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⼊札説明書等に対する質問・回答

No. 項番 要件 質問 回答

1 仕様書 P15 1. 2) (1)
ログイン認証⽅式は、独⾃の認証⽅式に加えて、シン
グルサインオン（SSO）に対応しており、本学の認証
基盤とのシームレスな連携ができること。

シングルサインオン（SSO)はどのよ
うな製品（⽅式）でしょうか。

本学では、SAML認証を使⽤したシングルサ
インオン（SSO）環境を構築しています。ア
イデンティティプロバイダ（IdP）には
OpenAMを使⽤しています。

2 仕様書 P67 7. 1) (1)

下記の証明書が出⼒可能であること。
・ 在学証明書（和⽂・英⽂）
・ 卒業・修了⾒込証明書（和⽂・英⽂）
・ 卒業・修了証明書（和⽂・英⽂）
・ 学業成績証明書（和⽂・英⽂）
・ 退学証明書（和⽂・英⽂）
・ 単位修得⾒込・在学・退学証明書（和⽂・英⽂）
・ 在籍期間証明書（和⽂・英⽂）
・ 学位授与証明書（和⽂・英⽂）
・ 仮学⽣証
・ 健康診断証明書
・ 学校学⽣⽣徒旅客運賃割引証（学割証）
これらの証明書の基本情報（表題、本⽂、証明者、印
影など）は⾃由に変更可能であること。また、所属毎
に異なるレイアウトを定義可能であること。

学割証の発⾏（印刷）はどのように
して⾏う想定でしょうか。

学割証については、本調達のみで発⾏（印
刷）を可能にするものではなく、仕様書P67
7. 2)に⽰した証明書⾃動発⾏機へのデータ
連携により発⾏（印刷）が可能であればよい
ものとします。

3 仕様書 P69 8. 5) (1) 本学の他システムと連携できること。

他システム連携について、どのよう
なシステムとの連携になるか、具体
的に御教⽰いただけますでしょう
か。

仕様書 P70 8. 5のとおりです。
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No. 項番 要件 質問 回答

4 仕様書 P118 25. 1) (1)
PPTP による受注者側保守拠点からのVPN 接続ができ
ること。

PPTPの機能を持つ製品を準備します
が、IPsecによるVPN接続でもよろし
いでしょうか︖

PPTPよりもIPsecの⽅が安全性が⾼いため、
IPsecによるVPN接続でも構いません。

5 仕様書 P4 1. ①
現⾏の教務システム、⼊試システム、学納⾦システム
が提供している機能と同等の機能に加え、本学が必要
とする追加の機能を有すること。

現⾏システムと同等の機能を有する
ことが必須要件に含まれております
が、同等の機能がわかる資料を別途
頂戴することは可能でしょうか。も
しくは記載の要件で、全て網羅され
ていると考えてよいでしょうか。

仕様書記載の要件で網羅されています。

6 仕様書 P4 1. ②
事務処理の標準化、安定性や健全性の確保及び費⽤対
効果の⾯から、市販パッケージソフトウェアを基本と
すること。

「市販パッケージソフトウェア」を
主体とした提案を想定しています
が、独⾃要件が多いことからカスタ
マイズ要件が⾮常に多くなります。
パッケージソフトウェアと付随する
カスタマイズ開発だけでの提案が難
しいと判断した場合には、スクラッ
チ開発を主体とした提案も可能で
しょうか。

本システムは、仕様書 P4「1. 調達の背景及
び⽬的」に記載のとおり、⻑期にわたる安定
的な運⽤を実現することを⽬的に、事務処理
の標準化、安定性や健全性の確保及び費⽤対
効果の⾯から、市販パッケージソフトウェア
を基本としています。これ以外の場合は、仕
様書記載のとおり、各種資料等を提出してく
ださい。
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No. 項番 要件 質問 回答

7 仕様書 P9 2.1. 2)

提案するシステムは、以下の条件を全て満たす稼働実
績を3 校以上有すること。5 校以上の稼動実績を有す
る場合は、得点を与える。
(1) 在籍学⽣数が10,000 ⼈以上かつ⽂系学部を有す
る国⽴⼤学法⼈における実績であること。
(2) 国⽴⼤学法⼈において、学籍管理システム、履修
管理システム、成績管理システムを稼働させているこ
と。
(3) ⼀部の学部ではなく、国⽴⼤学法⼈において、全
学的に５年以上稼働させており、⼊札時点でも稼働中
であること。

貴学の在籍者数はおよそ5,000名で
すが、10,000⼈以上での導⼊実績を
必須要件とされている理由を教えて
いただけますか。また、私⽴⼤学で
の導⼊実績も含めてよいでしょう
か。

本学は、⽂系に特化した国⽴⼤学として、院
⽣、学部⽣、⾮正規学⽣を合わせ約7,000⼈
を有しています。多くの国⽴⼤学が理系を含
んだ総合⼤学であることを鑑みると、本学の
規模は在籍学⽣数10,000⼈以上の総合⼤学
に相当すると考えます。なお、本学は、法科
⼤学院などの専⾨職学位課程を設置してお
り、制度においても総合⼤学相当の複雑さを
有しています。以上のことから左記の実績が
あるシステムであれば、本システムの運⽤能
⼒があると判断しています。国⽴⼤学の導⼊
実績を求めており、私⽴⼤学での導⼊実績は
含まれません。

8 仕様書 P12 2.2. 4)

本システムはアプリケーションサービスプロバイダ
（Application Service Provider︔以下、「ASP」とい
う。）を利⽤し、システムを構築するサーバ等は災害
及び情報セキュリティ等の観点から、安全性・信頼性
の⾼い⽇本国内の事業所（データセンター）を利⽤し
ていること。

WEB出願システムの構築のみ、ASP
とされている理由がありましたら教
えてください。

Web出願システムは、⼊試の願書受付時など
にアクセスが集中するため、それに耐えられ
る⼗分な処理能⼒が必要であり、障害発⽣時
にはサービスの速やかな復旧が求められます
が、使⽤する時期は限定されています。ASP
はオンプレミスと⽐較して、アクセスの増減
に合わせてシステムの性能や保守内容を変更
でき、費⽤⾯でも利点があると考え、Web出
願システムのみをASPとしています。

9 仕様書 P15 1. 2) (1)
ログイン認証⽅式は、独⾃の認証⽅式に加えて、シン
グルサインオン（SSO）に対応しており、本学の認証
基盤とのシームレスな連携ができること。

SSOが必須要件に含まれています
が、現在どのような認証基盤で管理
されていますか。（例︓ADサーバ、
LDAP、学認など）

本学では、SAML認証を使⽤したシングルサ
インオン（SSO）環境を構築しています。ア
イデンティティプロバイダ（IdP）には
OpenAMを使⽤しています。

3/5



国立大学法人一橋大学
2018/5/14

No. 項番 要件 質問 回答

10 仕様書 P69 8.2. 1)
取込ファイルのレイアウトは、取込を⾏う項⽬名、
データ型、桁数、項⽬順を設定できること。

受け⼊れる項⽬の指定だけでなく、
取込を⾏うデータ型、桁数を設定で
きることが必須要件に含まれていま
すが、想定されている使⽤例を教え
てください。

⼀例として、学⽣データのうち、英字⽒名の
みをデータ取込機能により登録すること等を
想定しています。
仕様書の各機能要件にデータ取込による登
録・更新機能は記載しておりますが、記載が
ない事項においても、今後⻑期間システムを
運⽤していく中で取込による登録・更新が必
要となることも想定しています。そのため、
汎⽤的なデータ取込機能を要件とし、⼊⼒項
⽬内容に沿わないデータの取り込みを制限で
きるように、データ型や桁数の設定について
も要件に含めています。

11 仕様書 P79 13. 1) (10)
汎⽤的な申請機能により各種申請ができること。申請
機能は、承認・差し戻し・引き戻しなどのワークフ
ロー管理ができること。

「汎⽤的な申請機能から各種申請が
できること」とありますが、想定さ
れている使⽤例を教えてください。

インフルエンザ等の罹患による「特別⽋席
届・追試験願」や「第2外国語等の再履修
届」など、現在は紙媒体で受け付けている申
請の⼀部を、Webで受け付け、申請状況等を
管理できる機能を想定しています。

12 ー（2. Web出願システム） ー
WEB出願システムはいつから利⽤さ
れる想定でしょうか。

平成31年度に実施する「平成32年度⼊学者
選抜」から利⽤する想定です。
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No. 項番 要件 質問 回答

13 ー（Ⅲ. 総合評価基準） ー
既にパッケージ機能として実装され
ていることが加点要素となっている
理由を教えてください。

本システムは、⻑期にわたる安定的な運⽤を
実現することを⽬的に、事務処理の標準化、
安定性や健全性の確保及び費⽤対効果の⾯か
ら、市販パッケージソフトウェアを基本とし
ており、既にパッケージ機能として実装され
ていることを加点要素として評価していま
す。

14 ー ー

仕様書や要件の回答書の雛型など、
加⼯できる電⼦データ(Word形式や
Excel形式)がございましたら、共有
いただけますか。

別添のとおりExcel形式のファイル（仕様書
要件の⼀覧表）を提供しますので、適宜ご利
⽤ください。
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