
２０２０年９⽉２３⽇
公⽴⼤学法⼈会津⼤学理事⻑ 宮崎 敏明

通番 要求事項番号 質問事項 回答

1

2.5.1
（要求仕様書7⾴）

要求仕様書11⾴ 2.5.1 作業従事者

作業従事者に関する記載がありますが、作業従事者にパート、アルバイ
ト、兼業者、学⽣等は不可でしょうか。

問題ありません。

2

2.8.2 要求仕様書11⾴ 2.8.2 撤去作業 第2項

データ消去の⽅法について会津⼤学様構内での現地消去作業をご提案した
場合、作業場所と作業に必要な電気の供給についてご協⼒いただけますで
しょうか。

作業場所の提供と作業に必要な電気の供給は、対応可能です。

3

3.12.6 要求仕様書39⾴ 3.12.6 インタラクティブディスプレイ

会津⼤学様で必要とする、ZoomMeetingまたはZoomEducationまたは
ZoomProのライセンスの数量について教えていただけないでしょうか。

DTEN D7 の単体稼働に必要なライセンス数が確保されていれば、数量の
指定はありません。
なお、⼤学の調査では以下のライセンス数を想定しております。
 - ZoomRoomライセンス×1
 - H.323接続ライセンス×1
 - EduUserLicence × 20

4

2.9.1 要求仕様書12項 2. 端末、プリンタ関連

2-4の交換部材の準備品にプリンタがありません。2-1から2-3に予備機運
⽤の記載がありますが、プリンタの予備機は必要となりますでしょうか。

プリンタの予備機は不要です。

条件付⼀般競争⼊札に関する質問に対する回答書

２０２０年９⽉２⽇付けで条件付⼀般競争に付した「会津⼤学教育⽤計算機システム１賃貸借」に関する質問ついて、下記のとおり回答します。



通番 要求事項番号 質問事項 回答

5

- 仕様書にはCentOS導⼊の記載がありますが、OSサポートの観点から、商
⽤Linuxを想定しています。よろしいでしょうか。

教室端末は、CentOSとしてください。
サーバ⽤OSは、要求仕様書の機能が担保されるのであれば、商⽤
Linux(Red Hat Enterprise Linux)での提案は問題ありません。
ただし、標準環境⽤サーバ、ThinClient⽤サーバ、アプリケーションサー
バ等の教室⽤端末とOSを合わせる必要のあるサーバは、CentOSとしてく
ださい。

6

3.7.1 要求仕様書21⾴ 3.7.1 仮想環境⽤サーバ（5 台）   2. 動作環境2- 3 .
VMware vSOM (vSphere with Operations Managemrnt) によるワーク
ロード・ヘルスチェック・キャパシティ状況の視覚化及び統合管理

仕様の解釈ですが、この機能は、2016年6⽉30⽇で販売終了です。 代替
製品の「VMwarevRealize Operations 8」と解釈してもよいでしょうか。
参照：https://licensecounter.jp/vmware/products/vsom.html

お⾒込みのとおりです。

7

3.7.1 要求仕様書21⾴ 3.7.1 仮想環境⽤サーバ（5 台）   2. 動作環境2- 5 . VADP
(vStorage API for Data Protection) の利⽤

仕様の解釈ですが、「VADP (vStorage API for Data Protection)」 は現在
は「StorageAPIs ‒ Data Protection」となっていますとなっています。こ
ちらに読み替えてよいでしょうか。

※VMwareが提供しているサードパーティー製のバックアップソフトと連
携するためのAPI。vSphere 7.0でも提供中。vSphere Stdから利⽤可。参
照：https://kb.vmware.com/s/article/1021175?lang=ja

お⾒込みのとおりです。



通番 要求事項番号 質問事項 回答

8

3.7.1 要求仕様書21⾴ 3.7.1 仮想環境⽤サーバ（5 台）   2. 動作環境2- 6 . SMVI
(SnapManager for Virtual Infrastructure) の利⽤

仕様の解釈ですが、SMVIは、現在の機能名称は「Virtual Storage
Console VirtualAppliance 」で、NetApp製品側(NetAppストレージ)で提
供されるvCenter プラグインです。このため、VMwareとNetAppスト
レージとの連携環境のもとで「Virtual Storage ConsoleVirtual Appliance
」が利⽤できることと解釈してよいでしょうか。

お⾒込みのとおりです。

9

3.7.2 要求仕様書22⾴  3.7.2 仮想環境⽤ストレージ（1 式）3- 9 . 動作環境  (2)
VAAI (vStorage APIs for Array Integration) が利⽤できること。

「VAAI (vStorage APIs for Array Integration) 」は、呼称が変わり「NFS
Plug-in forVMware VAAI」で対応可能となりましたが、このように認識
してよろしいでしょうか。※新しいVAAIは、VSC VA に同梱されており、
VSC VA または⼿動でvCenter へ登録し使⽤となります。

お⾒込みのとおりです。

10

3.7.2 要求仕様書22⾴  3.7.2 仮想環境⽤ストレージ（1 式）3- 9 . 動作環境  ((3)
VADP (vStorage API for Data Protection) が利⽤できること。(3)-1.
VADP でのバックアップ先として必要容量を備えたNAS を⽤意するこ
と。

VADPですが、現在は「SnapCenter」で対応可能となっているのですが、
そのように読み替えてよいでしょうか。

問題ありません。

11

3.7.2 要求仕様書22⾴  3.7.2 仮想環境⽤ストレージ（1 式）3- 9 . 動作環境  (4)
SMVI (SnapManager for Virtual Infrastructure) が利⽤できること。

SMVIですが、現在は「SnapCenter」で対応可能となっているのですが、
そのように読み替えてよいでしょうか。

問題ありません。



通番 要求事項番号 質問事項 回答

12

3.7.4 要求仕様書23⾴  3.7.4 ロードバランサー（仮想2 式）5- 2 . 送信元IP ハッ
シュ

ロードバランス⽅式の⼀つである「送信元IP ハッシュ」ですが、仮想環
境であるVMwareの仮想スイッチがこの上位機能を持ち、ソースIPアドレ
スに加えてターゲットIPアドレスも使えます。このためこの⽅式は仮想ス
イッチで対応するとしてもよいでしょうか。参照：
https://docs.vmware.com/jp/VMware-
vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-959E1CFE-
2AE4-4A67-B4D4-2D2E13765715.html

問題ありません。

13

3.2 要求仕様書17⾴ 3.2 ネットワークへの接続      5.

「LOM ポート」はオンボードの標準添付のLANポートでしょうか、それ
とも、リモートメンテ⽤の独⽴したリモート管理装置のLANポートという
認識で良いでしょうか。

リモートメンテ⽤の独⽴したリモート管理装置のLANポートとしてくださ
い。

14

3.7.3 ・要求仕様書P.23の3.7.3 仮想環境⽤スイッチ（2 台）
 2. インテリジェント Auto-QoS 機能を利⽤できること。
とございますが「Diff Serv QoS」機能の代替でも可能でしょうか？

問題ありません。

15
3.7.4 ・要求仕様書P.23の3.7.4 ロードバランサー（仮想2式）

とございますが物理でのご提案は可能でしょうか？
問題ありません。

16

2.9.3 ・要求仕様書P.14のOS保守
1.24時間365⽇対応の障害受付窓⼝(メール、Web)を設けること。
とありますがCentOSなどのOSも同様のサービスレベルが必要でしょう
か？
障害受付を24時間365⽇対応という意味合いであれば承知いたしました。

障害受付の対応となります。
なお、CentOSなどのOSに起因する障害についても障害受付(メール、
Web)は必要となります。



通番 要求事項番号 質問事項 回答

17

⼊札説明書 ・⼊札説明書
４ ⼊札に参加する者に必要な資格の確認
２０２０年１０⽉１⽇（⽊）午後３時までに提出する書類には⾦額は含め
ないという理解でよろしかったでしょうか？

お⾒込みのとおりです。

18

3.8.3 ・要求仕様書P.32 3.8.3 液晶モニタ
11.筐体⼨法 550mm×150mm×350mm(各程度) スタンド含む
の仕様ですが（弊社提案製品だと（W×D×H） 539×205×313(最⼩)〜
463 mm(最⼤)）になりますがこの実⼨値で問題ないでしょうか？

問題ありません。

19

3.7.1 ・要求仕様書P.21,22 仮想環境⽤サーバ(5台)/仮想環境⽤ストレージ(1式)
2- 6 . SMVI (SnapManager for Virtual Infrastructure) の利⽤

HCIでのご提案の場合、仮想環境⽤ストレージ⾃体がないので、仮想環境
⽤ストレージの仕様証明については書けないのですが(IOPSを除く)その認
識でよろしかったでしょうか？上記SMVIはサーバにもかかっているかと
思うのでご質問させていただきます。

要求仕様書22⾴1. 1-1.記載のとおり不要です。

20

2.6.3 ・要求仕様書P.9 データ移⾏
5.データ移⾏前、データ移⾏後においてデータに異常が無いことを確認す
ること。
とございますが想定している確認⼿法（チェックSUM照合等）などはあ
りますでしょうか？

SnapMirror等のツール利⽤により同期性を確認するか、ツール利⽤以外
の場合は、チェックSUM照合等での確認が必要です。

21

3.4 ・要求仕様書P.18   3.4 OS
6. 回路設計演習⽤サーバのOS Red Hat Enterprise Linux は導⼊時の最新
版（7.9）で導⼊し、
更新時期を本学と協議の上、更新時の最新版（8.2）に更新する。
とございますがデータバックアップ等も、作業範囲に含みますでしょう
か？

バックアップ作業も含みます。



通番 要求事項番号 質問事項 回答

22

2.1 ・要求仕様書P.4   2.1 共通事項
2. 本調達のシステムが、本運⽤開始後に要求要件で提⽰した機能・性能に
満たない状況となった場合、請負者と本学で協議の上、改善等を請負者の
責任と費⽤をもって実施すること

とございますが「契約不適合責任の対応期間」は、システムリリース後1
年間とさせていただきたいと考えていますがその認識でよろしいでしょう
か。

要求仕様書に記載のとおりです。
また、契約不適合責任は、契約書第10条に記載のとおりです。

23

2.5.2 ・要求仕様書P.7   2.5.2 プロジェクト体制
3. 業務責任者及び導⼊・構築に関わる主要要員は、本調達の賃貸借期間
中、継続して担当するプロジェクト体制が望ましいが、変更する場合は本
学と事前に協議し承認を得ること。

とございますが、弊社としましては構築フェーズが終わったら、保守チー
ムに体制が変更となる予定です。
※運⽤メンバーも⼀部、構築フェーズから携わるようにして情報共有は徹
底するようにします。

要求仕様書に記載のとおり、変更する場合は、本学と事前に協議し承認を
得ることとしてください。

24

2.6.4 ・要求仕様書P.10   2.6.4 動作検証
3. システム稼働試験は、情報センター関係者によるテスト運⽤開始⽇前迄
に完了していること。

弊社で想定している検証は次の通りです。認識は正しいでしょうか？
・機器の事前確認（パラメータシートの値が正しく機器に設定されている
ことの確認）
・機器の単体テスト（機器が正常に起動していることの確認）
・結合テスト（機器を連携し基盤として正常に稼働することを確認）

なお、総合テスト/負荷テスト/パフォーマンステスト/ドキュメントテス
ト/セキュリティテスト/アプリ移⾏テストは実施しない想定です。

問題ありません。
なお、経常的に利⽤されることが想定される機能（仮想環境等における冗
⻑動作テスト、LDAPの同時アクセス、教室端末の同時ログイン等）は、
単体テスト、結合テストの範囲として実施してください。



通番 要求事項番号 質問事項 回答

25

2.7 ・要求仕様書P.10   2.7   納期・検収
1. 2021 年1 ⽉8 ⽇（⾦）迄に納品物の納⼊は完了すること。
1- 1 . 演習室、実験室、講義室、修学⽀援室、図書館設置分に関しては先
⾏構築機（端末ブートサーバ構築に必要となる台数）と、教室設置機分を
分納すること。
1- 2 . 教室設置機分の納品予定については既存機器の撤去後（第4 クオー
タ授業終了後の2021年2 ⽉4 ⽇（⽊）以降）になるため⼤学と協議するこ
と。

2. 2021 年2 ⽉12 ⽇（⾦）迄に以下の動作検証作業を完了すること。
2- 1 . サーバ系
2- 2 . CentOS を利⽤する教室、Windows を利⽤する教室の2 教室

とございますが、2021/1/8までに納品する納品物とは、1-1に記載されて
いる端末やプリンタなどの機器やソフトウェアのみを納品させていただく
想定で問題無いか？
関連するドキュメント類や、テストエビデンスは、2021/1/8ではなく、
プロジェクト完了までの間に納品するということでご容赦頂きたいのです
が問題ないでしょうか？

お⾒込みのとおり、2021/1/8までに納品する納品物とは、要求仕様書
2.7.1 1. 1-1 に記載されている端末やプリンタなどの機器やソフトウェア
のみとなります。
関連するドキュメント類や、テストエビデンスは、プロジェクト完了まで
の間に納品で問題ありません。

26

3.9.2 ・要求仕様書P.34  3.9.2 ブート管理サーバ(2台)
1- 1 . サーバ 2 台で「30 ⾴ - 3.8.1 教室等端末（410 台）」を管理できる
こと。

とございますが、提案システムの構成上、ブート管理サーバで冗⻑構成を
とる場合は2台の管理サーバに加えてイメージを保存するためのファイル
サーバが1台必要となります。物理サーバ、もしくは、仮想マシンを1台⽤
意する予定です。

要求仕様書3.9.2 1-3. のとおりブート管理サーバは冗⻑構成となりますの
で、ファイルサーバが単⼀障害点にならないように提案してください。
なお、要求仕様書はブート管理サーバ2台間のデータレプリケーション⼜
は、仮想環境⽤ストレージでのCIFSデータ共有を想定しております。


