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I. 概要説明 
1. 件名 

グループウェアシステム用仮想サーバおよび閉域網ネットワーク環境 一式 
 
2. 調達の背景および目的 

一橋大学（以下、「本学」という。）では、教職員を対象として Hitotsubashi Work Place と呼ば

れるグループウェアシステム（以下、「HWP」という。）を運用している。HWP は、学外からの利

用も可能な Web アプリケーションであり、スケジュール管理をはじめ連絡掲示板や旅費管理

システムの機能も担う、本学の基幹システムのひとつである。本学の教育研究および事務業

務で活用されていることから、そのシステムの停止時間は最小限にとどめ、かつ安定的に運用

する必要がある。 
HWP の現行システムは、平成 25 年 9 月に既存のアプリケーション群を学内のサーバからパ

ブリック・クラウドサービス上に移行したもので、閉域網サービスにより学内と同等のネットワー

ク環境を実現している。本調達は、現行のクラウド環境および閉域網の契約期間が平成 30 
年 3月末をもって終了することから、技術面・コスト面における最新の動向を踏まえつつ、当該

システムを更新するものである。 

 
3. 計画の概要 

サーバシステムは、引き続きパブリック・クラウドサービスの仮想サーバ環境上で運用する。ま

た、ネットワークの接続回線は、情報セキュリティおよびコスト削減の観点から、引き続き国立

情報学研究所が提供する SINET L2VPN サービスを利用することとする。平成 30 年 3 月中

旬までにこれらの仮想環境基盤を整備し、3 月末に新サービスへの移行を完了する計画であ

る。 

 
4. 調達の範囲 

本仕様書による調達範囲は以下のとおりとする（図 1 を参照のこと）。 
－グループウェアシステム用仮想サーバ 
－グループウェアシステム用閉域接続回線 
－上記設備を稼働させるために必要な設計費、構築費、設置費 
－必要に応じてハードウェアおよびソフトウェアの基本設定 
－業務期間における上記設備の保守サービス 
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II. 全般的要件 
1. 業務期間 

1.1 業務期間は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 12 月 31 日までとする。 
1.2 平成 30 年 3 月 31 日までに、本件環境の提供に係るすべての作業を終え、本学の希

望する状態にすること。 

 
2. スケジュールおよび実施体制 

本案件に関するスケジュールおよび実施体制については、事前に受注者で提案を行い、

本学の承認を得ること。 
 
3. 守秘義務および厳守事項 

3.1 受注者は、案件および案件に関連する役務過程において知り得た案件に関する一切

の情報（以下、「案件に関する情報」という） について、次の義務を遵守すること。 
3.2 故意または過失にかかわらず、案件に直接従事する担当者であることを本学が書面に

て認めた者以外の者（以下、「他者」という。） に案件に関する情報を漏らさないこと。 
3.3 案件の履行に関連して知り得た本学の秘密情報の加工、改ざん、複写または複製等を

してはならない。ただし、委託契約の範囲内のものや安全管理上必要なバックアップを

目的とするものはこの限りではない。 
3.4 契約中は、案件に関する情報の取扱いに十分留意し、他者に情報を開示しないこと。 
3.5 契約終了後は、案件に関する情報を返却または確実に破棄するとともに、本学の書面

による許可なく案件に関する情報を他者に開示しないこと。 
3.6 案件に関する情報を知り得た者が、異動、転職、退職等の事由によって案件と無関係

になった場合でも、本学の書面による許可なく案件に関する情報を他者に開示させな

いこと。 
3.7 万が一受注者先において秘密情報の漏えい等の事故が発生した場合には、直ちに本

学へ報告し、また、受注者先が責任をもって対応すること。 
3.8 本学秘密情報の取扱いにおいて、再委託をする場合は、本学の了解を得なければな

らない。 
3.9 その他、本学の指示に基づいて守秘義務を全うすること。 

 
4. その他の留意事項 

4.1 本調達環境に係る性能、機能および技術等（以下、「性能等」という。） の要求要件 
（以下、「技術的要件」という。） は「III. 調達環境に備えるべき技術的要件」に示すとお

りである。 
4.2 技術的要件は、全て必須の要求要件である。  
4.3 必須の要求要件は本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性
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能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の

対象から除外する。  
4.4 各種設定および登録は本学担当者と打ち合わせのうえ実施すること。 
4.5 受注者が自社製以外の製品を納入する場合、受注者は一元的な窓口となり、自社製

以外の製品についても自社製品と同様の保証をすること。 
4.6 システムの運用に係る日本語で書かれたドキュメント（設定書、ユーザ利用手順書等）

を提供するとともに、本学による加工および第三者への提供を認めること。また、電子

媒体（原則としてマイクロソフト社のOffice製品のファイル形式およびPDF形式の2種）

を同時に提供すること。 
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III. 調達環境に備えるべき技術的要件 
1. 基本事項 

1.1 調達する設備は受注者がすべて整備するとともに設備の整備に要する費用は、本運

用管理費用にて負担すること。 
1.2 すべての設備環境が日本国内にあり、準拠法が国内法であること。  
1.3 受注者は指定する担当者からの問い合わせ対応を行うことができること。日本語による

電話、メールおよび Web での問い合わせを想定すること。受付時間は平日 9 時から

17 時を基本とし、サーバ・ネットワーク停止等の緊急時には上記時間帯、曜日等に関

わらず、対応できること。 
1.4 サービスの仕様、現行設定に関する問合せに対応すること。受付時間帯は平日 9 時か

ら 17 時とすること。 
1.5 運用管理用の Web サイトを提供すること。 
1.6 システムの運用情報として、障害履歴と作業履歴を記載した情報をWeb 上で提供する

こと。 
1.7 表 1 および表 2 に示すシステム構成に基づき、すべての機器が最適に設定された状

態で引き渡すこと。 
1.8 仮想化基盤において、表 3 に記載するアプリケーションソフトウェアの稼働実績がある

こと。 
1.9 本業務の円滑な遂行に必要な計画策定、継続的実施に必要な組織、要員、設備を有

していること。 
1.10 本業務を実施予定の事業所が ISO9001 の認証を受けていること。 
1.11 本業務を実施予定の事業所が ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS））適合性評価制度の認証および JIS Q 15001（プライバシーマーク）の付与認

定を受けていること。 
1.12 本業務を実施予定の事業所が ISO20000 の認証を受けていること。 

 
2. データセンタ要件 

本調達の実施にあたり、クラウドサービスを提供する設備は以下を満たすこと。 
2.1 立地要件 

2.1.1 データの保管場所が日本国内であり、準拠法が国内法であること。 
2.1.2 国土交通省が公開している「洪水危険はんらん地域図」で指定された場所に

ないこと。 
2.1.3 半径 100m 以内に消防法における指定数量以上の危険物製造施設や高圧ガ

ス製造施設がないこと。 
2.2 施設運用要件 

2.2.1 免震等の構造を備えていること。 
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2.2.2 建築基準法および消防法に適合した火災報知（防災）システムが設置されて

いること。 
2.2.3 消火時水害に配慮したガス系消火設備が設置されていること。 

2.3 電源および空調設備機能要件 
2.3.1 2 系統以上の給電経路／方式にて電源の引き込みを図り、施設内は二重化等

の冗長性を確保すること。 
2.3.2 法定点検、工事時も無停電給電可能なこと。 
2.3.3 自家発電装置により UPS および空調機器等のシステムが稼動する為に必要

な各種設備へ 20 時間以上連続した給電が可能なこと。 
2.3.4 空調システムは 24 時間 365 日連続して稼動可能であること。 空調機およ

び配水管周りに漏水検知システムを設置していること。 
2.4 施設セキュリティ機能要件 

2.4.1 入退室は許可された者のみに制限し、入退室者の映像を記録すること。 
2.4.2 24 時間 365 日監視カメラ等によりサーバ室内での不審行動者を有人監視す

ること。 
2.5 施設運用要件 

2.5.1 24 時間 365 日の管理体制を提供すること。 
2.5.2 建物の運用、定期点検を適切に行うこと。 
2.5.3 設備障害時および災害時の連絡体制、対策を示すこと。 
2.5.4 当該設備が情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001 を取得して

いる事業者により管理・運用されていること。 
 

3. 仮想化基盤要件 
3.1 仮想サーバの機能要件 

3.1.1 表 1 の仕様を満たす仮想サーバを用意すること。 
3.1.2 表 3 のアプリケーションソフトウェアを利用できるものとすること。サーバ

の移行等により Oracle に新規ライセンスが必要となる場合には、その費用

は本調達に含むこと。 
3.1.3 すべての仮想サーバは、指定した運用担当者が管理者権限で操作可能である

こと。  
3.1.4 仮想サーバの運用時には、「Ping 監視」、「ポート監視」、「URL 監視」、「アラ

ート通知」、「障害通知」等を行い、監視の頻度は 5 分以内とすること。 
3.1.5 監視ログのレポートは、3.1.4 の内容について月次報告書にまとめ、電子フ

ァイルで提供すること。 
3.1.6 監視にてアラートを検知した場合には、予め指定した連絡先に連絡を行うこ

と。 
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3.1.7 仮想サーバ毎にアクセスコントロール（IP パケットフィルタリング等）が設

定可能なこと。 
3.1.8 仮想サーバを動作させるハイパーバイザの月間稼働率が 99.99%以上である

ことを保証し、これに違反した場合には約款等に基づき費用の減額等の対応

をとること。 
3.1.9 仮想サーバイメージのスナップショットを保存する機能を有すること。 

3.2 外部ストレージの機能要件 
3.2.1 表 2 の仕様を満たす外部ストレージを用意すること。 
3.2.2 外部ストレージは、RAID5 もしくはそれと同等以上の機能により冗長化し

たシステムで提供すること。 
3.2.3 外部ストレージは、無停止で日本国内の遠隔データセンタにバックアップを

転送する機能を提供可能なこと。ただし、本機能の提供は本調達に含めなく

てよい。 
3.2.4 外部ストレージは表 1 に示した仮想サーバとストレージ接続用セグメント

等を介して接続すること。 
3.3 共通の機能要件 

3.3.1 すべての仮想サーバおよびストレージは仕様に基づき、必要かつ最適な構成

で提供すること。 
3.3.2 すべての仮想サーバおよびストレージは閉域接続回線との接続実績を有す

ること。 
 
4. 内部ネットワーク要件 

4.1 内部ネットワークとして次に示すセグメントを用意すること。 
4.1.1 内部接続用セグメント 
4.1.2 ストレージ接続用セグメント 
4.1.3 監視用セグメント 

4.2 内部ネットワークは物理的に冗長構成とし、可用性を高めること。 
4.3 内部接続用セグメントに 3.1.1 に示したすべての仮想サーバを接続すること。 
4.4 監視用セグメント等に 3.1.1 に示したすべての仮想サーバを接続し、3.1.4 に示した監

視を行うこと。 
4.5 各セグメントのセキュリティを確保することが可能な構成とすること。 
4.6 すべてのセグメントは物理的または論理的に分割し、通信内容が異なるセグメントに流

出しないこと。また、第三者の通信傍受が不可能なこと。 
4.7 本学の要求による機器の追加やネットワーク構成変更等により、設定内容に変更が生

じた場合は、専任技術者により適切な設定変更を行うこと。ただし、本作業で必要な費

用負担については、別途双方で協議の上決定することとする。 
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5. 閉域接続回線要件 

5.1 閉域接続回線機能要件 
5.1.1 閉域接続回線として、国立情報学研究所が提供する SINET L2VPN サービ

スを用い、4.1 に示した内部接続用セグメントと接続すること。 
5.1.2 閉域接続回線と内部接続用セグメントは TCP もしくは UDP のプロトコル

の制限なしに接続可能なこと。 
5.1.3 内部接続用セグメントと SINET L2VPN の接続に 100 Mbps 以上のインタ

フェースを用意すること。 
5.1.4 SINET データセンターまでの接続回線は運用管理費用に含めること。 
5.1.5 契約締結から運用開始までの期間を考慮し、SINET L2VPN を使用した閉域

接続回線は平成 30 年 3 月 15 日までに機能を提供開始し、本学の担当者へ

その旨を連絡すること。 
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IV. 提案書の提出要項 
 
入札に際して提出する提案書は、本仕様書の技術的要件の各項目を満たすことを明確かつ

簡潔に示した資料を項目ごとに添付すること。特に稼働実績を明示する必要があることに

留意すること。提出書類に疑義が生じた場合、さらに詳細な資料の提出を求める場合がある。 
1. 記述項目 

1.1 本仕様書に提示している各項目内容を要件とし、その対応、方策、性能データを具体

的に提案すること。 
1.2 既存のシステムとのデータ連携については、本学および本学が指定する企業から必要

な資料を入手し十分な調査検討を行った上で提案すること。 
1.3 提案書においては、提案システムまたは類似システムによる納入・運用実績を明示す

ると共に、要件を満たすことが可能であると判断する根拠となった客観的資料を提出す

ること。 
1.4 別途、下記事項についても提案書に含めること。 

1.4.1 システム構成：提案システムの全体構成図 
1.4.2 サービスの構成 
1.4.3 定常的保守の内容と緊急的保守の体制 

 本学の要望に対する作業体制、方法およびメンテナンス等について、営業日お

よび営業日外の作業人数、体制、方法 等。 
 障害発生時の連絡先と対応体制 等。 

1.4.4 納入実績：提案システムあるいは類似システムに関する実績（機関名、構築概要、

構築期間、納入したサービス等）の一覧 
1.4.5 作業区分：詳細な作業日程および受注者と本学との作業の区分 
1.4.6 提出資料関する照会先：提出された内容等に関して、問い合わせやヒアリング、デ

モンストレーションを要求する場合の照会先 等。 

 
2. 使用言語、書式等 

2.1 日本語とすること。 
2.2 Ａ４判、縦、横書き、左とじ、ワープロ印刷を原則とすること。 

（図表等については、必要に応じてＡ４判横置きの形式も可とする。） 
2.3 技術的な説明等のために、既存の資料を使用する場合は、提案書本体とは別綴じとし

「参考資料」と明記すること。 
2.4 項目番号の付け方は以下のとおりとすること。 

 
１．章‥‥‥1. 
２．節‥‥‥1.1 
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３．項‥‥‥1.1.1 
 
（注１）上記の項目番号で不足が生じる場合は、適宜設定して構わない。 
（注２）図表番号の付け方は、「章番号－連番」の形式とし、図表題名を付与すること。 
（例） 図 1-1 〇〇〇〇〇〇 
  表 2-1 〇〇〇〇〇〇 

 
3. 要求仕様対応表の記載時の注意 

3.1 提案書は約 50 ページ以内を目途とし、簡潔かつ明瞭に記述すること。ただし、別綴の

「参考資料」については、このページ数に含めない。 
3.2 仕様書の各章、節、項で定義されている要求仕様、提案する物品の仕様等を対比させ

て記載すること。 

 
（例１） 

章・節・項 要求仕様 ○○の仕様 
2.1.1 ○○要件につ

いて 
○○について機能を有す

ること。 
○○の方法にて対応し

ます。 
3.1 設置、搬入 (1)メンテナンス性を考慮

… 
○○により、メンテナン

ス… 
②△△ … 

 
（例２） 

章・節・項 要求仕様 ○○の仕様 
2.3.1 基本機能 2 つ以上の…備えること

… 
4 つの○○を備えて… 

2.3.2 ハードウェア構

成… 
(1) 本体… ○cm×○cm×○… 
(2) ＣＰＵ… ○○社製○○を○台、○

GHz… 
 
 
4. 提案書等に関する留意事項 

4.1 単に「できます」、「有ります」等 のみの提案では、評価に支障をきたすので、提供する

サービスが本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するか

を要求要件ごとに具体的かつ、わかりやすく資料等を添付するなどして説明すること。 
4.2 カタログ等については、各メーカーが自社のカタログと同等のものとして公開している

Web ページであれば、当該ページの印刷出力でも代替可能とする。 
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ただし、Web ページ印刷出力による当該代替物については、印刷時のレイアウト崩れ

や文字化け、内容や日付等の意図的な改竄等によって、「代替する資料と同等である

と認められない」と本学が判断した場合は、代替できない。 
4.3 記載内容が不明確である場合は、有効な提案書としてみなさない。 

特に審査するに当たって、提案の根拠が不明確、説明が不十分で技術審査に重大な

支障があると本学が判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。 
4.4 提供するサービスを構成するソフトウェアについて、カスタマイズによる開発によって仕

様書に記載する技術的要件を満たす場合には、これに係る技術的資料、開発計画書

および確約書を併せて提出すること。 
4.5 必要に応じてヒアリングあるいはデモンストレーション等を要求した場合は、真摯に対応

すること。 
4.6 提案書の提出、納品および保守サービスの過程において知り得た案件に関する一切

の情報に対して、故意または過失にかかわらず、本学の許可無く第三者に開示しない

こと。 
4.7 原則として提案書は返却しない。 

 
5. 提出について 

5.1 書類の提出先は以下の通り。 
〒186-8601 東京都国立市中 2-1 
一橋大学 財務部経理調達課契約係 
電話番号 042-580-8088 ／ FAX 042-580-8070 

5.2 提出期限 
平成 30 年 1 月 31 日（水）17 時 
期限内に提出のなかったものは審査の対象としない。 

5.3 提出部数等 
 紙媒体で 3 部、電子媒体で 1 部提出すること。 
 電子データを格納する媒体は CD-R とすること。 
 電子データは PDF 形式または一般的なオフィスソフトで閲覧可能な形式と

すること。 
 電子媒体での提出については、ウイルス等を混入させないように、責任を持

ってチェックを行うこと。 
 紙媒体でしか提出できないもの（手書き図面等）または電子データのみで提

出する方が効率的であるもの（膨大なログデータ等）の提出方法については、

事前に問合せをすること。 
5.4 問合わせ窓口と問合せ電子メールアドレス等 

〒186-8601 東京都国立市中 2-1 
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一橋大学 財務部経理調達課契約係 
電子メールアドレス acc-sk.g@dm.hit-u.ac.jp 
電話番号 042-580-8088 ／ FAX 042-580-8070 

5.5 問合せ方法 
上記の電子メール宛に、社名、部課名、担当者名、連絡先等を明記の上、送信す

ること。 
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（図・表） 
 

表 1 仮想サーバ仕様 

 
アプリケーション 

サーバ 
データベース 

サーバ 
Active Directory 

サーバ 
台数 1 1 1 

論理プロセッサ数 4core 以上 4core 以上 2core 以上 
主記憶容量 8GB 以上 8GB 以上 4 GB 以上 
外部記憶

（HDD）容量 
300 GB 以上 500GB 以上 30 GB 以上 

ネット

ワーク 

ポート数 4 以上 

インター

フェース 
1Gbps 以上 

OS Microsoft Windows Server 2008 R2 

備考  
Oracle Database 

11g が動作すること 
外部ストレージの 
認証に使用する 

 

 

表 2 外部ストレージ仕様 

プロトコル CIFS 
容量 300 GB 以上 

 

 

表 3 アプリケーションソフトウェア一覧 

製品名 提供会社 
Ariel Air One Enterprise 株式会社ワークスアプリケーションズ 
Oracle Database 11g Standard 
Edition One 

日本オラクル株式会社 
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図 1 システム構成 
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