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I. 仕様書概要説明 
1. 調達の背景及び目的 

一橋大学では、業務系情報システムの情報セキュリティの向上、コンプライアンスの向上、業

務の効率化等を実現するために、サーバ機器等の構成を全学的な見地から見直した上でプライ

ベートクラウド化するとともに、事務用端末を一元的に管理する体制を整え、情報システム資源

の有効活用や運用の合理化を目的とし、調達・運用を行ってきた。 

本調達は、現行の業務系情報基盤システムの更新を目的とし、実施するものである。 

 
2. 調達内容 

一橋大学業務系情報基盤システム等 一式 

（構成内訳） 

(1) 統合基盤 

① サーバ基盤 

② サーバネットワーク集約装置 

③ ストレージ基盤 

④ 運用サーバ機能 

⑤ ネットワーク機器 

⑥ 無停電電源装置 

⑦ 19 インチラック 

⑧ 管理操作用端末 

(2) 事務用端末 

  なお、これらのシステム等に付帯する設置・導入、保守・運用の役務も本調達に含む。 

 
3. 調達の種類 

購入 
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II. 全体要件 
1. 納入場所及び納入期限 

1.1. 納入場所は、本学国立キャンパス、及び千代田キャンパスとする。 

1.2. 納入期限は 2020年 9月 30日（水）とし、本稼働日は 2020年 10月 1日（木）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。 

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。 

 
2. 納入（搬入、据付、配線、調整等）に関すること 

2.1. 本案件に関する作業において、打ち合わせ、現地調査、資料搬入、撤去搬出等で作業員が

本学に出入りする場合は、必ず事前に作業員の所属する組織名、組織の住所及び組織の代

表電話番号に加えて、各作業員の所属部署、役職、氏名、連絡先（直通電話番号、電子メ

ールアドレス等）を本学に対して通知又は申請し、本学の承認を得ること。本学立入り後

は本学の指示に従うこと。 

2.2. 納入品の搬入及び設置に関しては、本学施設に損害を与えないように、また、本学業務の

妨げにならないように配慮し計画的に行うこと。搬入の日程、機器の据付、配線箇所等に

ついては別途本学と協議しその指示に従うこと。 

2.3. 本案件にかかる作業用資源（機器類等）、作業場所、その他必要となる環境や費用につい

ては、受注者の負担で用意すること。 

2.4. 機器搬入時に生じる梱包材等は持ち帰ること。 

2.5. 受注者が故意又は過失により、本学の建物、機器類等の一部又は全部を、滅失又は毀損し

た場合は、受注者が直ちに原状に復すること。 

2.6. システムやネットワークの設計、構築、初期設定、動作テスト及びバックアップイメージ

の作成、すべての納入品の搬入、据付及び配線、並びにこれに付帯する工事はすべて受注

者が責任をもって実施し、システムの稼働確認を行って報告すること。なお、これらに要

する費用はすべて本調達に含まれる。 

2.7. すべての調達機器に対して、本学の指定する様式でラベルを作成・貼付すること。 

2.8. ネットワークケーブルには、接続元と接続先が判別できるようなケーブルラベルを作成し

貼付すること。 

2.9. 機能、性能に関する要件の各項目で、機器の接続に際し特に記載がない場合でも、要件を

満たすのに必要なインタフェース、アダプタ、ケーブル及びドライバーソフトウェア等を
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実装すること。なお、これらに要する費用はすべて本調達に含まれる。 

2.10. 本学ネットワークとの接続及びこれに付帯する設定、調整及び工事はすべて受注者が責任

をもって実施すること。ただし、接続に関する実作業については、受注者は現行の保守・

運用業者及び本学と協議・調整の上、本学の指示により行うこと。なお、これらに要する

費用はすべて本調達に含まれる。また、本学ネットワークとの接続に際しては、本学ネッ

トワークの運用に支障のないよう配慮すること。 

2.11. 本調達範囲の各システムの OS、仮想化ソフトウェア、ミドルウェア（統合基盤に関連する

もの。導入作業期間のみ必要となるものを含む）のインストール、設定及び調整はすべて

受注者が責任をもって実施し、利用可能な形で提供すること。ライセンスやインストール

メディア等、これらに要する物品及びその費用はすべて本調達に含まれる。ただし、本学

が所有するマイクロソフト社の EES/Microsoft 365 Education A3 プログラムに標準的に

含まれるライセンスについては、受注者がこれを利用してシステム構築をしてもよいもの

とする。詳細は、Ⅳ.1.2.1.を参照のこと。 

2.12. 本学サーバ室（国立キャンパス）に、EIA（米国電子工業会）規格準拠の 19インチラック

1 台を固定して設置すること。設置に係るすべての費用は本調達に含まれる。詳細は、

Ⅲ.1.7.を参照のこと。なお、必要に応じて本学サーバ室の下見を可とするが、その際は

本学の許可を得た上で、本学の指示を踏まえること。 

2.13. 受注者はシステム設置調整後、仕様に定められた機能、性能であることを本学担当者の立

ち会いのもとで確認すること。 

2.14. 本学の都合によりサーバ群、ネットワーク機器等のキャンパス内における移転の必要が生

じた際には、対応すること。ただし、移転にかかる費用は別途請求とする。 

 

3. 情報セキュリティ要件 

3.1. 受注者が実施する作業、構築するシステム、構築するネットワーク、提示する納入物等、

受注者の責任範囲にある役務、物品及びシステムに対して、受注者は本仕様書の要件及び

本学の指示に基づいて責任をもってセキュリティ対策を実施すること。かかる諸経費は受

注者で負担すること。 

3.2. 受注者はシステム構築後にセキュリティ専門サービスを提供する第三者によるプラット

フォーム診断（ポートスキャン、サービスの情報取得・挙動確認、アプリケーションの脆

弱性、脆弱点やアクセス可能ポートに対する侵入等）を実施し、本学に報告書を提出する

こと。また、運用に支障のない軽微な脆弱性及び本学が許容すると認めたもの以外の脆弱

性については対応を行うこと。診断対象とするサーバは、別紙 1に示すサーバのうち本学

が指定する 15サーバ（別紙 1での No.6～9、No.18～28）以上、及びⅢ.1.5.2.に示すファ

イアウォール装置（2台）を想定すること。 

3.3. 導入時にセキュリティ対策を行わなかった結果、本学のシステム又はサービスに影響が出

る事態が発生した場合は、受注者の責任を問い、本学から受注者に対して損害賠償を求め
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るものとする。 

3.4. 受注者が実施する作業、構築するシステム、構築するネットワークが影響を及ぼす可能性

がある他の役務、物品及びシステムに対して、受注者が事前に予測できる範囲内で、本学

に対して本仕様書の要件に基づくセキュリティ対策の提案を行うこと。 

3.5. 受注者は、システムが構築中であるか完成であるかといった状態にかかわらず、システム

及び各ファイルの信頼性とセキュリティを十分に考慮して、以下のセキュリティ対策を施

し、システムへの不正侵入や攻撃、ウィルス感染等への防止に万全を期すること。また、

システムに関する開発、導入等の一連作業においても、受注者は以下のセキュリティ対策

を行うこと。詳細については、受注者と本学で協議して決定すること。 

(1) 受注者は、原則として ISO/IEC 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。 

(2) 不正アクセス及び悪意のあるソフトウェアによる情報の誤用、破壊、破損、改ざんから

システム及びデータを保護するとともに、他のシステム及びネットワークに影響を及

ぼすことのない仕組みを持つこと。 

(3) システムの動作に必要のない IPアドレスや通信ポートからのリクエストを遮断するこ

と。 

(4) 許可しないユーザに不正に侵入されない仕組みを持つこと。 

(5) コンテンツ、ログ、設定、環境等を改ざんされないよう対策を講ずること。 

(6) セキュリティホールが発見された場合は、パッチ、サービスパック、レベルアップ等の

適用といった必要な対策情報を提供し、本学が実施する作業の支援を行うこと。 

3.6. 前項(1)に関連し、本調達で導入する機器等の内、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」に記載されており、且つ前記文書に記載の「セキ

ュリティ上の脅威」が 1 つ以上存在する環境に設置・導入される製品については、前記文

書を参照の上、システム稼働環境において存在する脅威に対抗するためのセキュリティ要

件を満たす適切な製品を選定するように努めること。  

3.7. セキュリティ事件、事故及びセキュリティの違反については、本学に速やかに報告し、本

学の指示に従って対応を行うこと。 

3.8. 受注者は、瑕疵担保期間中、上記の対策を講じているにもかかわらず、セキュリティ侵害、

各種攻撃、ウィルス感染又はそれらが推測される兆候があった場合は、本学と協議の上、

速やかに必要な作業、対策を講じ、サービスを維持すること。 

3.9. システムへのアクセス記録が採取可能であり、必要に応じて参照及び電子データ出力が行

えること。 

3.10. 本学の情報処理設備及び施設の利用は、本学が承認したアクセス方法及びアクセス制御に

よること。 

3.11. 受注者は、個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備しており、
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ISO/IEC 27001（JIS Q 27001）「情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）」認証を

取得済であること。 

3.12. 個人情報の管理の状況について、本学の調査に協力すること。 

3.13. 暗号化の際に使用する暗号アルゴリズムについては、「電子政府推奨暗号リスト」を参照

し決定することが望ましい。 

3.14. 受注者が本調達・役務内容の一部を外部に再委託する場合は、本学の了解を得なければな

らない。また、再委託されることにより生ずる脅威に対して、情報セキュリティが十分に

確保されるよう本仕様書と同水準の措置の実施を再委託先にも担保すること。 

 
4. 守秘義務及び厳守事項 

4.1. 受注者は、案件及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。 

4.2. 故意又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。 

4.3. 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、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。 

4.4. 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。 

4.5. 契約終了後は、案件に関する情報を返却し、又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。 

4.6. 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。 

4.7. 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。 

4.8. 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。

本システムの開発及びカスタマイズに関して、業務の再委託を行う場合は、委託先企業に

ついても本義務を遵守させること。 

4.9. その他、本学の指示に基づいて守秘義務を全うすること。 

 
5. その他 

5.1. 技術仕様等に関する留意事項 

 提案書は日本語で具体的に記述すること。 

 本調達物品にかかる機能、性能、技術等の要求要件（以下、「技術的要件」という。）は、

「III 調達物品に備えるべき技術的要件」に示すとおりとする。 

 技術的要件は、すべて必須の要求要件とする。技術的要件を満たしていないと判断され

る提案は、不合格とし落札決定の対象から除外する。 
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 本調達物品については、原則として全て新品、又は新品と同等の品質を持つもので調達

し納品すること。 

 
5.2. 提案に関する留意事項 

 提案書には、本仕様書の要件（Ⅱ.全体要件、Ⅲ.調達物品に備えるべき技術的要件、Ⅳ.

設置・導入、Ⅴ.保守・運用 に記載の全ての要件）の各項目とそれに対する提案内容を

明確かつ簡潔に示した対照表を添付すること。 

 提案書には以下の項目を明瞭に記載すること。 

 システムの全体構成 

 ハードウェアの構成・機能・規格・性能等にかかる資料 

 システムの設置に必要な電源、面積、重量、環境温度等にかかる資料 

 ソフトウェアの構成、規格、性能等にかかる資料 

 ソフトウェアの仕様と機能要件を満たしていることを示す具体的資料 

 ソフトウェアの稼働実績を求める項目については、実績を示す資料 

 物理・論理ネットワークの構成・機能・性能等にかかわる資料 

特に論理ネットワーク構成については、グローバル・プライベート・DMZ 等の別

を明示的に示すこと（ネットワークアドレスは仮のもので示せばよい）。 

 導入の作業日程と体制（再委託する場合は委託先の体制も含む）、Ⅱ.3.11.記載の認

証取得証明書の写し、受注者側と本学側の作業の区分 

 保守計画にかかる資料 

 その他、提案内容を説明するために必要な資料 

 提案書に疑義が生じた場合、詳細な資料の提出を求めることがある。また、必要に応じ、

提案物品についてサンプルの提供やデモンストレーションの実施を求めることがある。 

 提出要領 

 提出先及び提出期限は入札説明書を参照すること。 

 紙媒体で 3 部、電子媒体で 1 部提出すること。 

(1) 電子データを格納する媒体の種別は CD-R 又は DVD-R とする。また、データ

の形式はマイクロソフト社の Office 製品で可読なこと。 

(2) 納入媒体及びデータについては、ウィルス等を混入させないように、納入前に受

注者側で責任をもってチェックを行うこと。 

(3) 紙媒体でしか納入できないもの（手書き図面等）又は電子データのみで納入する

方が効率的であるもの（膨大なログデータ等）の納入方法については、受注者と

本学が協議して決定すること。 

 問い合わせの受付については、入札説明書を参照すること。 
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5.3. その他の留意事項 

 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。 

 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 5 年間の保守

の費用を本調達に含めること。 

 本調達により納入された機器へのハードウェアの増設や台数追加等が必要になった際

には、その費用分について別途契約を行うとともに、増設・追加分の保守については本

調達分と一本化すること。 

 各種設定及び登録は本学担当者と打ち合わせの上実施すること。 

 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。 

 
5.4. 仕様変更及び未定義事項 

 案件を遂行する上で役務内容、仕様若しくは条件に疑問点や変更が生じた場合又は本仕

様書に記載のない内容の案件が生じた場合、受注者は直ちに本学と協議し、解決に向け

て最善の努力を行うこと。 
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III. 調達物品に備えるべき技術的要件 

1. 統合基盤 

1.1. サーバ基盤 

 全体要件 

 別紙 1 に示す業務系・運用系各システムを動作させる。なお、OS やミドルウェア

は 2020 年 10 月から 5 年間保守可能なものとする。 

 サーバ基盤は仮想化サーバ又は物理サーバで構成すること。仮想化ソフトウェアを

利用する場合、VMware 社製 vSphere を導入すること。 

 サーバ基盤は、万一の場合に備え、待機系サーバに切り替わる冗長構成とすること

が望ましい。 

 
 サーバ 

 サーバ環境は、別紙 1 に示すすべてのサービスを十分提供することが可能なサーバ

台数、CPU 性能及びメモリ容量、ストレージ容量を有すること。オーバーコミット

構成は想定しないこと。 

 サーバの CPU は、Intel Xeon Scalable Processor 62xx Family 相当以上とするこ

と。 

 サーバのメモリは、DDR4 RDIMM/Dual Rank 相当以上とすること。 

 1 台あたり 2 ラックユニット以内でラックマウント可能な筐体であること。 

 PCIe Gen3.0 に対応したスロットを 2 個以上有すること。 

 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

個以上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。 

 活性交換可能な AC 電源モジュールを 2 個以上搭載し冗長構成とすること。また、

AC 電源モジュールは高変換効率の 80Plus Platinum 認定を取得しているものと

する。 

 HDD については、可用性を確保し、かつシャットダウンせずに交換できる機能（ホ

ットプラグ）を有すること。 

 業務データは、「Ⅲ.1.3.ストレージ基盤」を用意し、ここに格納すること。 

 「Ⅲ.1.2.サーバネットワーク集約装置」を停止することなく、管理するサーバを追

加できること。 

 
1.2. サーバネットワーク集約装置 

 サーバからのネットワークの集約装置を 2 台用意し、冗長構成とすること。この集約装

置はサーバ及びサーバのネットワークの管理も実施可能とし、複数のサーバの一元管理
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を実現する機能を有すること。 

 将来の拡張を考慮して、54 ポート以上搭載可能であること。また、1G/10G/25GbE、

FCoE、8G/16G/32G FC ポートとして設定可能であり、外部接続に利用できること。 

 1 台あたり 2 ラックユニット以内でラックマウント可能な筐体であること。 

 活性交換可能な 100-240V の AC 電源モジュールを 2 個搭載し冗長構成とすること。 

 3.80Tbps 以上のスループット能力を持つこと。 

 「Ⅲ.1.1.2.サーバ」を一元的に管理・運用できる管理ソフトウェアが標準で提供される

こと。管理ソフトウェアはアクティブ/スタンバイの冗長構成で動作できること。 

 「Ⅲ.1.1.2.サーバ」を本集約装置に接続し標準の管理ツールで統合管理が可能なこと。 

 「Ⅲ.1.1.2.サーバ」の稼働状況を監視し、障害通報を行うこと。障害の発生を自動的に

検出し、電子メール等によって通知できること。管理画面から障害情報を確認し、問題

の詳細を確認できること。 

 各サーバネットワーク集約装置と「Ⅲ.1.1.2.サーバ」との間を 10GbE 1 本で接続し、冗

長化接続とすること。 

 各サーバネットワーク集約装置と「Ⅲ.1.3.2.メインサイトストレージ」の各コントロー

ラとの間を 16Gbps の FC 1 本で接続し、冗長化接続とすること。 

 システム管理機能としては、構成機器を、GUI を持つ単一のソフトウェアで一元的に管

理できること。また、それをリモートより操作できること。 

 上記システム管理において、管理画面内からハードウェアの状態を確認可能であること。 

 サーバの物理的属性をプロファイル化し、サーバの交換の際にも MAC アドレスや

WWN（World Wide Name）/WWPN（World Wide Port Name）の設定変更なしに復旧

可能であること。 

 オペレーティングシステム、又はハイパーバイザーが停止している状態でも、専用管理

ポートを介して IPMI を利用したネットワーク経由での操作が可能なこと。また、XML 

API を使用した管理も可能とすること。 

 IPMI 専用管理ポートは、IPv4、IPv6 アドレスに対応可能なこと。また、Web アクセ

スによる管理機能をサポートすること。 

 管理ソフトウェアは以下のプロトコルに対応可能なこと。 

・CIM XML  ・HTTP  ・HTTPS  ・SMASH CLP 

・SNMP    ・SSH   ・Telnet 

 IPMI 専用ポートは Web アクセスによる管理機能をサポートすること。 

 サーバ管理用の Web ユーザ インタフェースやリモートのキーボード/ビデオ/マウス

（KVM）機能を有しリモートでの画面制御を可能とすること。 

 設定したコンフィグレーションデータをバックアップ、リストアが可能な機能を有する

こと。また、バックアップは定期的に取得できること。 
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 管理ソフトウェアにはリモート KVM（キーボード・ビデオ・マウス）コンソール機能

を有すること。また標準で仮想メディア機能を有し、ネットワーク上の CD/DVD 又は

ディスクイメージファイルを使用可能なこと。 

 
1.3. ストレージ基盤 

 全体要件 

 ストレージ基盤は「Ⅲ.1.3.2.メインサイトストレージ」と「Ⅲ.1.3.3.リモートサイト

バックアップストレージ」から構成される。 

 「Ⅲ.1.3.2.メインサイトストレージ」は、マスタ領域とバックアップ領域を構成し、

マスタ領域には SAN 領域と NAS 領域を構成すること。バックアップ領域は、

「Ⅲ.1.4.3.バックアップ機能」により取得された各サーバのシステムバックアップ

格納先となる。 

 「Ⅲ.1.3.3.リモートサイトバックアップストレージ」には、「Ⅲ.1.3.2.メインサイト

ストレージ」の NAS 領域及びバックアップ領域の複製データが格納される。 

 
 メインサイトストレージ 

 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。 

 ストレージ基盤となるディスクアレイ装置は、ストレージプロセッサ（コントロー

ラ部）を 2 式搭載した冗長構成であること。 

 ストレージコントローラは、1 台あたり 48GB 以上のキャッシュメモリを搭載し

ていること。 

 ストレージコントローラは、1 台あたり E5-2600 プロセッサ Intel 8 コア/2.4GHz 

相当以上の性能を有する CPU を搭載していること。 

 フラッシュドライブを、読み書き可能な 2 次キャッシュとして使用できること。 

 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による 2 次キャッシュは、コントローラ障害時にもデータを保

持した状態で、代替コントローラで使用可能なこと。 

 ディスクアレイ装置への電源供給が停止した場合に、キャッシュ上に残っている未

書き込みデータをディスク内の専用領域に退避させて保護する方法等で、データの

整合性を保つ機能を有すること。 

 電源機能、冷却機能に関する部品は、活線挿抜に対応した冗長構成とすること。 

 電源は AC 単相 100V とすること。 

 EIA 規格準拠の 19 インチラックに搭載すること。将来のディスク拡張に備え、空
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きユニット数を考慮した構成とすること。 

 ディスクアレイ装置の稼働状況を監視し、障害検知を行えること。また、装置のロ

グを採取できること。 

 将来の拡張を考慮して、ストレージの増設に対応できること。拡張分についても同

一の管理コンソールで行うこと。 

 ストレージコントローラの OS は、セキュリティの観点から Windows や Linux な

どの汎用 OS ではなく、専用 OS を搭載すること。 

 パフォーマンスの影響を最小限にするために、個々のドライブ単位の暗号化ではな

く、ストレージコントローラベースでの暗号化機能を有すること。 

 ストレージ媒体は、マスタ領域はフラッシュドライブ及び SAS ドライブ、バック

アップ領域はフラッシュドライブ及び NL-SAS ドライブを用いて構成すること。 

 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。 

 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。 

 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 

 プール 1 

フラッシュドライブ及び SAS ドライブを用いて、以下の構成でプールを構成する

こと。実効容量は計 31TB 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。RAID6 は RAID6 相当でも良い。 

－フラッシュドライブ(500 ㎇以下)：RAID5(4+1)x2 組以上 実効容量 2.8 TB 以上 

－SAS ドライブ(1.8TB 以下)   ：RAID6(6+2)x3 組以上 実効容量 29 TB 以上 

 プール 2 

フラッシュドライブ及び SAS ドライブを用いて、以下の構成でプールを構成する

こと。実効容量は計 22TB 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。RAID6 は RAID6 相当でも良い。 

－フラッシュドライブ(500 ㎇以下)：RAID5(4+1)x2 組以上 実効容量 2.8 TB 以上 

－SAS ドライブ(1.8TB 以下)   ：RAID6(6+2)x2 組以上 実効容量 19 TB 以上 

 プール 3 

フラッシュドライブ及び NL-SAS ドライブを用いて、以下の構成でプールを構成

すること。実効容量は計 37TB 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。RAID6 は RAID6 相当でも良い。 

－フラッシュドライブ(1TB 以下) ：RAID5(4+1)x2 組以上 実効容量 5.7 TB 以上 
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－NL-SAS ドライブ(6TB 以下)  ：RAID6(6+2)x1 組以上 実効容量 32 TB 以上 

 ディスクアレイ装置は活線挿抜機能を有し、スタンバイディスク（ホットスペア）

を搭載すること。スタンバイディスク（ホットスペア）は、各ディスク種別とサイ

ズごとに 1 台以上搭載すること。稼動中もスタンバイディスクによる交換が可能で

あること。 

 「Ⅲ.1.5.3.サーバ基盤用スイッチ」とはストレージコントローラあたり 10GbE 4 本

で接続し、冗長構成とすること。「Ⅲ.1.2.サーバネットワーク集約装置」とはストレ

ージコントローラあたり 16Gbps FC 2 本で接続し、冗長構成とすること。 

 ファイルアクセス機能として、SMB v2/v3/v3.02/v3.1.1 及び NFS v3/v4/v4.1 が利

用可能であること。 

 ファイルアクセス領域は CIFS/NFS プロトコルによるファイル共有機能を提供す

ること。IEEE802.3ad に準拠するリンクアグリゲーション機能をサポートするこ

と。タグ VLAN（IEEE802.1Q）に対応すること。 

 ファイルアクセス領域は、データの所有者がバックアップイメージからファイル単

位でのデータ復元を行えること。 

 スナップショット機能を有すること。 

 スナップショットエリアはプール内に確保すること。ボリューム内のデータ領域を

圧迫し書き込みができなくなることがないようにボリューム内に保持する仕組み

ではないこと。 

 スナップショットに保持期間（有効期限）を設定でき、保持期間終了後に自動的に

スナップショットを削除する機能を有すること。 

 取得したスナップショットによりプールの容量を圧迫した場合には、自動的にスナ

ップショットを削除して領域を確保する機能を有すること。 

 管理の容易性から、ファイルシステム容量に対して閾値を設定し、その閾値を超え

そうになった場合にはアラートを出力すること。また、別途ファイルシステム容量

を拡張する機能を有すること。 

 クォータ機能を有し、ソフトリミット、ハードリミットをユーザ単位で設定可能で

あること。 

 サービス継続性の観点から、各領域の容量拡張はシステム無停止で行えること。 

 
 リモートサイトバックアップストレージ 

 本学が指定する場所（リモートサイト）へバックアップデータを保存するリモート

サイトバックアップストレージ装置を用意すること。なお、リモートサイト側でサ

ービス提供は想定しないものとする。 

 本ストレージには、「Ⅲ.1.3.2.メインサイトストレージ」の NAS 領域及びバックア

ップ領域の複製データが格納される。 
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 ストレージ基盤となるディスクアレイ装置は、ストレージプロセッサ（コントロー

ラ部）を 2 式搭載した冗長構成であること。 

 ストレージコントローラは、1 台あたり 24GB 以上のキャッシュメモリを搭載し

ていること。 

 ストレージコントローラは、1 台あたり E5-2600 プロセッサ Intel 6 コア/1.6GHz 

相当以上の性能を有する CPU を搭載していること。 

 ディスクアレイ装置への電源供給が停止した場合に、キャッシュ上に残っている未

書き込みデータをディスク内の専用領域に退避させて保護する方法等で、データの

整合性を保つ機能を有すること。 

 電源機能、冷却機能に関する部品は、活線挿抜に対応した冗長構成とすること。 

 電源は AC 単相 100V とすること。 

 EIA 規格準拠の 19 インチラックに搭載すること。将来のディスク拡張に備え、空

きユニット数を考慮した構成とすること。 

 ディスクアレイ装置の稼働状況を監視し、障害検知を行えること。また、装置のロ

グを採取できること。 

 将来の拡張を考慮して、ストレージの増設に対応できること。拡張分についても同

一の管理コンソールで行うこと。 

 ストレージコントローラの OS は、セキュリティの観点から Windows や Linux な

どの汎用 OS ではなく、専用 OS を搭載すること。 

 パフォーマンスの影響を最小限にするために、個々のドライブ単位の暗号化ではな

く、ストレージコントローラベースでの暗号化機能を有すること。 

 ストレージ媒体は、フラッシュドライブ及び NL-SAS ドライブを用いて構成する

こと。 

 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。 

 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。 

 プール構成は、以下の構成とする。 

・プール 1 バックアップ領域 

 プール 1 

フラッシュドライブ及び NL-SAS ドライブを用いて、以下の構成でプールを構成

すること。実効容量は計 70TB 以上有すること。なおこの容量の評価には、データ

の重複排除や圧縮等の効果を考慮しないこと。RAID6 は RAID6 相当でも良い。 

－フラッシュドライブ(1TB 以下) ：RAID5(4+1)x2 組以上 実効容量 5.7 TB 以上 

－NL-SAS ドライブ(6TB 以下)  ：RAID6(6+2)x2 組以上 実効容量 64 TB 以上 

 ディスクアレイ装置は、活線挿抜機能を有し、スタンバイディスク（ホットスペア）
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を搭載すること。スタンバイディスク（ホットスペア）は、各ディスク種別とサイ

ズごとに 1 台以上搭載すること。稼動中もスタンバイディスクによる交換が可能で

あること。 

 バックアップストレージは、本学所有のリモートサイトのスイッチと、ストレージ

コントローラ 1 式あたり 1GbE 1 本で接続すること。 

 バックアップデータは最新 1 世代を保持すること。 

 サービス継続性の観点から、各領域の容量拡張はシステム無停止で行えること。 

 
1.4. 運用サーバ機能 

 仮想管理機能（仮想化サーバを導入する場合） 

 仮想化サーバ障害により停止した仮想マシンを、他の正常な仮想化サーバ上で再稼

働する機能を有すること。 

 複数台の仮想化サーバにインストールされた仮想ホスト OS 及び仮想マシンを一元

的に管理する機能を有すること。 

 稼働中の仮想マシンを停止することなく、同一ネットワークセグメント内の別の仮

想化サーバへ移動させる機能を有すること。 

 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。 

 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。 

 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。 

 
 認証サーバ及び DHCP サーバ機能 

 Microsoft Windows Server の Active Directory で、ユーザやグループ、コンピュ

ータ等の情報を一元的に管理し、認証する機能を提供すること。事務用端末（410

台）も管理対象に含まれる。 

 「Ⅲ.1.3.2.メインサイトストレージ」への利用者用ホームディレクトリの自動作成

を行い、事務用端末から当該利用者のユーザ ID でアクセス可能にすること。 

 DHCP サーバ機能により IP アドレスの払い出しができること。「Ⅲ.2.事務用端末」

の MAC アドレスを登録し、MAC アドレスと紐付けを行った IP アドレスを配布す

ること。 

 
 バックアップ機能 

 業務データは、定期的にバックアップを取得し、データ保護を行うこと。バックア

ップ機能はバックアップソフトとストレージ機能で実現すること。 
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 サーバのシステムバックアップを取得すること。なお、静止点が必要となる業務デ

ータについては、各業務システムの担当がバックアップファイルを作成するものと

し、それらを含めてシステムバックアップとして取得すること。 

 サーバのシステムバックアップは、「Ⅲ.1.3.2.メインサイトストレージ」のバックア

ップ領域に取得すること。 

 ファイルアクセス領域のバックアップはストレージのスナップショット機能で取

得すること。 

 サーバのシステムバックアップは、稼働中のサーバを停止することなく、取得可能

であること。 

 サーバのシステムバックアップは永久増分バックアップ方式で取得すること。フル

バックアップ 1 世代、増分バックアップ 13 世代保持すること。また、重複排除、

圧縮機能が利用可能なこと。 

 ファイルアクセス領域のバックアップは日次 7 世代、週次 5 世代取得できること。 

 GUI で管理可能なこと。 

 バックアップのスケジューリングなど、バックアップを自動化することが可能であ

ること。 

 サーバ単位でシステムリストアが行えること。 

 取得したシステムバックアップからファイル単位のリストアが可能なこと。 

 「Ⅲ.1.3.2.メインサイトストレージ」が全損した場合は、「Ⅲ.1.3.3. リモートサイ

トバックアップストレージ」を用いて、データが復旧できること。 

 
 パッチ管理・ライセンス管理サーバ機能 

 Windows や Microsoft Office のセキュリティパッチを定期的に適用できる仕組み

を有すること。また、適用状況が一元的に管理できる仕組みを有すること。 

 Windows や Microsoft Office の定期的なライセンス認証管理が行えること。 

 
 ターミナルサーバ機能 

 下記 3 つのターミナルサーバを構築すること。機能としては Windows デスクトッ

プとなる。 

・人事給与システム用ターミナルサーバ 

・学務情報システム用ターミナルサーバ 

・管理用ターミナルサーバ 

 各ターミナルサーバの利用者数は以下となる。必要となるライセンスを調達に含め

ること。 

・人事給与システム用ターミナルサーバ：50 

・学務情報システム用ターミナルサーバ：70 
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・管理用ターミナルサーバ：4 

 各ターミナルサーバは 1 台構成とし、ユーザプロファイルはローカル管理とする。 

 
 ウィルス対策サーバ機能 

 「Ⅲ.1.1.サーバ基盤」で導入するサーバ、及び「Ⅲ.2.事務用端末」に導入する端末

には、アンチウィルスソフトウェアをインストールすること。アプライアンス製品

については対象外としてもよい。 

 インストールしたアンチウィルスソフトウェアを、管理サーバ 1 台で一元管理でき

ること。 

 アンチウィルスソフトウェアはマルウェアを自動的に駆除する機能を有し、検索及

び駆除操作は、リアルタイム、オンデマンド又は設定した時刻に自動開始するスケ

ジュールモードを選択できること。定義ファイルは自動更新できること。 

 操作性及び信頼性の面から、既に開発済みの有償製品であること。 

 
 syslog サーバ機能 

 「Ⅲ.1.5.2.ファイアウォール装置」の syslog を収集すること。 

 
 プライベート CA サーバ機能 

 Active Directory 証明書サービスを使用し、証明機関（CA)を構築すること。 

 
 監視サーバ機能 

 「Ⅲ.1.統合基盤」で導入する装置、及びサーバの稼働状況を監視すること。各ノー

ド、ディスク、インタフェース単位で高負荷や障害等の発生を自動的に検出し、必

要に応じて、電子メール等によって通知可能なこと。 

 業務システムの URL 監視、サービス監視等を行うこと。 

 導入システム内ネットワークのトラフィック量を監視し、可視化すること。また、

閾値を超えるトラフィック量を検出し、電子メール等によって通知可能なこと。 

 障害通報に電子メールを使う場合は、送信メールを一旦メールサーバに集約させる

などして、本システムから外部への送信経路を一本化し、メールサーバは SMTP-

AUTH 等に対応すること。監視センター等を設ける場合は、本学ネットワークとは

切り離されたネットワークを用い、必要な回線契約は本調達に含むこと。また、本

学向けの稼働状況ユーザインタフェースを提供すること。 

 操作性及び信頼性の面から、既に開発済みの有償製品を導入すること。 

 
 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。 
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 SMTP サーバ機能 

 各システムが障害通知用に利用する SMTP サーバを構築すること。 

 SMTP-AUTH 機能が利用可能なこと。 

 
 Office365 連携サーバ機能 

 Office365 に Active Directory 連携するためのサーバ OS をインストールすること。 

 
 Linux リポジトリサーバ機能 

 閉域環境下にある Linux サーバのパッケージアップデート用にリポジトリサーバ

を構築すること。 

 
 その他 

 構成上必要な Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux Server、

vSphere の各ライセンスを用意すること。ライセンス費用は本調達に含むこと。た

だし、仮想環境に導入する Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux 

Server については、OSインスタンス数が無制限となるライセンスを用意すること。 

 Oracle Database を使用するサーバの構成、及びその使用人数は以下のものを想定

している。そのライセンスに関しては、以下のサーバの運用環境を考慮し、最適な

ライセンス形態で 5 サーバ分用意すること。 

 サーバ 1：4CPU / 12 ㎇ Mem / 1000 ㎇ Disk 想定使用人数 30 人 

 サーバ 2：2CPU / 8 ㎇ Mem  / 600 ㎇ Disk 想定使用人数 10 人 

 サーバ 3：2CPU / 8 ㎇ Mem  / 500 ㎇ Disk 想定使用人数 500 人以上 

 サーバ 4：2CPU / 8 ㎇ Mem  / 700 ㎇ Disk 想定使用人数 1000 人以上 

 サーバ 5：2CPU / 16 ㎇ Mem / 900 ㎇ Disk 想定使用人数 500 人以上 

 Oracle Database のライセンスは、少なくとも 2020 年 6 月 1 日(月）から 2025 年

9 月 30 日(火)までの間、本学が前項に示す運用環境において Oracle Database を

適切に運用するために必要な権利を保証するものであること。 

 
1.5. ネットワーク機器 

 全体要件 

 本システムはプライベートネットワークとして構築すること。 

 各ネットワークセグメントの経路制御を設定すること。 

 学内ネットワークと本システムとの間に、ファイアウォールを用いてアクセスコン

トロールすること。 

 事務用端末の内外アクセス境界のために NAPT やプロキシによる制御を行うこと。 
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 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。 

 
 ファイアウォール装置 

 ファイアウォール装置はハードウェア型アプライアンスであること。 

 ファイアウォール装置は 2 台の冗長構成とすること。 

 ファイアウォール装置は 19 インチラックマウント可能であり、1 台あたり 1 ラッ

クユニットにおさまること。 

 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。 

 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。 

 IEEE802.3ad リンクアグリゲーション機能を有すること。 

 ルーティングプロトコルとして、スタティック、 RIP、OSPF、BGP に対応してい

ること。 

 タグ VLAN（IEEE802.1Q）の機能を有すること。 

 静的アドレス変換（以下、NAT）・動的 NAT 機能を有すること。 

 不正侵入防御機能、アンチウィルス機能を有すること。 

 IPv4 及び IPv6 ファイアウォールスループットは、1518byte UDP で 36Gbps 以上

であること。 

 ファイアウォール同時セッションは、TCP で 8,000,000 以上であること。 

 ファイアウォール新規セッションは、TCP で 300,000/秒以上であること。 

 IPS スループットは、5.2Gbps 以上であること。 

 ファイアウォールレイテンシは、64byte UDP で 2μ以下であること。 

 TELNET、SSH、HTTPS によるリモートアクセスが可能なこと。 

 SSL-VPN 機能を有すること。 

 ファイアウォール装置は仮想 UTM 機能を用いて、2 つの仮想ファイアウォール装

置として稼働させること。 

 2 つの仮想ファイアウォール装置は、図書館業務システムファイアウォール、業務

系情報基盤システムファイアウォールとして稼働させること。 

 業務系情報基盤システムファイアウォールとして稼働させるために、ファイアウォ

ール装置 1 台あたり 10GbE インタフェースを 2 つ用いて、「Ⅲ.1.5.3. サーバ基盤

用スイッチ」と接続し、IEEE 802.3ad リンクアグリケーションを構成すること。 

 図書館業務システムファイアウォールとして稼働させるために、ファイアウォール

装置 1 台あたり 1GbE インタフェースを 3 つ用いて、「Ⅲ.1.5.3. サーバ基盤用スイ

ッチ」と接続し、IEEE 802.3ad リンクアグリケーションを構成すること。 

 ファイアウォール装置は NTP サーバとして動作する機能を有すること。 
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 サーバ基盤用スイッチ 

 サーバ基盤用スイッチは 2 台のスイッチによる構成とすること。 

 サーバ基盤用スイッチはスタック機能を用いて、2 台のスイッチを論理的に 1 台の

スイッチとして構成すること。 

 サーバ基盤用スイッチを構成する各スイッチはスタック専用のポートを有し、スタ

ック帯域幅は 480Gbps 以上有すること。 

 サーバ基盤用スイッチを構成する各スイッチは 19 インチラックマウント可能であ

り、1 ラックユニット以内におさまること。 

 サーバ基盤用スイッチを構成する各スイッチは 10GbE ポートを 32 ポート以上有

すること。 

 タグ VLAN（IEEE802.1Q）機能を有すること。 

 IEEE 802.3ad リンクアグリケーション機能を有すること。 

 シリアル接続のためのポートとして、USB ポート又は RJ45 ポートが利用可能な

こと。 

 起動時、稼動中、トラブルシューティングなど、機器動作の信頼性を維持するため

の総合的な自己診断機能を有すること。自己診断機能は稼働中にも任意のタイミン

グで実行できること。 

 ポートにループ等の障害を検知した際、ポートを一時的に使用不可能な状態にし、

さらに一定時間経過後、自動的に再度利用可能にする機能を有すること。 

 ルーティングプロトコルとして、Static、RIPv1/v2、RIPng、EIGRP stub に対応

していること。 

 VLAN 情報を他のスイッチに伝播できる機能を有すること。 

 隣接するデバイス間で、トポロジの管理を行う機能を有すること。 

 TELNET、SSH によるリモートアクセスが可能なこと。 

 サーバ基盤用スイッチを構成する各スイッチは 10GbE インタフェース（10GBase-

LR）を１つ用いて、本学既設のネットワーク機器と接続し、IEEE 802.3ad リンク

アグリケーションを構成すること。 

 サーバ基盤用スイッチを構成する各スイッチは 1GbE インタフェース（1000Base-

T）を１つ用いて、本学既設のネットワーク機器と接続し、IEEE 802.3ad リンク

アグリケーションを構成すること。 

 サーバ基盤用スイッチを構成する各スイッチは 10GbE インタフェースを 2 つ用い

て、「Ⅲ.1.2. サーバネットワーク集約装置」と接続すること。 

 サーバ基盤用スイッチを構成する各スイッチは 10GbE インタフェースを 4 つ用い

て、「Ⅲ.1.3.2. メインサイトストレージ」と接続すること。 

 サーバ基盤用スイッチを構成する各スイッチは 1GbE インタフェースを 2 つ用い
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て、「Ⅲ.1.5.4. 管理用スイッチ」と接続すること。 

 
 管理用スイッチ 

 管理用スイッチは、2 台で導入すること。 

 管理用スイッチは 19 インチラックマウント可能であり、1 台あたり 1 ラックユニ

ットにおさまること。 

 管理用スイッチは、10/100/1000Base-T のインタフェースを 24 ポート以上有する

こと。 

 スイッチ帯域幅が 56Gbps 以上であること。 

 256MB 以上の Flash メモリを有すること。 

 512MB 以上の DRAM を有すること。 

 VLAN（IEEE802.1Q）機能を有すること。 

 IEEE 802.3ad リンクアグリケーション機能を有すること。 

 ポートでリンクフラップ等の障害を検知した際、ポートを一時的に使用不可能な状

態にし、さらに一定時間経過後、自動的に再度利用可能にする機能を有すること。 

 ポート単位のブロードキャスト、マルチキャスト、及びユニキャストのストーム制

御機能を有すること。 

 シリアル接続のためのポートとして、USB ポート又は RJ45 ポートが利用可能な

こと。 

 TELNET、SSH によるリモートアクセスが可能なこと。 

 隣接するデバイス間で、トポロジの管理を行う機能を有すること。 

 VLAN 情報を他のスイッチに伝播可能なこと。 

 管理用スイッチはスイッチ 1 台あたり 1GbE インタフェースを 2 つ用いて、

「Ⅲ.1.5.3. サーバ基盤用スイッチ」と接続すること。 

 管理用スイッチは 1GbE インタフェースを 3 つ用いて、「Ⅲ.1.6.無停電電源装置」

と接続すること。 

 管理用スイッチは 1GbE インタフェースを 2 つ用いて、「Ⅲ.1.3.2.メインサイトス

トレージ」と接続すること。 

 管理用スイッチは 1GbE インタフェースを 2 つ用いて、「Ⅲ.1.2.サーバネットワー

ク集約装置」と接続すること。 

 
1.6. 無停電電源装置 

 本システムへの導入機器は、給電系統の突発的な障害に備えるため、システムの安全な

停止を行うのに十分な電源容量を有する無停電電源装置（UPS）を用意し、その上で稼

働させること。万一の停電時には、この無停電電源装置を使用して、各サーバやハード

ウェアを定められた順序で自動的にシステム停止を行い、復電時においても同様に定め
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られた順序で自動的にシステムを起動させること。構成に必要な機材はすべて本調達に

含め、本調達の範囲内の機器構成で実現すること。 

 無停電電源装置は常時インバータ運転方式で、かつ入力力率 0.91 以上で稼働可能なこ

と。 

 すべての電源供給は AC 単相 100V とすること。 

 
1.7. 19 インチラック 

 国立キャンパスに EIA 規格準拠の 42 ラックユニットサイズの 19 インチラックを用意

すること。 

 ラック本体のサイズは、今回導入する機器がラック内に収容可能なサイズとし、高さ

2,000mm、横幅：700mm、奥行：1,100mm を目安とすること。 

 ラックを設置するための高さ 100mm～150mm程度の架台を用意すること。また、その架台

は設置箇所のコンクリート床面とアンカー固定すること。 

 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。 

 今回用意するラックにすべての機器が収容できない場合は、ラックの設置予定箇所と通

路を挟んだ対面の場所にある本学所有のハーフラックを追加で利用することも可能と

する。ただし、ラックを分離したことに伴う各種費用については、本調達に含むこと。 

 今回用意するラックの設置場所に現在存在するラックを、本学の指定する場所へ移動さ

せること。 

 
1.8. 管理操作用端末 

 管理操作用端末として、ノート型 PC を準備すること。 

 管理操作用端末は、19 インチラックに設置すること。スライド式棚板を用意すること。 
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2. 事務用端末 

2.1. 全体要件 

 業務系情報基盤システムの Active Directory ドメインコントローラが提供する一橋認証

ID を使用できること。 

 既設の事務用ネットワークプリンタへ印刷が行えること。 

 「Ⅲ.2.5.資産管理システム」と連動し、ハードウェア及びソフトウェアの管理を行うこ

と。 

 OS やアンチウィルスソフトウェアの自動アップデートに際し、対外トラフィックの軽

減を考慮した設計とすること。 

 
2.2. デスクトップ型 PC 

 数量は 400 台とする。 

 CPU は、Intel Core i3 8100 と同等以上の性能とすること。（Passmark 社の CPU ベン

チマークスコアで 8,000 以上となることを基準とする。） 

 主記憶容量は 8GB 以上内蔵すること。 

 240GB 以上の SSD（solid state drive）装置を内蔵すること。 

 1000Base-T 規格準拠、PXE（Preboot eXecution Environment）対応、Wake-on-LAN

対応のネットワークインタフェースを有すること。 

 USB ポート（Type-A）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。 

 盗難防止ロック・ワイヤーに対応していること。また、BIOS/UEFI に パスワードロッ

ク機能やハードディスクパスワードロック機能を持つこと。 

 TPM（Trusted Platform Module）対応セキュリティチップを有すること。 

 HDMI の外部ディスプレイ端子を有すること。 

 マイクロフォンジャック及びヘッドフォンジャック、又はコンボ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。 

 USB 電源供給式 2 ボタン以上のホイールマウス（ボール式以外）及び 109 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。 

 ディスプレイ装置は、上 20°以上、下 5°以上のチルト機能を備え、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。 

 電源は AC 単相 100V であること。 

 
2.3. ノート型 PC 

 数量は 10 台とする。 
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 CPU は、Intel Core i3 8145U と同等以上の性能とすること（Passmark 社の CPU ベ

ンチマークスコアで 5,000 以上となることを基準とする。） 

 主記憶容量は 8GB 以上内蔵すること。 

 240GB 以上の SSD（solid state drive）装置を内蔵すること。 

 1000Base-T 規格準拠、PXE（Preboot eXecution Environment）対応、Wake-on-LAN

対応のネットワークインタフェースを有すること。 

 IEEE802.11a/b/g/n/ac に対応した無線 LAN インタフェースを有すること。 

 USB ポート（Type-A）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。 

 盗難防止ロック・ワイヤーに対応していること。また、BIOS/UEFI に パスワードロッ

ク機能やハードディスクパスワードロック機能を持つこと。 

 TPM（Trusted Platform Module）対応セキュリティチップを有すること。 

 HDMI 及び D-sub 15pin の外部ディスプレイ端子を有すること。なお D-sub 15pin に

ついては、変換アダプタ等を用いてもよいものとする。 

 マイクロフォンジャック及びヘッドフォンジャック、又はコンボジャックを有すること。

また、スピーカーを有すること。 

 USB 電源供給式 2 ボタン以上のホイールマウス（ボール式以外）及び 106 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。 

 ディスプレイは 15.6 インチ（対角 39.4cm）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。 

 電源は AC 単相 100V であること。バッテリー駆動時間は 6 時間以上であること。 

 
2.4. 機能・ソフトウェア 

 OS として、Microsoft Windows 10 Education 64bit 日本語版を導入すること。なお、

本学が保有する Microsoft ボリュームライセンス（詳細は、II.2.11.を参照のこと。）に含

まれる Windows の OS アップグレード権を利用する場合は、アップグレード元となる

Windows OS 自体はライセンスが別途必要である。 

 Microsoft Office Professional Plus 2019 を導入すること。なおライセンスについては、

本学が保有する Microsoft ボリュームライセンス（詳細は、II.2.11 を参照のこと。）を利

用すること。 

 その他、本学が指定するソフトウェア（別紙 2）を導入すること。必要なライセンスは

別途本学から提供する。 

 
2.5. 資産管理システム 

 「Ⅲ.2.事務用端末」、本学ネットワークに接続された Windows 及び MacOS ベースの端

末、複合機、ネットワーク機器等を管理対象とすること。管理対象となる端末の数量は
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410 台以上とし、ライセンス費用は本調達に含むこと。 

 操作性及び信頼性の面から、既に開発済みの有償パッケージであること。要件を満たし

ていれば、複数の製品を組み合わせて実現してもよい。 

 保守契約期間中において、電話、電子メール又は FAX によりメーカーが直接問い合わせ

に対応でき、マイナー/メジャーバージョンアップ、後継品を問わず、常に最新版のプロ

グラムを利用する権利を含むこと。 

 PC 資産管理機能、ソフトウェアライセンス管理機能、アプリケーション配布機能、PC

操作・ファイル操作・Web アクセス等のログ収集機能、USB デバイス等の制御機能、不

正 PC 検知遮断機能、指定 PC へのリモートコントロール機能、Web フィルタリング機

能を有すること。 

 各コンピュータのハードウェア情報やソフトウェアのインストール状況（OS のバージ

ョン、更新プログラムの適用状況、ライセンス状況等、アプリケーション／アンチウィ

ルスソフトウェア等のバージョン、インストール日付、ライセンス状況等）が取得でき

ること。 

 コンピュータ及びネットワーク機器に対して、Ping 応答の確認ができること。 

 収集した資産情報に対して、条件検索が可能なこと。 

 グループごとに管理者を個別に設定し、権限を委譲できること。また、パスワード紛失

時には、別の管理者からパスワードの再設定が行えること。 

 事前に設定した条件に基づいて、クライアントコンピュータを検索グループに自動で振

り分けることができること。さらにグループに対してソフトウェア配布やファイル配布

が可能なこと。 

 利用者に管理者権限を与えない運用の管理対象端末でもソフトウェアのインストール

ができるよう、管理機からのプッシュ型配布及び管理対象端末からのプル型配布が可能

なこと。 

 管理対象端末に対して省電力設定が可能なこと。 

 ソフトウェア辞書（登録件数は 100,000 件以上のものとする）を利用してインベントリ

収集したソフトウェアの分類、管理等を行うこと。ソフトウェア辞書は常に最新版を利

用する権利を含むこと。 

 USB メモリを管理対象端末に挿入した際、そのシリアルナンバー、ベンダーID 等を自

動で収集し、管理台帳を作成できること。 

 USB デバイスの一覧をもとに、指定した USB デバイスに対して使用許可／不許可及び

書き込み禁止の使用制限を設定できること。さらに使用制限の設定の際は、Active 

Directory 上のユーザ単位、クライアントコンピュータ単位で設定できること。 

 ログオン／ログオフの日時、ソフトウェアの起動日時及び実行期間、プリンタ出力（ド

キュメント名、１回の印刷枚数、ファイルパス等）、Web 閲覧（書込、アップロード等）、

共有フォルダへのアクセス、ファイル操作、クリップボードにコピーされた内容、USB
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メモリ等の記憶媒体を利用した内容及び記憶媒体のシリアルナンバー、不許可端末のネ

ットワーク接続等の情報を記録する機能を有すること。 

 収集したファイル操作ログから、一つのファイルに対して、どのような操作（コピー、

ファイル名変更、新規作成、削除等）が行われたかを抽出して表示する機能を有するこ

と。さらにファイル操作（作成、コピー、ファイル名変更、移動、上書き、削除）を行

ったアプリケーションのプロセス ID、ハッシュ値及びファイルパスも記録できること。 

 ブラウザ（Google Chrome、Microsoft Internet Explorer、Mozilla Firefox）による Web

閲覧ログを収集できること。 

 バックアップファイルも運用データベース同様、管理コンソール上で現在のログと同様

に検索が行えること。 

 任意のアプリケーション等をあらかじめ指定し、実行を禁止できること。 

 管理対象端末の操作画面に管理機側から描画を行う機能を有すること。 

 リモート操作を開始する際、クライアントコンピュータ側で、リモート操作の許可／拒

否の選択ができること。 

 クライアントコンピュータがソフトウェアの配布を受ける際、既に同一のセグメント内

のクライアントコンピュータに配布されたソフトウェアがキャッシュとして残ってい

た場合、そのクライアントコンピュータから 1GB 以上のソフトウェアを配布できるこ

と。 

 ソフトウェアのインストール操作の手順をスクリプトとして記録し、ソフトウェア配付

スクリプトを自動的に生成する機能を有すること。なお、生成されるスクリプトは、デ

ィスプレイの解像度に関係なく、インストーラーのウィンドウの表示位置が変わっても

正しくインストールできること。 

 本システムに登録されていない機器がネットワークに接続された場合に、当該機器のシ

ステム情報（IP アドレス、MAC アドレス等）を取得して一覧表示し、接続されたこと

をメールで通知できること。 

 
2.6. 端末の運用・管理を簡素化する機能 

 イメージマスタ用の端末から、ディスク内容を全く同じ構成で作成することができるク

ローン機能を有すること。 

 64bit OS のイメージ作成が可能なこと。 

 複数台の端末に対して一括でクローニングが可能なこと。 

 GUI を用いて作成したマスタ OSのイメージを展開してファイルの追加や削除等マスタ

イメージ内部の編集が可能なこと。 
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IV. 設置・導入 
1. システムの設計及び構築に関する項目 

1.1. 全体要件 

 提案したすべてのシステムに関して、受注者は本学と協議の上設計を行うこと。 

 導入にあたっては、作業予定及び進捗状況を日次及び週次で本学へ提示し、都度連絡調

整を行うこと。 

 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。 

 
1.2. 統合基盤システムにかかる要件 

 本調達範囲の各システムの OS（Windows、Linux）、仮想化ソフトウェア（vSphere）、

ミドルウェア（統合基盤に関連するもの。導入作業期間のみ必要となるものを含む）の

インストール、設定及び調整はすべて受注者が責任をもって実施し、利用可能な形で提

供すること。なお、別紙 1 に示す各業務アプリケーション（別紙 1 において、「用途」が

「業務」であるシステム（No.1～26）、「運用/業務」であるターミナルサーバ（No.33、

34）。導入作業期間のみ必要となるものを含む。以下同様）、及び各業務アプリケーショ

ンで使用するミドルウェア（Ⅲ.1.4.14.2.で示す Oracle Database 等含む）のインストー

ル、設定、及び各業務アプリケーション固有の OS 設定作業は、本調達に含まない。 

 
1.3. 事務用端末の導入にかかる要件 

 受注者は本学と協議の上、個別利用環境に応じた複数のマスタイメージを作成し、動作

確認を行った上で、すべての「Ⅲ.2.事務用端末」に適用すること。 

 導入時に使用したマスタイメージは、外付け HDD 等のメディアに保存し、運用開始後

の利用、更新が可能な状態にすること。 

 「Ⅲ.2.事務用端末」は、各設置場所に既設の情報コンセント（RJ-45）と直接又は既設

のハブ経由で接続すること。情報コンセントには、本システムのクライアント用のネッ

トワークセグメントの VLAN が割り当てられているものとする。 

 「Ⅲ.2.事務用端末」の設定作業においては、端末を利用者の希望する場所（別紙 3）に

設置の上、Active Directory ドメインへの参加、既存の複合機等への出力設定、簡単な

利用方法の説明等を行うこと。 

 設置機器の動作確認の項目は事前に本学と協議の上で決定すること。また動作確認結果

を設置機器から収集し、すべての情報を集約の上で本学に提出すること。 

 
2. 現行システムからの移行に関する項目 

2.1. 全体要件 

 現行システムのデータを、基本的に運用無停止で新システムに移行する。ただし、本学
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と事前の調整の上、最低限のシステム停止を伴うことも可能とする。以下にかかる項目

に要する費用はすべて本調達に含まれる。 

 既存のファイルサーバの領域を「Ⅲ.1.3.ストレージ基盤」に移行すること。当該サーバ

にはユーザ ID に紐付いたホームディレクトリが含まれている。 

・既存ファイルサーバ：EMC VNX5200 

・プロトコル：CIFS 

・使用容量：約 7TB 

 既存の事務用 Active Directory の動作環境及びデータを「Ⅲ.1.4.2.認証サーバ及び

DHCP サーバ機能」に移行すること。移行の際に、Active Directory のグループポリシ

ーの見直しを行う。見直しにあたり、既存のグループポリシーの洗い出しと整理を受注

者が行い、本学と協議の上、移行すること。また、当該サーバは、別途調達する「構成

員情報及びサービス連携管理システム」とユーザ情報の自動連携を行う予定であるため、

構築完了時点で接続テストも実施すること。 

 既存の DHCP サーバのデータを「Ⅲ.1.4.2. 認証サーバ及び DHCP サーバ機能」に移行

すること。なお、移行対象となるデータについては、本学と協議の上決定すること。 

 既存の UTM（Unified Threat Management）装置（Fortinet 社製「FortiGate-800C」）

の設定を「Ⅲ.1.5.2.ファイアウォール装置」に移行すること。移行の際に、ファイアウ

ォール ポリシールールの見直しを行う。見直しにあたり、不要なファイアウォール ポ

リシールールの洗い出しを受注者が行うこと。なお、既存 UTM 装置のファイアウォー

ル ポリシールールは約 250 個である。 

 図書館業務システムで稼働している UTM（Unified Threat Management）装置

（Fortinet 社製「FortiGate-240D」）を廃止し、NAT 及び、ファイアウォール ポリシ

ーの機能を「Ⅲ.1.5.2.ファイアウォール装置」に移行する。移行にあたり、「Ⅲ.1.5.2.フ

ァイアウォール装置」の再設計及び、移行設計が必要な場合は行うこと。なお、図書館

業務システムで稼働している UTM のファイアウォール ポリシールールは約 250 個で

ある。 

 本学グループウェア（ワークスアプリケーションズ社製「Ariel AirOne Enterprise」に

よる「Hitotsubashi Work Place」）のユーザ認証を既存の事務用 Active Directory で行

っている。この設定変更作業に協力すること。 

 その他、現行システムからのデータ移行について、別途本学と協議して実施すること。

なお、各業務システムのデータ移行は、本調達に含まない。 

 各運用システムの以下データ移行は対象外とする。 

・現行メールサーバのスプール領域 

・現行サーバ、PC のローカルに保存されているユーザデータ 
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3. マニュアル、ドキュメント等に関する項目 

3.1. 全体要件 

 納品されるすべての機器、機能、ソフトウェア等について、その構成、設定、利用方法、

保守等に関するマニュアル、ドキュメント等を作成し、紙媒体及び電子媒体（原本のフ

ァイル形式及び PDF 形式の 2 種）で提出すること。なお、ドキュメントの種類は以下

のものとする。 

・プロジェクト計画書 

・基本設計書 

・システム関連図 

・ネットワーク構成図（物理、論理） 

・ハードウェア構成図 

・通信要件一覧（各サーバ・端末の通信制御情報（通信元/先、NAT 情報、用途等）） 

・詳細設計書（各機器、OS、ミドルウェア、等の設定単位） 

・試験計画及び仕様書 

・試験結果報告書（単体、結合、統合） 

・移行計画及び仕様書（含 手順書） 

・移行結果報告書 

・運用保守設計書（実施対象、体制、時期、項目、内容、方法等） 

・各種運用手順書 

・各種管理資料（IP 台帳、サーバ台帳、ラック図、諸元等） 

・研修用資料 

 前項において受注者が作成する成果物は、原則としてマイクロソフト社の Office 製品の

ファイル形式とし、その著作権（著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含

む。）は、既存の製品付属のマニュアル、ドキュメント部分（受注者が既に著作権を保有

しているもの（以下「受注者著作物」という。）が組み込まれている場合は、当該受注者

著作物の著作権を含む。）を除き、本学に帰属するものとする。 

なお、受注者は、成果物に関する著作者人格権（著作権法第 18 条から第 20 条まで

に規定された権利をいう。）を行使しないものとする。 

あわせ、前述の受注者著作物について、本システムへ利用する目的の範囲に限り、本

学は受注者に権利留保された著作物を自由に複製し、及びそれらの利用を第三者に許諾

することができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときはこの限

りでないものとし、この場合には複製等ができる範囲やその方法等について協議するも

のとする。また、成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には，受注者が

当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行う

ものとする。 

 使用言語は原則として日本語であること。  
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V. 保守・運用 
1. 保守に関する項目 

1.1. 全体要件 

 本システム導入後の保守計画を提示すること。 

 保守期間は本稼働後 5 年間とする。この間、本仕様書に記載の保守要件を継続すること。 

 本システムに関するすべての保守・運用窓口を一本化すること。 

 障害発生時に、故障の一元受付、切り分け、手配が実施可能な体制を有すること。 

 本仕様の一部又は全部を他社の製品で満たしている場合にも、受注者が責任をもってそ

れらの製品の保守を行う体制をとること。 

 平日（土・日祭日等の休日を除く）の午前 9 時から午後 5 時において故障受付が可能な

連絡先を設定すること。 

 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。 

 ソフトウェア（本調達に含む OS 及びミドルウェア等）の障害が発生した場合は、本学

による障害一次切り分けの結果をもとに、更なる詳細切り分けを行い適切なサポート窓

口へ保守対応依頼の連絡を行うこと。また、サポート窓口からの回答をもとに障害復旧

策を本学に報告すること。 

 本システムの障害等によりマイクロソフト社への調査依頼が必要となった場合は、受注

者が窓口となり対応すること。なおマイクロソフト社のプロフェッショナルサポート等

の購入にかかる費用については、本学と協議の上、別途契約するものとする。 

 遠隔操作のための通信は、暗号化（公開鍵を使用する場合は 2048bit 以上の鍵長を活用

する等、十分に安全な暗号を使用すること）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。 

 無停電電源装置のバッテリー等、経年劣化の予想される機器はその機能、性能を維持す

るための体制を最低 5 年間は維持すること。 

 導入機器及びソフトウェアのセキュリティホール及びウィルスによる本システムの機

能低下を未然に防ぐため、常に最新の情報を収集し、それらを提供すること。 

 障害によるサービス中断は、故障連絡を受けてから休日を除く連続 2 日以内、保守作業

によるサービス中断は、保守作業を開始してから 4 時間以内を原則とすること。障害復

旧又は保守作業がこれを超えて長期に及ぶことが判明した場合には、本学にその旨を報

告するとともに、受注者の負担により、障害の原因と考えられる物品の同等又は同等以
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上の機能・性能を有する代替品を用いて障害箇所を交換する等の適切な処置を行うこと

によって、復旧までの間システムを利用するユーザに支障をきたさないようにすること。 

 前項によらず、「Ⅲ.2.事務用端末」については、受注者が窓口となり、翌営業日にオンサ

イトでの保守を実施することでよいものとするが、既設端末と同様の機能を果たすよう

復旧措置を行うこと。 

 
2. 運用に関する項目 

2.1. 統合基盤等に求める運用要件 

 受注者は、本稼動開始以降の保守・運用のため、専門知識を有する要員を確保し、遠隔

保守又は現地対応の体制を保持すること。 

 
2.2. 研修 

 本学は、本学の情報システムに関する利用者からの問い合わせ及び不具合への対応（ハ

ードウェア、ソフトウェア、支線ネットワーク等の障害に関する切り分け及び対応、ウ

ィルス感染等への対応、ユーザ作業を前提とした本調達システムの調整及びカスタマイ

ズへの対応、問い合わせへの対応又は適切な対応窓口への取り次ぎ等を含む）、及び本学

の情報システムの運用支援（セキュリティパッチの適用作業、機器の故障や障害に関す

る連絡、各種マスタデータの作成・管理、事務用端末の管理等）を行う職員を配置する

ものとする。当該職員が適切に対応できるよう、受注者は本調達で導入する各種システ

ムについて詳細なマニュアルを整備し、導入時に研修教育を実施すること。 

 
2.3. 作業報告等 

 受注者は、保守運用に関する作業内容について進捗リスト等の形でドキュメント管理し、

随時報告を行うこと。また、１か月に１回程度の頻度で定例会を開催し、進捗等につい

て報告すること。定例会の議事録は受注者が案を作成し、本学の承認を得て確定するも

のとする。本定例会にかかる費用は本調達に含める。 
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VI. 総合評価基準 
1. 業務系情報基盤システム等一式の総合評価基準 

本調達に係る入札の評価に関する基準は次のとおりとする。 
 
1.1. 落札方式 

 次の各要件に該当する入札者のうち、以下に示す総合評価の方法によって得られた数値

の最も高い者を落札者とする。 

(1) 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。 

(2) 性能等が、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち、必須とされた項目

の最低限の要求要件を全て満たしていること。 

 上記1.1.1.の数値の者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定める。 

 
1.2. 総合評価の方式 

 仕様書に記載する要件を満たしているか否かの判定及び総合評価基準に基づき付与す

る得点の判定は、複数の本学技術審査職員が仕様書その他の入札説明書で求めた提案資

料の内容を審査して行う。 

 入札価格に対する得点配分と、性能等に対する得点配分は等しいものとする。 

 入札価格の評価方式については、以下のとおりとする。 

入札得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に、入札価格に

対する得点配分を乗じて得た値とする。 

    入札価格に係る評価点 = �１ −
入札価格

予定価格
�× 入札価格に係る得点配分     

 性能等の要件については、本仕様書のⅡ.全体要件、Ⅲ.調達物品に備えるべき技術的要

件、Ⅳ.設置・導入、Ⅴ.保守・運用に記載の全ての要件とし、これらの中で必要性を明記

した（～すること。等）全ての要件を必須の要求要件とする。 

 性能等の評価方法については、以下のとおりとする。 

(1) 評価の対象とする要件については、当該調達の目的、内容に応じて必要性等の観点か

ら評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。 

(2) 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、この要求要件を満

たしていない者は不合格とし、要求要件以上の部分については評価に応じ得点を与え

る。 

(3) 必須とする項目以外の項目は、項目ごとに評価に応じ得点を与える。 

(4) 各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。 

 総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申し込みに係る性能等の得点の合

計を加えて得た数値をもって行う。 
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2. 性能等に対する評価項目と得点配分基準 

2.1. 必須項目 

項目 基礎点 
本仕様書の要求要件（Ⅱ.全体要件、Ⅲ.調達物品に備えるべき技術的要件、Ⅳ.
設置・導入、Ⅴ.保守・運用）の全てについて、最低限の必須とする要求要件を

満たしていること。必須とする要求要件を満たしていない場合は、不合格とす

る。 

50 

 
2.2. 加点基準 

項番 加点対象項目 加点 

Ⅱ.5.2.2. 提出された提案書について、本学の仕様書の内容を十分理

解し、調達の目的が正確に捉えられ、有効な提案がなさ

れていると判断される場合は加点とする。 

5 

Ⅱ.5.2.2.8. 本調達のシステムを構築するに当たり、要員の体制図、

経験年数、本調達と類似の案件（統合基盤、事務用端

末）を構築した経験を証明する資料を添えて提出し、要

員の体制、経験ともに充分と判断できる場合は加点とす

る。 

5 

Ⅱ.5.2.2.8. 提出された導入の作業スケジュール表に関し、作業順序、

作業内容が妥当であり、そのスケジュールが合理的に計画

され、納期を遵守できる日程であると判断できる場合は加

点とする。 

5 

Ⅱ.5.2.2.9. 本稼動開始以降の保守・運用のため、専門知識を有する

要員を確保し、遠隔保守又は現地対応の体制を具体的か

つ充実して整備したと判断できる場合は加点とする。 

5 

Ⅲ.1.1.1.2. サーバ基盤を、全て仮想化サーバで構築する場合は加点と

する。 
12 

Ⅲ.1.1.1.3 サーバ基盤の構成において、別紙 1 に記載のいずれかのサ

ーバが障害となった場合にも、代替となるサーバに即座に

業務を移行できる冗長構成とした場合は加点とする。 

12 

Ⅲ1.5.2 Ⅲ.1.5.2.に示すファイアウォール装置に関し、「IT製
品の調達におけるセキュリティ要件リスト」に記載され
ている「セキュリティ上の脅威」が1つ以上存在する環
境に設置・導入される全ての製品について、ファイアウ
ォール機能、仮想プライベートネットワーク(VPN)ゲー
トウェイ機能が以下のいずれかの要件を満たすことを示
した場合は加点とする。 
①「IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」

に記載されている「国際標準に基づくセキュリティ要

件」に準拠した第三者認証を取得している。 

② 「IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」

に記載されている「セキュリティ上の脅威」の内、シ

ステム稼働環境において存在する脅威に対抗するため

のセキュリティ機能が実装されている。  

提示機能が 

2 機能:3 

1 機能:1 

（下表参照） ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 3 

計 50 
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ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 

項目 加点対象項目 （認定等の区分※1） 加点 

ワーク・ライ

フ・バランス等

の推進に関する

指標 

女性活躍推進法に

基づく認定（える

ぼし認定企業） 

認定段階 1 を受けている（※２） 1 

認定段階 2 を受けている（※２） 2 

認定段階 3 を受けている 3 

行動計画※３ 0.5 

 次世代法に基づく

認定（くるみん認

定企業・プラチナ

くるみん認定企

業） 

くるみん認定（旧基準）を受けてい

る※４ 
1 

くるみん認定（新基準）を受けてい

る※５ 
1 

プラチナくるみん認定を受けている 2 

 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業） 2 

計   3 

※１ 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。 

※２ 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 

※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が

300 人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。 

※４ 旧くるみん認定マーク（次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成 29 年

厚生労働省令第 31 号）による改正前の認定基準又は同附則第２条第３項の規定による経過措置に基

づく認定マーク） 

※５ 新くるみん認定マーク（次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成 29 年

厚生労働省令第 31 号）による改正後の認定基準に基づく認定マーク） 

以上 
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別紙1　システムの必要性能

CPU メモリ ディスク

CPU数
メモリ
サイズ
[GB]

 OS/App
割当
[GB]

1 業務 構成員情報及びサービス連携管理システム WEBサーバ 本番
2 業務 構成員情報及びサービス連携管理システム DBサーバ 本番
3 業務 構成員情報及びサービス連携管理システム APサーバ 本番
4 業務 構成員情報及びサービス連携管理システム APサーバ 検証
5 業務 構成員情報及びサービス連携管理システム DBサーバ 検証
6 業務 人事給与統合システム 人事給与システムAP/DBサーバ 本番/検証
7 業務 人事給与統合システム Web給与明細/諸手当・諸届申請/年末調整申請/職員評価WEBサーバ 本番
8 業務 人事給与統合システム Web給与明細/諸手当・諸届申請/年末調整申請/職員評価APサーバ 本番
9 業務 人事給与統合システム Web給与明細/諸手当・諸届申請/年末調整申請/職員評価DBサーバ 本番
10 業務 マイナンバーシステム WEBサーバ 本番
11 業務 マイナンバー管理システム DBサーバ 本番
12 業務 勤怠管理システム APサーバ 本番
13 業務 勤怠管理システム DBサーバ 本番
14 業務 財務会計システム WEBサーバ 本番
15 業務 財務会計システム DBサーバ 本番
16 業務 財務会計システム APサーバ 本番

17 業務 入退管理システム 出入管理サーバ 本番 2 8 320
18 業務 図書館業務システム 図書館業務DBサーバ 本番
19 業務 図書館業務システム 図書館業務APサーバ 本番
20 業務 図書館業務システム 利用者Webサービスサーバ 本番
21 業務 図書館業務システム 機関リポジトリシステムサーバ 本番
22 業務 図書館業務システム リモートアクセス用プロキシサーバ 本番
23 業務 図書館業務システム 管理サーバ 本番
24 業務 図書館業務システム メールサーバ 本番
25 業務 図書館業務システム ログサーバ 本番
26 業務 図書館業務システム 検証環境用サーバ 検証
27 運用 認証サーバ及びDHCPサーバ ADサーバ#1（グローバルネットワーク用） 本番 2 4 120
28 運用 事務用認証サーバ ADサーバ#2（グローバルネットワーク用） 本番 2 4 120
29 運用 事務用認証サーバ ADサーバ#1（プライベートネットワーク用） 本番 2 4 120
30 運用 事務用認証サーバ ADサーバ#2（プライベートネットワーク用） 本番 2 4 120
31 運用 バックアップサーバ バックアップサーバ 本番 8 26 100
32 運用 パッチ管理・ライセンス管理サーバ WSUS/KMSサーバ 本番 4 16 2,400

36 2,10010

10 28 800

40 140 6,400

4 12 800

4 16 700

1,270526

No. システム名 機能/ホスト名
Type

(本番/検証等)
用途



別紙1 システムの必要性能

CPU メモリ ディスク

CPU数
メモリ
サイズ
[GB]

 OS/App
割当
[GB]

No. システム名 機能/ホスト名
Type

(本番/検証等)
⽤途

33 運⽤/業務 ターミナルサーバ ⼈事給与システムターミナルサーバ 本番 4 8 400
34 運⽤/業務 ターミナルサーバ 学務情報システム⽤ターミナルサーバ 本番 4 32 500
35 運⽤ ターミナルサーバ 管理⽤ターミナルサーバ 本番 1 4 120
36 運⽤ ウィルス対策サーバ ウィルス対策サーバ 本番 4 8 150
37 運⽤ syslogサーバ syslogサーバ 本番 2 4 4,000
38 運⽤ プライベートCAサーバ CAサーバ 本番 1 4 120
39 運⽤ 監視サーバ 監視サーバ 本番 2 8 100
40 運⽤ ストレージ監視サーバ ストレージ監視サーバ 本番 1 4 100
41 運⽤ SMTPサーバ SMTPサーバ 本番 2 8 500
42 運⽤ Office365連携サーバ ディレクトリ同期サーバ 本番 2 16 120
43 運⽤ 資産管理サーバ 資産管理サーバ 本番 4 8 1,200
44 運⽤ Linuxリポジトリサーバ Linuxリポジトリサーバ 本番 1 4 200
45 運⽤ 検証サーバ 検証サーバ 検証 13 48 1,100

※「Ⅲ.1.4.1.」の機能については、上記⼀覧とは別に必要なリソースを算出し⽤意すること。
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別紙 2 事務用端末向けソフトウェア一覧 
 
受注者は本学と協議の上、以下に掲げるソフトウェアを含む、個別利用環境に応じた複

数のマスタイメージを作成し、調達対象の事務用端末に展開すること。なお、本一覧は公

告時における予定を示すものであり、内容は予告なく変更することがある。 
 
１．有償パッケージソフトウェア 

 
２．その他のソフトウェア 

 

No ソフトウェア名称 
1 Microsoft Office Professional Plus 
2 アンチウィルスソフトウェア（製品名未定） 
3 資産管理システムのクライアントソフトウェア（製品名未定） 

No ソフトウェア名称 
4 Adobe Acrobat Reader DC 
5 CubeICE 
6 CubePDF 
7 CubePDF Utility 
8 Google Chrome 
9 Microsoft Edge 
10 Microsoft Internet Explorer 
11 Microsoft .NET Framework 
12 Mozilla Firefox ESR 
13 Windows Media Player 
14 サクラエディタ 
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別紙 3 事務用端末導入・移行作業場所一覧 
 
受注者は本学と協議の上、以下に掲げる建物の該当フロアの作業場所において、調達対

象の事務用端末の導入作業及び既存の事務用端末の移行作業を実施すること。なお、本一

覧は公告時における予定を示すものであり、内容は予告なく変更することがある。 
 
１．国立キャンパス （東京都国立市中 2-1） 

 
  

No 建物名 フロア 
1 法人本部棟 1～7 階 
2 別館 2 階 
3 保健センター 1 階 
4 本館 1 階 
5 第 1 講義棟 1 階 
6 第 2 講義棟 1 階 
7 時計台棟 1・2 階 
8 図書館本館 1・4 階 
9 図書館雑誌棟 1 階 
10 社会科学古典資料センター 1 階 
11 経済研究所 1 階 
12 社会科学統計情報研究センター 2 階 
13 第 1 研究館 該当なし 
14 磯野研究館 該当なし 
15 第 2 研究館 5・7 階 
16 イノベーション研究センター 2 階 
17 情報基盤センター基幹整備棟 1 階 
18 国際交流会館 1 階 
19 佐野書院 該当なし 
20 東本館 1 階 
21 東 1 号館 1 階 
22 東 2 号館 該当なし 
23 国際研究館 1・2・3 階 
24 マーキュリータワー 3・5 階 
25 第 3 研究館 2・4 階 
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２．千代田キャンパス （東京都千代田区一ツ橋 2-1-2） 

 
 

No 建物名 フロア 
26 学術総合センター 1・2・5 階 
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