「第四期RIETI PC-LANサービスの調達」に係る調達仕様書、入札説明書及び総合評価基準書に対する質問・回答
2015/12/25
№

該当資料名

頁

項目名等
（具体的箇所）

項題

項番号

質問事項

備考

データ増加の具体的な見込みについて情報をご提
供いただくことは可能でしょうか。
1 調達仕様書

39

拡張性要件

4.3

(3)

具体的な見込みは推測不能です。
The Ineternet接続回線、次世代FW、Proxy、
DNS、DHCP、NTP、ADFS、メール誤送信防止、メー
ルアーカイブ、コンテンツ改善検知サービス、
メーリングリストサービスについて、他テナント
の存在するシェア型サービスを選択することは可
能でしょうか？

2 調達仕様書

47

6.2

構築方針

1項目目

3 調達仕様書

84

9.9

複合機器等保守要件

（5）

4 調達仕様書

92

11.4

メーリングリストサービ
(2)
ス

5 調達仕様書

92

11.4

メーリングリストサービ
(5)
ス

6 調達仕様書

102

11.15

バックアップ及びリスト
(1)
アサービス

従量課金について、相殺しきれない超過分は直近
可能です。なお、従量課金とする場合は提案
で請求可能と考えてよいでしょうか。
書に各月ごとの利用限度枠枚数と超過した際
の課金分1枚あたりの単価をご記載くださ
い。
サブドメイン(ml.rieti.go.jp)でのメール受信は
必要でしょうか。
必須です。
パブリッククラウドと具体的にどういった連携が
パブリッククラウド側にあるメーリングリス
必要であるか教えてください。
ト配信先情報とデータセンタ内のサーバ上の
メーリングリスト配信先情報との同期を図る
ことが可能であり、メール配信時にはどちら
からでもメーリングリスト情報を利用可能で
あるという意味での連携が必要となります。
なお同期は自動である必要はありません。
バックアップ対象データの総容量を教えて下さ
い。

公開用DNSサーバと社内向けDNSサーバの1日当た
りのクエリ-数をそれぞれ教えて下さい。
7 調達仕様書

100

11.10

DNSサービス

全般

機能概要

サービスの提供者、提供方式、利用形態、
サービスレベルや過去実績等にもよります
が、基本的にセキュリティや信頼性・可用性
等について受注者がリスクを検討し、SLAを
保証可能である、ということが前提となりま
す。
なお、次世代FW等は、外部監査対象になるた
め、共用型のサービスには適さないと思われ
ます。また、回線等は帯域確保が前提なの
で、それも含め性能・信頼性・安全性等の要
件をすべて充足する必要があります。今後、
セキュリティについて政府全体で監視体制を
強化する方針であるため、それらも踏まえた
最適なシステム構成を提供して頂く必要があ
ります。

参考資料等に記載されている機器のハード
ディスクの容量等の情報をご参照下さい。

DNSサーバの構成を検討するためのご質問と
いうことであれば、現行システム構成の参考
資料や当研究所と同等規模におけるシステム
基盤での実績等を踏まえ、検討してくださ
い。

ポータルのイメージを具体的に示していただけま
現行のポータルサイトは、GoogleAppsのサイ
せんでしょうか。
ト機能を使用して作成しておりますので、
GoogleAppsのサイトテンプレート等をご参照
下さい。

8 参考資料7

80

(3)項番4

RIETIポータル機能

9 参考資料7

81

(3)項番7

スケジュール機能

10 参考資料7

81

(3)項番9

在席管理機能

(3)項番10-12

インフォメーション機能
リンク集機能
機能概要
ドキュメント共有機能

インフォメーション機能、リンク集機能、ドキュ
当該機能について、特定のサービス提供方式
メント共有機能とは、仕組みを用意して納品す
る、すなわちカスタマイズ要件、または既存同等 を問うものではありません。提案内容にもよ
サービスの調達、との理解で正しいでしょうか。 ると思われますが、サービスレベルが既存相
当という意味であれば、その認識で結構で
す。

「搭載機器・機能の簡素
化」・・・・・
－－－－－－－－－－－ ア． イ．
－－－－－－
－－－－－
クライアントPC及び周辺 8
機器

PCの周辺機器に対する記載について参考資料3と
調達仕様書に差異があります。調達仕様書が正し
いと認識してよいでしょうか。
具体的には下記の記載です。（上段が参考資料
3、下段が調達仕様書）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝
内蔵モデム、CD/DVD、BD等は、標準搭載されてい
ないこととし、調達時に選択または外部接続可能
とすること。
周辺機器を接続するためのUSBインターフェイス
を複数備えること。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R/CD-RW/CD-Rに対する
マルチドライブ装置を内蔵すること。

グループスケジュール管理機能は必須でしょう
機能概要
か。
③グループスケジュール
機能

必須です。

在籍管理機能に記載の仕様は、すべて必須でしょ
うか。

11 参考資料7

81,82

参考資料3
12 －－－－－
調達仕様書

47
－－
51

6. 6-1 備考）13
－－－－
6.4.2

13 調達仕様書

11

6.

14 調達仕様書

89

11.1(8)

6.1

機能概要

作業場所等 請負者が設
作業場所の所在地
置する作業場所

VPNサービス

④

必須です。

参考資料3は、環境に関する一般的な調達方
針であり、要件は、調達仕様書に記載したと
おりとなります。
なお、「搭載機器・機能の簡素化」は、「一
般行政事務用ノートパソコン」を対象として
おり、本調達ではデスクトップ型を調達対象
としているので直接関係しないと考えており
ます。

作業場所の所在地は、東京都内でなくともよろし
いでしょうか。
問題ありません。
例えば、神奈川県内
「全ての端末からの同時アクセスにも対応するこ
提案内容にもよりますが、50端末以上である
と。」の「全ての端末」とは、「50端末」との認
ため最低でも50端末からの同時アクセスには
識でよろしいでしょうか。
対応可能な構成が必要ということになりま
す。
ActiveDirectriによるアクセス制限と、同一の制
限内容でよろしいでしょうか。

15 調達仕様書

16 調達仕様書

17 調達仕様書

89

89

89

11.1(8)

11.1(8)

11.1(8)

VPNサービス

VPNサービス

VPNサービス

要件は、記載されている通りです。
※ActiveDirectoryのアクセス管理機能を前
提に記載している訳ではありません。

⑤

⑧

⑧

「利用する端末に対してソフトウェアの導入設定
作業を必要としないこと」とございますが、SSLVPNの認証完了後のポータル画面で
利用者様にて対象のモジュールを選択するボタン
を押して頂くことはご容赦頂けますでしょうか。
「利用する端末を変更する場合にソフトウェアを
削除する等の特別な変更作業を要しないこと」と
ございますが、ライセンスに影響を与えなけば、
利用端末の変更に伴う、旧端末からのモジュール
の削除は不要との認識でよろしいでしょうか。

利用者にとって、特別な操作が必要なく、誰
でも実行可能な簡易な手順であることを明確
に示せれば、提案の範囲内と見做せる場合も
あると思われます。

セキュリティ管理の観点から、そのままの状
態でも問題ないことが保証され第三者に対し
て証明可能な明確な根拠を示すことができれ
ば、問題ないと判断できる場合もあると思わ
れます。

LANケーブルは既存ケーブルを流用可能でしょう
か。LANケーブルを新規敷設した場合、移行後に
不要となったLANケーブルの撤去作業も対象とな
りますでしょうか。

LANケーブルの新規敷設を含みます。不要
ケーブルの撤去は、含みません。

18 調達仕様書

58

6.4.4

ネットワーク関連機器

(1)NO4

19 調達仕様書

58

6.4.4

ネットワーク関連機器

(1)NO5

20 調達仕様書

102

11.16

監視サービス

(3)

21 入札説明書

6

3

実施期間に関する事項

22 調達仕様書

51

Ⅲ6.4.2

OADGに準拠した109日本語キーボードとあります
クライアントPC及び周辺 （2）クライアントPC要
が、提案の幅を広げるため、108日本語キーボー
機器
件NO14
ドも可として頂けないでしょうか。

23 調達仕様書

84

Ⅲ10.1

システム構築期間に係る
(1)請負者の作業体制
体制

配置する人員は兼務も可能でしょうか
（例：プロジェクトサブリーダ兼品質管理）

24 調達仕様書

31

Ⅲ1.1

現行RIETI PC-LANシステ (8)その他
ムの概要
【留意事項】

メール配信システムについては、「詳細な要件は
・11.9.3(10) Web新着情報の配信等を行なう
後述する」と記載がありますが、特に記載が見当
ためのメール配信用サーバの基本機能に記載
たりません。『新着配信システム』と同義と考え
しています。
て良いでしょうか。

25 調達仕様書

77

Ⅲ9.3.2

常駐作業員の作業

26

様式-3 機能証明書（別
表2）

JDCC データセンター
ファシリティスタンダー
ド
【基準項目】
および
【推奨項目】

UPSの導入範囲は、基幹系やコアスイッチなどの
バックボーンのみとなりますでしょうか。全ての
年2回ある庁舎の計画停電時に問題無く対応
ネットワーク機器が対象となりますでしょうか。
可能であれば、設置は必須ではありません。
請負期間中に増加するシステムやサーバは、どの
具体的な予定はございません。
程度見込まれておりますでしょうか。
現行システムでの実績では、サーバ1台増設
しております。
開札～契約まで一か月強の時間がございますが、
「落札者決定通知」は発行いたします。但
この間に落札事業者に対し「落札者決定通知」
し、開札後、暴力団排除関係審査を実施し合
等、落札の旨を明示する書類を発行頂く事はでき
格するまで決定出来ません。この審査には10
ますでしょうか。
日前後を要します。
・108日本語キーボードにすることで利用者
の操作性や静音性等の使用性が向上すること
を明確に示せれば代替案を否定するものでは
ありません。
・作業体制として兼務自体は問題ありません
が、兼務により客観性が損なわれる点につい
て、適切な統制を行うための管理体制を示し
ていただきます。

・マスタイメージの定義によります。構成変
(4)クライアントPCの
記載のあります「バックアップ」はマスタイメー 更の都度、導入イメージの最新化を図ること
バックアップ／リストア
が含まれているのであれば、同義となると思
ジとの認識でよろしいでしょうか。
作業
われます。

建物(B)のNo.2のように、評価項目に選択肢があ
る場合は、選択しない評価項目は、記入欄を「空 ・選択しない項目については、「空白」のま
白」とすることで良いでしょうか？
まで結構です。

空調設備（Ｈ）について、水冷空調を想定した記
載があるが、空冷空調を採用している場合は、評
価項目の記入欄を「空白」とすることで良いで
しょうか？
27

様式-3 機能証明書（別
表2）

JDCC データセンター
ファシリティスタンダー
ド
【推奨項目】

・設備機器等の構成上、該当しない評価項目
がある場合、評価項目の記入欄は「空白」の
例えば、
・空調設備（Ｈ）No.2の評価において、提案する ままで、備考欄に「該当なし」と記載し、理
データセンタの空調設備は水の備蓄がなくても運 由を明記願います。
用支障はなく、評価対象外です。
・空調設備（Ｈ）No.4の評価において、提案する
データセンタの空調は空冷であり評価対象外で
す。

