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No. 仕様書案ページ
仕様書案
該当箇所 仕様書案の記載内容 意見内容 回答

1 2 Ⅱ.1.2. 納入期限は、2020年9月30日（水）とする。ただし、
統合基盤については、2020年6月1日（月）から各アプ
リケーションシステムの構築が開始できるようサーバを設定
し、サーバを遠隔から操作できるようネットワーク設定作業
を終えること。また、事務用端末については、2020年8月
17日（月）から2020年9月11日（金）を入れ替え時
期と想定している。搬入計画について本学の承認を得るこ
と。

本仕様より、
　・システム全体の納入期限：2020年9月30日
　・統合基盤の引き渡し日：2020年6月1日
　・端末の引き渡し期間：2020年8月17日から2020
年9月11日
の日程が設定されております。
これらから、保守契約は2020年10月1日から必要とな
るように見受けられますが、それ以前の不具合に対する
保守サービス費用を見込む必要はありますか。

納入期限前であっても、本学への引き渡し日以降に発生
した不具合及び保守については、受注者が責任を持って
対処する事が必要です。そのための費用を本調達に含め
て下さい。

2 2 Ⅱ.1.3. 指定する期日までに、本システム構築にかかわるすべての
作業を終え、本学の希望する状態にすること。すべての機
器及び機能についての稼働を確認し受入検査が完了し
ていることを想定する。

統合基盤については2020年6月1日、事務用端末につ
いては2020年8月17日までに受入検査を終える必要
がありますか。

「指定する期日」とは納入期限の事であり、受入検査を
2020年9月30日までに終える事が必要となります。但
し、納入期限とは別に、定めた各システムの引き渡し期限
までに必要な作業を完了し、本学の了承を得て下さい。

3 6 Ⅱ.5.3.1. システムの本稼働後1年間に、ソフトウェア、システム構
成、作業等に瑕疵があった場合、本学はこれらの修復、
代替物への交換、再作業に加えて、本学が被った損害の
賠償を求めることができるものとする。

全てのシステムの瑕疵期間は、引き渡し日に関わらず本
稼働日(2020年10月1日)から1年間という理解でよろ
しいでしょうか。

その理解で相違ありません。

4 6 Ⅱ.5.3.2. 本システムの稼働期間は5年間を予定している。期間中
の保守のほか、運用条件の変更に伴うシステムの改修等
に対応できること。なお、導入開始から本稼働後1年間ま
での保守の費用を本調達に含めること。

本稼働日(2020年10月1日)以前に発生した不具合
についても保守対応が必要でしょうか。

本稼働日以前に発生した不具合及び保守に関しても、
受注者が責任を持って対処する事が必要です。

5 10 Ⅲ.1.3. ストレージ基盤 各プールについて、全体容量が同一であっても、ディスク1
個あたりの容量の違いやRAIDグループの構成方法に
よって大きく性能が異なる可能性がありますので、具体
的な構成を記載されることを推奨いたします。

ディスクやRAIDの具体的な構成を記載致します。これに
準拠する製品のご提案をお願い致します。

一橋大学「業務系情報基盤システム等一式」意見回答
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6 25 Ⅲ.2.5.20.
→　現仕様書

では
Ⅲ.2.5.17.

ブラウザ（Google Chrome、Microsoft Edge、
Microsoft Internet Explorer、Mozilla Firefox
ESR）によるバックグラウンド通信を、ユーザによるWeb ア
クセスログと区別して収集できること。

Webアクセスログの取得とは、httpおよびhttps通信に
おける日時、アクセス元の端末名、接続・ログインの送受
信情報のデータ取得と認識しておりますが、相違ありませ
んか。

本項目は、ブラウザによるWeb閲覧ログを収集できる旨の
要件に仕様書を変更致します。
なおWeb閲覧ログとは、httpおよびhttps通信等における
日時、アクセス元情報、アクセス先情報等を含んだ送受信
情報等を想定しています。

7 22 Ⅲ.2.2.12. ディスプレイ装置は23 インチ（対角58.4cm）以上、横
1,920 ピクセル以上、縦1,080ピクセル以上の解像度を
持つ表示部を有すること。また、HDMI の入力端子を有
すること。また、端末本体と接続するのに必要な長さの
HDMI ケーブルを用意すること。

「ディスプレイ本体にHDMI の入力端子を有すること」と
いうご要件ですが、変換ケーブルを用いての機能実装も
可としてご要件を緩和していただけないでしょうか。
実質的なご要求要件の満足という観点でご検討をお願
い致します。

約400台の端末とディスプレイを運用・管理していく上で
は、シンプルにHDMI１本での接続が望ましいため、変換
ケーブルを用いての機能実装は不可とします。

8 26 Ⅲ.2.6. 端末導入作業を簡素化する機能 本項目は、ご要求の機能を満たす製品の導入を想定さ
れておりますでしょうか。
また、各項目について、本システム導入時に実施する必
要がありますでしょうか。
あくまでも導入作業を簡素化することを目的とされている
ようでしたら、製品の導入ではなく、工場出荷前や端末
展開の中での作業として、実施項目を明示していただけ
ますでしょうか。

本項目は、「端末の運用・管理を簡素化する機能」とし
て、クローン機能に絞った要件に仕様書を変更致します。
このクローン機能の要件を満たす製品の導入を想定してい
ます。
なお、意見招請時の仕様書案で記載していた、端末に関
する各種設定作業等については、本システム導入時にお
いて、工場出荷前または端末展開時等、どのタイミングで
実施するかは受注者にてご検討ください。

9 12 Ⅲ.1.3.3. リモートサイトバックアップストレージ リモートサイトバックアップストレージには、パブリッククラウド
サービスの利用も選択肢として含めることを提案します。
仕様書案「Ⅰ仕様書概要説明」-「1.調達の背景及び
目的」に記載がある「情報システム資源の有効活用や
運用の合理化」を踏まえると、オンプレミスでの構成だけ
でなく、パブリッククラウドサービスでの構成も選択肢に含
めることで、より採用目的に沿った構成を広く募ることがで
きると考えます。採用目的を踏まえた最適な仕様を選定
するうえでも、オンプレミスに制限する仕様定義は設けな
いことを提案いたします。

リモートサイトバックアップストレージの構成に関しては、今
回の調達を行う上での本学の大方針として、オンプレミスで
の構成と決定しております。変更はできません。
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10 3 Ⅱ.2.12. 本学サーバ室（国立キャンパス）に、100mm～
150mm程度の架台を取り付け、EIA（米国電子工業
会）規格準拠の19インチラックを固定して設置すること。
設置できる19インチラックは1台までとし、本調達に含まれ
るシステムのうち、本学サーバ室に設置するもの（サーバ
基盤、ストレージ基盤、ネットワーク機器、無停電電源装
置等）を原則としてすべて格納すること。設置に係るすべ
ての費用は本調達に含まれる。

「100mm～150mm 程度の架台を取り付け」とありま
すが、事前下見が可能なように「必要に応じて下見を許
可する」等の文言を追加してください。

「必要に応じて下見を許可する」旨の記載を追加致しま
す。

11 4 Ⅱ.3.5.(1) 受注者は、原則としてISO/lEC 15408（JIS X
5070）「情報技術セキュリティ評価基準」によるセキュリ
ティにかかる基本設計を行うこと。また、本学からセキュリ
ティポリシー等の提示があった場合は、本学からの提示要
件を優先して設計を行うこと。

「受注者は、原則としてISO/lEC 15408（JIS X
5070）「情報技術セキュリティ評価基準」によるセキュリ
ティにかかる基本設計を行うこと。」と記載がありますが、
「原則として」の解釈を教えてください。
また、この基準は製品選定に係る基準であり、設計の基
準ではないと思われますが、これに準じた基本設計の意
図を教えてください。これが厳しい場合は、応札できる業
者が少なくなる可能性が高いです。

受注者には、ISO/lEC 15408（JIS X 5070）「情報
技術セキュリティ評価基準」に準拠した製品選定、及びセ
キュリティが確保できるシステム設計を期待しています。具
体的には、経済産業省が策定している「IT製品の調達に
おけるセキュリティ要件リスト」に準拠した製品を参照して、
ご提案に努めていただくようお願い致します。

12 8 Ⅲ.1.1. サーバ基盤 サーバーのネットワークインターフェースや、サーバーネット
ワーク集約装置、システム管理機能など、現状ご利用に
なられているBladeサーバータイプの仕様に見受けられま
す。仕様緩和していただかないと選択肢が非常に狭まる
と思われます。

本学では、記載した機能は必要と考えており、Bladeサー
バタイプではないサーバであっても、本仕様に準拠したシス
テムを提案頂けると考えております。

13 8 Ⅲ.1.1.2. サーバ サーバーの台数や、ストレージのU数についての条件が記
載されていませんが、42Uラックにすべての機器が収まれ
ばよいという解釈でよろしいでしょうか。その解釈であれ
ば、サーバーを1Uと特定せず、任意のものを選択できる
ようにしていただきたいです。

現時点でのラックの収納に関する考え方は、Ⅲ.1.7.4.及
びⅢ.1.7.5.に示すとおりです。また、サーバについては、ご
意見を踏まえつつも、将来の移設の可能性を考慮し、2U
までの製品を選択頂きたく、仕様書を変更致します
（Ⅲ.1.1.2.4.）。
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14 8 Ⅲ.1.1.2.4.
→　現仕様書

では
Ⅲ.1.1.2.6.

ネットワークインタフェースは、10Gb/25GbでFCoE対応の
インタフェースを4個有するネットワークインタフェースカードを
搭載すること。またこのカードは最大256個のPCIe 仮想
ネットワークインタフェース（vNIC）に分割でき、インタ
フェースごとに優先制御（QoS）設定可能なこと。

「10Gb/25GbでFCoE対応のインタフェースを4個有す
るネットワークインタフェースカードを搭載すること。」とあり
ますが、FCoE必須でしょうか。10Gb NFS 接続も選択
できるような仕様変更をお願いします。

サーバとストレージ間のネットワークは、本仕様書で記載し
たサービス用ネットワークに影響が及ぶ事が無いよう、用途
を分けてFCoE/SANで構成する事を想定しています。これ
に準拠する製品のご提案をお願い致します。

15 8 Ⅲ.1.2. サーバネットワーク集約装置 「1G/10G/25GbE FCoE、8G/16G/32G FC ポート
として設定可能であり」とありますが、FC必須でしょうか。
10Gb NFS 接続も選択できるような仕様変更をお願い
します。

項番14と同じです。

16 8 Ⅲ.1.2. サーバネットワーク集約装置 サーバネットワーク集約装置は、ブレードサーバを想定し
た機器だと思われます。ブレードを選択しない場合は不
要のはずなので、その旨を記載していただきたいと思いま
す。

サーバネットワーク集約装置では、本システムのネットワーク
を管理する機能も持たせる事を想定しており、ブレードを選
択しない場合であっても必要と考えております。

17 10 Ⅲ.1.3.2.1. ストレージ基盤で保存するストレージデータ（マスタ領
域）は、各種情報システムで使用するブロックアクセス領
域（SAN)と、事務文書等を保管するファイルアクセス領
域（NAS）と、バックアップ領域からなる。

vSphereは、ストレージ接続にNFSもサポートしているの
で、SANだけでなく、NFSも追加していただきたいと思い
ます。

項番14と同じです。

18 10 Ⅲ.1.3.2.6. フラッシュドライブによる2次キャッシュ容量として、RAID1
で 1.1 TB以上の実効容量を有すること。

フラッシュドライブは、RAID1のみではなく、RAID6や
RAID4も選択可能な仕様に変更をお願いいたします。

2次キャッシュとして使用する上で、オーバーヘッドが少なく、
高速なアクセススピードが期待できるRAID1を想定してお
ります。これに準拠する製品のご提案をお願い致します。

19 11
13

Ⅲ.1.3.2.17.
Ⅲ.1.3.3.15.

1.3.2.17. 異なるディスクタイプ（フラッシュドライブ、SAS
ドライブ、NL-SASドライブ）を混在して一つのプール領域
を構成することが可能であること。

1.3.3.15. 異なるディスクタイプ（フラッシュドライブ、SAS
ドライブ、NL-SASドライブ）を混在して一つのプール領域
を構成することが可能であること。

「SASとNL-SASの混在プール」ではなく「SASとNL-
SASの混在構成が可能」というう仕様緩和をお願いしま
す。※特定のストレージを指す仕様のため

「プール」という概念は、一般的に用語として通用し、特定
の製品に限られるものではないと考えております。本学で
は、各プールに対し、異なるディスクタイプを混在させて構
成する事を想定しています。これに準拠する製品のご提案
をお願い致します。
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20 11 Ⅲ.1.3.2.18.
～22.

1.3.2.18. プール領域は3階層（3タイプのドライブ）の
混在で構成でき、自動階層化機能を有すること。また、自
動階層化に際し、移動単位は、256MB以下であること。

自動階層化機能は、現在ではSSD(キャッシュ)＋HDD
のよりシンプルな2階層で高いパフォーマンスを実現する
製品が主流です。コスト増になり得る仕様ですので、緩
和をお願いします。

本学では、SSDに依る2次キャッシュの他に、各プールに対
してもSSD＋HDDから成る自動階層化機能を取り入れ、
トータルで高いパフォーマンスを実現する事を想定していま
す。これに準拠する製品のご提案をお願い致します。

21 11 Ⅲ.1.3.2.19. プール構成は、以下3つの構成とする。
・プール1 各種情報システムで使用するブロックアクセス領
域（SAN）
・プール2 事務文書等を保管するファイルアクセス領域
（NAS）
・プール3 バックアップ領域

「ブロックアクセス領域(SAN)」は仮想基盤のデータストア
格納先を想定されていると思いますが、「ブロックアクセス
領域(SAN) または ファイルアクセス領域(NFS)」といっ
た仕様変更をお願いします。

項番14と同じです。

22 11 Ⅲ.1.3.2.20. プール1
フラッシュドライブ及びSASドライブを用いて、RAID5又は
RAID6でプールを構成すること。実効容量は35TB以上
有すること。なおこの容量は、データの重複排除や圧縮等
の効果を考慮しないこと。

ストレージ全般として「RAID5又はRAID6でプールを構
成すること。」とございますが、「RAID5又はRAID6相当
で」と仕様変更お願いします。

RAID6の箇所は、「RAID6はRAID6相当でも良い。」と
仕様書に付記致します。

23 14 Ⅲ.1.4.1.4.
～5.～6.

1.4.1.4. 仮想環境に仮想ホストや、CPU等のリソースを
追加した場合の影響をシミュレーションする機能を有するこ
と。

1.4.1.5. 仮想環境の稼働状況、負荷状況を学習し、
評価した結果を健全性、リスク、効率性の観点からスコア
化して表示を行う機能を有すること。

1.4.1.6. 仮想環境のリソース使用量の推移をもとに、
キャパシティの計測とトレンド分析を行う機能を有すること。

こちらの機能については、vRealize Operations
Standard 以上の有償オプションにて対応可能です。コ
スト増の要因ですので、必須機能か否かのご判断をお
願いします。

本機能は、運用上必要な機能と考えております。
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24 16 Ⅲ.1.4.10. ストレージ監視サーバ機能 「ストレージ基盤をリモート監視・保守するためのサーバを
構築すること。」とございますが、「ストレージコントローラ独
自で同等機能を有する場合は、そちらで実現する構成
でも問題ない」と追記をお願いいたします。

本ストレージ基盤では、ストレージから直接学外のインター
ネットに接続する事は認めておらず、必ずサーバを介する構
成とする事としています。また、監視を行うに当り、ストレー
ジの設置場所で監視するのではなく、サーバを介して離れ
た場所で監視が出来る事を想定しています。

25 17 Ⅲ.1.4.14.2. Oracle Data Base Standard Edition 2のライセンス
を5 OS分用意すること。

「Oracle Data Base Standard Edition 2 のライセ
ンスを5OS分用意すること。」とありますが、ライセンスが
OSカウントだけではありません。
・サーバー台数＋指名ユーザー数
　例「5サーバーライセンス＋10指名ユーザーライセンスを
5セット」
　or
・物理サーバーのCPU数
　例「2CPUモデル物理サーバー×5台で稼働させプロ
セッサライセンス」
というような表現に変更してください。

サーバ構成等に依って適用ライセンス形態が変わる事か
ら、Standard Edition 2と特定せず、別紙1に記載の各
サーバのうち、Oracle Data Baseを使用するサーバの想
定構成、及びその想定使用人数を記載した上で、運用
環境を考慮した最適なOracleライセンス形態を5サーバ
分ご提案頂く様、仕様書を変更致します。

26 17 Ⅲ.1.5.1.5. リモート保守のため、インターネットと本学LANとを結ぶ
VPNを提供すること。

「リモート保守のため、インターネットと本学LANとを結ぶ
VPNを提供すること」とありますが、常時接続は必須で
しょうか。必須でない場合は「必要に応じて」や「SSL-
VPNでの随時接続も可」といった仕様を追記ください。

常時接続の予定はありません。必要時のみ接続可としま
す。仕様書における「VPNを提供すること」は、接続形態に
は言及しておりません。

27 17 Ⅲ.1.5.2.4. ファイアウォール装置は1台あたり、1GbEインタフェースを
16ポート以上有すること。

「ファイアウォール装置は1台あたり、1GbEインタフェースを
16ポート以上有すること。」とありますが、RJ45インタ
フェース×8ポート、SFPインターフェース×8ポートの合計
16ポートで仕様を満たしていると考えて問題ないでしょう
か。

その認識で問題ありません。
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28 17 Ⅲ.1.5.2.5. ファイアウォール装置は1台あたり、1GbEインタフェースを2
つ用いてファイアウォール装置間を接続し、冗長化するこ
と。

「ファイアウォール装置は1台あたり、1GbEインタフェースを
2つ用いてファイアウォール装置間を接続し、冗長化する
こと。」とありますが、1.5.2.4の仕様項目の指定ポート
内にて対応するという認識で問題ないでしょうか。

その認識で問題ありません。

29 22 Ⅲ.2.2.10. マイクロフォンジャック、ヘッドフォンジャック若しくはユニバーサ
ルオーディオジャックを有すること。また、本体又はディスプレ
イにスピーカーを有すること。

マイクロフォンジャック、ヘッドフォンジャックはコンボジャックで
も宜しいでしょうか。（製品選択肢を増やすため）

コンボジャックのみでの提案でも可能とします。

30 23 Ⅲ.2.3.7. USBポートを3ポート以上有し、うち1ポート以上は
USB3.0に対応していること。

USBポートは、TypeA、TypeCの混在で計3ポートでも
宜しいでしょうか。（製品選択肢を増やすため）

USBポートに接続する機器としては、マウスやUSBメモリを
はじめ、TypeAの使用頻度が高いため、TypeAで３ポー
ト以上（うち１ポート以上はUSB3.0）とします。

31 23 Ⅲ.2.3.10. HDMI及びD-sub 15pinの外部ディスプレイ端子を有す
ること。

D-sub 15pinは変換ケーブルを用いても宜しいでしょう
か（製品選択肢を増やすため）

D-sub 15pinについて、変換ケーブルを用いてもよいもの
とします。

32 23 Ⅲ.2.3.11. マイクロフォンジャック、ヘッドフォンジャック若しくはユニバーサ
ルオーディオジャックを有すること。また、スピーカーを有する
こと。

マイクロフォンジャック、ヘッドフォンジャックはコンボジャックで
も宜しいでしょうか（製品選択肢を増やすため）

コンボジャックのみでの提案でも可能とします。

33 23 Ⅲ.2.3.12. USB電源供給式2ボタン以上の光学式ホイールマウス及
び108キー相当以上の日本語キーボード（一体となった
テンキー付き）を有すること。

キーボードは105キーでも宜しいでしょうか（製品選択
肢を増やすため）

キーボードは、106キー相当以上の日本語キーボードとし
ます。
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34 28 Ⅳ.1.1.3. 既設電源の有無を確認し、電源工事を必要とする場合
は、その工事費も本調達に含むこと。

「既設電源の有無を確認し、電源工事を必要とする場
合は、その工事費も本調達に含むこと。」とありますが、
貴学側の工事を第三者が行うのは実質不可能です。
「既設電源の有無を確認し、電源工事を必要とする場
合は、本学側が準備できるよう必要仕様を本学に提示
すること。」といった変更をお願いします。

本項目は、設置場所であるサーバ室内の既設分電盤から
本システムの機器に至る二次側の電源工事の事を意図し
ています。この電源工事は、通常は受注者が実施するも
のとの想定です。なお、既設電源は、本システムの稼働に
対し十分な電源容量を用意しております。

35 31 Ⅴ.1.1.6.
→　現仕様書
ではⅤ.1.1.7.

本システムに障害が発生した場合に、連絡後2時間以内
に到着できる場所にその障害原因を把握できる技術者が
常駐していること。なお、ハードウェア障害に対する復旧措
置は原則としてオンサイトで実施すること。

「連絡後2時間以内に到着できる場所にその障害原因
を把握できる技術者が常駐していること。」とありますが、
特定の業者以外は対応不可能です。「連絡後4時間
以内に駆け付け到着できること」といった仕様緩和をして
いただかないと、応札ができません。

本システムは、本学の基幹業務向けの基盤であり、障害
発生時には速やかに復旧させる必要があります。この観点
から、この様な記載としております。「連絡後2時間以内に
到着できる場所にその障害原因を把握できる技術者が常
駐していること。」は、多くの業者様で対応可能なものと考
えています。

36 31 Ⅴ.1.1.9.
→　現仕様書

では
Ⅴ.1.1.10.

遠隔操作のための通信は、公開鍵が2048bit以上の鍵
長で暗号化を行い、ID、パスワード、IPアドレスによる単
純認証のみによらない仕組みを用意すること。また、通信
路は必要な場合以外は常に閉じた状態にしておき、通信
路が開かれた場合及び開こうとして失敗した際のログを保
存して異常なアクセスがあった場合には、速やかに本学に
通知すること。作成された通信路から保守対象となるシス
テム以外のシステムにアクセスできない仕組みを構築するこ
と。

ここで書かれているリモート接続と、17ページ「ネットワーク
機器 1.5.1.5.」で示されるVPNとは、別物ということで
しょうか？

同じものです。Ⅴ.1.1.10.（現仕様書）の要件を充足
するように、Ⅲ.1.5.1.5 で示す製品のご提案をお願い致
します。
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