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2 Ⅱ.2.2. 削除 削除 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。

搬⼊の⽇程、機器の据付、配線箇所等に関して
は、基盤側での対応をお願いします。

貴⾒のとおりである。搬⼊の⽇程、機器の据付、配
線箇所等に関しては、基盤側での対応とする。

3 Ⅱ.3.4.
Ⅱ.3.4.1.〜
Ⅱ.3.4.6.
Ⅱ.3.6.

5 Ⅱ.3.5.
Ⅱ.3.5.1.〜
Ⅱ.3.5.5.
Ⅱ.3.7.

情報セキュリティ要件 ネットワークに関連するセキュリティに関してはソフト側
ではやれる内容が限られており、基盤側との役割分
担の協議が必要かと思います。

機器側のセキュリティに関する設定については、別途
調達を進めている「業務系情報基盤システム等⼀
式」の調達で⾏うこととなるが、アプリケーションシステ
ムのみならず、OS・ミドルウェアのセキュリティに関する
設定については、本調達で⾏うこととする。

8 Ⅲ.1.1.2.2. 11 Ⅲ.1.2.2.2. データ受信の際は、あらかじめ定められたデータインタフェー
ス要件に基づくデータチェックを実施すること。データチェック
は構成員情報単位に実施し、チェックの結果、要件外の
エラーを検知した場合は、当該情報のみ構成員情報管
理機能内部へのデータ保存を中⽌し、そのエラー内容を
記録すること。

学務情報システムとの連携では、1件でもエラーが発
⽣した場合、次の連携では前回送信したデータを含
めて再連携する仕様となっております。エラー以外の
データは取り込まれる事となりますので、学務情報シ
ステムの取込仕様も変更される認識で問題ないで
しょうか︖

1件エラーがあった際に他の正しい全てのデータが連
携されない弊害が⼤きいため、仕様書のとおり変更
したい。

10 Ⅲ.1.1.6.1.〜
Ⅲ.1.1.6.3.

削除 削除 構成員情報のワークフロー機能 ワークフローの申請ではなく、権限機能にて登録者を
限定する事で対応とする事は可能でしょうか︖

可とする。但し、ワークフロー機能を実現した場合、
加点とする。

⼀橋⼤学「構成員情報及びサービス連携管理システム⼀式」意⾒回答
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⼀橋⼤学「構成員情報及びサービス連携管理システム⼀式」意⾒回答

11 Ⅲ.1.1.7.1. 13 Ⅲ.1.2.6.1.〜
Ⅲ.1.2.6.3.

上位システムからのデータ連携および構成員情報管理機
能において直接登録者を登録する際には、登録対象者が
既存の構成員と同⼀⼈物であるか否かの判断ができる名
寄せ候補者情報を提供すること。名寄せ候補者は漢字
⽒名（旧姓情報含む）、英字⽒名、カナ⽒名、⽣年⽉
⽇、住所等が今回登録対象者の項⽬と⼀致している者と
する。情報提供の⽅法は画⾯表⽰およびCSV出⼒とし、
適宜いずれかを選択指定できることとする。名寄せ候補者
の項⽬⼀致基準は部分⼀致とし、この基準は柔軟に変
更可能な仕組みとすること。

現状の名寄せに関しては、漢字⽒名（旧姓情報含
む）、英字⽒名、カナ⽒名、⽣年⽉⽇から判別して
います。住所等となっておりますが、こちらを含む必要
はありますでしょうか︖住所は「１丁⽬1番地」と書か
れる場合もあれば、「⼀丁⽬⼀番地」や「１－１」と
書かれる場合もあり、⼊⼒者によって違ってくることが
予想され、名寄せの情報としては不正確かと思いま
す。また、項⽬が多い場合、その分チェックに時間も
かかる事から、現⾏の漢字⽒名（旧姓情報含
む）、英字⽒名、カナ⽒名、⽣年⽉⽇とさせていた
だきたく存じます。

貴⾒のとおりである。住所の項⽬を削除する。

11 Ⅲ.1.1.7.1. 13 Ⅲ.1.2.6.1.〜
Ⅲ.1.2.6.3.

上位システムからのデータ連携および構成員情報管理機
能において直接登録者を登録する際には、登録対象者が
既存の構成員と同⼀⼈物であるか否かの判断ができる名
寄せ候補者情報を提供すること。名寄せ候補者は漢字
⽒名（旧姓情報含む）、英字⽒名、カナ⽒名、⽣年⽉
⽇、住所等が今回登録対象者の項⽬と⼀致している者と
する。情報提供の⽅法は画⾯表⽰およびCSV出⼒とし、
適宜いずれかを選択指定できることとする。名寄せ候補者
の項⽬⼀致基準は部分⼀致とし、この基準は柔軟に変
更可能な仕組みとすること。

情報提供の⽅法ですが、画⾯表⽰およびCSV出⼒
となっておりますが、上位システムからのデータ連携は
CSV、構成員情報管理機能においての直接登録
者は画⾯表⽰と分ける事は可能でしょうか︖

分かりにくい記載であったため、具体的な記載に改め
た。Ⅲ.1.2.6.1.~1.2.6.3.を参照されたし。

11 Ⅲ.1.1.8.7. 削除 削除 ⼀度配番・決定された⼀橋IDを変更できること。⼀橋ID
の変更に際しては、従来、別ID（別⼈）としていた構成
員を同⼀⼈に合体させる処置と同⼀ID（同⼀⼈）とし
ていた構成員を別⼈に分離する処置が想定される。

実現⽅法に関してですが、下位システムへ連携済の
場合と、連携前の場合、連携対象外である場合で
対応が分かれます。連携前・連携対象外であれば
構成員情報のみの対応で完了するため対応案の提
⽰は可能ですが、連携済の場合は下位システムの
状況によって対応が変わり、前データが構成員から
削除されている事でシステム障害が発⽣する事案に
もなりかねません。現状はICDBも対象となっておりま
すが、ICDBも構成員で管理されるようになればこの
限りではないかと思います。連携済の場合はSEによ
る対応とする事は可能でしょうか︖

貴⾒のとおりである。障害発⽣の可能性があるた
め、保守対応とする。（Ⅴ.1.1.18.参照）
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⼀橋⼤学「構成員情報及びサービス連携管理システム⼀式」意⾒回答

16 Ⅲ.1.3.1.7. 19 Ⅲ.1.4.1.8. 連携タイミングは、バッチ処理に限定せずオンライン処理や
随時処理等複数の実⾏タイミングの選択が可能なこと。

連携タイミングに関しては、連携先の受け取り状況に
よって変わってきます。連携先との連携に合わせたタ
イミングを設定出来る事と出来ますでしょうか

貴認識で問題ない。「連携先システム等の仕様に応
じて、」の⽂⾔を追加した。

16 Ⅲ.1.3.1.10. 19 Ⅲ.1.4.1.11. アカウント利⽤期⽇（利⽤期間開始⽇および利⽤期間
終了⽇）は、下位連携先システム毎に柔軟に設定・変
更ができること｡

設定の変更はマスタで管理しているため、柔軟に変
更は出来ますが、既に作成済の連携情報は、以前
の設定のままとなりますが、その認識で問題ないで
しょうか。

貴認識で問題ない。

17 Ⅲ.1.3.3.2. 20 Ⅲ.1.4.3.2 差分データ、全件データとも同⼀ファイルフォーマットとするこ
と。項⽬は以下のとおりとすること。各項⽬の⽇本語⾒出
し（ヘッダ）⾏、新規・修正・削除の別、初期登録⽇、更
新⽇、更新時間、発効⽇、管理ID、図書館利⽤者コー
ド、LDAP認証ID、学籍番号、所属コード、⾝分コード、
有効期限、発⾏回数、利⽤者名、名称読み１、名称読
み２、⽣年⽉⽇、旧姓、E-Mailアドレス、連絡先電話番
号、連絡先携帯電話番号、現住所郵便番号、現住所、
帰省先電話番号、帰省先住所郵便番号、帰省先住
所、勤務（在籍）キャンパス区分、科研費番号項⽬編
集定義については詳細設計時に確定すること。

現⾏システムでは、勤務（在籍）キャンパス区分、
科研費番号の送信はありません。図書システムとの
連携において必要な項⽬となったという事でしょう
か︖また、サービス開始⽇・サービス終了⽇・連携
⽇・図書館独⾃利⽤者コードの項⽬が削除されて
おります。不必要の項⽬となったという事でしょうか︖

勤務（在籍）キャンパス区分、科研費番号が追加
になった。また、サービス開始⽇・サービス終了⽇・連
携⽇・図書館独⾃利⽤者コードについては、必要項
⽬であるので⽂⾔を追加した。

18 Ⅲ.1.3.5.1.〜
Ⅲ.1.3.5.4.

削除 削除 ICカード管理機能へのデータ送信 ICカードの情報は構成員情報管理にて保持される
事となるかと思います。ICDBへ連携を⾏う必要がな
くなるため、データ送信の機能そのものが必要なくな
るのかと考えておりますがいかがでしょうか︖ただし、
ICDBより他のシステムへ連携されている場合、連携
の要否を確認する必要があると認識しております。

貴⾒のとおりである。削除する。
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⼀橋⼤学「構成員情報及びサービス連携管理システム⼀式」意⾒回答

21 Ⅲ.1.4.7.1.〜
Ⅲ.1.4.7.4.

24 Ⅲ.1.5.8. ICカード無効化処理 無効にしたカードを有効化する機能は必要でしょう
か︖

貴⾒のとおりである。有効化処理の項⽬を追加し
た。

22 Ⅲ.1.4.8.1.〜
Ⅲ.1.4.8.2.

24〜25 Ⅲ.1.5.9.1〜
Ⅲ.1.5.9.2

ICカード作成スケジュール 作業者が対象データの抽出を⾏い、⼿動での作成
を想定しておりますが、問題ないでしょうか︖

貴⾒のとおりである。所定の⽇時に⾃動的に委託
データを⽣成することを想定しておらず、担当職員の
画⾯操作等によって⽣成することを想定している。

22 Ⅲ.1.5.1.5. 削除 削除 構成員基礎コードマスタデータに変更が発⽣した際は、そ
の情報を下位システムへデータ提供すること。

下位システムへデータ提供する事とありますが、下位
システムでもそのデータを取り込む機能を有している
必要があります。取得機能があるものと考えてよいで
しょうか︖

項⽬を削除する。

23 Ⅲ.1.5.2.6. 削除 削除 構成員情報管理機能内部のデータについては、本学の⽂
書保存規程に基づく⼀定期間をディスクに保管すること。
保存期限を経過したデータを削除する機能を備えること｡

⼀定期間をディスクに保存し、保存期間を超えた場
合にデータを削除する機能とありますが、⼀橋IDは
永久データと認識しております。どのようなデータを想
定しておりますでしょうか︖

項⽬を削除する。

24 Ⅳ.2.1.2. 27 Ⅳ.2.1.2. 移⾏データ 移⾏データの提供に関してですが、「設定内容」も含
まれるようお願いします。

「設定内容」についても、本学から提供できる範囲で
提供する。
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⼀橋⼤学「構成員情報及びサービス連携管理システム⼀式」意⾒回答

26 Ⅴ.1.1.4.
Ⅴ.1.1.6.
Ⅴ.1.1.12.

29〜30 Ⅴ.1.1.4.
Ⅴ.1.1.6.
Ⅴ.1.1.13.

全体要件 「故障」という表現があるのですが、ソフトウェアの故
障という認識で問題ないでしょうか︖ハードウェアの故
障に関しては対象外とさせていただければと思いま
す。

貴⾒のとおりである。「故障」という表現は適切ではな
いため、修正する。

4 Ⅱ.3. 4 Ⅱ.3. 情報セキュリティ要件 セキュリティソフトについては、⼤学様で所有するソフ
トではなく、受注者が購⼊して納品物に含めるとの
認識であっていますでしょうか（通常、⼤学様から⽀
給されるケースが多い為）

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため

ウイルス対策ソフトについては、本学で準備する。

4 Ⅱ.3.9. 5 Ⅱ.3.10. 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、ISO/IEC27001
（JISQ27001）「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。

条件に「プライバシーマーク認定」を追加していただけ
ないでしょうか。

【意⾒理由】
弊社が⼊札に参加させていただく為。

プライバシーマークを認めることとする。

7 Ⅲ.1. 9 Ⅲ.1. アプリケーション データベースでOracleを利⽤することを検討していま
す。仕様書に仮想基盤となる物理サーバの仕様を
記載いただけないでしょうか。また、ソケット数について
も記載いただけないでしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

Oracleについては、本システムで必要となる場合
は、本学で別途調達するので、⾒積もりに含めな
い。（Ⅱ.2.8.参照）

8 Ⅲ.1.1.1.9. 10 Ⅲ.1.2.1.7 上位システムからの連携情報以外で構成員情報管理業
務や⼀橋認証IDに付随するアカウント情報の⽣成、下位
システムあるいは利⽤者が必要とする情報など（その他情
報と呼ぶ）を管理するためのインタフェースを備え、CSV
ファイルなどによる⼀括更新が可能であること。その他情報
は⼀橋IDにて構成員情報と紐づけられるようにすること。

作成されたCSVファイルの健全性（⼀橋ID、上位
存在ユーザ等）は、CSVファイル作成側が担保する
ことが条件となりますが、運⽤は可能でしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

上位システムから連携しない付加情報を追加⼊⼒
する想定である。完全なCSVファイルの健全性は想
定せず、⼀橋IDが存在しない場合はエラーを出⼒す
る等、⼀定のデータチェックは必要と考える。
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9 Ⅲ.1.1.3.6. 11 Ⅲ.1.2.3.3. ⼈事発令データのデータフォーマットは以下のとおりとする。
作成年⽉⽇、⼀橋ID、職員番号、⼾籍）漢字⽒名、
⼾籍）カナ⽒名、漢字⽒名、カナ⽒名、旧姓）漢字⽒
名、旧姓）カナ⽒名、⽣年⽉⽇、性別区分コード、採
⽤・任⽤年⽉⽇、退職年⽉⽇、任免区分コード、任免
区分、系区分コード、系区分、所属コード、所属名称、
職種区分コード、職種区分、係講座区分コード、係講座
区分、発令年⽉⽇、任免異動種⽬区分コード、任免異
動種⽬区分、送信フラグ、常勤・⾮常勤区分コード、任
期満了⽇、職員証発⾏区分コード、名寄せ実施有無

「名寄せ実施有無」とは、学務データの「強制新規フ
ラグ」と同じ意味でしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

貴⾒のとおりである。

10 Ⅲ.1.1.4.1. 12 Ⅲ.1.2.4.2. 学務情報システムから、学⽣（学部⽣、⼤学院⽣）に
関するデータを受信できること。データを受信する際には、
名寄せ機能の使⽤有無を個⼈別に指定できること。

「名寄せ機能の使⽤有無を個⼈別に指定」は、学
務データの「強制新規フラグ」のことでしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

貴⾒のとおりである。

10 Ⅲ.1.1.4.2. 12 Ⅲ.1.2.4.4. 学務情報システムからのデータ連携は原則CSVとするこ
と。この原則以外の形式とする場合はそのメリットとコスト
（原則と⽐較して）を本学と⼗分に協議した上で実装す
ること。

DBView⽅式にすることも可能でしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

技術的には可能であるが、学務情報システム側のカ
スタマイズが必要なため、実装⽅式は落札後協議し
た上で本学が判断する。

10 Ⅲ.1.1.4.3. 12 Ⅲ.1.2.4.1. 学務情報システムからの受信データフォーマットは以下のと
おりとする。学籍番号、受験番号、学⽣区分、在学区
分、学部、研究科、専攻、コース、分野、⼊学年⽉⽇、
有効期間終了⽇、卒業予定⽇、学年、⽣年⽉⽇、⽒
名、カナ、英字⽒名、性別、現在住所、現住所郵便番
号、券⾯⽤所属名、券⾯⽤住所、EMailアドレス、連絡
先電話番号、連絡先携帯電話、帰省先電話番号、帰
省先住所、帰省先郵便番号、⼀橋ID、強制新規フラグ

「強制新規フラグ」は、⼈事データの「名寄せ実施有
無」同じ意味でしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

貴⾒のとおりである。
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意⾒招請
仕様書案
ページ

意⾒招請
仕様書案
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仕様書
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仕様書
該当箇所 意⾒招請仕様書案の記載内容 意⾒内容 回答

⼀橋⼤学「構成員情報及びサービス連携管理システム⼀式」意⾒回答

11 Ⅲ.1.1.8.8. 14 Ⅲ.1.2.7.7. ⼀橋IDの配番時に、全学統合認証に⽤いる⼀橋認証
ID（教職員については⼀橋ID、学⽣については学籍番
号より⾃動⽣成する）を発⾏し、その初期パスワードを⽣
成すること。初期パスワードに使⽤する⽂字種、桁数等に
ついては、本学の承認を得て決定すること。

⼀橋認証ID関連（⼀橋認証ID、パスワード、シス
テム利⽤可否等）は、「認証アカウント管理」で⾏う
認識ですが、相違ないでしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

構成員情報管理機能または⼀橋認証アカウント管
理機能のいずれかで実現すること。

12 Ⅲ.1.1.8.9. 14 Ⅲ.1.2.7.8. ⼀橋認証IDの発⾏は、⼀橋IDに対し１つのみとする。 ⼀橋認証ID関連（⼀橋認証ID、パスワード、シス
テム利⽤可否等）は、「認証アカウント管理」で⾏う
認識ですが、相違ないでしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

構成員情報管理機能または⼀橋認証アカウント管
理機能のいずれかで実現すること。

12 Ⅲ.1.1.1.10. 14 Ⅲ.1.2.7.9. ⼀橋認証IDに付随するアカウントの状態や各種システム
利⽤やアカウント情報の連携を制御するフラグ（以降、シ
ステム利⽤可否フラグと呼ぶ）は、構成員が⾝分・所属を
条件に⼀定の規則で決定する。なお、⼀橋認証IDの発
⾏対象となる構成員が複数の⾝分・所属を持つ場合は、
⼀定の規則で合成された値となるよう制御すること。これら
の規則については、詳細設計時に確定すること。

⼀橋認証ID関連（⼀橋認証ID、パスワード、シス
テム利⽤可否等）は、「認証アカウント管理」で⾏う
認識ですが、相違ないでしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

構成員情報管理機能または⼀橋認証アカウント管
理機能のいずれかで実現すること。

13 Ⅲ.1.2.1.1. 15 Ⅲ.1.3.1.1. 構成員情報管理機能にて新規に⼀橋IDが登録された場
合、及び構成員情報を登録せず管理者やワークフロー申
請にて直接⼀橋認証アカウントの登録を⾏った場合に⼀
橋認証IDを発⾏する。

「構成員情報を登録せず管理者やワークフロー申請
にて直接⼀橋認証アカウント」とは、研究員や特別
研究員であるとの認識であっていますでしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

貴⾒のとおりである。
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⼀橋⼤学「構成員情報及びサービス連携管理システム⼀式」意⾒回答

14 Ⅲ.1.2.4.10. 17 Ⅲ.1.3.4.10. パスワード通知書や通知のためのデータを、各部局担当
者などあらかじめ定めたロールを持つ者が、画⾯上での参
照、ファイルのダウンロード・紙への出⼒ができること。また、
パスワード通知済みであるかなど、通知状況の管理を⾏え
ること｡

紙への出⼒とは、通知書をPDF等のファイルを作成
するとの認識であっていますでしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

貴案で問題ない。また、他の⽅式での実装でも構わ
ない。

14 Ⅲ.1.2.4.11. 削除 削除 同⼀部局へ20件程度以上のパスワード通知を⾏う際に
は、通知対象の⼀橋認証IDあるいは学籍番号などの⼀
覧をダウンロードさせ、並び⽅⼀覧を受信し、受信した順
序でパスワード通知書を出⼒可能であること｡

パスワード通知書の出⼒時に、⼀橋ID順や学籍番
号順等、複数の出⼒順序の条件設定ができることと
の認識であっていますでしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

項⽬を削除した。

15 Ⅲ.1.2.5.3. 17〜18 Ⅲ.1.3.5.3. 登録済みの全ての⼀橋認証アカウントついて、下記の
（1）~（4）で⽰す申請を可能とするワークフロー機能
を有すること。申請の種類は導⼊以降、業務要件の変化
により増減する可能性があり、柔軟に対応できること。
（1）利⽤期間変更申請（アカウントの利⽤期間満了
⽇の延⻑する申請）
（2）利⽤可否フラグ変更申請（各種システムの利⽤
可否を変更する申請）
（3）アカウント区分変更申請（利⽤可否フラグの初期
値を決定する職種情報の変更申請）
（4）パスワード変更申請（パスワードの強制変更を依
頼する申請）

研究員や特別研究員を対象とした申請との認識で
あっていますでしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

研究員や特別研究員のみではなく、全構成員を想
定している。

16 Ⅲ.1.3.1.6. 18〜19 Ⅲ.1.4.1.7. ⼀橋認証アカウント情報の連携では、連携先となる下位
連携システム、及び連携情報を条件として連携⽤⽂字列
（メールドメイン名など）を⽣成し、連携に使⽤できるこ
と。

連携⽤⽂字列とはどういった⽬的で使⽤するもので
しょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

メールアドレスの⽣成、及び無線LANのアカウントの
区別に使⽤している。
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⼀橋⼤学「構成員情報及びサービス連携管理システム⼀式」意⾒回答

16 Ⅲ.1.3.1.9. 19 Ⅲ.1.4.1.10. アカウント区分が変更された場合は変更前のアカウント区
分が履歴として保存できること｡

アカウント区分とは、どういった区分でしょうか（学部
⽣、⼤学院⽣、教職員、研究員等）

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

アカウント区分は設計段階で変更する予定がある
が、現在使⽤しているアカウント区分は「学⽣」「職
員」「教員」「契約教員」「⾮常勤講師」「研究員」
「未分類」である。

19 Ⅲ.1.3.7.1. 21 Ⅲ.1.4.6.1. 学務情報システムへの送信データを作成すること。送信
データは差分データとすること。

⼈事システムへのデータ送信は必要ないでしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

⼈事システムへのデータ送信については、Ⅲ.1.2.3.
に記載している。

19 Ⅲ.1.3.8.1. 21 Ⅲ.1.4.7.1. 連携先システムからサービス提供状況に関する独⾃情報
データを受信できること。また、受信した内容を保存し、閲
覧可能な状況としておくこと。連携先システムから受信した
データ内容につき、他の連携先システムへ連携する必要が
新たな要望として出てくる可能性がある。その際の新たな
データ連携ルートの追加について柔軟に対応できること。
提案にあたっては変更対応できる範囲と別途契約となる
基準あるいは例を明⽰すること。

「サービス提供状況に関する独⾃情報データを受信
できること」独⾃情報データとはどういったデータか、具
体的な例を挙げていただけないでしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

該当となる部分を削除した。当初は下位システムか
らの戻り連携を想定していた。将来の想定であるの
で、具体的な例⽰は⾏えない。

20 Ⅲ.1.4.2.1. 22 Ⅲ.1.5.2.1. ICカード作成対象者の決定は上位システム（⼈事給与
システムあるいは学務情報システム）で⾏い、ICカード作
成対象者をICカード管理機能において管理できること。

ICカード作成対象者の⾝分はどのようなものがありま
すか添付資料２を参照ください。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

今後、変更になる可能性があるが、現在の対象者
を例⽰する。教職員については、職種区分によらず、
⼈事給与システムからの連携データで発⾏対象とさ
れたものが対象となる。学⽣については、⼤学院⽣
のうち「5年⼀貫教育プログラムMBA授業履修」、
「5年⼀貫教育プログラム研究者」を除いた者、また
は学部⽣のうち聴講⽣、特別聴講⽣、交流学⽣、
複合領域学⽣、国際交流学⽣を除いた者が発⾏
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⼀橋⼤学「構成員情報及びサービス連携管理システム⼀式」意⾒回答

22 Ⅲ.1.4.8.2. 25 Ⅲ.1.5.9.2. 以下、⽉例処理のタイミングと件数に対処できること。教
職員新規採⽤および再発⾏︓毎⽉２０⽇委託データ
提供平均２０件、毎⽉末カード納品学⽣再発⾏︓毎
⽉２０⽇委託データ提供平均３０件、毎⽉末カード納
品以下、新年度新⼊⽣向け年次処理のタイミングと件数
に対処できること。学⽣新⼊⽣︓毎年３⽉２０⽇前後
委託データ提供約１、７００件、3⽉25⽇前後カード
納品

本システム構築とカード発⾏作業は別との考えでい
いでしょうか。また、現状学⽣証の再発⾏は「毎⽉２
０⽇委託データ提供平均３０件、翌⽉２０⽇頃
カード納品」となっております。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

カード発⾏作業は本調達に含まれない。また、スケ
ジュールの記載を貴⾒のとおりに改めた。

- - - - - データフロー図を作成しました⼤学様の考えと違いが
ないか添付資料１をご確認ください。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

サービス連携機能が含まれないため、仕様を満たし
ているか不明である。

- - - - - 仕様書に記載がありませんが、仮想サーバの定期
バックアップは基板側で実施される想定で相違ない
でしょうか。

【意⾒理由】
⾒積の根拠とさせていただくため。

貴認識に相違ない。

8 Ⅲ.1.1.2.2. 11 Ⅲ.1.2.2.2. データ受信の際は、あらかじめ定められたデータインタフェー
ス要件に基づくデータチェックを実施すること。データチェック
は構成員情報単位に実施し、チェックの結果、要件外の
エラーを検知した場合は、当該情報のみ構成員情報管
理機能内部へのデータ保存を中⽌し、そのエラー内容を
記録すること。

学務情報システムとの連携では、1件でもエラーが発
⽣した場合、次の連携では前回送信したデータを含
めて再連携する仕様となっております。エラー以外の
データは取り込まれる事となりますので、学務情報シ
ステムの取込仕様も変更される認識で問題ないで
しょうか︖

1件エラーがあった際に他のデータが連携されない弊
害が⼤きいため、仕様のとおり変更する予定である。

10 Ⅲ.1.1.6.1. 削除 削除 申請部署が申請した構成員情報について、承認部署が
その内容を確認し、承認するワークフローの機能を有するこ
と。

ワークフローの申請ではなく、権限機能にて登録者を
限定する事で対応しております。こちらの内容にて対
応とする事は可能でしょうか︖

可とする。但し、ワークフロー機能を実現した場合、
総合評価で加点とする。
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⼀橋⼤学「構成員情報及びサービス連携管理システム⼀式」意⾒回答

10 Ⅲ.1.1.6.2. 削除 削除 ワークフローによる直接登録対象者の登録は、下記
（1）~（2）で⽰す申請によって⾏うものとする。申請
は、新規・変更・廃⽌申請の３つとし、申請の種類は導
⼊以降、業務要件の変化により増減する可能性があり、
柔軟に対応できる
こと。
（1） 名誉教授利⽤申請
（2） 派遣職員登録申請

ワークフローの申請ではなく、権限機能にて登録者を
限定する事で対応しております。こちらの内容にて対
応とする事は可能でしょうか︖

可とする。但し、ワークフロー機能を実現した場合、
総合評価で加点とする。

10 Ⅲ.1.1.6.3. 削除 削除 上記申請は、管理者による承認プロセスを経て、構成員
情報として登録を⾏うこと。承認が完了していない申請や
棄却された申請情報は構成員情報としては扱わないもの
とする。

ワークフローの申請ではなく、権限機能にて登録者を
限定する事で対応しております。こちらの内容にて対
応とする事は可能でしょうか︖

可とする。但し、ワークフロー機能を実現した場合、
加点とする。

13 Ⅲ.1.2.2.2. 16 Ⅲ.1.3.2.2. ⼀橋認証アカウント データベースでは、最新の⼀橋認証ア
カウント情報と過去の更新情報をそれぞれ保持する。過
去の更新情報は、アカウント情報の登録・更新が⾏われた
場合にその時点での情報を保持する。

⼀橋認証アカウント データベースでは、最新の⼀橋
認証アカウント情報と過去の更新情報をそれぞれ保
持する。過去の更新情報は、アカウント情報の更新
が⾏われた場合にその時点での情報を保持する。

【意⾒理由】
登録時には過去情報はないため。

貴⾒のとおりである。提案のあった⽂⾔に修正する。

14 Ⅲ.1.2.4.10. 17 Ⅲ.1.3.4.10. パスワード通知書や通知のためのデータを、各部局担当
者などあらかじめ定めたロールを持つ者が、画⾯上での参
照、ファイルのダウンロード・紙への出⼒ができること。また、
パスワード通知済みであるかなど、通知状況の管理を⾏え
ること｡

パスワード通知書や通知のためのデータを、各部局
担当者などあらかじめ定めたロールを持つ者が、画⾯
上での参照、ファイルへの出⼒ができること。また、パ
スワード通知済みであるかなど、通知状況の管理を
⾏えること｡

【意⾒理由】
パスワード通知書はPDFファイルへの出⼒を考えてい
ます。PDFファイルへの出⼒ができれば印刷も可能で
すので、ファイルのダウンロードや紙への出⼒ではなく、
ファイルへの出⼒という要件にしていただきたい。

貴案で問題ない。また、他の⽅式での実装でも構わ
ない。
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⼀橋⼤学「構成員情報及びサービス連携管理システム⼀式」意⾒回答

14 Ⅲ.1.2.4.11. 削除 削除 同⼀部局へ20 件程度以上のパスワード通知を⾏う際に
は、通知対象の⼀橋認証ID あるいは学籍番号などの⼀
覧をダウンロードさせ、並び⽅⼀覧を受信し、受信した順
序でパスワード通知書を出⼒可能であること｡

同⼀部局へ20 件程度以上のパスワード通知を⾏
う際には、通知対象の⼀橋認証ID あるいは学籍
番号などの⼀覧を表⽰させ、出⼒したい順序でソー
トして、パスワード通知書を出⼒可能であること｡

【意⾒理由】
管理者画⾯で⼀覧表⽰・ソート・パスワード通知書
の出⼒という操作がわかりやすいと考えます。

項⽬を削除した。

18 Ⅲ.1.3.5. 削除 削除 IC カード管理機能へのデータ送信 ICカード管理機能を構成員情報管理機能や⼀橋
認証アカウント管理機能と統合する場合には、デー
タの送受信を⾏わずに、構成員情報管理データベー
スや⼀橋認証アカウントデータベースに以下に記載さ
れる情報を保持できればよいこととする。

【意⾒理由】
ICカード管理機能を構成員情報管理機能や⼀橋
認証アカウント管理機能と統合する場合には、デー
タの送受信を⾏う必要がないため。

項⽬を削除した。

20 Ⅲ.1.4.1.5. 22 Ⅲ.1.5.1.5. IC カードを紛失した際そのカードの悪⽤を防⽌する⽬的
にて当該IC カードを無効化する情報を登録できることと
し、その情報を構成員情報管理機能へデータ送信できる
こと。

IC カードを紛失した際そのカードの悪⽤を防⽌する
⽬的にて当該IC カードを無効化する情報を登録で
きることとする。

【意⾒理由】
ICカードの無効化情報を図書館システムや⼊退管
理システムに連携できれば、構成員情報管理機能
へ無効化情報をデータ送信する必要はないと考えら
れるため。（1.4.7のICカード無効化処理にも、構
成員情報管理機能へのデータ送信に関する記載は
ありません。）

貴⾒のとおりである。提案のあった⽂⾔に修正する。
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意⾒招請
仕様書案
ページ

意⾒招請
仕様書案
該当箇所

仕様書
ページ

仕様書
該当箇所 意⾒招請仕様書案の記載内容 意⾒内容 回答

⼀橋⼤学「構成員情報及びサービス連携管理システム⼀式」意⾒回答

21 Ⅲ.1.4.4.2. 23 Ⅲ.1.5.4.2. IC カード管理機能に取り込まれた顔写真は、IC カード管
理機能操作画⾯から閲覧できること。

IC カード管理機能に取り込まれた顔写真は、IC
カード管理機能操作画⾯から閲覧できること。ただ
し、顔写真を構成員情報管理機能のデータベース
に保存してある場合には、構成員情報管理機能で
閲覧できてもよい。

【意⾒理由】
顔写真データを構成員情報管理機能のデータベー
スに保存しておき、そのデータを印刷管理機能に渡
す構成を取ることを考えています。ICカード管理機能
側には顔写真の閲覧機能は持っていないため、構
成員情報管理機能側で閲覧を機能持つ構成も許
容していただきたい。

構成員情報管理機能による閲覧で可とする。利便
性が落ちないよう配慮した上で、構成員情報管理
機能で実現してもよい。
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