
大阪市財政局税務部　　

項番 質問 回答

1

実績調書について

資格審査資料の実績調書について、「契約日から過去2年以内に履
行が完了している、国又は地方公共団体との契約実績を記載するこ
と
。契約実績は、当該契約案件と種類及び規模をほぼ同じくするもの
であること。」とあります。
当該契約案件とは、公告に基づく、物品種目「158.情報処理用機器
(賃貸)」と同等の賃貸借契約であり、規模をほぼ同じくするものと
は、応札額が同等金額以上の契約実績を記載させていただければ
宜しいでしょうか？
例えば、大阪市の物品種目「158.情報処理用機器(賃貸)」の契約で
応札額と同額以上であれば、資格を保有していると解釈すればよろ
しいでしょうか

本案件においては、入札参加資格審査資料として、実績調書の提出は求めておりませ
ん。

お尋ねの実績調書は、契約保証金の納付が必要な際、契約保証金の免除を申請される場
合にご提出いただくものです。
契約保証金の免除について、「種類をほぼ同じくする」とは「概ね同一または同種の種
目に分類できる範囲」としていますので、お見込みのとおりですが、「規模をほぼ同じ
くする」とは、「契約する案件の契約金額の50％以上のもの」としています。

契約保証金の免除に関する詳細につきましては、下記ＵＲＬをご覧ください。

▼契約保証金免除にかかるＦＡＱを更新しました<H31.3.15>→詳しくはこちら
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/hosyoukin-menjo3103.pdf

2

機器設置期間及び借入期間について

AI-OCR 機借入期間:令和２年５月１日（金）～令和２年12 月31 日
（木）コールドスタンバイ機借入期間:令和２年8 月１日（土）～令
和２年12 月31 日（木）と借入期間が、８か月と５か月とになってい
ます。
月額賃貸借料金としては「5月分から7月分」と「８月分以降」でそ
れぞれ金額が異なってもよろしいでしょうか？

質問について、契約金額を契約期間月数で割り月額を一定とするのではなく、契約期間
中の各月の納入台数に応じた月額賃貸借料金でよいかとの質問であると理解します。
その場合、お見込みのとおりです。

3

契約書　第1条4項

"この契約を履行するために必要な一切の手段については～受注者が
その責任において定める"とありますが、機器の設置や保守に関し
て第三者への委託はお認め頂ける認識でよろしいでしょうか。

第三者への委託は制限していませんので、受注者の責任において行ってください。

税務事務システム内利用AI-OCR機器等一式（先行分）借入

「税務事務システム内利用AI-OCR機器等一式（先行分）借入」の仕様書等への質問について、次のとおり回答します。
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4

契約書　第4条

"契約期間中に発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）に
ついては、受注者がその費用を負担するものとする。"とあります
が、受注者に明確な責がある場合のみ負担するとの認識でよろしいで
し
ょうか。

契約約款第４条のとおり、原則受注者がその費用を負担します。ただし、その損害のう
ち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担します。

5

契約書第24条

本条によって契約解除があった場合は、残賃貸借料を一括でお支払
頂ける認識でよろしいでしょうか。

契約約款第24条に基づき契約を解除した場合、未経過の賃貸借料は支払いません。ただ
し、民法の規定に基づく損害賠償請求を否定するものではありません。

6

契約満了時に機器引き上げを行う場合、ハードディスクを再利用す
る場合においてのデータ消去方法は、「賃貸者指定場所にて、貴市
職員立ち合いの下データ消去を行いデータ消去証明書を発行する」
ことが可能であるという認識でよろしいか。

お見込みのとおりです。

7

2. 作業体制
体制図における税システム保守業者と統合基盤システム保守業者、
ネットワーク保守業者等の間の「連携」の調整も受注業者の業務範
囲でしょうか。あるいは貴市財政局様とICT戦略室様の間で調整を
していただけるという理解でよいでしょうか。

本件の業務範囲ではありません。本市財政局とICT戦略室の間で調整します。

8

３．納入について
「DX Suite(AI inside Cube）」の納入にあたっては、事前にAI in
side社にIPアドレス等の必要な情報の連絡が必要になるという認識
です。今回、「設定等準備期間」が非常に短いことより、IPアドレ
ス等の必要な情報は、業者決定の後、即時提供をしていただけると
いう理解でよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

9

３．納入について　3.3 機器設置期間及び借入期間について
（1）、（3）の期間に定められる「設定等準備」という表現は、「
3.5 機器の設置要件」、および「3.6 ケーブル敷設及び接続作業」
、「3.7 機器のセットアップ」、「3.8 動作確認」、「3.9 設置後
の納入物品（付属品等）の管理」、「3.10 その他」、「4.1 導入
支援内容」、「4.2 設置前の支援内容」、「4.3 設置時の支援内容
」、「4.4 設置後の支援内容」、「4.5 その他」という理解でよいで
しょうか。

お見込みのとおりです。
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10

３．納入について　3.5 機器の設置要件、3.5.1 納入計画の策定
万が一、提出をした納入計画、納入スケジュールより遅延をした場
合の取り扱いについて、お教え下さい。

提出した納入計画及び納入スケジュールから変更が生じる場合は、「3.5.1納入計画の
策定」の「なお書き」のとおり、速やかに修正案を提示し、本市と協議し、承諾を得て
ください。

11

３．納入について 3.6 ケーブル敷設および設置作業
「DX Suite(AI inside Cube）」は、その形状より、ラック搭載に
あたっては、ラックの棚板に設置をして固定をすることを想定して
おりますが、その場合、ラックの棚板は受注業者準備となりますでし
ょうか。また、棚板の型番、必要数（あるいは棚板1枚あたりの設
置数）をお教え下さい。

ラックの棚板については、第二別館運用業者にて必要数を準備します。棚板の型番は現
時点で未確定です。

12

３．納入について 3.8 動作確認
「コールドスタンバイ機設定等準備期間」において、コールドスタ
ンバイ機への切り替えテストに際しては、既に稼働をしているAI-O
CR機器2台の停止は可能という理解でよいでしょうか。

コールドスタンバイ機については、アクティベーション後のディアクティベーションが
不可であるため、コールドスタンバイ機に係る切り替えテストを実施せず、手順書を提
出してください。

13

５．保守要件 5.1 保守計画の策定
「本市及びシステム保守業者等への適切なコンサルテーション」の
「システム保守業者」は体制図に記載の「税システム保守業者」で
しょうか。あるいは「統合基盤システム保守業者」、「ネットワー
ク保守業者」も含むシステム保守業者でしょうか。

「システム保守業者」は「税システム保守業者」を指します。なお、「システム保守業
者等」の「等」には統合基盤システム保守業者及びネットワーク保守業者を含みます。

14

５．保守要件 5.1 保守計画の策定
「本市及びシステム保守業者等への適切なコンサルテーション」は
システムの運用設計も含むという理解でよいでしょうか。

システムの運用設計は含みません。機器保守に際して必要なコンサルテーションを実施
してください。

15

５．保守要件 5.3 保守の内容、5.5 障害時対応
障害時対応として、「5:30～翌1:30程度」の時間帯の連絡対応、調
査及び障害切り分け作業が必要という理解でよいでしょうか。

「5:30～翌1:00程度」は税システムの稼働時間帯であり、保守作業時間帯を指すもので
はありません。保守作業時間帯は仕様書に示すとおりです。なお、連絡対応について
は、保守作業時間帯以外に障害が発生し、翌日の保守作業開始後速やかに調査及び障害
切り分けが可能となるよう、保守時間外連絡先を設定してください。

16

５．保守要件　5.4 共通事項
「OS、DBMSの設定変更」について、例えば、「DX Suite(AI inside
 Cube）」のOSにログインをして操作をすることは製品のポリシー
として不可という認識ですので、技術支援の対象外という理解でよ
いでしょうか。

お見込みのとおりです。
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17

６．借入期間満了後の取り扱いについて
今回、「先行分」と記載があることより、後続のAI-OCR機器の納入
があることを想定しております。その場合、後続のAI-OCRへの引き
継ぎのため、読取定義等のデータのバックアップが必要ではないか
と考えますが、受注業者による対応は不要という理解でよいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

18

６．借入期間満了後の取り扱いについて
機器撤去は「本市の指示する日」とありますが、借入期間内という
理解でよいでしょうか（借入期間後の場合、別途、月額費用が発生
する可能性があるため）。

原則仕様書のとおり借入期間満了後となります。なお、具体的な撤去日は契約期間満了
日から近日中の日を想定しています。

19

借入仕様書、導入機器仕様書
仕様書の複数箇所に納入文書についての記載がありますが、下記の
ドキュメントを整備すれば、貴市の仕様を満たすという理解でよい
でしょうか。
・納入計画書
・作業手順書
・導入手順書
・環境設定書(パラメータシート)
・初期不良検出確認報告書
・動作確認項目
・動作確認結果報告書
・性能測定結果報告書
・機器一覧表
・ライセンス一覧表
・保守計画書

お見込みのとおりです。

20

導入機器仕様書　2.1.1 機器に関する補足事項
バックアップ作業等、直接「DX Suite(AI inside Cube）」の操作
が必要な場合、別途、Linuxサーバの準備が必要という認識です。
その場合の機器は貴市、受注業者のどちらの準備となりますでしょう
か。

本市にて実施します。
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21

新型コロナウィルス感染症対策として、在宅ワーク、時差出勤等の
取り組みがなされておりますが、本入札に関する影響について確認
させてください。

・本件に関するスケジュールについて、国、大阪府、大阪市様の判
断、本システムに導入に関わる関係事業者様（税システム保守事業
者/統合基盤システム保守業者/ネットワーク保守業者、第二別館運
用業者/センター運用業者）や、入札事業者の判断に基づき更なる
追加対応策が実行された場合の、納品時期の延期はご了承頂けると
考えても宜しかったでしょうか。

入札にあたっては、市況や数量、納期等を総合的に勘案して、納入が可能であることを
判断したうえでご参加いただいている前提ですので、原則としては仕様書上の日程に
従って納入をしていただく必要があります。落札後、予期し得ない事態が発生したこと
に伴い、契約の履行遅延が発生した場合は、別途協議を行い、納入期限の変更を行うこ
と等への判断をいたします。
大阪市電子調達システム【入札・契約制度に関するお知らせ】に掲載されている、「▼
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う本市契約の取扱いについて<R2.3.12>」
https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/page/0000496673.html
もあわせて、ご確認ください。

22

新型コロナウィルス感染症対策に関連して、本案件を実施するにあ
たり、貴市担当者様とのお打合せ、作業（作業の立会い）が発生致
しますが、入札事業者が実施するべき対応策がありましたらご教示
下さい。弊社では以下を実施しております。

・出社前の検温
・マスク着用
・入館時のアルコール消毒（貴市備え付けの備品をお借りする想定
）

厚生労働省が公表した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（令和２年２月25
日）」に基づき対応してください。

23

仕様書　3-5-3(4)

設置期限は、3.3 (1)に記載頂いております AI-OCR機設定等準備期
間の最終日、令和2年4月30日（木）との認識で宜しかったでしょう
か。

お見込みのとおりです。

24

仕様書　3-5-5(4)

転倒防止策についてご教示ください。対象機器は以下４台と認識し
ておりますが、AI inside Cubeの形状からラックマウントが実施で
きません。この場合の対応策として、棚板を準備の上、機器を設置
し転倒防止策はバンドで固定することを想定しておりますが、対応
策として問題ありませんでしょうか。

　AI inside Cube　×3台
　ディスプレイ/キーボード/マウス（一体型を想定）　×1台

ラックの棚板については、第二別館運用業者にて必要数を準備します。転倒防止策はバ
ンドで固定する方法で問題ありません。
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25

仕様書　3-5-5(4)

上記に関連しまして、棚板およびディスプレイ設置のため、機器設
置先ラックの製品型番、仕様を開示頂けませんでしょうか。
また、ディスプレイ/キーボード/マウスは一体型の製品を手配しラ
ックへ搭載させて頂く想定ですが、一体型は不可、設置先はラック
ではなく業務机等、条件が異なる場合は想定される設置先をご教示
頂けませんでしょうか。

ラックの棚板については、第二別館運用業者にて必要数を準備します。納入するすべて
の機器をラック内に設置する必要があります。ラックは米国電子工業会（EIA)規格に準
拠した42Uラックを利用する予定です。

26

仕様書　3.8

3.3 に記載の機器設置期間から、本番機とコールドスタンバイ機の
調達期間が異なることを認識致しました。この場合、コールドスタ
ンバイ機導入時点で、本番機の業務利用をスタートされていること
が想定されますが、コールドスタンバイ機への切替試験の取り扱い
について、以下のどちらを想定させて頂ければ宜しかったでしょう
か。

（１）切り替え手順書は準備するが切替試験は実施しない。
（２） 切り替え手順書に基づき、閉庁日に試験を実施する。試験
実施後に切り戻しを行う。

コールドスタンバイ機については、アクティベーション後のディアクティベーションが
不可であるため、（１）にて対応してください。

27

仕様書　4.2

貴市及び税システム保守業者様にて実施される機能検証で想定され
る所要日数をご教示頂けませんでしょうか。

必要に応じ実施するものであり、実施した場合の想定日数は１日程度です。

28

仕様書　4.4

貴市及び税システム保守業者様への現地説明に関して、説明会の開
催回数、参加者の予定人数をご教示頂けませんでしょうか。また、
貴市担当者様、税システム保守業者様に対して個別に説明実施が必
要となるのか、同時の実施とさせて頂いて良いのかもご教示くださ
い。

現地説明については、回数及び参加人数について受託業者と調整のうえ実施するもので
あり、複数回開催とならないよう本市担当者、税システム保守業者と同時に実施できる
よう対応可能です。

29

仕様書　4.4

読み取り帳票に関する帳票定義、仕分けに関する設定は入札業者の
作業範囲外と認識させて頂きますが、宜しかったでしょうか。本設
定の実施方法に関しましては現地説明にて説明を実施させて頂きま
す。

お見込みのとおりです。
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30

仕様書　5.4(6)

契約期間中の機器移設に関連する作業一式に関しては本調達に関す
る見積額には含まず、貴市の担当者様と実施範囲に関する協議実施
後に別途お見積りとさせて頂きたく考えております。問題ありませ
んでしょうか。

お見込みのとおりです。

31
入札金額
　入札金額は、賃貸借料金総額（税抜）でよろしいでしょうか。

入札金額の取扱いについては以下のとおりです。入札書に記載する金額には、借入期間
の総額を記載すること。　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額
の100分の10に相当する額を加算した金額（加算した金額に1円未満の端数があるとき
は、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税
及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった
契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること

32

資格審査書類
　本件入札に関する入札前・入札後に提出する資格審査資料は、無
いということでよろしいでしょうか。

本件では、資格審査書類は求めておりませんので、提出は不要です。

33

動産総合保険
　賃貸借物件に付保する動産総合保険は、一般的な事由（火災、盗
難、風水害等）を対象とし、地震、津波等は含まない保険内容でよ
ろしいでしょうか。

契約約款第18条のとおり、損害保険を付保するものとしていますが、加入していただく
損害保険内容について指定しているものではありませんので、受注者の判断で加入をし
てください。

34

動産総合保険
　賃貸借物件に付保する動産総合保険は、賃貸借期間が経過するご
とに保険金額が低減するものでよろしいでしょうか。

契約約款第18条のとおり、損害保険を付保するものとしていますが、加入していただく
損害保険内容について指定しているものではありませんので、受注者の判断で加入をし
てください。

35
収入印紙
　契約締結にあたり、契約書に収入印紙の貼付は必要でしょうか。

契約書への印紙の貼付は不要です。

36

借入期間満了後のデータ消去
　ハードディスクを再利用する場合のデータ消去も、貴市職員が立
ち会いのもと、オンサイト（借入物件の設置場所）でデータ消去を
行う必要があるということでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

37

2.1作業における留意事項
　本調達を遂行するにあたり、統合基盤システムへの設定に変更が
必要となった場合は、本調達の担当を介してＩＣＴ戦略室と調整す
る事、とありますが、統合基盤システムへの変更作業における費用
は本調達の範囲外という認識で良いでしょうか。
もし調達範囲内に入るのであれば費用はどの程度必要となるのか
ご教示ください。ご教示不可であれば既存ベンダが優位の立場とな
り作業規模が見えない為入札に臨むことができません。

統合基盤システムへの変更作業に係る費用が発生した場合は、本調達の範囲外となりま
す。
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38

3.2機能要件（９）
　フリーピッチや複数行の場合も読みとりできることとありますが
、最大行数・文字数はどの程度になりますでしょうか。

DX Suiteが読み取りできる範囲であれば、指定はありません。

39

3.2機能要件（１３）
　学習効果により、読取精度が向上する機能を有する事とあります
が、オンプレミスの環境であることと7か月間という利用期間にお
いて読取り精度の向上を図る必要性はあるのでしょうか。もし精度
向上を図るのであれば何回程度作業が必要とお見込みでしょうか。

利用期間において読取り精度の向上を図る必要はありません。

40

3.5.2納入予定物品価格一覧
　納入予定物品の価格一覧を作成し、とありますが納入予定物品の
価格一覧とは見積書のような形式で納入物品の納入単価情報をご提
示する形で良いのでしょうか。

お見込みのとおりです。

41

3.6ケーブル敷設及び接続作業（１）
　ラック間でＯＡタップを共用することは不可とありますが、現在
設置済みのサーバラック内機器用のＯＡタップとは別に、導入機器
としてＯＡタップを１個準備すれば良いのでしょうか。またＯＡタ
ップの設置作業は受注した業者にて実施できるという認識で良いの
でしょうか。もし受注した業者で作業ができない場合、費用はどの
程度必要となるのかご教示ください。

第二別館運用業者にて用意するサーバラックについては、本契約での機器導入にあわせ
て新規に設置しますので、設置済みの機器はありません。本契約で納入する機器の電源
接続用にＯＡタップを必要数用意する必要があります。
また、ＯＡタップの設置及び第二別館運用業者がラックに用意したコンセントボックス
への接続は本契約受注者で実施する必要があります。

42

3.6ケーブル敷設及び接続作業（２）
　通信設備（パッチパネル、ゾーンボックス）から機器等へのネッ
トワークケーブルの敷設、接続作業を行なうこととありますが、サ
ーバラック内の指定された位置へ機器を設置後、当該ＮＷパッチパ
ネルの指定ポートへ受注した業者にてＬＡＮケーブルの接続、整線
作業を行う認識で良いでしょうか。もし受注した業者で作業ができ
ない場合、費用はどの程度必要となるのかご教示ください。

本契約で納入する機器とサーバラック内のパッチパネルへのネットワークケーブルの接
続については、本契約受注者で実施する必要があります。

43

3.8動作確認（２）
　設置場所へ納入後に出たＲＥＡＤ／ＷＲＩＴＥ・・・・実施し、
結果の妥当性と根拠を本市に文書にて報告する事とありますが、何
の指標を以って妥当とみなすのか指標の見解をご教示ください。

税務事務システム運用保守におけるSLAにおいてオンラインレスポンス目標を0.37秒と
定めています。通信環境、ファイル容量によりＲＥＡＤ／ＷＲＩＴＥ性能及び転送速度
が異なることから、１秒を指標とし、連続して大幅に１秒を超える場合は妥当としない
ものとします。

44

4.4設置後の支援内容（３）
　動作確認時においては、税システム保守業者と協力の上、借入物
品に対する設定変更等の技術サポートを随時実施すること、とあり
ますが、この動作確認時における随時とは7か月間の期間において
どの程度作業回数を見込まれているか見解をご教示ください。

設置後から令和２年７月末までは検証期間であり、設定変更等については当該期間に集
中する想定です。技術サポートとは、電話・メールによる問い合わせ対応を基本とし、
検証期間中は月10回程度、その他期間は月1回程度を見込んでいます。



項番 質問 回答
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4.4設置後の支援内容（４）
　本市、税システム保守業者及びネットワーク保守業者におけるテ
スト中に発生する障害に対し、随時対応する事とありますが、テス
ト作業の回数は何回見込まれておりますでしょうか。

税務事務システム運用保守業者によるテストを２回、ネットワーク保守業者によるテス
トを１回と想定しています。なお、テストの回数は、１作業の回数ではなく、一連の動
作検証を行うテスト期間のまとまりを１回とします。

46

5.3保守の内容
　記載の内容を解釈するにあたり、本案件の保守体制は24時間365
日対応の体制を構築するという認識で良いでしょうか。

保守対応を依頼する連絡については、平日の執務時間（9：00～17：30）に実施しま
す。保守作業の内容により機器の停止等が必要で業務影響がある場合は、執務時間外や
閉庁日の実施を求める場合があるものであり、24時間365日の対応を求めるものではあ
りません。なお、執務時間外や閉庁日の実施については、本契約受注業者と協議し合意
のうえ実施します。

47

5.4共通事項（１）
　その他問い合わせ対応等の各種技術支援を行なう事、とあります
が問い合わせ対応は平日9時～17時（土日祝日法廷定休日は含まない
）の対応のみで良いという認識で良いでしょうか。

平日の執務時間（9：00～17：30）を想定しています。

48

5.4共通事項（４）
　システムの稼働に必要なＯＳ、ＤＢＭＳの設定変更及び障害対応
等の技術支援について本市からの依頼に基づき確実に実施する事と
ありますが、あくまで納品物に対する技術支援であると認識してお
りますが、ＯＳ、ＤＢＭＳの設定変更とは具体的にどのような作業
をお見込みなのでしょうか。ご教示ください。

認識について、お見込みのとおりです。
システムが稼働できない状態から稼働できるようにする設定変更及び障害対応であり、
稼働できない状態の原因により作業は異なります。

49

5.4共通事項（５）
　契約期間中に本市から各種協力要請があった場合は、システムの
円滑な稼働の為に可能な限り迅速に対応する事とありますが、どの
ような協力依頼をお見込みなのでしょうか。
ご教示ください。

電話・メールによる問合せ対応（技術サポート）を基本として、必要に応じ来庁を求め
る場合があることを想定しています。

50

機密保護
　磁気媒体等に記録された情報についても漏えいを防ぐ対策を講じ
ることとありますが、どのような対策をお見込みでしょうか。期間
中は、施錠された保管庫への保存、作業終了後は記録媒体の物理破
壊などをお見込みでしょうか。

お見込みのとおりです。

51

別紙1導入機器仕様書
　　1.導入機器一覧
　ＤＸＳｕｉｔｅにつきまして、通常利用のＤＸ１台、ＮＸ１台コ
ールドスタンバイ専用機用のＮＸ、ＤＸ一体型が１台、計３第の調
達の認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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52

別紙1導入機器仕様書
　　1.導入機器一覧
　障害発生時は通常利用のＤＸ、ＮＸどちらかが故障した場合、対
象機器は取り外し、コールドスタンバイ機を設定変更し取付、故障
機器は修理手配を行い、機器到着後にもとの構成へ戻す対応を想定
しておりますがご認識合いますでしょうか。

お見込みのとおりです。

53

別紙1導入機器仕様書
　　1.導入機器一覧
　マウス、キーボード、モニタ、ＨＤＭＩケーブル、ＵＳＢハブが
各１式になっておりますが、必要に応じて各ＤＸＳｕｉｔｅへ繋ぎ
かえを行い作業をおこなうものという認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

54

3.2機能要件（１７）
　当該ネットワークとありますが大阪市情報通信ネットワークに今
回のＤＸＳｕｉｔｅを接続する認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

55

3.4納品場所について（１）
　大阪市北区に在するＩＣＴ戦略室第二別館とありますが別館のデ
ータセンタ内サーバラックに機器を設置し、当該ＮＷと接続を行う
認識でよろしいでしょうか。
その場合ラック空きスペース情報はご提示頂けますでしょうか。ま
た設置に必要な棚板等はご準備頂ける認識でよろしいでしょうか。

機器の設置及びネットワーク接続について、お見込みのとおりです。サーバラックは本
契約での機器導入にあわせて新規に設置しますので、サーバラック内の機器設置スペー
スについては契約締結後、本市と協議の上、決定します。また、サーバラックの棚板に
ついては、第二別館運用業者にて必要数を準備します。

56

3.4.5機器の運搬・搬入（２）
　機器等にあたっては、本市及び第二別館運用業者が別途指示する
搬入口及びエレベータを使用し、器物破損防止のために養生等を行
うこと。とありますが養生具材やその他雑材料等は調達範囲として
ご準備させて頂く認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

57

3.5.5機器の設置（４）
　調達範囲の全機器に対しての転倒防止対策についてですが、サー
バラックで一般的に使用する転倒防止バンド等を調達し設置時に固
定する認識でよろしいでしょうか。

転倒防止対策はバンドで固定する方法で問題ありません。

58

3.5.5機器の設置（５）
　設置場所の床面荷重が約1,000ｋｇ／平方メートル以内になるよ
うにすること。とありますがサーバラック内の既存ラック、既存機
器等の情報をご提示頂けますでしょうか。
また、荷重オーバーや設置スペース不足で新規ラックが必要な場合
はお客様にてご準備頂ける認識でよろしいでしょうか。

第二別館運用業者にて用意するサーバラックについては、本契約での機器導入にあわせ
て新規に設置しますので、設置済みの機器はありません。
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3.6ケーブル敷設及び接続作業（１）
　電源設備について、機器設置場所付近の床下等に各ラック用のコ
ンセント（第二別館運用業者にて準備）からＯＡタップを用いて接
続すること。とありますが今回調達機器用に新たに１系統コンセン
トボックスを第二別館運用業者様にてご準備頂ける認識でよろしい
でしょうか。
またコンセントの電源容量に関しまして一般的な100Ｖ／15Ａ／150
0Ｗで容量計算を実施予定の認識でよろしいでしょうか。

コンセントボックスは本契約での機器導入にあわせて、第二別館運用業者にて必要数を
準備します。電源容量の計算については、お見込みのとおりです。

60

4.4設置後の支援内容（５）
　業務アプリケーションに起因する障害については対象外とする。
とありますが業務アプリケーションに起因する障害とは具体的にど
のようなものを想定されておりますでしょうか。

業務アプリケーションプログラム不良による障害等を想定しています。

61

3.8.動作確認（３）
　本市にて用意するストレージへの接続について、接続確認を行な
うこと。とありますがご準備頂けるストレージは本件に関してどの
ような用途、位置づけでご使用される予定かご教授頂けますでしょ
うか。

本市イントラネット内にネットワークストレージがあり、当該ストレージよりイメージ
データを取得しＯＣＲ読み取りを実施します。

62

3.7機器のセットアップ（２）
　パラメータ設計書とは、ＡＩ－ｉｎｓｉｄｅ　Ｃｕｂｅ（ＤＸ
Ｓｕｉｔｅ、ＮｅｕｒａｌＸ、Ｃｏｌｄ　Ｓｔａｎｄｂｙ）の設定
に必要なパラメータ設計書を指しますでしょうか。
また機器の設定に必要な情報が不足していた際、大阪市さまからご
提示頂ける認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

63

3.7機器のセットアップ（３）
　ＮＷ関連の設計はお客様にて実施し、要件を提示いただく認識で
よろしいでしょうか。
　ネットワーク関連の設定等とは、ＡＩ－ｉｎｓｉｄｅ　Ｃｕｂｅ
導入に伴う周辺ＮＷ機器の設定ということでしょうか。

お見込みのとおりです。

64

3.8動作確認（３）
　ストレージへの接続はどのような構成を想定されておりますでし
ょか。
　帳票定義データや帳票データ等のＤＸ　Ｓｕｉｔｅ内のＤＢを外
に取り出し外部のストレージで運用する想定でしょうか。

本市イントラネット内のネットワークストレージを利用します。
ＤＸ　Ｓｕｉｔｅ内のＤＢを外に取り出す想定はありません。


