
意⾒募集期間：平成30年5⽉2⽇（⽔）〜平成30年5⽉25⽇（⾦）

項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

1 調達仕様書（原案） 32/74 法⼈A

 2①基本事項
f)調達には、必要となる6
年間のソフトウェア保守及
びサブスクリプションを含
むこと。

ソフトウェアのバージョンアップは本件運⽤保守の範
囲内・外について、明⽰お願いします。

本意⾒を踏まえ、ソフトウェアの
バージョンアップの運⽤保守範囲
について明確にするため、修正し
ます。

有  「2(1)基本事項
f)調達には、必要となる6年間のソフトウェア保守及び
サブスクリプションを含むこと。
調達するソフトウェアは提案時の⾒込みで、運⽤期間
中にサポート終了にならないバージョンを選択するこ
と。提案時点におけるサポート期限⽇から、運⽤期間
中のバージョンアップが不可避とされるものについて
は、バージョンアップ版の調達並びにバージョンアッ
プ作業を本調達の範囲内とする。」を追加。

2 調達仕様書（原案） 35/74 法⼈A

2.3 仮想サーバ
現⾏サービスサーバに関し
ては、2.6(1)に記載すると
おり、本調達仮想基盤上で
動作する仮想
サーバとして仮想環境への
移⾏を事前にNIES が別途
実施する。現時点での本シ
ステムに移⾏するネット
ワークサービス提供サーバ
に関する導⼊時仕様は下記
の通り。

移⾏作業⾃体は機構にて実施すると理解しています
が、仮想サーバ基盤のサイジング および RedHat
Linuxの導⼊時バージョンを決定するため、現⾏サー
ビスサーバに関して別紙等で以下の情報を提供頂いた
⽅がより確実と考えます。
１）CPU種別、コア数、メモリ容量、ハードディスク
容量
２）ＯＳ、ミドルウェア、アプリケーションの名称お
よび稼働バージョン
３）データバックアップの頻度
４）システムバックアップの頻度

本意⾒を踏まえ、⺠間競争⼊札実
施要項で⽰す 「資料の閲覧」の
サーバ構成図及びサーバ設計書で
開⽰します。

無

「国⽴研究開発法⼈国⽴環境研究所ネットワークサービス機器賃貸借⼀式及びネットワークシステム運⽤保守業務 ⺠間競争⼊札実施要項（案）」に対する意⾒募集への回答及び対応
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

3 調達仕様書（原案） 41/74 法⼈A

2.7 保守及ぴサービスレベ
ル
C)各種装置等については、
適宜、OS及び応⽤ソフト
ウェア等の保守(バージョ
ンアップ等を含む。)及び
情報セキュリティパッチ適
応等の対策を実施するこ
と。導⼊を提案するソフト
ウェアについて、これらの
対応が困難な場合には、個
別に理由を付し、代替措置
等の具体的⽅策
を⽰すこと。

左記の「応⽤ソフトウェア」には 仕様書内 表2.3-
1および2.3-2に記載される「サービスサーバ」に⽤い
られる、ミドルウェア（例 DBソフトウェア）および
アプリケーション（例 コンテンツ管理サービス
(CMS))が含まれると理解しますが、これら物品は、
本業務調達範囲外となります。

⼀⽅、バージョンアップ実施には、当該ソフトウェア
の保守契約にて提供されるアップデート媒体の⼊⼿が
必要 また バージョンアップには、検証環境での事
前試験（バージョンアップ対象 ソフトウェア 必
要）となります。

ただし、それらは本業務の調達範囲外であるため、
バージョンアップは あくまで本業務の提供するソフ
トウェアの範囲内に限定することをご検討お願いしま
す。

本意⾒を踏まえ、2.7(1)cの要件は
当研究所のネットワーク運⽤保守
業務における必須の作業であるこ
とを勘案し、請負者が想定外の負
担を受けることのないように修正
します。

有 「2.7 保守及ぴサービスレベル
C)各種装置等については、適宜、OS及び応⽤ソフト
ウェア等の保守(バージョンアップ等を含む。)及び情
報セキュリティパッチ適応等の対策を実施すること。
導⼊を提案するソフトウェアについて、これらの対応
が困難な場合には、個別に理由を付し、代替措置等の
具体的⽅策を⽰すこと。
なお、OS及び応⽤ソフトウェア等の保守及び情報セ
キュリティパッチ適応等の作業に必要とされる物品・
ソフトウェア（アップデート媒体の⼊⼿など）はNIES
が⽤意する。事前の検証は本調達の仮想環境を利⽤す
るか、⼜は機器の冗⻑性を利⽤すること。」を追加。

4 調達仕様書（原案） 45/74 法⼈A

2.8 運⽤管理業務
C)機器等の管理
(イ)運⽤⽀援対象となる
ネットワークサービス機器
等及び基幹ネットワーク機
器等の脆弱性情報を確認
し、影響範囲を考慮し、
NIES担当者との協議の
上、脆弱性対策・セキュリ
ティパッチの適⽤を⾏うこ
と。

本業務仕様書には「検証環境」の準備について明⽰あ
りませんが、左記の業務を実施するのは「検証環境」
は必須と理解します。

故に、仕様書には本番環境以外に、検証環境の要求要
件を追記検討お願いします。

本意⾒を踏まえ、請負者が想定外
の負担を受けることのないように
修正します。

有 「2.8 運⽤管理業務
C)機器等の管理
(イ)運⽤⽀援対象となるネットワークサービス機器等
及び基幹ネットワーク機器等の脆弱性情報を確認し、
影響範囲を考慮し、NIES担当者との協議の上、脆弱
性対策・セキュリティパッチの適⽤を⾏うこと。
なお、これらの作業は事前の検証環境を本調達の仮想
環境で構築するか、⼜は機器の冗⻑性を利⽤して⾏う
ものとする。」を追加。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

5 調達仕様書（原案） 49/74 法⼈A

2.10 設置条件
(3) 電源関係
電源設備は、NIES側で⽤
意する電源設備を利⽤し、
今回の調達範囲外である基
幹ネットワーク機器を含め
たシステム全体で 50KVA
を超えないこと。省エネル
ギーの観点からシステム全
体の消費電⼒は少ないこと
が望ましい。なお、詳細は
落札後に別途協議する。

「今回の調達範囲外である基幹ネットワーク機器を含
めたシステム全体で 50KVA を超えないこと」とあり
ますが、本業務で提案するネットワークサービス機器
の消費電⼒を検討するために、基幹ネットワーク機器
の消費電⼒を明⽰お願いします。

本意⾒を踏まえ、仕様を明確にす
るため、修正します。

有 「2.10 設置条件
(3) 電源関係
電源設備は、NIES側で⽤意する電源設備を利⽤し、今
回の調達範囲外である基幹ネットワーク機器（20KVA
を超過しない想定である）を含めたシステム全体で
50KVA を超えないこと。省エネルギーの観点からシ
ステム全体の消費電⼒は少ないことが望ましい。な
お、詳細は落札後に別途協議する。」に修正。

6 調達仕様書（原案） 49/74 法⼈A

2.10 設置条件
(1) 設置場所
設置場所は、別図に⽰すよ
うに電算機室内のネット
ワーク室となる。

本業務で提案するネットワークサービス機器に利⽤で
きる19インチラックの空きユニット数を明⽰お願いし
ます。

本意⾒を踏まえ、仕様を明確にす
るため、修正します。

ラック搭載図は、⺠間競争⼊札実
施要項「資料の閲覧」時に開⽰し
ます。

有 調達仕様書（原案）32/74
「2.要求要件の詳細
(1) 基本事項
b)全ての機器は別途NIESが⽤意するEIA規格準拠の19
インチラックに搭載すること。なお、設置場所により
ラックの⾼さ、幅、奥⾏き等が異なる。機器全体で２
ラック相当分の空きスペースに収まるものとする。こ
の空きスペースは連続していないため、⺠間競争⼊札
実施要項に⽰す資料の閲覧時に確認すること。」を追
加。 

 

7 調達仕様書（原案） 30/74 法⼈A

 1.2今回調達するネット
ワークサービス機器等は、
賃貸借契約に基づき導⼊す
る。契約締結にあたって
は、賃貸借契約に基づく
りース及び保守並びに運⽤
⽀援業務により構成され
る。

機器リースに関して、第三者賃貸借契約⽅式は可能で
しょうか？

機器リースに関して、第三者賃貸
借契約⽅式は可能です。

有 調達仕様書（原案）44/74
「2.7(4)  ウ ネットワークサービス機器等のリースに
関して、第三者賃貸借契約⽅式も可とする。」を追
加。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

8 調達仕様書（原案） 30/74 法⼈A

 1.2a)本システムを構成す
る機器は、信頼性の⾼い製
品を選択するとともに、必
要に応じ電源装置等の冗⻑
化を⾏うこと。何れか⼀⽅
に障害が発⽣した時でも運
⽤が継続できる構成とする
こと 。

機器の設置場所における電源は冗⻑化されていますで
しょうか？ また 無停電電源装置（UPS）は常設さ
れていますでしょうか？

本意⾒を踏まえ、仕様を明確にす
るため、修正します。

電算機室内の分電盤及び無停電電
源装置の詳細については、⺠間競
争⼊札実施要項「資料の閲覧」時
に開⽰します。

有 調達仕様書（原案）49/74
「2.10 設置条件
(3) 電源関係
電源設備は、NIES側で⽤意する電源設備（無停電電源
装置）を利⽤し、」に修正。

9 調達仕様書（原案） 45/74 法⼈A

2.8 運⽤管理業務
(1)業務内容 a)対象範囲
③別途調達による(遠隔地
分室等拠点間接続⽤)VPN
接続機器(別表⼀1参照)の
設定作業(遠
隔地分室等拠点への設置は
除く。)
④別途調達によるインター
ネット(SINET)接続の運⽤
監視(死活監視及び障害発
⽣時のサポート窓⼝との連
絡調整等)

機構か別途調達される機器の設定に関しては、その⼿
順や設定情報は、当該機器の納⼊事業者または既存の
運⽤管理事業者から引き継がれるとの理解で良いで
しょうか？

本意⾒を踏まえ、引き継ぎについ
て明確にするため、修正します。

有 調達仕様書（原案）44/74
「2.8 運⽤管理業務
NIESNETの運⽤全般に対し、...
なお、個々の作業にあたっては、原則としてNIES担当
者からの作業依頼（都度または包括的な依頼）に基づ
き実施するものとする。別途調達による機器等（以下
の(1）a)②③④）については、設定⼿順書及び運⽤⼿
順書をNIESが保守要員に貸与するものとする。」を追
加。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

10
⺠間競争⼊札実施要
項（案）別紙1
調達仕様書（原案）

5/74

41/74
法⼈B

(2) 確保されるべき対象業
務の質
ア 業務の内容

2.7 保守及びサービスレベ
ル
(2)サービスレベル

「以下に⽰す機器及びサービスに関するハードウェア
障害への保守体制の共通事項として、当研究所担当者
からの連絡または⾃動通報に対して、交換部品等を4
時間以内に提供する体制を平⽇9:00〜17:00の間、整
えること」とございますが、障害発⽣の連絡または通
報から4時間以内というご要求であれば、障害箇所の
切り分け等に時間がかかった場合、交換部品等を4時
間以内に提供することが難しい可能性がございます。
「切り分けを実施し、部品の交換が必要と判断してか
ら4時間以内」等に変更いただけないでしょうか。

※調達仕様書（原案）の41/74 2.7 保守及びサービ
スレベル(1)保守体制の箇所に「その他のハードウェ
ア⼜はソフトウェアに起因する障害に関しては、通常
勤務時間帯におけるNIES担当者からの連絡に対し、
連絡後4時間以内に現地にて作業に着⼿できる保守体
制をとること。」と記載されており、交換部品を4時
間以内に提供する必要はなく、現地で何らかの保守作
業に着⼿できれば良いという意味で捉えることができ
ますので、いずれにしましても内容を統⼀された⽅が
よいかと思います。

⺠間競争⼊札実施要項（案）と調
達仕様書（案）の記載の相違につ
いてご指摘ありがとうございま
す。

本意⾒及び調達仕様書（案）
「2.7(2)イ②」で⽰した障害切り
分け時間を踏まえ、交換部品を提
供すべき時間について修正しま
す。

なお調達仕様書（原案）42/74の
⼀次切り分けについて、当研究所
の求める仕様を明確にするため、
「⼀次回答率」「⼀次切り分け」
についても修正します。

有 ⺠間競争⼊札実施要項 （案）5/74
「当研究所担当者からの連絡⼜は⾃動通報に対して、
⼀次切り分けで部品交換が必要と判断してから交換部
品等を4時間以内に提供する体制を平⽇8:30〜17:30の
間、整えること。」に修正。

調達仕様書（原案）41/74「2.7 保守及びサービスレ
ベル (1)保守体制」
「通常勤務時間帯におけるNIES担当者からの連絡⼜
は⾃動通報に対し、⼀次切り分け後4時間以内に現地
にて作業（ネットワークサービス機器等の部品交換が
必要な場合には交換作業）に着⼿できる保守体制をと
ること。」に修正。

調達仕様書（原案）42/74
「NIES担当者からの15時までの問合せに対する17時
30分までの⼀次回答率、及び15時以降の問合せに対す
る翌朝10時30分までの⼀次回答率は 95％以上とする
こと。回答率は以下の計算式による。」に修正。
「NIES担当者から障害連絡を受け付けた場合には、
すべて1時間以内に⼀次切り分けを⾏い、状況を報告
すること。」に修正。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

11
⺠間競争⼊札実施要
項（案）別紙1

21/74 法⼈B

2 従来の実施に要した⼈
員

本資料より、運⽤保守について作業⼈数、作業量は把
握できました。
加えまして、現在の作業時間等の把握の為、常駐保守
要員が通常業務時間外でどれくらいの時間稼働してい
るかを資料に追記いただけないでしょうか。

⺠間競争⼊札実施要項で⽰す「
資料の閲覧」時に資料を開⽰しま
す。

本意⾒を踏まえ、常駐保守要員に
求める対応時間を明確にするた
め、調達仕様書（原案）を修正し
ます。

有 調達仕様書（原案）47/74
「2.8 運⽤管理業務
 (2)運⽤⽀援体制
d) 保守要員のうち１名以上を常駐保守要員とし、b)⼜
はc)の経験を有する者を充てること。NIESの通常勤務
時間帯をもって本契約の対象とする。」に修正。

調達仕様書（原案）48/74
「2.8 運⽤管理業務 (2)運⽤⽀援体制 i)常駐保守要員の
対応時間は、原則として通常勤務時間帯とする。通常
勤務時間帯外の業務は都度、NIES担当者との協議の
上、別途契約する。
・「平⽇」とは、⾏政機関の休⽇に関する法律第１条
第１項に定める⽇以外のことをいう。
・「通常勤務時間帯」とは、「平⽇」の8:30から
17:30までをいう。」に修正。

12 調達仕様書（原案） 35/74 法⼈B

2.2 イントラネットワー
ク⽤仮想基盤サーバ
(2)ソフトウェア
b)ネットワーク管理⽤ソフ
トウェア

ネットワーク管理⽤ソフトウェアですが、イントラ
ネットワーク⽤仮想基盤サーバ上に仮想OS（RHEL）
を１つ⽴てて、そこに構築する想定で間違いないで
しょうか？ライセンスの調達数に関わる部分になりま
すので、仕様書に明記いただけないでしょうか。

調達仕様書（案）36/74「表2.3-2
イントラネットワーク仮想サーバ
内訳」のとおり、本調達で求める
ネットワーク管理サービスは１式
です。

本意⾒を踏まえ、求める仕様を明
確にするため、修正します。

有 調達仕様書（原案）35/74
「b)ネットワーク管理⽤ソフトウェア
ネットワーク管理⽤ソフトウェアは仮想OS上で動作
する。」に修正。
「サ）ネットワーク管理⽤ソフトウェアを稼働させる
ための仮想OSの種類、バージョンは問わないが、当
該ソフトウェアのライセンス、仮想OSのライセン
ス、構築作業は本調達の範囲内とする。」を追加。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

13 調達仕様書（原案） 35/74 法⼈B

2.2 イントラネットワー
ク⽤仮想基盤サーバ
(2)ソフトウェア
b)ネットワーク管理⽤ソフ
トウェア

「イ) ネットワーク機器を⾃動的に発⾒し、ネット
ワーク構成マップを作成できること。マップ上では
ネットワーク機器をアイコンで表⽰できること。」と
ございますが、ネットワーク機器が追加された際に、
⾃動的に追加できる製品が限られてしまうため、以下
の⽂⾔に修正いただけないでしょうか。

「ネットワークを指定して⾃動的にホストを検出し、
簡単にホスト登録ができる機能を有すること。
アイコンを登録する事が出来、マップ上ではネット
ワーク機器をアイコン表⽰できること。」

本意⾒を踏まえ、提案製品の幅を
広げるため、修正します。

有 調達仕様書（原案）35/74
「ネットワークを指定して⾃動的にIPアドレスを使⽤
する機器を検出し、簡単に機器登録ができる機能を有
すること。登録機器毎にアイコンを登録する事がで
き、マップ上ではネットワーク機器をアイコン表⽰で
きること。」に修正。

14 調達仕様書（原案） 35/74 法⼈B

2.2 イントラネットワー
ク⽤仮想基盤サーバ
(2)ソフトウェア
b)ネットワーク管理⽤ソフ
トウェア

「ウ) 端末からサーバまでなど、ネットワーク上の任
意の2点間の経路情報をグラフィカルに表⽰できるこ
と。さらに、経路上の障害情報（リンク障害、⾼負
荷）を同⼀画⾯上に表⽰できること。」とございます
が、マップ画⾯と監視の情報画⾯を同⼀画⾯上に表⽰
できる製品が限られるため、別画⾯でも許容できるよ
う、仕様を緩和いただけないでしょうか。

本意⾒を踏まえ、提案製品の幅を
広げるため、修正します。

有 調達仕様書（原案）35/74
「端末からサーバまでなど、ネットワーク上の任意の
2点間の経路情報を可視化できること。さらに、経路
上の障害情報（リンク障害、⾼負荷）を表⽰できるこ
と。」に修正。

15 調達仕様書（原案） 35/74 法⼈B

2.2 イントラネットワー
ク⽤仮想基盤サーバ
(2)ソフトウェア
b)ネットワーク管理⽤ソフ
トウェア

「エ) 現在登録しているネットワーク構成情報（IPア
ドレス・SNMPコミュニティ名等）をCSV型式等で外
部ファイルに出⼒できること。」とございますが、
ネットワーク構成情報という記載ですと範囲が広く
なってしまうため、以下の⽂⾔に修正いただけないで
しょうか。

「IPアドレス、SNMPコミュニティ名等監視に設定さ
れている情報をGUIで⼀覧で表⽰・フィルタリングが
できること。また、それをCSV型式等で外部ファイル
に出⼒できること。」

本意⾒を踏まえ、提案製品の幅を
広げるため、修正します。

有 「エ）現在登録しているネットワーク構成情報（IPア
ドレス・SNMPコミュニティ名等監視情報及び追加⼊
⼒した情報）をCSV形式等で外部ファイルに出⼒でき
ること。」に修正。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

16 調達仕様書（原案） 35/74 法⼈B

2.2 イントラネットワー
ク⽤仮想基盤サーバ
(2)ソフトウェア
b)ネットワーク管理⽤ソフ
トウェア

「カ) ネットワーク機器の各種統計情報を表やグラブ
で表⽰できること。IP/UDP/TCPなどの受信・送信・
エラーなどを表やグラフに表⽰できること。」とござ
いますが、表およびグラフのどちらでも表⽰できる製
品が限られるため、どちらか⼀⽅で表⽰できれば良い
内容に仕様を緩和いただけないでしょうか。

本意⾒を踏まえ、提案の幅を広げ
るため、修正します。

有 「ネットワーク機器の各種統計情報を表またはグラフ
で表⽰できること。IP／UDP／TCPなどの受信・送
信・エラーなどを表⼜はグラフに表⽰できること。」
に修正。

17 調達仕様書（原案） 36/74 法⼈B

2.3 仮想サーバ
及び
2.4 ファイル交換サーバ

[2.3 仮想サーバ]表2.3-1及び表2.3-2にあります[ファ
イル交換サービス（⻑期）][ファイル交換サービス
（短期）][ファイル交換サービス（所内）]
と
[2.4 ファイル交換サーバ]
との関係性につきまして、仕様書に明記いただけない
でしょうか。
もしくは、⼊札時の質問および資料閲覧等で確認させ
ていただくことは可能でしょうか。

本意⾒を踏まえ、ファイル交換
サービス（⻑期、短期、所内）と
ファイル交換サーバの関係性を明
確にするため、修正します。

有 「2.4 ファイル交換サーバ

以下の要件を満たすファイル交換サーバを3式、NAS
等の磁気ディスクストレージを１式導⼊する提案をす
ること。
ファイル交換サーバ（ファイル交換サービス⽤サー
バ）は、「2.3 仮想サーバ」１の表2.3-1のファイル交
換サービス（⻑期）、ファイル交換サービス（短
期）、表2.3-2のファイル交換サービス（所内）にス
トレージを提供する。」に修正。

「j) オンラインストレージソフトウェア機能
短期ファイル交換サービス、⻑期ファイル交換サービ
ス並びに所内⽤ファイル交換サービスは、Proself
（（株）ノースグリッド）と同等以上のオンラインス
トレージソフトウェア機能を有すること。」に修正。

18 調達仕様書（原案） 38/74 法⼈B

2.4 ファイル交換サーバ
(2)ストレージ装置

「e) 筐体 EIA19インチラックに搭載可能であり、4U
以下であること。」とございますが、8TB以上の容量
のニアラインSASドライブを48基以上搭載可能で、
4U以下に収まる製品が限られるため、8U以下に緩和
していただけないでしょうか。

本意⾒を踏まえ、提案製品の幅を
広げるため、修正します。

有 「e) 筐体
EIA 19インチラックに搭載可能であり、8U以下である
こと。」に修正。

19 調達仕様書（原案） 39/74 法⼈B

2.5 ⼤容量NASシステム
(2)ストレージ装置

ストレージ装置の台数ですが、1台という認識で相違
ないでしょうか。

本意⾒を踏まえ、NASシステム１
式毎に1台で、NASシステムは2式
ということを明確にするため、修
正します。

有 調達仕様書（原案）39/74
「以下の要件を満たすストレージ装置を有すること。
⼤容量NASシステム１式につき、ストレージ装置１
式、計２式導⼊すること」に修正。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

20 調達仕様書（原案） 40/74 法⼈B

2.5 ⼤容量NASシステム
(3)機能p)

「ユーザ及びグループ設定については認証サーバ⼜は
NIESにて運⽤中のActiveDirectoryサーバと連携でき
ること」とあります。
認証サーバとActiveDirectoryサーバとの関係性につき
まして、仕様書に明記いただけないでしょうか。
もしくは、⼊札時の質問および資料閲覧等で確認させ
ていただくことは可能でしょうか。

本意⾒を踏まえ、⺠間競争⼊札実
施要項で⽰す「 資料の閲覧」時
に開⽰するサーバ構成図及びサー
バ設計書で開⽰します。

無

21 調達仕様書（原案） 40/74 法⼈B

2.6 データ移⾏等
(1)各種サーバ及び(4)認証
サーバ

本認証サーバは、同資料7⾴にあります表2.3-2記載の
LDAPサービスと同⼀でしょうか。

同⼀の場合、
(1)各種サーバにおきまして、「仮想環境へ移⾏する作
業については、事前にNIESが実施する」とあります。
また、(4)認証サーバにおきまして、「既存認証サーバ
(LDAP)のデータの移⾏を変更なく⾏うこと」とあり
ます。
お客様と受注者側の作業分界点につきまして、仕様書
に明記いただけないでしょうか。
もしくは、⼊札時の質問等で確認させていただくこと
は可能でしょうか。

本意⾒を踏まえ、作業分界点を明
確にするため、修正します。

有 「2.6 データ移⾏等
(1)各種サーバ
表2.3-1及び表2.3-2に記載する現⾏の各サービスで運
⽤している物理サーバを本調達仮想基盤サーバ上で動
作するように仮想環境へ移⾏する作業については、事
前にNIESが実施することとする。但し、運⽤切替時点
での差分データ移⾏に関してはNIESと協議の上実施す
ること。」に修正。

「(4)LDAPサービス
a)既存認証サーバ（表2.3-2のLDAPサービス)のデー
タ移⾏を変更なく⾏うこと。」に修正。

22 調達仕様書（原案） 40/74 法⼈B

2.6 データ移⾏等 データ移⾏の検討のため、既存機器のスペックを仕様
書に明記いただけないでしょうか。
もしくは、⼊札時の質問および資料閲覧等で確認させ
ていただくことは可能でしょうか。

本意⾒を踏まえ、⺠間競争⼊札実
施要項で⽰す「 資料の閲覧」時
に開⽰するサーバ構成図及びサー
バ設計書で開⽰します。

無

23 調達仕様書（原案） 48/74 法⼈B

2.8 運⽤管理業務
(2)運⽤⽀援体制

常駐保守要員に求められる常駐⽇、対応時間につきま
して、仕様書に明記いただけないでしょうか。
もしくは、⼊札時の質問および資料閲覧等で確認させ
ていただくことは可能でしょうか。

本意⾒を踏まえ、常駐保守要員に
求める対応時間を明確にするた
め、修正します。

通常勤務時間帯以外の業務遂⾏は
別途契約します。

有 調達仕様書（原案）48/74
「2.8 運⽤管理業務 (2)運⽤⽀援体制 i)常駐保守要員の
対応時間は、原則として通常勤務時間帯とする。通常
勤務時間帯外の業務は都度、NIES担当者との協議の
上、別途契約する。
・「平⽇」とは、⾏政機関の休⽇に関する法律第１条
第１項に定める⽇以外のことをいう。
・「通常勤務時間帯」とは、「平⽇」の8:30から
17:30までをいう。」に修正。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

24
⺠間競争⼊札実施要
項(案)

9/74 法⼈C

 4⼊札参加資格に関する事
項

 (11)本業務を統括管理する
部⾨は、ISO9001 及び
ISO27001 を取得している
こと。

以下を追記いただけますでしょうか。
「本業務を統括管理する部⾨は、プライバシーマーク
を取得していること。」

(理由）本システムでは利⽤者の個⼈情報に触れる可
能性が⾼く、情報保護に重視すべきため。

プライバシーマークの安全管理策
は、ISMS認証基準（ISO27001）
のセキュリティ管理策に含まれて
いることを勘案し、提案の幅を維
持するため、調達仕様書（原案）
のままとします。

無

25 調達仕様書（原案） 30/74 法⼈C

 1概要
 1.2要求要件の概要

(3) 本システムは、複数
の製造者の製品によって構
成される可能性が⾼いとと
もに、システム構成の変更
を柔軟に⾏う必要があるの
で、他社製品の接続等に関
する最⼤限の協⼒体制が準
備されていること。

以下を追記いただけますでしょうか。点数は仮です。
「本システムの構成品（ハードウェア）が全て⾃社製
品または同⼀メーカ品（⾃社製品ではなくても良い）
による場合は、加点対象とする。
 同⼀メーカ品の場合・・・5点
 ⾃社製品の場合・・・10点」

(理由) 仕様確認や障害発⽣時等に、問い合わせ窓⼝が
⼀本化され、迅速な対応が可能となるため。

提案製品の幅を維持するため、調
達仕様書（原案）のままとしま
す。

無

26 調達仕様書（原案） 33/74 法⼈C

 2要求要件の詳細
 2.1公開サーバ(DMZ)⽤仮

想化基盤サーバ
 (1)ハードウェア

 a)CPU
Intel社製Xeon E5-2630v4
と同等以上のCPU を2基以
上有し、1基あたり10コア
20スレッド以上、2.20GHz
以上のクロックであるこ
と。

以下に変更いただけますでしょうか。
「Intel社製Silver 4114と同等以上のCPU を2基以上有
し、1基あたり10コア20スレッド以上、2.20GHz以上
のクロックであること。」

(理由)  該当CPUの後継がリリースされたため。

本意⾒を踏まえ、製品ラインナッ
プの更新に伴う市場動向を勘案
し、修正します。

有 「Intel社製Xeon Silver 4114と同等以上のCPU を2基
以上有し、1基あたり10コア20スレッド以上、
2.20GHz以上のクロックであること。」に修正。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

27 調達仕様書（原案） 33/74 法⼈C

 b)メモリ
64GB以上の容量で、
DDR4-2400（PC4-2400）
規格⼜は同等以上の性能を
有し、ECC⼜はECC 同等
のエラー訂正機能を有する
こと。

以下に変更いただけますでしょうか。
「64GB以上の容量で、DDR4-2666（PC4-2666）規
格⼜は同等以上の性能を有し、ECC⼜はECC 同等のエ
ラー訂正機能を有すること。」

(理由) 該当メモリの後継がリリースされたため。

本意⾒を踏まえ、製品ラインナッ
プの更新に伴う市場動向を勘案
し、修正します。

有 「64GB以上の容量で、DDR4-2666（PC4-2666）規
格⼜は同等以上の性能を有し、ECC⼜はECC 同等のエ
ラー訂正機能を有すること。」に修正。

28 調達仕様書（原案） 33/74 法⼈C

 d)RAIDコントローラー
12Gb SAS及びRAID0、1、
5、6に対応し、1GBキャッ
シュを有すること。

以下を追記いただけますでしょうか。
「ただし、キャッシュ容量が2GB以上の場合は、加点
対象とする。」

(理由) 性能優位性があるため。

本意⾒を踏まえ、「1GB」を
「1GB以上」と修正します。

当研究所では「2GB以上」を求め
る業務上の強い要請がないことか
ら、提案製品の幅を維持するた
め、加点対象にすることは控えま
す。

有  「d)RAIDコントローラー
12Gb SAS及びRAID0、1、5、6に対応し、1GB以上の
キャッシュを有すること。」に修正。

29 調達仕様書（原案） 33/74 法⼈C

 (2)ソフトウェア
 a)OS

Red Hat Enterprise Linux
とする。

以下を追記いただけますでしょうか。
「ただし、2.1.(3) a)の仮想化を実現できるライセンス
であること。ゲストOS数は無制限であること。」

(理由) ゲストOSの数量が無制限の⽅が柔軟な構成変
更に対応できるため。

本意⾒を踏まえ、仮想基盤環境の
仕様の明確化のため、修正しま
す。

有 「Red Hat Enterprise Linuxとする。リース期間中
は、2.1.(3) a.の⽤途のために、仮想化機能を有するラ
イセンスを提供すること。ゲストOS数は無制限であ
ること。」に修正。

30 調達仕様書（原案） 34/74 法⼈C

 2.2イントラネットワーク
⽤仮想基盤サーバ

 (1)ハードウェア
 a)CPU

Intel社製Xeon E5-2697v4
と同等以上のCPU を2基以
上有し、1基あたり18コア
36スレッド以上、2.30GHz
以上のクロックであるこ
と。

以下に変更いただけますでしょうか。
「Intel社製Gold6140と同等以上のCPU を2基以上有
し、1基あたり18コア36スレッド以上、2.30GHz以上
のクロックであること。」

(理由) 該当CPUの後継がリリースされたため。

本意⾒を踏まえ、製品ラインナッ
プの更新に伴う市場動向を勘案
し、修正します。

有 「Intel社製Xeon Gold6140と同等以上のCPU を2基以
上有し、1基あたり18コア36スレッド以上、2.30GHz
以上のクロックであること。」に修正。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

31 調達仕様書（原案） 34/74 法⼈C

b) メモリ
96GB以上の容量で、
DDR4-2400（PC4-2400）
規格または同等以上の性能
を有し、ECCまたはECC
同等のエラー訂正機能を有
すること。

以下に変更いただけますでしょうか。
「128GB以上の容量で、DDR4-2666（PC4-2666）規
格または同等以上の性能を有し、ECCまたはECC 同等
のエラー訂正機能を有すること。」

(理由) メンテナンス性の向上やサービスの変更に柔軟
に対応できるようメモリ容量を拡張した⽅がよいた
め。
該当メモリの後継がリリースされたため。

本意⾒を踏まえ、製品ラインナッ
プの更新に伴う市場動向を勘案
し、修正します。

「128GB以上の容量」について、
総合評価基準書P.4「イントラ
ネットワーク⽤仮想基盤サーバ」
のメモリにて「128GB以上場合
+1点」と加点を配分しているの
で、同⼀趣旨との認識です。

有 「96GB以上の容量で、DDR4-2666（PC4-2666）規
格または同等以上の性能を有し、ECCまたはECC 同等
のエラー訂正機能を有すること。」に修正。

32 調達仕様書（原案） 34/74 法⼈C

 d)RAIDコントローラー
12Gb SAS及びRAID0、1、
5、6に対応し、1GBキャッ
シュを有すること。

以下を追記いただけますでしょうか。
「ただし、キャッシュ容量が2GB以上の場合は、加点
対象とする。」

(理由) 性能優位性があるため。

本意⾒を踏まえ、「1GB」を
「1GB以上」と修正します。

当研究所では「2GB以上」を求め
る業務上の強い要請がないことか
ら、提案製品の幅を維持するた
め、加点対象にすることは控えま
す。

有  「d)RAIDコントローラー
12Gb SAS及びRAID0、1、5、6に対応し、1GB以上の
キャッシュを有すること。」に修正。

33 調達仕様書（原案） 34/74 法⼈C

 (2)ソフトウェア
a) OS
Red Hat Enterprise Linux
とする。

以下を追記いただけますでしょうか。
「ただし、2.1.(3) a)の仮想化を実現できるライセンス
であること。ゲストOS数は無制限であること。」

(理由) ゲストOSの数量が無制限の⽅が柔軟な構成変
更に対応できるため。

本意⾒を踏まえ、仮想基盤環境の
仕様の明確化のため、修正しま
す。

「2.1.(3) a)の仮想化」とあります
が、対象箇所の⽂脈から「2.2.(3)
a)」と解釈しました。

有 「Red Hat Enterprise Linuxとする。リース期間中
は、2.2.(3) a.の⽤途のために、仮想化機能を有するラ
イセンスを提供すること。ゲストOS数は無制限であ
ること。」に修正。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

34 調達仕様書（原案） 36/74 法⼈C

 2.3仮想サーバ
 表2.3-2イントラネット

ワーク仮想サーバ内訳

現⾏システムでは以下の通りですが、表に記載の通り
でよいでしょうか。
・「DHCPサーバサービス 1式」⇒「DHCP兼Radius
サーバサービス 2式」
・（表に記載なし）⇒「ネットワーク管理サービス 1
式」

(理由) 仮想基盤サーバの構成検討のため。

本意⾒を踏まえ、当研究所の業務
上の必要性が認められるため、修
正します。

有 調達仕様書案36/74 表2.3-2
・「DHCPサーバサービス 1式」⇒「DHCP兼Radius
サーバサービス 2式」に修正。
・（表に記載なし）⇒「ネットワーク管理サービス 1
式」に修正。

35 調達仕様書（原案） 36/74 法⼈C

 2.4ファイル交換サーバ
以下の要件を満たすファイ
ル交換サーバを3式、NAS
等の磁気ディスクストレー
ジを1式導⼊する提案をす
ること。

以下に変更いただけますでしょうか。
「以下の要件を満たすファイル交換サーバを3式、
NAS等の磁気ディスクストレージを2式導⼊する提案
をすること。磁気ディスクストレージは、短期ファイ
ル交換サーバおよび⻑期ファイル交換サーバ⽤に1
式、所内⽤ファイル交換サーバ⽤に1式導⼊する。」

(理由) セキュリティ⾯を考慮し、磁気ディスクスト
レージは、
 ‐公開サーバ(DMZ)に設置するファイル交換サーバ
（短期⽤、⻑期⽤）⽤に1式
 ‐イントラネットワークに設置するファイル交換
サーバ（所内⽤）⽤に1式設置するべきと判断したた
め。

所内⽤・所外⽤に磁気ディスクス
トレージを分けるべきという情報
セキュリティ対策の考慮を踏ま
え、所外⽤（⻑期・短期）に外部
ストレージ１式、所内⽤は本体内
蔵ハードディスクのみと、修正し
ます。

有 「以下の要件を満たすファイル交換サーバを3式、
NAS等の磁気ディスクストレージを1式導⼊する提案
をすること。
...
磁気ディスクストレージは、短期ファイル交換サーバ
及び⻑期ファイル交換サーバ⽤に使⽤する。所内⽤
ファイル交換サーバ⽤は本体の内蔵ハードディスクで
ストレージを提供するものとする。」に修正。
調達仕様書（原案）37/74
「c)ハードディスク
...
物理容量が１TB以上の容量のドライブを2基以上搭載
すること。」に修正。

36 調達仕様書（原案） 37/74 法⼈C

 (2)ストレージ装置
各サーバは、以下の要件を
満たすストレージ装置を有
すること。

以下に変更いただけますでしょうか。
「各ストレージ装置は、以下の要件を満たすこと。」

(理由) サーバ1台につき、ストレージ装置が1台ではな
いため。

本意⾒を踏まえ、仕様を明確にす
るため、修正します。

サーバとストレージ装置が１対１
であることを明記しました。

有 「(2)ストレージ装置
短期ファイル交換サーバ⼜は⻑期ファイル交換サーバ
いずれかのファイル交換サーバ1式をディスクスト
レージ１式にFibre Channelで接続する。ディスクス
トレージ装置は、以下の要件を満たすこと。」を追
記。

37 調達仕様書（原案） 38/74 法⼈C

e)筐体
EIA 19インチラックに搭載
可能であり、4U以下であ
ること。

以下に変更いただけますでしょうか。
「EIA 19インチラックに搭載可能であり、8U以下であ
ること。」

(理由) 提案製品の幅を広げるため。

提案製品の幅を広げるため、本意
⾒を踏まえ、修正します。

有 「EIA 19インチラックに搭載可能であり、8U以下であ
ること。」に修正
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

38 調達仕様書（原案） 38/74 法⼈C

 2.5⼤容量NASシステム
 以下の要件を満たす⼤容量
NASシステムを2式導⼊す
る提案をすること。

以下に変更いただけますでしょうか。
「以下の要件を満たす⼤容量NASシステムを1式導⼊
する提案をすること。」

(理由) サーバがクラスタ構成のため、システムとして
は1式とするのが適切と判断したため。

当研究所の業務上の必要性を勘案
し、調達仕様書（原案）のままと
します。

無

39 調達仕様書（原案） 38/74 法⼈C

 (1)サーバ
f) 筐体
EIA 19インチラックに搭載
可能であり、2U以下であ
ること。

以下に変更いただけますでしょうか。
「EIA 19インチラックに搭載可能であり、4U以下であ
ること。」

(理由) クラスタ構成を1式として考える場合、1式当た
りのユニット数を記載するのが適切であると判断した
ため。

提案製品の幅を広げるため、本意
⾒を踏まえ、修正します。

有 「EIA 19インチラックに搭載可能であり、4U以下であ
ること。」に修正

40 調達仕様書（原案） 39/74 法⼈C

 (2)ストレージ装置
b) ハードディスク
7.2kRPM以上の12Gb SAS
及びホットプラグに対応し
ていること。物理容量が
12TB以上の容量のニアラ
インSASドライブを36基以
上（スペアディスクを含
む）有すること。

以下に変更いただけますでしょうか。
「7.2kRPM以上の12Gb SAS及びホットプラグに対応
していること。物理容量が10TB以上の容量のニアラ
インSASドライブを44基以上（スペアディスクを含
む）有すること。ただし、物理容量が12TB以上の容
量のニアラインSASドライブの場合は、36基以上（ス
ペアディスクを含む）有すれば良い。」

(理由) 提案製品の幅を広げるため。

提案製品の幅を広げるため、本意
⾒を踏まえ、修正します。

有 「7.2kRPM以上の12Gb SAS及びホットプラグに対応
していること。物理容量が10TB以上の容量のニアラ
インSASドライブを60基以上（スペアディスクを含
む）有すること。ただし、物理容量が12TB以上の容
量のニアラインSASドライブの場合は、48基以上（ス
ペアディスクを含む）有すれば良い。」に修正。

41 調達仕様書（原案） 39/74 法⼈C

c) RAIDタイプ
RAID0、1、5、6に対応し
ていること。

以下に変更いただけますでしょうか。
「RAID5に対応していること。」

(理由) 提案製品の幅を広げるため。

提案製品の幅を広げるため、本意
⾒を踏まえ、修正します。

有 「RAID5及びRAID6に対応していること。RAID6は
RAID6相当も含めるものとする。」に修正。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

42 調達仕様書（原案） 39/74 法⼈C

e) 筐体
EIA 19インチラックに搭載
可能であり、10U以下であ
ること。

以下を追記いただけますでしょうか。点数は仮です。
「ただし、以下の場合は加点対象とする。
 8U以下の場合・・・5点
 6U以下の場合・・・10点」

(理由) 省スペースを図るため。

右の修正をもって、本意⾒と同⼀
趣旨の省スペースを図る仕様であ
るとします。

有 調達仕様書案32/74
「2.要求要件の詳細
(1) 基本事項
b)全ての機器は別途NIESが⽤意するEIA規格準拠の19
インチラックに搭載すること。なお、設置場所により
ラックの⾼さ、幅、奥⾏き等が異なる。ネットワーク
サービス機器全体で２ラック相当分の空きスペースに
収まるものとこと。この空きスペースは連続していな
いため、⺠間競争⼊札実施要項で⽰す資料閲覧時に確
認すること。」に修正。

43 調達仕様書（原案） 39/74 法⼈C

 (3)機能
 a)ネットワークプロトコル

はNFS v3/4.0、CIFS
（SMB2.0/2.1）、
FTP/SFTP、IPv4/IPv6を
サポートしていること。

以下に変更いただけますでしょうか。
「ネットワークプロトコルはNFS v3/4.0、CIFS
（SMB2.0/2.1）、IPv4/IPv6をサポートしているこ
と。」

(理由) 提案製品の幅を広げるため。

提案製品の幅を広げるため、本意
⾒を踏まえ、修正します。

有 「ネットワークプロトコルはNFS v3/4.0、CIFS
（SMB2.0/2.1）、IPv4/IPv6をサポートしているこ
と。」に修正。

44 調達仕様書（原案） 41/74 法⼈C

2.7 保守及びサービスレベ
ル
(1) 保守体制
その他のハードウェア⼜は
ソフトウェアに起因する障
害に関しては、通常勤務時
間帯におけるNIES担当者
からの連絡に対し、連絡後
4時間以内に現地にて作業
に着⼿できる保守体制をと
ること。

左記仕様の「その他」はどのハードウェア及びソフト
ウェアを指すかご教⽰ください。

本意⾒を踏まえ、仕様を明確にす
るため、修正します。

有 「2.7 保守及びサービスレベル
(1) 保守体制
ネットワークサービス機器等及び基幹ネットワーク機
器等は、基本的に24時間365⽇の稼働を想定してい
る。そのため、各種機器は⾼い信頼性を有するととも
に、障害からの迅速な復旧が可能な体制が必要とされ
る。

ネットワークサービス機器等及び基幹ネットワーク機
器等のハードウェア⼜はソフトウェアに起因する障害
に関しては、通常勤務時間帯におけるNIES担当者⼜は
⾃動通報からの連絡に対し、連絡後4時間以内に現地
にて作業（ネットワークサービス機器等の部品交換が
必要な場合には交換作業）に着⼿できる保守体制をと
ること。」に修正。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

45 調達仕様書（原案） 該当無し 法⼈C

該当無し システム運⽤期間中に消耗品（例：バッテリ）を交換
する必要がある場合、それにかかる費⽤は本契約に含
みますか。

本意⾒を踏まえ、調達範囲を明確
にするため、修正します。

有 調達仕様書（原案）41/74
「2.7 保守及びサービスレベル (1)保守体制 f) ネッ
トワークサービス機器のバッテリ等(内蔵するものを
含む)消耗品及び消耗品の交換作業は本調達の範囲内
とする。」を追記。

46 調達仕様書（原案） 44/74 法⼈C

 2.8運⽤管理業務
 (1)業務内容

 a)対象範囲

以下を追記いただけますでしょうか。
「〇別途調達によるOffice365を中⼼としたメール
サービス（⼀部オンプレを含む可能性あり）
〇別途調達によるActiveDirectoryの運⽤管理、ユーザ
登録
〇別途調達によるFileMakerの運⽤管理、テーブルの
作成・編集
〇別途調達によるRDSの運⽤管理
〇別途調達によるSecureMatrixの運⽤管理、ユーザ登
録
〇別途調達によるセキュリティ機器（WAF、
FireEye）と連携して運⽤するための設定
〇別途調達によるセキュリティ監視サービ
(ActSecure)と連携したセキュリティ対策・対応
○別途調達によるMicrosoft AzureとNIESNET間の接
続設定⽀援
○今後新規にネットワーク機器を調達した場合の、該
当機器とNIESNET間の接続設定⽀援」

(理由) 現⾏システムの運⽤経験をもとに、NIESNET
と密に連携する左記の各種システムについても対象範
囲に加えることで、スムースな運⽤を実現できると考
えるため。

本調達の運⽤管理業務の詳細につ
いては、⺠間競争⼊札実施要項で
⽰す資料の閲覧時に開⽰する運⽤
⽀援⼀覧表に記載します。

 無

47 調達仕様書（原案） 45/74 法⼈C

 b)運⽤管理⼿順書等の作成 以下を追記いただけますでしょうか。
「基幹ネットワーク機器の更改時は、保守・運⽤⽀援
に必要な⼿順書等を導⼊ベンダから、運⽤⽀援業者に
提供する予定である。」

(理由) 基幹ネットワーク機器更改後のリスクを低減す
るため。

本意⾒を踏まえ、基幹ネットワー
ク機器の⼿順書の貸与について明
記するため、修正します。

有 「④基幹ネットワーク機器の更改時には、基幹ネット
ワーク機器の導⼊業者から納品された保守・運⽤⽀援
に関する⼿順書等を保守要員に貸与する。」を追記。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

48 調達仕様書（原案） 45/74 法⼈C

 c)機器等の管理
 ②ネットワークサービス機
器の運⽤管理
  （イ）NIES担当者が⽤
意したWebコンテンツ
(CGI、PHP等動的コンテン
ツを含む。)のアップロー
ドを⾏うこと。

以下に変更いただけますでしょうか。
「NIES担当者が⽤意したWebコンテンツ(CGI、PHP
等動的コンテンツを含む。)のアップロード、NIES担
当者の要望に基づいた追加・修正・削除、アクセス制
御のための設定を⾏うこと。」

(理由) 現⾏システムの運⽤を踏まえ、必要な要件であ
ると考えられるため。

本意⾒を踏まえ、業務内容を明確
にするため、修正します。

有 「NIES担当者からの依頼により、NIES担当者が⽤意
したWebコンテンツ(CGI、PHP等動的コンテンツを含
む。)のアップロード、追加・修正・削除、アクセス
制御のための設定を⾏うこと。」に修正。

49 調達仕様書（原案） 該当無し 法⼈C

該当無し 以下を追記いただけますでしょうか。
「各機器⽤SSLサーバ証明書の発⾏申請、更新を⾏う
こと。」

(理由) 現⾏システムの運⽤を踏まえ、必要な要件であ
ると考えられるため。

調達仕様書（原案）45/74の「2.8
運⽤管理業務 c)機器等の管理 ②
ネットワークサービス機器の運⽤
管理

 (ア)NIES担当者の依頼によりネッ
トワークサービス機器等の設定変
更を⾏うこと。」に含まれるとい
う認識です。

本契約の運⽤管理業務の詳細とし
て、⺠間競争⼊札実施要項で⽰す
「資料の閲覧」時で開⽰する運⽤
⽀援⼀覧表に記載します。

無

50 調達仕様書（原案） 46/74 法⼈C

 d)アカウント管理
 ②NIES担当者の依頼によ
り利⽤者アカウントの新規
登録、廃⽌、変更を⾏うこ
と。

以下に変更いただけますでしょうか。
「NIES担当者の依頼により利⽤者アカウントの新規
登録、廃⽌、変更を⾏うこと。なお、アカウントは
LDAPおよびActiveDirectoryを対象とし、
ActiveDirectoryを通じてOffice365とのアカウント連
携を⾏うこと。
また、ファイル交換サーバ、SSL-VPN、メーリングリ
ストメンバーについてもNIES担当者の依頼に応じてア
カウントの新規登録、廃⽌、変更を⾏うこと。

(理由) 現⾏システムの運⽤を踏まえ、必要な要件であ
ると考えられるため。

調達仕様書（案）46/74の「2.8運
⽤管理業務 d)アカウント管理」
に含まれるという認識です。

本契約の運⽤管理業務の詳細とし
て、⺠間競争⼊札実施要項で⽰す
「資料の閲覧」時で開⽰する運⽤
⽀援⼀覧表に記載します。

無
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

51 調達仕様書（原案） 該当無し 法⼈C

該当無し 「h)セキュリティ関連の対応」という章を作成し、以下を追記し
てはいかがでしょうか。※g)とh)の順番を逆転させる⽅がよいか
もしれません。
「・セキュリティ監視サービス(2018年度はNECネッツエスアイ
ActSecureを契約中)からのアラーム検知報告に対して、影響範囲
の確認およびNIES担当者への報告を⾏うこと。
・NIESが随時実施する脆弱性診断の結果に対して、必要な対策を
施すこと。
・NIES担当者の依頼によりファイアウォールの各種レポートの内
容に対する調査を⾏うこと。
・Firewallを始めとするセキュリティ対策関連システム運⽤状況
の監視、評価、設定変更等を実施すること。
・共同研究機関等、所外からのアクセスに関する個別設定及び所
外利⽤者からのアクセスに関する問題に対する原因調査及び対応
を実施すること。
・外部からの不正アクセス等に対する監視、解析、対策検討、提
案を適宜実施すること。
・メール経由のウイルス対策機能を始めとするコンピュータウイ
ルス対策システムの運⽤状況監視、評価、設定変更等を実施する
こと。
・利⽤者端末（Windows及びMacintosh）へのウイルス対策ソフ
トのインストール・設定を⽀援すること。
・不審な通信を発信する端末に対する、通信調査、解析対応を実
施すること。
・ウイルス発⾒時におけるウイルス駆除について⽀援するこ
と。」
(理由) 現⾏システムの運⽤を踏まえ、必要な要件であると考えら
れるため。

本意⾒を踏まえ、セキュリティ関
連の対応について、追記します。

現在、別途調達している情報セ
キュリティ関連業務などで対応し
ている業務は追記の対象外としま
した。

有 調達仕様書（原案）46/74
「g)セキュリティ関連の対応

①セキュリティ監視機器、セキュリティ監視サービス
からのアラーム検知報告に関して、影響範囲の確認、
利⽤者への連絡、NIES担当者への報告を⾏うこと。
②NIES担当者の依頼によりファイアウォールの各種
レポートに関する調査を⾏うこと。
③外部からの不正アクセス等に対する監視、解析、対
策検討、提案を適宜実施すること。
④別途調達するウイルス対策ソフトの管理サーバを運
⽤管理し、ウイルス検出報告に関して、利⽤者への連
絡、NIES担当者への報告を実施すること。
⑤別途調達するウイルス対策ソフトの利⽤者端末
（Windows及びMacintosh）へのインストールに関
し、インストールマニュアル、設定ファイルを作成す
る等の⽀援を実施すること。
⑥不審な通信を発信する端末に対する、通信調査、解
析対応、利⽤者への連絡、NIES担当者への報告を実
施すること。」を追記。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

52 調達仕様書（原案） 該当無し 法⼈C

該当無し 参考までに、2018年3⽉〜4⽉に実施した運⽤⽀援内
容の概要を以下に⽰しますので、業務内容詳細化のた
めに、追記してはいかがでしょうか。

1. NMSCからのPaloAlto、FireEyeアラーム検知報告
に関する確認対応
2. Firewall 遮断推奨リストの設定追加依頼対応
3. PaloAlto IDS,IPS機能の設定有効化に関する準備対
応
4. 環境研とJAMSTEC間の通信状況に関する集計依頼
対応
5. スパムフィルタサーバ CPU使⽤率上昇に関する調
査対応
6. 外部公開IPアドレス、サービスの確認依頼対応
7. 無線LANアクセスログ提供依頼対応
8. 不正使⽤IPアドレスの接続情報に関する確認依頼対
応
9. ワイルドカードSSLサーバ証明書更新対応
10. メーリングリストの設定に関する問合せ対応

(理由) 現⾏システムの運⽤を踏まえ、必要な要件であ
ると考えられるため。

⺠間競争⼊札実施要項で⽰す「資
料の閲覧」時に開⽰する⽉例作業
報告書及び運⽤⽀援⼀覧表で閲覧
いただきます。

無
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

53 調達仕様書（原案） 該当無し 法⼈C

該当無し 11. PaloAlto SSL-VPNクライアント証明書の動作確認
対応
12. SSL-VPN接続環境からの特定サイトアクセスに関
する問合せ対応
13. PaloAlto PAN-OSバージョンアップ作業
14. 外部へのVPN接続に関する利⽤者問合せ対応
15. 特定サブドメインメールアドレスの利⽤状況に関
する問合せ対応
16. PaloAlto ログインアカウント追加依頼対応
17. PaloAlto パターンファイルのスケジュール更新動
作に関する確認対応
18. PaloAlto 特定サイトのカテゴリ変更に関する問合
せ対応
19. ⽔環境保全再⽣研究ステーション 無線LAN利⽤に
関する問合せ対応
20. MTAでのメールヘッダの設定変更に関する問合せ
対応

(理由) 現⾏システムの運⽤を踏まえ、必要な要件であ
ると考えられるため。

⺠間競争⼊札実施要項で⽰す「資
料の閲覧」時に開⽰する⽉例作業
報告書及び運⽤⽀援⼀覧表で閲覧
いただきます。

無
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

54 調達仕様書（原案） 該当無し 法⼈C

該当無し 21. 無線LAN 利⽤者ログイン履歴の確認依頼対応
22. 外部から配送制限を⾏っているアドレスに関する
問合せ対応
23. 遠隔地VPN接続に関する接続状況，使⽤機器等に
関する問合せ対応
24. PaloAlto レポートメール送信先アドレス変更確認
対応
25. niesallアドレスのmajordomo移⾏に関する問い合
わせ対応
26. 短期ファイル交換サーバ Proselfエラー発⽣に関す
る調査対応
27. data2.gosatサイトのメンテナンス表⽰依頼対応
28. ウイルス対策ソフト利⽤申請ページ更新依頼対応
29. Proselfアップデートに関する調査対応
30. 短期ファイル交換サーバのCPU使⽤率上昇時のア
クセス情報提供対応

(理由) 現⾏システムの運⽤を踏まえ、必要な要件であ
ると考えられるため。

⺠間競争⼊札実施要項で⽰す「資
料の閲覧」時に開⽰する⽉例作業
報告書及び運⽤⽀援⼀覧表で閲覧
いただきます。

無
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

55 調達仕様書（原案） 該当無し 法⼈C

該当無し 31. Apache脆弱性情報に関する調査対応
32. Projectサーバ コンテンツ・データベース更新依頼
対応
33. バックアップサーバのsambaアカウントの設定に
関する問合せ対応
34. サーバ監視設定に関する調査対応
35. ActiveDirectoryアカウント再作成に関する問合せ
対応
36. 内部DBサーバのコンテンツに関する調査依頼対応
37. Active Directory登録情報に関する調査対応
38. イントラサーバのFTP利⽤に関する問合せ対応
39. Proselfが利⽤するJavaのアップデート対応
40. イントラサーバ 特定ディレクトリのデータ復旧依
頼対応
41. KATE on PASダウンロード⽤リンク先の不具合調
査依頼対応
42. 基幹ネットワークサーバ 脆弱性診断における指摘
事項への対応
43. Linuxカーネルアップデート不具合に関する調査対
応

(理由) 現⾏システムの運⽤を踏まえ、必要な要件であ
ると考えられるため。

⺠間競争⼊札実施要項で⽰す「資
料の閲覧」時に開⽰する⽉例作業
報告書及び運⽤⽀援⼀覧表で閲覧
いただきます。

無

56 調達仕様書（原案） 47/74 法⼈C

 (2)運⽤⽀援体制
 a)保守要員として、以下の

要件を満たす者を1名以上
置くこと。

以下を追記いただけますでしょうか。点数は仮です。
「保守要員を以下の⼈数置く場合は、加点対象とす
る。
2名の場合・・・200点
3名の場合・・・400点」

(理由) 現在の業務量を踏まえると、常駐保守要員は3
名必要と判断しているため。

総合評価基準書に保守要員の⼈数
について、「２名以上の保守要員
を配置する場合 +200点」と記載
しています。

本意⾒と同⼀趣旨の加点が配点さ
れているため、調達仕様書（原
案）のままとします。

無
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

57 調達仕様書（原案） 48/74 法⼈C

j)常駐保守要員は、
NIESNETの運⽤につい
て、NIES担当者との週例
打ち合わせに出席するこ
と。週例打ち合わせにおい
ては、前週に実施した各種
作業の報告、随時の課題等
への対応確認・協議・合意
等を⾏うことにより、進捗
確認を⾏うこと。

以下を追記いただけますでしょうか。
「週例打ち合わせには、チームリーダは必ず出席する
こと。」

(理由) 2.8.(2).f)のチームリーダに求める役割を踏ま
え、週例打ち合わせにおいてもチームリーダによる業
務管理が必須と判断するため。

本意⾒を踏まえ、総合評価基準書
におけるチームリーダのエフォー
ト率についての配点を修正しま
す。

有 総合評価基準書の「チームリーダ及び⽀援チーム：
チームリーダのエフォート率」について、

「A(100%): チームリーダは本業務専任である。チー
ムリーダは常駐保守要員より⻑い業務経験と⾼度な専
⾨的知⾒を有する者とする。
B (70%): 週例打ち合わせには、チームリーダは必ず出
席する。代理者が出席する場合はチームリーダと同等
以上の業務経験を有する者を充てる。
C (30%): NIESからの依頼により、チームリーダは週
例打ち合わせに出席する。
D (0%): チームリーダ及び⽀援チームを設置する。」
を追記。

58 調達仕様書（原案） 該当無し 法⼈C

該当無し 以下を追記いただけますでしょうか。点数は仮です。
「保守要員が本システムと同等規模以上（※）のシス
テムを常駐運⽤した経験を有する場合は、加点対象と
する。
対象期間は、本システムの⼊札時から5年以内とす
る。
経験無・・・0点
3年以上の経験有・・・5点
5年以上の経験有・・・10点

※同等規模とは、NIESと同様の規模（⺠間競争⼊札
実施要項 2.(1).ア.(イ)参照）であり、基幹ネットワー
ク機器やWebサービス・メールサービス等NIESNET
と同等のシステムのことを⾔う。」

(理由) 本システムを円滑に運⽤するため。

総合評価基準書68/74に「保守要
員の経験」について、
「ネットワーク管理の経験:
5年以上10年未満の経験を有する
場合・・・5点
10年以上の経験を有する場
合・・・10点」
「Webサーバ管理、DB管理の経
験:
3年以上10年未満の経験を有する
場合・・・5点
10年以上の経験を有する場
合・・・10点」
と記載しています。

本意⾒と同⼀趣旨の加点がされて
いるため、調達仕様書（原案）の
ままとします。

無
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

59 調達仕様書（原案） 該当無し 法⼈C

該当無し 以下を追記いただけますでしょうか。
「導⼊後半年間は、保守要員を1名増員し、週の半分
以上常駐し、業務にあたること」

(理由) 導⼊後半年間は本システムの円滑運⽤のため
に、保守体制を強化すべきと判断するため。

総合評価基準書68/74に「事業内
容に対する改善提案」として、
「AI,RPAなどを導⼊することによ
る運⽤管理業務の効率化または繁
忙期における臨時的な⼈員の拡充
などによる改善によって⽣じうる
コスト削減への提案が具体的に記
載されているか。」と記載してい
ます。

本意⾒と同⼀趣旨であるため、調
達仕様書（原案）のままとしま
す。

無

60 調達仕様書（原案） 該当無し 法⼈C

該当無し 以下を追記いただけますでしょうか。
「基幹ネットワーク機器と類似する機器・システムに
ついて、他社が導⼊した機器・システムの運⽤を⾏っ
た実績を有すること。」

(理由) 貴所既設および更改後の基幹ネットワーク機器
を運⽤するため。

総合評価基準書64/74に「運⽤管
理業務の実施全般に対する提案」
として、
「本要件の実現⽅法や根拠（妥当
性の説明、過去の実績等）につい
て、本業務と関連づけて有効な提
案がなされているか、また、提案
内容が当研究所にもたらす効果に
ついて、提案事業者の⽐較優位性
の観点から具体的に記載されてい
るか。」と記載しています。

本意⾒と同⼀趣旨であるため、必
須要件にはしませんが、本業務の
要であるため加点を修正します。

有 総合評価基準書64/74の「運⽤管理業務の実施全般に
対する提案

加点：50点→100点」に修正。
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項 資料名 ⾴番号 質問者 項⽬ 意⾒等 回答 修正有無 修正内容

61 調達仕様書（原案） 該当無し 法⼈C

該当無し 以下を追記いただけますでしょうか。
「他の研究機関にて、本システムと同等のサービスを
提供した実績を有し、⼊札時点において運⽤⽀援業務
を締結中であること。」
「2つ以上の異なる⼤学や研究機関において、システ
ムを連携し、サービス提供を⾏った実績を有するこ
と。」

(理由) 他の研究機関との連携強化を図り、貴所の研究
を促すサービス提供の検討を柔軟に⾏うため。

総合評価基準書64/74に「運⽤管
理業務の実施全般に対する提案」
として、
「本要件の実現⽅法や根拠（妥当
性の説明、過去の実績等）につい
て、本業務と関連づけて有効な提
案がなされているか、また、提案
内容が当研究所にもたらす効果に
ついて、提案事業者の⽐較優位性
の観点から具体的に記載されてい
るか。」と記載しています。

本意⾒と同⼀趣旨であるため、必
須要件にはしませんが、本業務の
要であるため加点を修正します。

有 総合評価基準書64/74の「運⽤管理業務の実施全般に
対する提案

加点：50点→100点」に修正。
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パブリックコメント以外の理由による修正事項

項 資料名 ⾴番号

1
⺠間競争⼊札実施要
項（案）

8/74

2 調達仕様書（原案） 32/74

3 調達仕様書（原案） 35/74

4 調達仕様書（原案） 45/74

5 調達仕様書（原案） 46/74

ネットワーク管理⽤ソフトウェアが対応するWebブラウザを明確にするため。 b)ネットワーク管理⽤ソフトウェア キ）「サポートするWebブラウザのバージョンを利⽤⼿引書⼜
は管理⼿引書に記載し、そのバージョンに脆弱性が発⾒されたときは、随時、更新すること」を追
加。

誤記があったため訂正。 「c) 機器等の管理①（ウ）
（修正前）「障害の⼀時切り分け」
（修正後）「障害の⼀次切り分け」

「②利⽤者アカウントの変更」という作業のうち、「④パスワードの初期化」を明確にするた
め。

「d) アカウント管理
④NIES担当者の依頼により利⽤者アカウントのパスワード初期化を⾏うこと。」を追加。

修正理由 修正内容

運⽤スケジュールにおける各期⽇を明確にするため。 ⺠間競争⼊札実施要項8/74 表3-1「国⽴環境研究所ネットワークシステム 運⽤スケジュール」
「機器納品」に「2/28検収」
「引継期間」に「２⽉末まで」
「運⽤開始」に「平成31年3⽉1⽇」を追加。

当研究所CIO補佐の助⾔に従い、導⼊後の検証プロセスを適正に実施するため、追加します。 調達仕様書（案）32/74「2. 要求要件の詳細

(2) 総合テスト
請負者は本システム導⼊に際して各種の設定情報を設計書に含まれる資料としてNIESに提出するこ
と。導⼊後の本システムが仕様に適合し、かつ設置環境で利⽤可能であることを確認できる評価指標
をNIES担当者と協議の上決定し、テスト計画書を作成すること。テストの実施結果をテスト結果報
告書として取りまとめNIESに提出すること。」を追加。

調達仕様書（案）49/74「2.9 マニュアル等」に「(5) テスト報告書
本システムの総合テストの実施結果を⽇本語によるテスト報告書として取りまとめ、冊⼦で2部及び
PDF形式の電⼦ファイルで1部提出すること。」を追加。
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項 資料名 ⾴番号 修正理由 修正内容

6 調達仕様書（原案） 47/74

7 調達仕様書（原案） 48/74

8 調達仕様書（原案） 51/74

9

総合評価基準書

56/74

誤記があったため訂正。 総合評価基準書56/74「2要求要件 基本事項」

「ラックへの搭載に必要な部品は、PDUをはじめ、含め併せて提案内容に含めるとともに経費を算
定すること。」→「含め併せて」を削除。

⽉次の統計情報の資料について内容の明確にするため。 調達仕様書（原案）「④機器等の統計情報などを記載した⽉別の利⽤統計資料」について、
（修正前）「（オ）スパムメール受信件数」
（修正後）「（オ）スパムメール対策状況（普通メール数及びスパムメール数）」

 「(ケ)ファイル交換サーバ及び⼤容量NASシステムで提供するフォルダへのアクセス（⾮権限者によ
るアクセストライを含む）状況」を追加。

設計書に含めるべき資料を明確にするため。 調達仕様書（原案）「2.9 マニュアル等
(2)設計書
(略) 設計書には、ラック搭載図及び配線図並びに各種の設定情報の資料を含めること。」を追加。

請負者が、個⼈情報保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づき、個⼈情報を適切に
取り扱わなくてはならないことを明記します。

調達仕様書（原案）
「(3) 個⼈情報の取扱い
a) 請負者は、NIESから提供された個⼈情報及び本業務の遂⾏で得た個⼈情報について、個⼈情報の
保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づき、適切な管理を⾏わなくてはならない。また、
当該個⼈情報については、本業務以外の⽬的のために利⽤してはならない。
b) 請負者は国⽴研究開発法⼈国⽴環境研究所個⼈情報等保護規程等に基づき、個⼈情報等を取り扱
う場合は、①情報の複製等の制限、②情報の漏えい等の事案の発⽣時における対応、③請負業務終了
時の情報の消去・廃棄（復元不可能とすること。）及び返却、④内部管理体制の確⽴、⑤個⼈情報の
管理状況の検査に応じる義務、⑥請負者の事業責任者及び請負業務に従事する者全てに対しての守秘
義務を遵守しなければならない（https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/kt_kojin.pdf）。
c) 上記(1)及び(2)のほか、NIESは、請負者に対し、本業務の適性かつ確実な実施に必要な限りで、秘
密を適正に取り扱うために必要な措置を採るべきことを指⽰することができる。」を追加。
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項 資料名 ⾴番号 修正理由 修正内容

10

総合評価基準書

57/74

11

総合評価基準書

57/74

12

総合評価基準書

58/74

13

総合評価基準書

68/74

14

⺠間競争⼊札実施要
項（案）
調達仕様書（原案）
総合評価基準書

全体

誤記があったため訂正。 「ネットワーク管理⽤装置」→「ネットワーク管理⽤ソフトウェア」

「配点／合否」の記載が漏れていたため、訂正。 「主な運⽤⽀援の内容は、NIESNETの運⽤への対応、外部向け・内部向けのWebサーバ、DB等の運
⽤に関する事項等である。ただし、⼀部、本調達外の⾃営サーバの監視や技術的な助⾔に関する対応
が含まれる場合があるため留意すること。

要件を満たしていない ・・・   不合格
要件を満たしている  ・・・   合 格

「⼜は」「及び」の⽂⾔を統⼀ 「または」を「⼜は」に修正。
「および」を「及び」に修正。

パブリックコメント60,61について、⼈員及びシステムの規模よりも保守運⽤の⼯夫、保守体
制、信頼性など運⽤管理業務の質及び創意・⼯夫を尊重する形の重点配分を⾏った上で、性能
要求を⾒極めた結果、加点配分を⾒直しました。

総合評価基準書「公開サーバ（DMZ)⽤仮想化基盤サーバ」(p.2)
（修正前）「3台の場合 ＋20点
4台の場合 ＋40点
5台以上の場合 ＋60点」

（修正後）「3台の場合 ＋20点
4台以上の場合 ＋40点」

パブリックコメント60,61について、⼈員及びシステムの規模よりも保守運⽤の⼯夫、保守体
制、信頼性など運⽤管理業務の質及び創意・⼯夫を尊重する形の重点配分を⾏った上で、性能
要求を⾒極めた結果、加点配分を⾒直しました。

総合評価基準書「イントラネットワーク⽤仮想基盤サーバ」(p.2)
（修正前）「3台の場合 ＋20点
4台の場合 ＋40点
5台以上の場合 ＋60点」

（修正後）「3台の場合 ＋20点
4台以上の場合 ＋40点」
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頁
正誤表

国立研究開発法人国立環境研究所

平成30年8月8日

誤

　平成30年7月25日に公表した「国立研究開発法人国立環境研究所ネットワークサービス機器賃貸借一式及びネットワー
クシステム運用保守業務　一式」に係る意見招請の結果におきまして、以下の誤りがございましたので、記載のとおり訂
正させていただきます。

本意見を踏まえ、製品ラインナップの更新
に伴う市場動向を勘案し、修正します。

「Intel社製Xeon Gold6140と同等以上の
CPU を2基以上有し、1基あたり18コア36
スレッド以上、2.30GHz以上のクロックで
あること。」に修正。
同様に調達仕様書（原案）38/74「2.5 ⼤容
量NASシステム (1)サーバ a)CPU」につい
て「Intel社製Xeon Silver 4110と同等以上
のCPU を1基以上有し、1基あたり8コア16
スレッド以上、2.10GHz以上のクロックで
あること。」に修正。

「Intel社製Xeon Gold6140と同等以上の
CPU を2基以上有し、1基あたり18コア36
スレッド以上、2.30GHz以上のクロックで
あること。」に修正。

正

P.11 項30 回答

P.11 項30 修正内容

本意見を踏まえ、製品ラインナップの更新
に伴う市場動向を勘案し、修正します。
調達仕様書原案38/74の「2.5 ⼤容量NASシ
ステム(1)サーバa)CPU」についても同様の
ため修正します。

訂正箇所
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