
          資料提供招請に関する公表

  次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請し
ます。
  平成28年８月１日
      国立大学法人  山梨大学長  島田  眞路
◎調達機関番号 415  ◎所在地番号  19
○第２号
１  調達内容
  (1) 品目分類番号  14
  (2) 導入計画物品及び数量
      教育研究用情報システム  一式
  (3) 調達方法  借入
  (4) 導入予定時期  
      平成29年度９月以降
  (5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
    Ａ  本システムは、ネットワークシステム、サーバ・ストレージシステム、統合認証
管理システム、情報処理教室システム、ソフトウェアライセンス管理システム及び各種ア
プリケーション等から構成される。
    Ｂ  本システムは、全学へのサービス提供の拠点と位置づけた本学の指定するSINET
山梨データセンター（以下「山梨DC」という。）と甲府キャンパス及び医学部キャンパス
を10Gbpsの専用回線で接続し、両キャンパスを統一したネットワークポリシーにより構築
する。なお、山梨DCと各キャンパス間の専用回線は別途契約中の回線を利用する。
    Ｃ  システムの管理及び運用に関して省エネルギー化、省スペース化ならびに省力化
（TCOの削減）が行われていること。
    Ｄ  現行システム上で稼働している各種Webアプリケーション及び保有するデータ
は、基本的に全て移行するとともに、移行の際はサービス停止が伴わないように円滑なシ
ステム更新が可能であること。
    Ｅ  システム全般に対しては保守及び整備が即時対応可能な体制をとり、安定した運
用が可能であること。
２  資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)
の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招
請する。
  (1) 資料等の提供期限  平成28年９月１日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
  (2) 提供先  〒400－8510  甲府市武田四丁目４－37  山梨大学財務管理部会計課  長
濱　裕介  電話055-220-8711
３  説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
  (1) 交付期間  平成28年８月１日から平成28年９月１日まで。
  (2) 交付場所  上記２(2)に同じ。
４  説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
  (1) 開催日時  平成28年８月４日13時30分
  (2) 開催場所  山梨大学情報メディア館４階会議室
５  その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、
変更することがあり得る。
６  Summary
  (1) Classification of the products to be procured : 14
  (2) Nature and quantity of the products to be rent :  Information System for 
Education and Research 1 Set
  (3) Type of the procurement : Rent
  (4) Basic requirements of the procurement :
    Ａ  The system consists of network system, server/storage system, integrated
authentication system, information processing laboratory system, software 
license management system and various applications.
    Ｂ  The system establishes the network, connecting SINET Yamanashi data 
center (Yamanashi DC) to both Kofu Campus and Medical Campus with 10Gbps private
lines, based on the network policy which covers both campuses. Yamanashi DC is 
designated by our university as a base to offer the services. The line that is 
being leased on another contract is to be used for the private line between 



Yamanashi DC and each campus.
    Ｃ  The measures to save energy, space and labor (reduction of TCO) are to 
be taken on the management and operation of the system.
    Ｄ   In principle, all the web applications and its data, working on the 
system at present are to be transferred smoothly without causing the suspension 
of service.
    
    Ｅ  The supplier has to maintain stable operation, offering prompt supports 
and maintenance for the entire system.
  (5) Time limit for the submission of the requested material : 17:00 1 
September, 2016
  (6) Contact point for the notice : Yusuke Nagahama, Procurement Section, 
Accounting Division, University of Yamanashi, 4-4-37 Takeda Kofu-shi Yamanashi 
400－8510 Japan, TEL 055－220－8711


