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第１ 概要 

１．調達件名 

富山県立大学 VPN接続システム 

 

２．システム目的 

VPN 技術等を用いて学外から学内専用システムへのアクセスを可能化し、安全に、本学教職員が在宅

等外部より業務遂行が継続できる環境を整備するもの。 

 

３．調達の方針 

(1) 運用業務の効率化と運用経費の低減化が図られること。 

(2) 高い費用対効果のある接続システムを導入すること。 

導入・運用経費が低廉であり、かつ継続的、安定的に高品質なサービスが提供されること。 

(3) 利便性が保たれること。 

VPN 接続システムは、接続後は学内で接続する際と同等のネットワーク環境(※1～2)を使用できるも

のであること。 

※1 学外クライアント側は、本学セキュリティポリシーおよび対策基準を順守していると考えて良い。 

※2 事務局職員はリモートワーク専用の貸出 PCを利用する。 

(4) 安全性及び信頼性の確保が図られること。 

ア） 信頼性を重視した設計及び構築、設定を行うこと。 

イ） 受注者は、個人情報やその他業務上取り扱う個人情報以外の秘密を含む情報についての適切な

セキュリティ対策を講じること。 

ウ） 外部からの脅威に対する適切なセキュリティ対策を講じること。 

(5) 拡張性があること。 

利用者の増減に迅速かつ柔軟に対応できるサービスであること。 

 

４．現行の学内ネットワーク概要 

  (1) キャンパス構成 

    射水校舎（主として工学部、工学部大学院で使用） 

 富山校舎（主として看護学部で使用） 

  (2) ネットワーク構成 

    以下の表を参照。 

射水校舎 

 学内ルーティング（Brocade VDX6740 x4 L3 スイッチ機能を使用) 

  サブネットワーク(24ビット/22ビットマスク混在) × 約 50 

  DHCP リレーエージェント機能により DHCPサーバに接続 

 各サーバ、クライアント接続用エッジスイッチ  約 60台 4,000ポート 

  日立金属 Apresia13200-48X (クライアント認証用 Dynamic VLAN スイッチ）×60 

             ネットワーク専用 RADIUS経由で認証サーバに接続 

（その他非認証）ApresiaLightGM110GT-SS ×10,  ApresiaLightGM118GT-SS× 

15 
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５.調達の範囲 

本調達には、次のものを含めるものとする。 

(1) VPN接続・認証システム一式 

学内への機器導入（オンプレミス）または、クラウド併用 のどちら方式で構築しても良いものとする。また、

要件を満たすために認証基盤等が必要な場合は、その構築および導入も含むこと。 

(2) 初期導入作業 

本サービスの導入に係る、要件定義、設計、実装、テスト、マニュアル整備及び操作訓練等、本サービ

スが円滑に提供されるために必要な一切の作業 

(3) ハードウェア及びソフトウェアの保守 

サービス提供期間中の導入ハードウェア保守（修理、部品提供、ファームウェア提供等）及びソフトウェ

ア保守（修正プログラムの入手、検証、適用等） 

(4) 運用支援業務 

サービス提供期間中の、本サービスの円滑な運用のための運用支援業務 

 

６．調達スケジュール及び納品物等 

(1) スケジュール 

① 導入準備期間   契約締結日から令和 4年 3月 31日まで 

② 運用開始日    令和 4年 4月 1日 

② サービス提供期間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月 31日まで 

 

(2) 納入物及び納入期限 

本サービスに係る以下の納品物を、それぞれの納品時期までに紙及び電子文書で納品すること。 

 

 

 

 無線ＬＡＮアクセスポイント  約 100 台 

 外部ルータ（学術情報ネットワーク SINET 10Gbps接続、令和３年度 100Gbps化予定） 

 ＋ ファイアウォール （Fortigate 800C によりアクセス制限、DMZ未設定） 

 他、学内研究室、事務局等設置ルータ、スイッチ、部局ファイアウォール 

 既存のファイアウォール、幹線スイッチは、10G インタフェースを使用 

富山校舎 

 学内ルーティングは、射水校舎 Brocade VDX6740 L3 スイッチ機能を併用 

          （射水校舎-富山校舎間 10Gbps光ファイバー L2接続） 

 クライアント接続用エッジスイッチ 8 台 約 250ポート 

  日立金属 Apresia13200-48X (クライアント認証用 Dynamic VLAN スイッチ）× 5 

             ネットワーク専用 RADIUS経由で認証サーバに接続 

  その他非認証ハブスイッチ × 3 

 無線ＬＡＮアクセスポイント 29 台 

 他、学内研究室、事務局等設置ルータ、スイッチ、部局ファイアウォール 
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   ①成果品 

 
No 納品物 主な記載項目 納品時期 

必須 

１ 実施計画書 
・実施体制と役割 

・作業計画表 

契約締結後、 
速やかに提出 

２ 
WBS 及び導入スケジュ
ール 

・作業項目にスケジュール及び工数を併
せて記載したもの 

契約締結後、 
速やかに提出 

３ 
納入物品（機器・ソフト
ウェア）一覧 

・納入する機器及びソフトウェアの製品
名、仕様数量等を記載した一覧表 

契約締結後、 
速やかに提出 

４ システム設計書 
・本システム全体の構成 

・本システムの機能 

運用開始まで
に提出 

５ 
テスト計画書及び 

テスト結果報告書 
・テスト項目及びテスト結果等 

運用開始まで
に提出 

６ 管理者用マニュアル 
・各種機能の運用マニュアル 

・障害対応マニュアル 

運用開始まで
に提出 

７ 利用者用マニュアル 

・第 2節 1-2-イに記載の対象 OS毎に１
部ずつ 

・認証設定方法、VPN 接続方法を含むも
の 

運用開始まで
に提出 

７ 
証明書を取得したこと
がわかる資料 

・VPN 接続に利用する機器に係る証明
書を取得したことがわかるもの 

運用開始まで
に提出 

サーバを
構築した
場合 

８ サーバ構築仕様書 

・本システムサーバ毎のハードウェア及
びソフトウェアの構成 

・ラック構成図、配線図含む 

運用開始まで
に提出 

    

   ②付属品 

    仕様に記載の機器で必要となる付属品のほか、次のものを提供すること。なお、ソフトウェアのライセンスに

ついては、ライセンス証の形態で提供すること。また、システム導入・構築に必要となるケーブル類、付属

品等の物品は、納入者の負担で提供すること。 

      (1) ネットワーク構築資料（工事図面、現地写真（工事前、工事後）を含む） ２部 

 (2) 各納入機器のハードウェアマニュアル(書籍版)  ２式 

 (3) インストールしたソフトウェア 

メディア                 各２式(ソフトウェア、バージョン毎) 

ライセンス（取得ライセンス分）      一式 

    

(3) 納入場所 

 富山県射水市黒河５１８０ 

公立大学法人富山県立大学計算機センター棟 2階サーバ室 
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第２ VPN接続・認証システム要件 

 富山県立大学教職員が、専用認証サービス及び VPN 技術を通して学内ネットワークに接続し、学外からでも

安全に業務遂行を継続できるよう、接続システムを構築・導入すること。 

VPN接続は全体として次の仕様（機能）を満たすものを提案すること。 

 

１．利用者環境 

項目 

１ 利用者数 

 約 360名の教職員(R3.4時点) 

教員：約 200名、事務職員：約 60名、その他非常勤等：約 100名 

２ クライアント機器および環境 

 ア 学外接続元は、在宅職員の自宅やリモートオフィスを想定し、特定の通信ハードウェアや通信線を

導入することなく、認証及びVPN接続が利用可能であること。なお、学外接続元の環境は、本学学

内と同等のセキュリティ基準が守られているものとする。 

イ 本調達の VPN 接続では、本学経由のインターネット、学内システムへのアクセスが可能なものとす

る。 

ウ 利用者は、学内または学外の個人所有の端末（パソコン、スマートフォン等）から本サービスを利用

する。端末の OSは WindowsOS(8.1、10)、MacOS、iOS、Android等さまざまなものが考えら

れるため、最低限以下の OSで動作するものを提案すること。 

 端末 対象 OS 

Windows Windows8.1 および 10 

Android Android 7 以上 

iphone/iPad, iOS 12 以上 

iPadOS 13 以上 

Mac macOS Big Sur 11 以上 

macOS Catalina 10.15 以上 

macOS Mojave 10.14 以上 

macOS High Sierra 10.13 以上 

macOS Sierra 10.12 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 利用者が VPN 接続するために必要なソフトウェアについては、各利用者に追加の費用負担が発

生しないものとすること。 
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２．セキュリティ要件 

項目 

１ 多要素認証 

 ア 認証可能な利用者数は 400 名以上、同時認証可能機器数（同時利用可能のこと。一度に同じタ

イミングの認証ではない）は 400以上であること。 

イ ユーザーの接続認証には、多要素認証(生体認証、利用者所有のスマートフォン等によるソフトウ

ェアトークン、SMS 認証、ハードウエアトークン等)を用いること。なお、提案の際は、安全性や運用

管理コスト等の情報を含めること。 

 ウ 利用ユーザーが自身の所有端末の接続設定を行えるように設定手順書を作成、納品すること。ま

た、利用ユーザーは必ずしも PC に詳しくなく、PC の操作に不慣れな可能性も考慮した手順書で

あること。 

 エ 多要素認証を実現するためのライセンスが必要な場合は、無制限もしくは 400 ライセンス以上提

供され、導入時に運用可能となるよう、必要な初期設定、ユーザー登録を行うこと。なお、利用者

数が増加した場合は別途ライセンスを追加購入できるものとすること。 

２ アクセス制御 

 ア VPN 利用ユーザーID 及びパスワードは、ユーザー個人毎に、学内既存の Microsoft 社 AD

（Active Directory）に連携して発行されるものとする、もしくは、同程度の機能及び本学運用

負担のものを提案すること。 

イ 前項ユーザーID に対し、グループ分けが可能であり、グループ毎に付与 IP アドレス範囲を分け

られること。グループ総数は 100以下とする。その初期設定は本入札に含む。 

ウ ユーザー登録、グループ分け等の設定は、管理者による一括登録（一覧ファイルアップロードや

CUI によるバッチ処理等）の方法を備えること。また、日常管理では専門知識を有さない通常職員

でも作業可能な GUI 等方式を備えることが望ましい。なお、同処理でシステム再起動等の長期停

止を要さないこと。 

３ システム監視 

 ア ユーザーID 毎のアクセス端末／ログイン回数等の情報を集計できるようにすること。また、利用率

(トラフィック統計、ログオン、ログアウト試行の成功・失敗の統計等)の解析が行えること。専門知

識を有さない通常職員でも作業可能な水準で、十分な打ち合わせを行い、明確なマニュアルを提

出すること。 
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３．VPN接続用機器またはクラウドシステム要件 

 

４．利用終了後のデータ消去及び取り外し 

 

項目 

１ VPN接続用機器またはクラウドシステム要件 

 ア 学内に機器を設置する場合、ハードウェアは冗長構成とし、メンテナンスや障害時には、その修復

が完了するまで構成機器間で自動切り替えにより運用が継続されるものとする。 

クラウド併用の場合、原則、無停止稼働が保証されること。また、その SLA（稼働率、平均遅延、故

障復旧時間等）が明確であること。 

イ 学内に機器を設置する場合、安定化された電源供給が可能な無停電限装置（UPS）を付加するこ

と。（本学の自家発電作動時の安定化用であり、自家発電は１分以内に起動するものとする） 

クラウド併用の場合、学内設置機器が 100W以上の場合、上記に準ずる。 

 ウ 学内に設置する VPN 機器は、電源冗長構成で組まれていること。電源ケーブルの抜け防止対策

（装置やラックへの結束バンド等でも良い）をとること。 

 エ VPN接続に利用する学内設置機器は、ラックマウントもしくは付加棚板を使用して固定すること。 

 オ VPN接続に利用する学内設置機器は、本学計算機センターサーバ室内で管理し、運営・運用(保

守)する機能を提供すること。 

 カ VPN スループットは、１-１に記載の利用者数が同時に利用することを考慮したもので提案するこ

と。 

項目 

１ 利用終了後のデータ消去及び取り外し 

 ア 本調達機器の利用終了に当たり、本学内で機器内部の情報を完全に消去し、その結果について

書面で報告すること。（消去方法については事前に本学と協議すること。） 

イ 前項の確認を本学職員が行った後、本学指定の日に、機器を取り外すこと。 
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５．設定・設置のその他要件 

項目 

１ 設置条件 

 ア 機器は、それぞれの機器の仕様に従い、設置するものとする。また設置に至るまでの具体的な日

時については本学担当者と協議の上決定すること。 

 イ 各機器の設定については、事前に受注者と充分な協議のうえ行うこと。また、設定した内容につい

ては、ドキュメントとして記録し、機器の説明書に添付すること。 

 ウ システムを構成する機器間の接続及び本学ネットワークへの接続は、納入者が行うこと。また、本

学ネットワークへの接続に必要な導入機器の設定は納入者が行うこと。これら接続や設定に必要と

なる器具類は、納入者が用意するものとする。 

 エ システムの導入に際し、本学の業務に支障をきたさないこと。導入作業のために業務停止が必要

な場合は、本学と協議すること。また、停止が必要な場合は停止期間を最短にとどめること。 

 オ 電源工事が必要な場合は、本学と協議の上、納入者の負担で行うこと。 

 カ システムの導入後、システムとして問題なく動作することを確認すること。不備が判明した場合は、

納入者の責任で修正を行うこと。また、動作確認後、速やかに確認結果を提出すること。 

 キ 学内に設置する機器は全て新品で提供すること。 

 ク 納入場所への運搬、据付け、接続、ソフトウェアのインストール・登録等、本システムが正常に作動

するために必要な事項をすべて行い、各種設定事項をドキュメント化し、納入時において本システ

ムのすべての機能が正確かつ完全に作動し、直ちに使用可能な状態で設置・納入すること。 

 ケ 設置にあたり、サーバラックを別途導入する場合は、耐震工事を実施し、調達機器については、全

てラック内に収納し、転倒や、転落防止装置等の措置を講じること。 

 コ システム設置完了後、仕様に定めた性能であることを、本学職員立ち会いのもとで確認後、検収

する。 

２ 納入条件 

 ア 全ての納入機器にステッカー等を用いて、機器名称、調達課名、納入業者及びリース期間等を表

示すること。なお、ケーブル類は両端に表示する等、管理しやすいよう工夫することが望ましい。 

 イ ライセンス登録、設定、試験等システムが正常に動作するために必要な事項をすべて行い、納入

時には、システムがすべての仕様を満たし、正確かつ完全に作動し、直ちに使用可能であること。 

 ウ 納入にあたっては、本学担当者と十分に打ち合わせを行うこと。工程表を作成し、本学の担当職

員と十分協議の上行なうこと。 

 エ 原則、商用電源 100V、50/60Hz、0°C～40°C環境で問題なく動作する機器を納入すること。 

 オ 調達対象の全てのソフトウェアは、安定動作が確認された最新バージョンであること。 

 カ 落札後において、納入日までにモデルチェンジ等を行い、確認書に記載した型式の製品を納入

できない場合は、納入できないこと及び仕様を満たす代替機種であることを証した書面を提出し、

本学の承認を得ること。 

 キ 納入にあたっては、運用管理上必要な事項について本学担当者に研修を行うこと。 

 ク 本調達で導入するサーバ装置類に証明書が必要な場合、証明書（WebTrust で認められた認証

局による証明書やそれに相当するもの）を取得すること。証明書に有効期限があるものは、更新ス

ケジュール、参考延長経費を提示し、リース期間内に更新を保証すること。 
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６．動作検証 

項目 

１ 動作検証 

 ア 納入する機器の動作検証は、１-２-イに記載の各 OSについて行うこと。 

イ VPN 接続、認証動作として正常に動作することを確認すること。なお、検証用のクライアント及びク

ライアント設定は発注者の指示に従うこと。 

 ウ 本学運用管理担当者により、納品された機器の運用管理が適切に行えるかを確認すること。 

 エ 機器の納入後にシステムが正常に動作しない場合、その原因を究明するとともに、問題解決に努

めること。 
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７．保守・サポート要件 

項目 

１ 保守・サポート業務の範囲 

 ア 本システムのハードウェアに係る部品提供及び修理等の保守業務 

イ 情報セキュリティの確保に必要な本サービスのソフトウェアに係るバージョンアッププログラム、セキ

ュリティパッチ提供及び適用等の保守業務 

ウ 本サービスの利用者へのサポートデスク業務 

エ 本サービスを正常に稼働するために必要な一切の保守・サポート業務 

２ 体制 

 ア 受注者は、本サービスの保守・サポート業務の遂行にあたり、以下の要件を踏まえて、サービス提

供期間中の体制確保及び進捗管理を行うこと。 

(ｱ) 保守・サポートに関する体制を定め、運用開始日までに体制（総括責任者、主任担当

者、業務従事技術者等）がわかる書類を本学に提出し、その承認を受けること。 

(ｲ) 本サービスの障害・問い合わせに対して迅速に対応できるよう、本サービス（本サービス

で使用するソフトウェア製品を含む）に精通したシステムエンジニアを含めた十分な支援体制

をとること。 

(ｳ) 保守・サポートに関する体制を変更するときは、事前に書面をもって本学に通知し、その

承認を受けること。 

３ 保守・サポート業務基本要件 一式 

 ア 本サービスは、原則として 24時間 365日稼働すること。 

イ 本サービスの停止を伴う作業は、夜間または休日（イベントのある日を除く）での対応を前提とする

こと。 

ウ 障害等により、本サービスの停止、機能制限及び性能劣化等の影響が発生した場合は、おおむ

ね３時間以内に本学担当者に連絡し、協議を行うこと。 

エ 必要に応じて、学内ネットワークの運用・保守業者等と連携し、障害原因の分析、復旧作業の支援

に努めること。 

オ 保守・サポート業務に必要な機器及びソフトウェア等については、受注者が自ら用意すること。 

 カ 設計情報、定義情報等のドキュメントを整備し、障害や改訂の際に対象箇所を容易に 

識別できるようにすること。 

４ ハードウェア保守業務要件 一式 

 ア 本サービス用機器に係る修理、部品提供等のアフターサービスを、サービス提供期間中に渡って

行うことが可能なこと 

５ サービス運用要件 一式 

 ア サポートデスク 

(ｱ) 運用担当者、とりまとめ担当者等を含むサポートデスクを設置して、疑義照会・操作方法等

の問い合わせに対応すること。 

(ｲ) サポートデスクの対応時間は、平日午前 9時から午後 5時とすること。 

(ｳ) 問い合わせ方法は、電話及びメールとすること。 
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（参考）提出物 

保守・サポート業務について、必要な提出物を参考までに第一節６-(2)に示す。なお、ここで示

す提出物は現在の想定であり、詳細については本学と協議のうえ決定すること。 

イ 障害対応 

(ｱ) 障害に関する受付窓口を設けること。 

(ｲ) 連絡方法、受付時間及び対応時間については、平日午前 9 時から午後 5 時とすること。た

だし、サービスの停止等の緊急性を伴う障害については、24 時間 365 日受付及び対応を

行うこととし、緊急連絡先を確保すること。 

(ｳ) 障害等が発生した旨の連絡を受けてから１時間以内に電話等で障害状況を確認し、速やか

に復旧措置を行うこと。 

(ｴ) 障害等の原因、影響範囲、対応方針、復旧見込み等は、逐次速やかに本学担当者へ連絡

すること。 

(ｵ) 障害復旧のために必要な部品を、必要であることが判明してから 12 時間以内に確保するこ

とができること。（土曜日、日曜日、祝日、振替休日を除く） 

(ｶ) 障害の発生状況、対応内容等の履歴を記録・管理し、作業報告書を障害発生の都度、障害

対応完了から３営業日以内に本学担当者へ提出すること。 

ウ 運用上必要となる作業等への支援 

(ｱ) セキュリティ事故の発生等で本サービスのログを緊急に調査する必要が生じた場合、必要な

支援を行うこと。 

(ｲ) 日常的かつ軽微な運用作業については、手順書の提供を前提に本学担当者が行うことを

想定しているが、必要に応じて技術支援を行うこと。 

 エ 導入システムにおけるセキュリティホールが発覚した場合は、ソフトウェアアップデート等の適切な

対応をすること。 
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８．付帯業務要件 

 

９．サービス利用の延長要件 

 

項目 

１ 体制の確保 1式 

 ア 本サービスの初期導入作業を担当する業務従事者の選任等 

(ｱ) 受注者は、初期導入作業を担当する業務従事者の選任にあたり十分な知識、技能及び経験

を有し、かつ、初期導入作業を適切に実施することができると認められる技術者を選任するこ

と。 

(ｲ) 受注者は、上記(ｱ)の業務従事者のうちから、初期導入作業に従事する責任者としてその実施

に関する連絡及び確認を行う主任担当者をあらかじめ選任すること。 

(ｳ) 受注者は、上記(ｲ)の主任担当者を選任し、又は変更するときは、契約締結後速やかに書面

をもって本学に通知し、その承認を受けること。 

(ｴ) 受注者は、主任担当者のほか初期導入作業の業務従事者及び実施体制を記載した一覧表

を作成して、契約締結後速やかに本学に提出すること。 

イ 契約締結後速やかに、初期導入作業に係る作業計画表を作成・提出し、本学と協議を行った上で

その承認を受けること。 

２ プロジェクト管理 1式 

 ア 作業の実施にあたっては、本学担当者と密に協議を行い、了解を得ながら進めること。 

イ 作業工程を細分化したWBS(Work Breakdown Structure）を作成すること。 

ウ 前記のWBSを基に、定期的に進捗状況の報告会議を行うこと。 

エ 懸案事項等が発生した場合は、本学担当者と協議の上、速やかに解決を図ること。 

項目 

１ 体制の確保 1式 

 ア 本サービスの全部又は一部の利用期間について、延長が可能なこと。 

月単位で延長が可能であることが望ましい。 
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10．初期費用・運用費用の支払等要件 

 

項目 

１ 初期費用 

 ア 初期費用には次の事項を含めること。 

(ｱ) ハードウェアの購入費用 

(ｲ) ソフトウェアの購入費用 

(ｳ) システム調査・分析・要件定義 

(ｴ) システム設計（基本・詳細） 

(ｵ) 稼動試験 

(ｶ) 環境設定（システムセットアップ等を含む。） 

(ｷ) 研修 

イ 初期費用は、本サービスの稼動開始前に行われる検収に合格次第、速やかに支払う。（請求書を

受け取ってから 30日以内） 

２ 運用費用 1式 

 ア 運用費用には次の事項を含めること。 

(ｱ) ハードウェアの保守費用（なお、稼動開始後 1年間は無償とすること。） 

(ｲ) ソフトウェアの保守費用 

(ｳ) セキュリティ対応 

(ｴ) 問い合わせ対応 

(ｵ) 障害対応 

イ 運用費用は、本サービス開始後、月額費用として支払う。 

ウ 運用費用をできうる限り低減化すること。 
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第３ 遵守事項 

受注者は、本業務の実施にあたって次の項目を遵守すること。 

(1) 再委託の禁止等 

（ア）受注者は、本業務を自ら行うものとし、他の者にその実施を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あら

かじめ本学から書面による承認を受けたときは、この限りでない。 

（イ）受注者は、本項アのただし書きの規定により、他の者に業務の実施を委託し、又は請け負わせたときは、その

者に対し、（２）及び（３）の規定に準じた秘密の保持及び個人情報の保護に関する必要な措置を講じさせな

ければならない。 

（ウ）本項ア及びイの規定は、再々委託が行われる場合に準用する。 

（エ）再委託等の相手方の行為は、受注者の行為とみなす。 

(2) 秘密の保持 

（ア）受注者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事

項」を遵守しなければならない。 

（イ）受注者は、本業務の実施上取り扱う個人情報以外の秘密を含む情報についても、別記「個人情報取扱特記事

項」の規定に準じて取り扱うものとする。 

（ウ）受注者は、本業務の実施における本学の秘密の保持に関し、別紙様式による誓約書（前項アのただし書（前項

ウの規定により準用する場合を含む。）の規定による再委託又は再々委託の承認を受けた場合における当該

再委託又は再々委託の相手方（本項ウ及びエにおいて「再委託等の相手方」という。）の誓約書の写しを含

む。）を本学に提出するものとする。 

（エ）受注者は、本業務の実施における本学の秘密の保持に関し、全ての業務従事者に、別紙様式による誓約書

（再委託等の相手方の全ての業務従事者の誓約書の写しを含む。）を提出させ、その写しを本学に提出する

ものとする。 

（オ）受注者は、本業務の実施における本学の秘密の保持に関し講ずる措置に関する方針及び内容について、あら

かじめ書面（再委託等の相手方の書面の写しを含む。）により本学に提出し、その承認を得なければならな

い。 

（カ）受注者は、本項アからエの実施に関し、派遣社員等その雇用形態を問わず全ての本業務の従事者を対象とし

てこれを行なうものとする。 

(3) セキュリティの確保 

（ア）受注者は、テストの実施に際し、原則個人情報等秘密が含まれるデータを用いないものとする。やむを得ず用

いる場合には、本学の指示した場所及び方法で使用するものとし、その必要とする範囲を超えて使用しては

ならない。 

（イ）受注者は運用・保守業務を本学（富山県射水市黒河５１８０）内で実施する場合においては、業務従事者にその

身分を示す証明書を常に携帯させ、かつ、本学の請求があるときは、直ちにこれを提示させなければならな

い。 

 

第４ その他 

(1) 本仕様書及び契約書に明記されていない事項でも、VPN接続システムを実現するために当然備えるべき性能及び

機能(構造)、履行上当然必要な事項については、受注者が責任を持って対応すること。 

(2) 本仕様書に記載されている全ての作業に対し、いかなるケースにおいても受注者は本学に対し別途費用を請求す

ることはできない。ただし、本学の要求仕様変更による追加費用については別途協議を行うものとする。 
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(3) 本仕様書及び契約書に定めのない事項が発生した場合及び疑義が発生した場合は別途本学と協議の上定めるも

のとする。 

 


