果をモバイル端末に入力することで報告書式作成業務
の簡素化を図る。」とありますが、検針時の現地調査結果とは具体的にどのよ
うな情報を想定しておられますか。

①水量増減時の現地状況の確認及び対応結果（お客さまへの声かけ
等）
②初回検針時の使用用途や下水道接続の有無の確認
③最新の現場状況と前回検針時の違いにて検針データに齟齬がある場
合などのデータ修正依頼
現状は、一部非定形的な内容を含み、帰所後に紙書類に転記して報告し
ています。

11 特記仕様書案 1
１　背景と目的
(2)　検針システムの構築目的
ウ　検針業務の効率化

「また、今後導入が想定されるスマートメータへの対応など新たなニーズに対
応できるよう柔軟な発想で実装を図っていく。」とありますが、どのような柔軟さ
が要求されているかが不明瞭です。現時点で貴市においてスマートメーターに
関する具体的な導入のイメージがあればお示しください。

現時点では、具体的な計画はないため可能性の話としており、本システ
ムとは別の仕組みで取得した検針データをCSV形式等で本システムに転
送することを想定しています。

12 特記仕様書案 3

２　業務・機能要件
(2)　機能要件
・本システムから新たに追加する
要件
ア

検針時に水量異常等を把握した場合、水道メータに指針値の撮影機能とは、
「水量増大時且つパイロット回転あり」のみでよろしいでしょうか。

水量異常や漏水などで検針員が写真撮影が必要だと判断した際にカメラ
を起動する想定であり、義務付けるイメージではありません。

13 特記仕様書案 3

２　業務・機能要件
(2)　機能要件
・本システムから新たに追加する
要件
ア

「一定期間サーバに保持できること」とありますが、具体的にはどの程度でしょ
うか。
画像サイズは３M/枚、150万枚程度の保持と考えてよろしいでしょうか。

一定期間とは、次回の検針日（または調定・請求完了日）までを想定して
います。
画像データについては、お見込みのサイズで結構です。
また、枚数については全検針件数×撮影を要する状態の発生比率×３
枚程度と想定しており、現段階では１００万枚程度と想定しています。

14 特記仕様書案 3

２　業務・機能要件
(2)　機能要件
・本システムから新たに追加する
要件
イ

「ＥＩＴＳから取得する地図情報（装置番号・Ｘ座標・Ｙ座標）をもとにＧＩＳ機能に
て地図情報を表示できること。」とありますが、モバイル端末は閉域網で無線
接続される想定のため、インターネット閲覧は不可能となるかと思われます。
これは、モバイル端末でローカル閲覧可能な住宅地図等を提供いただける、
と理解すればよろしいでしょうか。

住宅地図のライセンスは当局にて準備する想定です。
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項番 資料名称 ﾍﾟｰｼﾞ 該当箇所 質問内容 回答

15 特記仕様書案 3

２　業務・機能要件
(2)　機能要件
・本システムから新たに追加する
要件
イ

ＥＩＴＳから取得する地図情報（装置番号・Ｘ座標・Ｙ座標）をもとにＧＩＳ機能にて
地図情報を表示できること。とありますが、モバイル端末側の地図情報は事前
にインストールされている情報から座標連携により、表示する認識でよろしい
でしょうか。

ご認識のとおりです。
住宅地図のライセンスは当局にて準備する想定です。

16 特記仕様書案 3

２　業務・機能要件
(2)　機能要件
・本システムから新たに追加する
要件
イ

「モバイル端末で装置の設置場所情報が登録してある場合、装置特定により
該当箇所の地図を表示できること。」とありますが、モバイル端末は閉域網で
無線接続される想定のため、インターネット閲覧は不可能となるかと思われま
す。これは、モバイル端末でローカル閲覧可能な住宅地図等を提供いただけ
る、と理解すればよろしいでしょうか。

住宅地図のライセンスは当局にて準備する想定です。

17 特記仕様書案 3

２　業務・機能要件
(2)　機能要件
・本システムから新たに追加する
要件
イ

「GIS機能にて地図情報を表示できること」とありますが、地図データはゼンリン
の住宅地図を指定するということでよろしいでしょうか。

特定の商品名の明言は控えさせていただきますが、ベースとする住宅地
図のライセンスは当局にて準備する想定です。

18 特記仕様書案 3

２　業務・機能要件
(2)　機能要件
・本システムから新たに追加する
要件
ウ

「検針時に出力される検針票に視覚障がい者への対応として利用されている
「音声コード」のUni-Voice の印字ができること。」とありますが、Uni-Voice音
声コード作成用アプリケーションの調達は貴市にて行われるのでしょうか。あ
るいはUni-Voiceの音声コードが出力可能なプリンタを採用するという理解でよ
ろしいでしょうか。

Uni-Voice音声コード作成用アプリケーションもしくは、出力可能なプリンタ
どちらを採用するか受注者に判断いただくため、指定しておりませんが、
受注者にて調達していただく想定です。

19 特記仕様書案 3

２　業務・機能要件
(2)　機能要件
・本システムから新たに追加する
要件
ウ

「検針時に出力される検針票に視覚障がい者への対応として利用されている
「音声コード」のUni-Voice の印字ができること。」とありますが、Uni-Voice音
声コードで読み上げるデータは具体的に何を想定しておられますか。

検針票に印刷される可変的な情報（お客さま番号、住所、お客さま名、年
期別、使用期間、使用量、請求金額、前期の領収情報など）を想定してい
ます。

20 特記仕様書案 3

２　業務・機能要件
(2)　機能要件
・本システムから新たに追加する
要件
ウ

「検針時に出力される検針票に視覚障がい者への対応として利用されている
「音声コード」のUni-Voice の印字ができること。」とありますが、利用者にUni-
Voice音声コードの印刷位置を示す用紙切り欠きについては、貴市にて切り欠
き処理のなされた用紙を調達いただける、という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

21 特記仕様書案 3

２　業務・機能要件
(2)　機能要件
・本システムから新たに追加する
要件

「視覚障がい者への対応」とありますが、印字用紙についても特殊加工を施し
た用紙を別途調達していただけるということでよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

22 特記仕様書案 3

２　業務・機能要件
(2)　機能要件
・本システムから新たに追加する
要件
ウ

「検針時に出力される検針票に視覚障がい者への対応として利用されている
「音声コード」のUni-Voice の印字ができること。」とありますが、音声で読み上
げる言語は日本語のみとし、外国語については対象外という理解でよよろしい
でしょうか。

本契約においては日本語と英語のみの対応を考えています。
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項番 資料名称 ﾍﾟｰｼﾞ 該当箇所 質問内容 回答

23 特記仕様書案 3
２　業務・機能要件
(3)　業務要件

検針システム側で料金シミュレーションの機能は必要ないでしょうか。

料金シミュレーション機能は、計算ロジック検証機能という前提で回答し
ます。
料金改定時の検証用としてパラメータ（口径・用途・月数・水量from toな
ど）を与えるとモバイル端末側の計算ロジックによる結果をテキストファイ
ル等で出力する機能は必要であると考えていますが、他の方法で実現で
きるならご提案ください。

24 特記仕様書案 4
２　業務・機能要件
(3)　業務要件
ア　検針前データ受信

「検針員の欠勤に対応するため、担当ではない検針束でも検針前データの受
信が行えること。」とありますが、現場ではどのようにして欠勤時の担当替えを
行っているか、お示し下さい。(例：交代要員に束単位で依頼する、複数の交代
要員に束を分割する、など)

原則的には検針束単位で交代要員に振り分けしますが、１つの束を複数
の交代要員に分割することも想定しています。

25 特記仕様書案 4
２　業務・機能要件
(3)　業務要件
イ　検針結果送信

撮影画像を紐付ける場合の装置番号とは装置KEYの認識でよろしいでしょう
か。

ご認識のとおりです。

26 特記仕様書案 4
２　業務・機能要件
(3)　業務要件
イ　検針結果送信

水道メータの指示値と一緒に検針時の状況を検針結果データとして本システ
ムに送信できること。とありますが、検針時の状態とは検針票等の帳票発行有
無や検針保留有無と理解してよろしいでしょうか。

現地調査の内容を入力したものを想定しています。
具体的な例として、水量増時にパイロットの回不回（回の程度）・メータ周
り漏水の有無・お客さまへの声掛けの有無・声掛けした相手の所属（家
族・社員等）・理由が聞き取れた場合はその理由など一部非定形的な内
容を含んでいます。

27 特記仕様書案 4
２　業務・機能要件
(3)　業務要件
イ　検針結果送信

「水道メータの指示値と一緒に検針時の状況を検針結果データとして本システ
ムに送信できること。」とありますが、検針時の状況とは具体的にどのような情
報(内容とファイルフォーマット)を想定しておられますか。

現地調査の内容を入力したものを想定しています。代表的な例を下記に
示します。
例１）水量増時：パイロット回不回（回の程度）、目視での漏水有無、使用
者への声掛け有無、声掛相手の所属（家族・社員等）、増の理由など一
部非定形的な内容を含んでいます。
例２）初回検針時：用途・業態の確認結果、下水接続有無、屋号や現地
状況などの確認結果

28 特記仕様書案 4
２　業務・機能要件
(3)　業務要件
イ　検針結果送信

「水量異常の際にアプリケーションからカメラを起動し、水道メータを撮影でき
ること。」とありますが、水量異常の際には必ずメーター盤面の撮影を義務付
けるイメージでしょうか。

水量異常や漏水などで検針員が写真撮影が必要だと判断した際にカメラ
を起動する想定であり、義務付けるイメージではありません。

29 特記仕様書案 4
２　業務・機能要件
(3)　業務要件
イ　検針結果送信

「水量異常の際にアプリケーションからカメラを起動し、水道メータを撮影でき
ること。」とありますが、水量異常を検知した場合は、モバイル端末上で自動的
にカメラ機能が起動し、規定枚数の写真を撮影しないと次の検針に進まないよ
うな機能のイメージでよろしいでしょうか。

水量異常や漏水などで検針員が写真撮影が必要だと判断した際にカメラ
を起動する想定であり、義務付けるイメージではありません。
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項番 資料名称 ﾍﾟｰｼﾞ 該当箇所 質問内容 回答

30 特記仕様書案 4
２　業務・機能要件
(3)　業務要件
イ　検針結果送信

「水量異常の際にアプリケーションからカメラを起動し、水道メータを撮影でき
ること。」とありますが、メーター水没、激しい汚れ、ピンボケやフラッシュの映り
込みによる白かぶり等、画像が容易に視認できない状態で撮影されてしまう
ケースが考えられます。システム上このような画像の検知と再撮影を促すよう
な機能は不要(検針員が撮影済み写真を都度手動で目視確認して判断する)
と考えてよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

31 特記仕様書案 5
２　業務・機能要件
(3)　業務要件
オ　検針結果データ転送

「フォルダに格納すること」とありますが、定めた時間までに人手によらず、取り
込む仕掛け等が必要でしょうか。

検針やデータ修正等を行った検針結果データをＥＩＴＳと連携するフォルダ
にデータを格納するバッチが日次処理で必要となります。

32 特記仕様書案 5

２　業務・機能要件
(3)　業務要件
キ　マスタ・制御管理機能（システ
ム管理）

「使用可能文字はSJIS/MS932 であること」とありますが、これはサーバおよび
パソコンでの指定ということでよろしいでしょうか。それともモバイル端末を含む
ものでしょうか。

モバイル端末にも採用できれば望ましいですが、不可能な場合でも出力
不可能文字対応策を講じることが可能な場合には、その方法をご提案く
ださい。

33 特記仕様書案 5

２　機能・業務要件
(4)　モバイル端末要件
イ　束一覧表示および選択機能、
検針対象一覧表示および選択機
能

モバイル端末の要件として「一覧を表示して、一括または選択したものについ
てモバイル端末側にダウンロードする」とありますが、サーバー側で事前に対
象データを選択しておき、モバイル端末側では一括でダウンロードするのみと
いう運用の想定でもよろしいでしょうか。

お見込みの方式でも問題はありません。

34 特記仕様書案 7
３　基本方針に関する要件
(1)　稼働時間

「本システムの稼働時間は、月曜日から金曜日までの日（国民の祝日に関す
る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年
の１月３日までを除く。）の午前８時から午後６時までとすること。」とあります
が、土日祝日の再検針や、時間外の再検針はないのでしょうか。

本仕様書の記載は現行の業務体制を想定していますが、将来、土日等
に業務を行う可能性は否定できないため、システム的には稼働できる状
態にしておきたいと考えています。

35 特記仕様書案 7
３　基本方針に関する要件
(1)　稼働時間

「午前８時から午後６時まで」とありますが、保守対応時間は同様でしょうか。
通常故障等については、稼働時間＝保守時間とは想定していません。
ただし、業務に著しい影響がある大規模障害時は、この範囲を超えること
も想定しています。

36 特記仕様書案 7
３　基本方針に関する要件
(2)　利用者

「本システム利用場所及び利用人数」として表が示されていますが、後述され
ているパソコン端末を操作するのは、この表中における「職員」と「外部委託事
業者」の欄に示されている人数の全員となりますでしょうか。

ご認識のとおりです。

5



項番 資料名称 ﾍﾟｰｼﾞ 該当箇所 質問内容 回答

37 特記仕様書案 8
３　基本方針に関する要件
(3)　システム権限グループ

「本システムにおけるユーザーはその所属により下記のとおりに分類し、本シ
ステムにおける実行権限の区分、またはメニューの表示・非表示といった制御
ができること。
ア システム管理者グループ…システム管理者
イ 職員グループ…営業部職員
ウ 委託事業者グループ…委託事業者担当者
エ 検針員グループ…検針員」
とありますが、将来、この分類が増減する可能性はあるでしょうか。

増減する可能性はあります。

38 特記仕様書案 8
３　基本方針に関する要件
(3)　システム権限グループ

「また今後、所属の追加が発生する場合に、柔軟に対応できるよう設計を行う
こと。」とありますが、所属の追加だけでなく削減や統合が発生する可能性も
あるでしょうか。

削除や統合が発生する可能性はあります。

39 特記仕様書案 8
３　基本方針に関する要件
(4)　対象情報とデータ量

「現行のEITSでの業務量を以下に示す。」として検針業務6,230,470件とありま
すが、これは2018年度の12か月間の実績、という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

40 特記仕様書案 9
３　基本方針に関する要件
(5)　レスポンス

「１秒以内を目標」「最大３秒以内を目標値」とありますが、モバイル端末およ
びパソコンの両方にかかる目標という認識でよろしいでしょうか。
また、画像の描画も含めると想定されておりますでしょうか。

モバイル端末およびパソコンの両方にかかる目標として記載しています。
ただし、画像の描画までこの範囲を追求することは、費用対効果の面か
ら要求レベルを低減する場合もあります。

41 特記仕様書案 9
３　基本方針に関する要件
(5)　レスポンス

全ての画面操作に対する反応は平均1秒とありますが、モバイルシステムにつ
いても同様の数値でしょうか。

モバイル端末およびパソコンの両方にかかる目標として記載しています。
ただし、画像の描画までこの範囲を追求することは、費用対効果の面か
ら要求レベルを低減する場合もあります。

42 特記仕様書案 9
４　運用要件
(1)　基本要件

「～運用管理ソフトウェアの活用等により極力自動化し～」とありますが、想定
している例を挙げていただいてよろしいでしょうか。

バッチ処理、定期処理などシステム管理部門での人手による作業は極力
自動化したいと考えています。

43 特記仕様書案 9
４　運用要件
(1)　基本要件
ア

ハードウェアに係る部品料等（消耗品扱いとなるものは除く）とは、定期交部品
も含みますか。

サーマルプリンタについて１台あたり年間約４万枚（検針票のみ、他帳票
印刷有なら＋５千枚）×５年間を印刷すると想定しています。定期交換部
品が必要かどうかの判断ができないためご提案ください。

44 特記仕様書案 9
４　運用要件
(2)　基盤保守

「障害によりハードディスクを交換した場合、交換撤去する記憶装置に存在す
るデータの参照ができないように以下のいずれかの方法により処分するもの
とする。」とありますが、カギのかかったセキュリティBOX（GPS追跡可能）に入
れ作業場所へ搬送し、その後作業場所で物理破壊を実施するという方法では
不可でしょうか。

当局での方針がRFCの公表後に確定したため、一部変更が発生しまし
た。ご記載の方法で問題ありませんが、電子情報を復元不可能な方法に
よって消去したことを証する写真その他の証拠を添えた証明書等の提出
が必要となります。
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項番 資料名称 ﾍﾟｰｼﾞ 該当箇所 質問内容 回答

45 特記仕様書案 10
５　保守要件
(1)　保守体制
イ

「発注者からの問い合わせは電話及びメールで行い、受注者は迅速に対応す
るものとする。」とありますが、サーバ機器を設置運用するデータセンター内で
の保守作業は可能でしょうか。

可能です。

46 特記仕様書案 10
５　保守要件
(1)　保守体制
イ

「発注者からの問い合わせは電話及びメールで行い、受注者は迅速に対応す
るものとする。」とありますが、サーバ機器を設置運用するデータセンターに、
運用保守の目的でサーバに対してリモート接続を行うことは可能でしょうか。

当局施設内からのリモート接続であれば可能です。

47 特記仕様書案 10
５　保守要件
(1)　保守体制
イ

「3 時間以内に障害が発生している現地にて対応すること」とあるが、例えばモ
バイル端末の障害時において「現地」というのは当該端末を持つ検針員の外
出場所を含みますでしょうか。

モバイル端末の障害については、個々の機体に関するものは、予備機の
利用やセンドバック保守等を想定していますので、ご質問の「現地」対応
をお願いする対象とは想定していません。

48 特記仕様書案 10
５　保守要件
(1)　保守体制
イ

「システム障害を含む緊急を要する問い合わせに対しては、３時間以内に障
害が発生している現地にて対応すること。」とありますが、当社では、現地営業
所従業員にシステム担当者を設け、当社ヘルプデスクと連携し、初期対応を
実施する事により対応する予定ですがよろしいでしょうか。

問題ありません。

49 特記仕様書案 11
６　基盤要件
(1)　ハードウェア・ソフトウェア構成

「グリーン購入法の対象となる機器については、グリーン購入法適合品とする
こと。」とありますが、それに類する別の環境基準に適合しているということでも
よろしいでしょうか。

予算上の理由などから適合品と非適合品に大きな差があり、やむを得な
い場合は、適合品であることは必須ではないため、お見積りやご意見で
その旨をご説明ください。

50 特記仕様書案 11
６　基盤要件
(1)　ハードウェア・ソフトウェア構成

モバイル端末及びサーマルプリンタの納入台数の内予備機は何台でしょう
か。

本仕様には予備機の記載をしていません。
実働２５０台、研修・検証用５０台と想定し記載していますが、実働２５０台
に対する予備が必要であれば、モバイル端末及びサーマルプリンタそれ
ぞれの予備台数についてご提案ください。

51 特記仕様書案 11
６　基盤要件
(1)　ハードウェア・ソフトウェア構成

「ネットワーク接続装置」とありますが、データブリッジという認識でよろしいで
しょうか。
また、データセンター以外に設置する必要が想定されるルータ等は含まないと
いう認識でよろしいでしょうか。

データブリッジは当局で用意するため、調達対象外と想定しています。ま
た、データセンター以外に設置するルータ等も当局が用意する想定のた
め、調達対象外となります。

52 特記仕様書案 11
６　基盤要件
(2)　ネットワーク構成

「本システムは、発注者の準備する4G/LTE方式の閉域ネットワークを使用す
るものとし、新たに設置しない。」とありますが、SIMのサイズについては発注
者が調達するモバイル端末で使用できるサイズを調達いただけると考えてよ
ろしいでしょうか。

本契約を締結した後に、閉域ネットワークを調達する予定であり、可能で
あると考えます。

53 特記仕様書案 11
６　基盤要件
(2)　ネットワーク構成

「本システムは、発注者の準備する4G/LTE 方式の閉域ネットワークを使用す
るものとし、新たに設置しない。」とありますが、パソコン端末を設置する各利
用場所へのネットワークも同様でしょうか。

ご認識のとおりです。
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項番 資料名称 ﾍﾟｰｼﾞ 該当箇所 質問内容 回答

54 特記仕様書案 11
６　基盤要件
(2)　ネットワーク構成

4G/LTEについてキャリア指定は特にないでしょうか。
本契約を締結した後に、閉域ネットワークを調達する予定であり、キャリ
ア指定はありません。

55 特記仕様書案 11
６　基盤要件
(2)　ネットワーク構成

今回使用する移動通信会社はどちらになりますか。 本契約を締結した後に、閉域ネットワークを調達する予定です。

56 特記仕様書案 12
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

サーバ群のバックアップについて「外部媒体へのバックアップが可能であるこ
と」と記載があるが、外部媒体はLTO装置の想定でよろしいでしょうか。制限事
項等あればご提示ください。また、媒体の交換作業は運用保守作業の一環と
の認識でしょうか。

遠隔地保管等を想定するものではないため、ＮＡＳや外付けＨＤＤ等の安
価で手間が掛からず、データセンター設置等に留意した手動作業による
交換の必要性が低いものをご提案ください。

57 特記仕様書案 12
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

「ウイルス対策ソフトを導入すること」と記載があるが、パターンファイルの更新
は、閉域網から自動では不可のため、手運用を行うと想定しますが、保守運
用の一環との認識でしょうか。

パターンファイルの更新方法は、お見込みのとおりです。ただし、個々の
機器に対する更新は、当局職員や委託事業者にて実施することを想定し
ており、システムの保守業務に位置付けるものではありません。

58 特記仕様書案 13
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

モバイル端末の要件に「ウイルス対策ソフトを導入すること」とありますが、モ
バイル端末は閉域網通信のみの仕様であり、ウイルス対策ソフトがインストー
ルされたパソコン端末とのみ検針データのやり取りを行うこととなります。この
場合でもモバイル端末にウイルス対策ソフトは必要でしょうか。

必要であると考えます。

59 特記仕様書案 12
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

パソコン端末において「業務に必要なオフィスソフト」とありますが、仕様書上
に記載がある業務が可能である限り、オフィスソフトは不要になるのでしょう
か。通常の事務等で必要となるオフィスソフト等はございませんでしょうか。マ
イクロソフト製品以外でもよろしいでしょうか。

本仕様書上に記載がある業務が実現可能であり、オフィスソフトを使用し
ない開発手法であればオフィスソフトは必須ではありません。

60 特記仕様書案 13
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

付属品について、スマートフォンカバーについては必ず提案に含めなくてはな
らないでしょうか。

必ずしも必要ではありません。

61 特記仕様書案 13
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

モバイル端末の要件(付属品の項)に「スマートフォンバッテリーパック」とありま
すが、これはモバイル端末用のバッテリーパックのことを指しておられますか。

ご認識のとおりです。

62 特記仕様書案 13
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

モバイル端末の要件(付属品の項)に「スマートフォンバッテリーパック」とありま
すが、これはモバイル端末に標準搭載されているバッテリーのほかに、交換用
バッテリーをもう一つ追加するという理解でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

63 特記仕様書案 13
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

モバイル端末の要件(付属品の項)に「スマートフォンカバー」とありますが、こ
れはモバイル端末用の携帯時格納ケースのことを指しておられますか。

モバイル端末に常時取り付けるカバーを想定しておりましたが、必ずしも
必要ではありません。

64 特記仕様書案 13
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

モバイル端末において「IEEE802.11a/b/g/n 準拠」とありますが、搭載が必要
な要件となりますでしょうか。

WiFiを利用する想定はないため、必ずしも必要ではありません。
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65 特記仕様書案 13
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

モバイル端末「付属品」について、一部保守対象外となることが考えられます
が、予備品等の考慮は不要でしょうか。

別調達に時間が掛かる部材については、効率的な予備品の持ち方・数量
についてご提案ください。

66 特記仕様書案 13
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

重量250g以下とありますが、これはバッテリーを除いた重量との認識でよろし
いでしょうか。

バッテリーを除いた重量でも問題ありません。

67 特記仕様書案 13
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

付属品仕様の充填機となっていますが、充電器でよろしいでしょうか。 ご理解のとおり、充電器とすべきところの当局の記載誤りです。

68 特記仕様書案 13
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

サーマルプリンターの要件(付属品の項)に「充填機」とありますが、これはサー
マルプリンターのバッテリー用の充電器を指しているという理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおり、充電器とすべきところの当局の記載誤りです。

69 特記仕様書案 13
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

サーマルプリンターは、選定する機種によってはサーマルヘッドやプラテン
ローラーの交換を規定量印字ごとに推奨しているメーカーがあります。実使用
上何年目でこうした交換タイミングに到達するかは、使用状況によって大きく
変動します。(リース期間中に交換タイミングに到達しない場合もありえます)こ
うした不定期に必要となる重要部品の交換は、本件見積もりで考慮すべきか、
お示しください。

サーマルプリンタについて１台あたり年間約４万枚（検針票のみ、他帳票
印刷有なら＋５千枚）×５年間を印刷すると想定しています。定期交換部
品が必要かどうかの判断ができないためご提案ください。

70 特記仕様書案 13
６　基盤要件
(3)　サーバ及び端末要件

サーマルプリンター「付属品」について、一部保守対象外となることが考えられ
ますが、予備品等の考慮は不要でしょうか。

別調達に時間が掛かる部材については、効率的な予備品の持ち方・数量
についてご提案ください。

71 特記仕様書案 14
６　基盤要件
(4)　Microsoft 社製ソフトウェアラ
イセンスの調達方法

「受注者によるライセンス調達後、発注者にて製品のダウンロード権限（期限
付き）を与えるので、それによりボリュームライセンスインストールメディアを作
成すること。」とありますが、当社で購入するボリュームライセンスもダウンロー
ド権限付きでの購入が可能です。事業者（当社）ではダウンロードできない特
別なインストールデータとなることはあるでしょうか。

事業者ではダウンロードできない特別なインストールデータとなることは
ありませんが、当局による調達を予定しています。

72 特記仕様書案 14
７　システムの信頼性
(1)　可用性

「～1年あたり１日以内とする～」とありますが、１年あたりシステム運用停止積
算時間が24時間以内という理解でよろしいでしょうか。

計画停止時間を除いた日にち単位での積算を想定しています。

73 特記仕様書案 15
７　システムの信頼性
(1)　可用性

システム変更の手段について「クレードルによりＵＳＢ接続し配信」とあります
が、以下の代替案でもよろしいでしょうか。
≪代替案≫
　１）ＭＤＭによるＷＩＦＩおよびＬＡＮクレードルにより配信
　２）１）で対応できない場合はＵＳＢケーブルにより配信

４G/LTE回線の通信量を最小限とするため、MDMに依らない配信方法と
して記載しました。MDMによるWIFIは利用不可ですが、LANクレードルに
よる配信は問題ありません。

74 特記仕様書案 15
７　システムの信頼性
(1)　可用性

「ＵＳＢで接続し配信」とありますが、パソコンを操作して手動での配信の想定
でよろしいでしょうか。それともつないだ状態での管理端末からの一斉配信を
想定されいますでしょうか。

手動配信を想定しています。
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75 特記仕様書案 15
７　システムの信頼性
(1)　可用性

MDMの機能で各モバイル端末に移動通信サービスを利用し配信と記載があり
ますが、MDMは選定段階からの実施でしょうか。指定されたMDMがあるので
しょうか。

選定段階からの実施を想定しています。
ＭＤＭの指定はしていません。

76 特記仕様書案 15
７　システムの信頼性
(1)　可用性

MDMの機能で各モバイル端末に移動通信サービスを利用し配信と記載があり
ますが、MDMから配信する場合、GooglePlay等への登録が必要となります。
GooglePlayへの登録アカウントは、発注者にて準備いただけるものでしょうか。

当局でGooglePlayの登録を必要としない完全閉域網の提案を想定してい
ます。

77 特記仕様書案 16
７　システムの信頼性
(4)　拡張性

「この将来拡張と指定したデータ量を超えた場合」とありますが、具体的に提
示いただけますでしょうか。

現在想定している拡張利用予定業務は、検定満期交換業務です。
その他には、閉域網とモバイル型機器を利用して、ＥＩＴＳ上の情報を利用
する他の業務について、個別に開発するより本件を拡張することが有利
なものをご提案ください。

78 特記仕様書案 16
７　システムの信頼性
(5)　バーションアップへの対応

納入後のモバイル端末におけるバーションアップも想定は必要でしょうか。
基本的には必要ありませんが、致命的な障害や脆弱性への対応に伴う
バージョンアップは必要であると想定しています。

79 特記仕様書案 17 ９　スケジュール要件

「契約後１ヶ月以内にパッケージソフトのデモを行い、発注者の要件との差異
を明確にし「カスタマイズ一覧表」を作成すること。」とありますが、このデモの
結果、入札時に調達仕様書等をもとに積算したカスタマイズ工数と大きく乖離
してしまった場合にはどのような判断となるでしょうか。

想定する仕様と大きく異なる場合は、協議の対象となります。

80 特記仕様書案 17 ９　スケジュール要件
操作研修への立ち合い等は不要でしょうか。また操作研修の時期はいつ頃を
想定しておりますでしょうか。

操作研修のうち、機器の性能と基本的な操作については、ユーザー向け
保守の一部と考えていますので、参加していただく想定です。また、その
発展型である運用に関わる操作についても、補助講師的なサポートをお
願いする想定です。

81 特記仕様書案 17 ９　スケジュール要件
構築スケジュール例には、検針員各位への操作説明や、最初の検針時のサ
ポート体制などについて定義がありませんが、これらの対応は事実上必要と
思われます。こうした工数は必須要求事項として考えるべきでしょうか。

ご認識のとおりです。
時期については、概ねリリースの４か月前から前月までの間を想定して
います。

82 特記仕様書案 18
１１　プロジェクト要件
(1)　プロジェクト実施計画
ウ　セキュリティ管理

「電子情報の保護対策上問題となるソフトウェアは使用しないこと。」とありま
すが、貴市において使用が禁止されているソフトウェアの一覧のようなものが
存在するのでしょうか。あるいはプロジェクト内において使用するソフトウェア
すべてを報告することとなるのでしょうか。

本仕様書で言う「使用しないこと」の範囲は、当局に納品する機器・ソフト
ウェアを指しており、これらについては搭載しているソフトウェアの開示を
お願いするところです。

10
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83 特記仕様書案 18
１１　プロジェクト要件
(1)　プロジェクト実施計画
ウ　セキュリティ管理

「別紙「情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守すること。」とありますが、こ
の別紙はどこで閲覧可能でしょうか。あるいは別紙1「情報セキュリティ」を指し
ているのでしょうか。

当局の基準に従い、工事請負契約を除くすべての契約に添付している仕
様書であり、一般的な仕様書です。

84 特記仕様書案 19
１１　プロジェクト要件
(2)　進捗管理
ア　進捗会議等

「構築過程において、進捗報告、問題点の整理、調整および決定のため、発
注者と毎月１回以上の進捗会議を開催すること。また、業務の打合せは、必要
に応じて適宜開催すること。」とありますが、進捗会議及び随時開催の業務打
合せの開催場所は原則貴局内(名古屋市内)と考えてよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。ただし、受注者側でテレビ会議システム等を提供す
るような提案があれば、検討可能です。

85 特記仕様書案 19
１２　成果物
(1)　成果物の提出

「以下のものを成果物として納品すること。マニュアル類と設計資料について
は、電子ファイルを媒体にて提出すること。」とありますが、電子ファイル媒体
で納品した成果物については、紙媒体での納品は必要ないという理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

86 特記仕様書案 19
１２　成果物
(1)　成果物の提出

研修用の資料作成は不要でしょうか。 資料作成に協力していただく想定です。

87 特記仕様書案 19
１２　成果物
(2)　検収

「発注者職員は本仕様書その他決定事項等に基づいて検収を行う。」とありま
すが、12 成果物 (1)成果物の提出に定義されている成果物がすべて納品され
次第、速やかに検収確認を行っていただけるという理解でよろしいでしょうか。

特段の事情が無い場合には、ご理解のとおりです。

88 別紙1 1 １　システムに関する要件

「アクセス制御は、メニューへのアクセス、データへのアクセスの両方が設定で
きること」とありますが、メニューのアクセスを制御することで結果的にデータへ
のアクセスも制御できるという考え方でもよろしいでしょうか。
あるいは、データへのアクセス制御が必要なケースを特定していただけますで
しょうか。

各職員の権限別にメニューへのアクセスが行えることと各営業所の所管
する行政区のお客さまのみデータの更新ができるよう制御する必要があ
ると想定しています。

89 別紙1 1 １　システムに関する要件

「ＯＳやＤＢＭＳ等のソフトウェア製品に対し、セキュリティパッチの配信が可能
な仕組み及び運用とすること。」とありますが、最新セキュリティパッチを常に
適用するのではなく、必要な際に個別に対応を行うということでもよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりでも問題ありません。

90 別紙1 2 ２　アクセスログの取得 「7年間保存」とありますが、賃貸借期間を超過するのではないでしょうか。 保管する媒体は、本件の賃貸借以外を想定しています。

91 別紙1 2 ３　モバイル端末のセキュリティ
MDMの機能について、現時点の見積前提としては、完全閉域で（ア）～（カ）の
全機能を必須とする前提でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

92 別紙1 2 ３　モバイル端末のセキュリティ
システムアプリのログインもしくは、サスペンド状態からの復帰ロック解除のど
ちらかへの適用で問題ないでしょうか。

モバイル端末へのログインの際に生体認証やＩＣカード等の利用を想定し
ています。
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項番 資料名称 ﾍﾟｰｼﾞ 該当箇所 質問内容 回答

93 別紙1 2 ３　モバイル端末のセキュリティ
モバイル端末のログインや移動通信サービスの利用可能時間を指定するとあ
りますが、どちらかへの対応で問題ないでしょうか。

情報セキュリティ上の観点からシステム利用時間外にシステムや移動通
信サービスの利用ができない仕組みにしたいと考えています。

94 別紙5 1 １　概要

「本要件は、名古屋市上下水道局が別途契約している民間データセンターに、
機器を設置する際の仕様を定めるものである。」とありますが、当該データセン
ターの使用、搬入、搬出等作業に際し、受託者が負担すべき経費はない、とい
う理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、機器の送料および当該データセンターでの機器設置等に作業費
が発生する場合には、受注者側の負担でお願いします。

95 別紙5 1
３　設置要件
(1)　発注者が用意するもの

「【割当ラック数（U）】〇ラック（1 ラックあたり40U まで）」とありますが、ラック1
式という意味で理解してよろしいでしょうか。(「〇」の意味についての確認です)

ご理解のとおりです。

96 別紙5 1
３　設置要件
(1)　発注者が用意するもの

ラックや電源容量など、データセンターのリソースについて、割り当ていただい
たもので不足が生じた場合、追加については、随時ご相談させていただけると
いう理解でよろしいでしょうか。

当局が準備できるラック数には限界があるため、原則追加はできませ
ん。

97 別紙5 1
３　設置要件
(1)　発注者が用意するもの

ラックPDU（据付）に「【100V】コンセント20 口×2 系統、NEMA5-15R」、電源
（定格値）に「【100V】2kVA」とありますが、これは「【100V】2kVAの電源を2系
統」利用できると言う認識でよろしいでしょうか。また設置するサーバ数が増え
る場合、電源を追加する必要がありますが、その対応は可能と考えてよろしい
でしょうか。

【100V】が1kVA×2系統で2kVA、【200V】が3kVA×2系統で6kVAとなりま
す。原則、電源の追加はできません。

98 別紙5 1
３　設置要件
(1)　発注者が用意するもの

「ラックPDU（据付）
【100V】コンセント20 口×2 系統、NEMA5-15R
【200V】コンセント20 口×2 系統、IEC60320-C13
電源（定格値）
【100V】2kVA
【200V】6kVA
※実効値は上記の70%まで」とありますが、これらは全て検針システムに専有
的に割り振られた容量という理解でよろしいでしょうか。

現状では、１ラック割り振られていますが、今後、料金システムの更新時
にも残りのユニットを利用する想定です。

99 別紙5 2
３　設置要件
(7)　その他

「上記（３）、（４）、（５）、（６）及び保守・設定作業等に従事する者で、DC に入
館する際は、事前に発注者の許可を受けた上で、入館手続きを行い、発行さ
れる入館証を着用すること。」とありますが、DCでの作業時間、滞在時間、入
退館時間等に制限などはありますか。

制限はありませんが、当局職員が立ち会うことを念頭に事前の調整をお
願いすることとなります。
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