
平成２８年１１月１８日

公立大学法人会津大学理事長　岡　嶐一　　　

通番 要求事項番号 質問事項 回答

1

1 入札説明書「２．入札に参加する者に必要な資格に関する事項」の
（３）過去５年以内において、種類及び規模を同じくする賃貸借契
約の実績を最低１件以上有する者であること。の実績とは、他の国
公立の大学または私立の学校も範囲内という認識でよろしいでしょ
うか。また一般企業まで含めても差し支えないのでしょうか。

賃貸借契約の実績は、国公立大学及び私立大学への導入を対象とし、
研究機関及び一般企業等に対する導入については対象外となります。

2
2.2.前提条件 納入品にある「システム導入のマニュアル」とは、システムのセッ

トアップ手順を記載したドキュメントでしょうか。
ご質問の通りです。

3
2.4.2.1.サーバ
（共通仕様サーバ）

Solarisが稼働するサーバは、IAサーバであり、SPARC系ではないと
認識しております。この認識に誤りはあるでしょうか。

ご質問の通りです。

4
2.4.2.1.サーバ
（共通仕様サーバ）

Solarisが稼働するサーバも、Oracle Hardware Compatibility List
認定が必要でしょうか。

Oracle Hardware Compatibility List認証は、サーバがORACLE社製で
ある場合は不要、ORACLE社製以外の場合は必要と認識しております。

5

2.4.2.2シンクライ
アント用.サーバ

SunRayライセンスはPerpetual License（永久型）とYears Term
License（2年～5年）2種類かと思いますが、お客様のSunRayライセ
ンスはPerpetual License（永久型）でしょうか。

SunRay関連のライセンスは以下の通りです。
Sun Ray Software - Sun Ray Device perpetual
Software Update License & Support - Renewal Partner 6Year

6
2.4.2.2シンクライ
アント用.サーバ

SunRayサーバソフトウェアのバージョンを教えてください。
＞　（SunRay　Software 5.4.x)でしょうか。

SunRayサーバソフトウェアのバージョンは以下の通りです。
Sun Ray Software 5.4.4.0.34

7
4.2.要求事項 オンラインのナレッジベースは、お客様専用でしょうか。 ご質問の通りです。

8
4.2.要求事項 保守に利用するリモート接続のために、既設のインターネット回線

を利用させていただくことは可能でしょうか。
可能です。

9
4.2.要求事項 納入から6ヶ月までの週次会議は、平成29年4月1日以降6ヶ月までと

認識しております。この認識に誤りはあるでしょうか。
連絡会議への参加は、平成29年4月1日以降6ヶ月間は週1回、それ以降
は月1回、緊急な事情が発生した場合は都度の参加となります。

10
4.2.要求事項 保守に利用するリモート環境は、運用業者様も利用可能とすべきで

しょうか。
提供頂く保守に利用するリモート環境は、運用委託業者は利用しませ
ん。

条件付一般競争入札に関する質問に対する回答書

平成２８年１１月１日付けで条件付一般競争に付した「会津大学教育用計算器システム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

11
5.導入作業に関する
要請

弊社作業は、各機器のOSセットアップまででよろしいでしょうか。
下記・添付の「作業分担表」のとおりでよろしいでしょうか。

添付資料「作業分担表」の確認ができません。
OSセットアップ以外に必要な作業は仕様をご確認下さい。

12

5.導入作業に関する
要請

平成29年2月1日お引渡し時点では、お客様による既設システムから
のアプリケーションとデータの移行が完了している必要があるで
しょうか。

検証で必要となる、大学側で整備する環境や作業については、大学側
で対応致します。

13
5.導入作業に関する
要請

平成29年2月1日お引渡し時点では、検証用の端末以外の端末は動作
不可の状態でもよろしいでしょうか。

問題ありません。

14

5.導入作業に関する
要請

サーバの既設位置は既設ラックと認識しております。一時既設サー
バとの併載が必要と考えております。この認識に誤りはあるでしょ
うか。

納入サーバは既設サーバとは別の既設ラックへの設置となります。

15
5.導入作業に関する
要請

既設サーバと今回納入サーバを一時併載する場合、既設サーバ撤去
後に今回納入サーバの搭載し直しは必要でしょうか。

納入サーバの搭載し直しは不要です。

16

5.導入作業に関する
要請

サーバ・ラックの耐震については、既設ラックですでに施されてお
り、今回は追加設備は不要と認識しております。この認識に誤りは
あるでしょうか。

既設ラックについては耐震対策済です。

17
5.導入作業に関する
要請

端末の耐震については、既設端末と同様の方法にすると認識してお
ります。既設端末の耐震の方法をご教示ください。

既設端末は、端末下部に粘着性耐震ジェルを付けております。

18

要求仕様書　P2
平成28 年度計算機
システム１構成リス
ト

【ご要求仕様】
KBD(107/US)
【ご質問】
演習室1,2システム/実験室1,2システム/実験室3,4システムでご利用
されるキーボードの要求仕様について「KBD(107/US)」をご指定いた
だいております。107タイプの手配が不可能な場合、他のタイプのUS
キーボードや、日本語キーボードでのご提案でもよろしいでしょう
か。
また、実験室1,2システム/実験室3,4システムは、Windows環境でご
利用になられると思いますが、こちらも「KBD(107/US)」のUSキー
ボードをご利用になられる予定でしょうか。

US配列のキーボードをご提案下さい。



通番 要求事項番号 質問事項 回答

19

要求仕様書　P2
平成28 年度計算機
システム１構成リス
ト

【ご要求仕様】
実験室1,2 端末管理サーバ5 台
AD[正, 副], OSV-VHD, NetKaleido, KMS
【ご質問】
実験室1,2及び実験室3,4に設置される、合計端末152台のネットワー
クブートを管理する場合、冗長性を考慮してもサーバ台数は2～3台
で十分と考えます。ADサーバとネットワークブート端末管理サーバ
は、以下のように、独立した構成でのご提案でよろしいでしょう
か。
　・ADサーバ[正, 副]：2台
　・端末管理サーバ：3台

要求仕様を満たす構成であれば問題ありません。

20

要求仕様書　P5
2.4.1 OS
2.サーバ及び教室端
末で使用するOSは、
以下のとおりとす
る。

【ご要求仕様】
Solarisの導入に関しては納入時にSolaris11を導入し、大学と協議
の上、納入後にSolaris12に変更する。（OSの変更は平成30年9月頃
を予定している。）
【ご質問】
P10　「2.4.5.1 演習用端末」(13)のHCL登録ですが、現時点では
Solaris12がリリースされていないため、Solaris12でのHCL登録の可
否判断ができない状況です。Solaris12でのHCL登録作業は実施させ
て頂きますが、HCLへの登録が不可と判断された場合、貴学と協議の
上でSolaris11を継続利用するということでよろしいでしょうか。

将来の不確実な要因による作業実施の結果については、結果及びその
対応を含め大学側と協議するものとします。

21

要求仕様書　P5
2.4.1 OS
2.サーバ及び教室端
末で使用するOSは、
以下のとおりとす
る。

【ご要求仕様】
RHELの導入に関しては納入時にRHEL6を導入し、大学と協議の上、納
入後にRHEL7に変更する。
【ご質問】
導入作業時点で、RHEL7での導入が可能なサーバについては、導入時
からRHEL7で導入させて頂いてもよろしいでしょうか。

要求仕様で指定したOSとして下さい。

22

要求仕様書　P8
2.4.2.4
仮想環境用サーバ

【ご要求仕様】
記載はございません。
【ご質問】
ライブマイグレーションや共有ストレージについてのご要求が記載
されておりませんが、ライブマイグレーションや共有ストレージに
ついては不要との認識でよろしいでしょうか。

ご質問の通りです。

23

要求仕様書　P10
2.4.5.1 演習室端末
（4）

【ご要求仕様】
内蔵ディスクはM.2又はSATA3、128GB以上を搭載していること。
【ご質問】
内蔵ディスクはSATA3、128GB 以上を満たせば、SSD(Solid State
Drive)タイプ、またはHDDタイプのどちらでも可能でしょうか。

M.2、SATA3はインターフェイスの選択肢を示しておりますので、内蔵
ディスクはSSDタイプとなります。



通番 要求事項番号 質問事項 回答

24

要求仕様書　P10
2.4.5.1 演習室端末
（7）

ご要求仕様】
HDMIのグラフィックスインターフェイスで液晶ディスプレイに接続
が可能であること。
【ご質問】
HDMIポートに変換するアダプターを使用して液晶ディスプレイに接
続する構成でも問題ないでしょうか。

要求仕様を満たす提案であれば問題ありません。

25

要求仕様書　P11
2.4.6.1 実験室端末
2．ソフトウェア

【ご要求仕様】
(1) Windows7, Windows10 Pro については、大学取得のライセンス
Microsoft OVS-ESを利用すること。
【ご質問】
貴学のMicrosoft OVS-ESを利用させていただくライセンスは、
Windows7, Windows10 Proのみで、他のマイクロソフト製品は納入業
者手配でよろしいでしょか。
また、Windows7, Windows10 Proについては、Microsoft OVS-ESのラ
イセンスにて、Microsoft社への問い合わせを行うことは可能でしょ
うか。

Windows7, Windows8.1, Windows10 についてはOVS-ESを使用して下さ
い。
大学が締結しているOVS-ESライセンスでのMicrosoft社への問い合わ
せはできません。

26

要求仕様書　P12
2.4.6.2 実験室端末
管理サーバ

【ご要求仕様】
5. 実験室の教室毎に全端末の一斉起動が10分程度、端末1台3分程度
で起動ができること。
【ご質問】
ネットワークブートの場合、起動時間の要因としましては、サーバ
と実験室までのネットワーク帯域の確保が重要となります。要求仕
様書には、この情報が記載されていないため、起動時間の予測がで
きない状況にあります。
サーバ設置場所（サーバ室）と各実験室のネットワーク配線図、お
よびネットワーク帯域のご提示をお願いいたします。

教室には各端末まで専用で1GbEの回線が敷設されており、教室用ス
イッチに集約されています。教室用スイッチは20GbE(10Gbase-LR×2)
で管理棟のルータに接続されています。ルータから40GbE(10Gbase-SR
×4)にてサーバスイッチに接続し、サーバスイッチから各サーバへは
1GbE、10GbE(10Base-SR)で接続可能です。
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27

要求仕様書　P12
2.4.6.2 実験室端末
管理サーバ

【ご要求仕様】
12. 以下の端末起動イメージを管理できること。
マスター用： 3 種類．． Windows7、Windows8.1 Pro、Windows10
Pro
教室用　　： 2 種類を2 世代 . . 実験室1,2用、実験室3,4用
集中講義用： 4 種類
【ご質問】
納入業者で作成する端末起動イメージは、全部で9種類となりますで
しょうか。
また、1イメージの最大容量は100GBと想定し、サーバに搭載する
ディスク容量を決定してもよろしいでしょうか。
「9頁-2.4.3 特定用途用サーバ」では「450GB 以上のホットプラグ
対応SAS-3 ディスクを2 個以上搭載していること。」との要件が記
されておりますが、11種類、100GBのイメージを前提とした場合に
は、1,100GBの容量が必要となってきます。そのため、合計1,550GB
以上の容量が確保できるディスク構成でのご提案で問題はないで
しょうか。また、この際のRAID,HDD構成の必須要件はありませんで
しょうか。

ご質問の通りです。
冗長性を考慮下さい。

28

要求仕様書　P12
2.4.6.2 実験室端末
管理サーバ

【ご要求仕様】
16. 実験室端末管理サーバのサーバ環境について数世代を定期的に
バックアップし、必要なバージョンへの復元が可能であること。
【ご質問】
バックアップ先の領域は、「3.9.13 ストレージサーバ」の領域を使
用する想定でしょうか。

サーバ環境のバックアップは「端末管理サーバ」の機器にて機能実装
して下さい。
具体的な実装方法及びバックアップ・リストアについてご提案下さ
い。

29

要求仕様書　P14
2.4.6.5 ストレージ
サーバ
2. ソフトウェア

【ご要求仕様】
(1) ストレージの可用性、容量、パフォーマンス、データ保護関係
の状態の確認及び管理ができるソフトウェアを調達し、導入するこ
と。
【ご質問】
ソフトウェアをどのサーバにインストールすることを想定されてい
ますでしょうか。

仕様書 P28. 3.9.26 システム管理用サーバにインストールを想定し
ています。

30

要求仕様書　P24
3.9.2 仮想サーバ
管理用サーバ（物理
サーバ/RHEL）

【ご要求仕様】
3.9.2 仮想サーバ管理用サーバ（物理サーバ/RHEL）
2. 「24 頁- 3.9.1 仮想環境用サーバ」で調達となるVMware
vSphere Essentials Kit のvCenter を導入し、仮想サーバの管理が
できること。
【ご質問】
VMware vCenter Serverを物理サーバで導入する場合、Windows版と
なるため、Windows OSでのご提案でもよろしいでしょうか。

VMware vCenter Server Appliance の利用を想定しております。
機能・性能が仕様要求に準ずる場合、具体的な理由を示し「技術提案
書」として提示して下さい。
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31

要求仕様書　P25
3.9.4 標準環境利用
サーバ（物理サーバ
/Solaris）

【ご要求仕様】
記載はございません。
【ご質問】
納入業者側の作業範囲として、OSのインストール、NFSマウント設定
までを想定しておりますが、よろしいでしょうか。

OSインストール、NFSマウント以外に、LDAP, DNS, NTP, lpr, Mail,
log出力等の環境設定も作業範囲となります。

32

要求仕様書　P25
3.9.6 データバック
アップサーバ（物理
サーバ/RHEL）

【ご要求仕様】
1. 「9 頁- 2.4.3 特定用途用サーバ」2 台の冗長構成とする。
【ご質問】
コールドスタンバイの冗長構成でよろしいでしょうか。

ご質問の通りです。

33

要求仕様書　P25
3.9.7 メールウィル
ス対策サーバ（物理
サーバ/RHEL）

【ご要求仕様】
1. 「9 頁- 2.4.3 特定用途用サーバ」2 台の冗長構成とする。
【ご質問】
コールドスタンバイの冗長構成でよろしいでしょうか。

ご質問の通りです。

34

要求仕様書　P27
3.9.19 プリンター
サーバ（仮想サーバ
/Solaris）

【ご要求仕様】
記載はございません。
【ご質問】
納入業者側の作業範囲として、OSのインストール、NFSマウント設定
までを想定しておりますが、よろしいでしょうか。

OSインストール、NFSマウント以外に、LDAP, DNS, NTP, lpr, Mail,
log出力等の環境設定も作業範囲となります。

35

要求仕様書　P27
3.9.21 ログサーバ
（仮想サーバ
/Solaris）

【ご要求仕様】
記載はございません。
【ご質問】
納入業者側の作業範囲として、OSのインストールまでを想定してお
りますが、よろしいでしょうか。

OSインストール、NFSマウント以外に、LDAP, DNS, NTP, lpr, Mail,
log出力等の環境設定及びログ収集環境の構築も作業範囲となりま
す。

36

要求仕様書　P27
3.9.22 FTPサーバ
（仮想サーバ
/Solaris）

【ご要求仕様】
公開用のデータ領域は、1.5TB とする。
【ご質問】
公開用のデータ領域は、「3.9.13 ストレージサーバ」の領域を使用
する想定でしょうか。必要な容量のHDDを「2.4.2.4 仮想環境用サー
バに内蔵増設」する想定でしょうか。

データ領域はFTPサーバ（仮想環境用サーバ）が稼働する物理サーバ
の内蔵増設ストレージの利用を想定しています。
冗長性を考慮下さい。

37

要求仕様書　P27
3.9.22 FTPサーバ
（仮想サーバ
/Solaris）

【ご要求仕様】
記載はございません。
【ご質問】
FTPサーバソフトの構築も納入業者側の作業範囲でしょうか。

FTPサービスの構築及び既存サーバのデータ移行も作業範囲となりま
す。

38

要求仕様書　P28
3.9.24 VNCサーバ
（仮想サーバ
/Solaris）

【ご要求仕様】
記載はございません。
【ご質問】
納入業者側の作業範囲として、OSのインストールまでを想定してお
りますが、よろしいでしょうか。

OSインストール、NFSマウント以外に、LDAP, DNS, NTP, lpr, Mail,
log出力等の環境設定及びログ収集サービスの構築も作業範囲となり
ます。



通番 要求事項番号 質問事項 回答

39

要求仕様書　P28
3.9.25 ネット
ニュースサーバ（仮
想サーバ/Solaris）

【ご要求仕様】
記載はございません。
【ご質問】
ネットニュースサーバの構築も納入業者側の作業範囲でしょうか。

ネットニュースサービスの構築及び既存ネットニュースサーバからの
データ移行も作業範囲となります。

40

要求仕様書　P28
3.9.26 システム管
理用サーバ（仮想
サーバ
/Solaris,RHEL）

【ご要求仕様】
記載はございません。
【ご質問】
Solarisが1台、RHELが1台の計2台でよろしいでしょうか。
納入業者側の作業範囲として、統合監視ソフトウェアの導入作業も
含まれるでしょうか。

ご質問の通りです。
総合監視ソフトウェアの調達及び導入も含まれます。

41

要求仕様書　P28
3.9.27 Solarisアプ
リケーションサーバ
（仮想サーバ
/Solaris）

【ご要求仕様】
記載はございません。
【ご質問】
納入業者側の作業範囲として、OSのインストールまでを想定してお
りますが、よろしいでしょうか。

OSインストール、NFSマウント以外に、LDAP, DNS, NTP, lpr, Mail,
log出力等の環境設定も作業範囲となります。

42

要求仕様書　P28
3.9.28 SGDサーバ
（仮想サーバ
/Solaris）

【ご要求仕様】
記載はございません。
【ご質問】
納入業者側の作業範囲として、OSのインストールおよび、SGDのイン
ストールまでを想定しておりますが、よろしいでしょうか。
SGDの用途及びクライアント情報が判断できないため、SGD経由で実
行するアプリケーションの構成及びクライアントの設定（SGD
Clientのインストールなど）については貴学で実施頂く認識でよろ
しいでしょうか。

ご質問の通りです。
OSインストール、SGDのインストール以外に、NFSマウント, LDAP,
DNS, NTP, lpr, Mail, log出力等の環境設定及びSGDサービスの構築
も作業範囲となります。

43

要求仕様書　P29
3.9.31 ライセンス
サーバ/実験室用
（仮想サーバ
/RHEL）

【ご要求仕様】
記載はございません。
【ご質問】
納入業者側の作業範囲として、OSのインストールまでを想定してお
りますが、よろしいでしょうか。

OSインストール、NFSマウント以外に、LDAP, DNS, NTP, lpr, Mail,
log出力等の環境設定及びライセンス管理サービスの構築も作業範囲
となります。

44

要求仕様書　P29
3.9.32 ライセンス
サーバ/実験室以外
用（仮想サーバ
/RHEL）

【ご要求仕様】
記載はございません。
【ご質問】
納入業者側の作業範囲として、OSのインストールまでを想定してお
りますが、よろしいでしょうか。

OSインストール、NFSマウント以外に、LDAP, DNS, NTP, lpr, Mail,
log出力等の環境設定及びライセンス管理サービスの構築も作業範囲
となります。



通番 要求事項番号 質問事項 回答

45

要求仕様書　P29
3.9.33 SSH Key
Manager（仮想サー
バ/RHEL）

【ご要求仕様】
3. SSH ソフトウェアUniversal SSH Key Managerを調達し、導入す
ること。
4. サーバ100 台分のSSH 環境の管理ができること。
【ご質問】
現時点のUniversal SSH Key Manager（UKM)では、Tectia Managerの
機能が統合されていないため、バージョン6.4系のTectia SSHの管理
ができない様です。
具体的には以下の状況の様ですが、よろしいでしょうか。
・Tectia Client/ServerのインストールされているOSバージョン、
SSSバージョン、IPアドレスのステータス確認が可能
・XMLでのTectia Client/Server設定管理が可能
ただしGUIでの設定管理は未対応
・Tectia Client、ConnectSecure及びServerのインストール及び
アップグレードは未対応。製品に実装されるプライオリティも低い
と思われれます。

問題ありません。

46
2.1.4 「ソフトウェア資源」とは、本仕様書に記載されているものが対象

と捉えて宜しいでしょうか。
ご質問の通りです。

47
2.1.14 「教育用ソフトの動作要件」については、本仕様書に記載されてい

るものと捉えて宜しいでしょうか。
2.1.12 の質問として回答致します。
ご質問の通りです。

48

2.1.15 「賃貸借期間中にサポートが終了となる場合、システムの利用に支
障がないよう、納入業者の責任と費用をもってサポート猶予期間中
に代替品の提供及び環境の構築を実施すること」とあるのは、Sun
Reyシステムのことでしょうか。

納品物品（ハードウェア、ソフトウェア、各種サービス等）について
製造中止やサポート中止等により継続利用が困難となった場合の対応
を想定しております。
SunRayシステムには関連しません。

49
2.2.1 過去の実績に関し、実績の対象としては国公立大学を指しています

でしょうか。私立大学でも構わないでしょうか。
問題ありません。

50

2.2.5 納入システムに対する保守体制に関し、外部委託でも問題ないで
しょうか。

問題ありません。
但し、応札業者の一義的責任下での協業となりますので、協業による
外部委託の必要・有用性、保守体制、責任分界点等を具体的に提案下
さい。

51

2.4.1 RHELは、Redhat完全互換のOracle Linuxでも宜しいでしょうか。 要求仕様で指定したOSとして下さい。

52
2.4.2.1.25 「データベースへのアーカイブ」を具体的にご教授いただきたく存

じます。
Syslogデータベースとなります。



通番 要求事項番号 質問事項 回答

53

2.4.5.1.1 「利用者が容易に電源スイッチを押せないようにすること」と記載
がありますが、具体的手法または仕様にてご教授いただけないで
しょうか。

BIOS設定や電源ボタンを容易に押せないようカバーを付ける、等が考
えられます。運用管理にて電源ボタン操作が必要となる場合がありま
すので、実装方法について考慮下さい。

54

4.2.5 2.4.2.4 7に記載されているRedhatのサブスクリプションはStandard
ライセンスのため、平日の9-17時対応かと思います。
24/365用のライセンスを別途用意する認識で宜しいでしょうか。

大学側からの障害等の連絡を、応札業者側で準備したサポート窓口に
て電話、メール、Web等で受け付けができる環境を想定しておりま
す。

55

3.9.2 仮想サーバ管理用サーバにはvCenter を導入することとされていま
すが、指定OSのRHELでは導入不可となるため、仕様上RHELとなって
本サーバについてWindows Serverに変更してよろしいでしょうか。

VMware vCenter Server Appliance の利用を想定しております。
機能・性能が仕様要求に準ずる場合、具体的な理由を示し「技術提案
書」として提示して下さい。

56

3.9.7 メールウィルス対策サーバには、TrendMicro InterSafe Messaging
Security Suite Plusを導入することとされていますが、本製品の
Linux版には導入に制限される項目がありますが問題ないでしょう
か。
情報：http://esupport.trendmicro.com/solution/ja-jp/1308900.aspx

問題ありません。

57
3.9.21 ログサーバについてログの収集対象はサーバのみでよろしいでしょ

うか。
演習室端末(Solaris)について、ログ収集対象となります。

58

3.9.21 ログサーバについてログの収集方法として、ログ管理ソフトなどを
ご提案する方法を想定する形と、定期的に各サーバでアーカイブし
NW転送するような形がありますがどちらがよろしいでしょうか。

サーバ等のログ収集元からlogを逐次収集する要件としております。
費用効果を含め、管理、分析等で有用な方法をご提案下さい。

59

3.9.25 ネットニュースサーバについて、既存のネットニュースサーバのコ
ンテンツを移行するということになっていますが、導入するソフト
の指定などはございませんが、ライセンスの購入が必要があれば製
品を明らかにしていただけますでしょうか、また本サーバには
ニュースサーバソフトの導入作業が生じるものでしょうか。

ニュースサーバソフトはnnrp2.5.5です。
nnrpの導入及び既存サーバのデータ移行も作業範囲となります。

60

3.9.26 システム管理用サーバ1台はAINS（会津大学情報ネットワークシステ
ム）管理用ということですが、特別に導入すべきソフトが必用であ
れば製品を明らかにしていただけますでしょうか。

特に必要なソフトウェアはありません。

61

2.4.1.3 OSアップデートに伴いソフトウェアのアップデートが必要になった
場合、ソフトウェアについては作業範囲でないという認識でよろし
いでしょうか。

導入時のOS環境設定と同等の作業を想定しております。


