
国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事プロポーザルの質問書に対する回答

No 質問 回答

1

P7「（ア）無線アクセスポイント」
　「11.無線LAN コントローラ（クラウド管理も可）が停止した場合でも、アクセスポイントが停止しない運用が可能であ
ること。」

【質問】　コントローラ停止時に既存通信は継続できますが、新規クライアント接続は不可となります。このような仕様
でもご許容いただけますでしょうか？

コントローラ停止時に新規クライアント接続は不可でも問題
ありません。

2

P7「（ア）無線アクセスポイント」
「10. 無線LAN コントローラ等～中略～。（各小中学校に無線LAN コントローラの設置は想定していない。）」

【質問】　アクセスポイントの中にコントローラを内蔵しているモデルについては提案可能でしょうか？（無線LANコン
トローラはアクセスポイントに内蔵されるため筐体としては存在しません）

提案可能です。

3

P10「（カ）その他調達機器要件」
「ネットワーク認証（RADIUS）及びDHCP サーバ機能　※オールインワンモデルであること　1. Century Systems 社
FutureNet（RA-830）相当」

【質問】　RA-830は全部でインターフェイスが6個搭載されておりますが、提案想定機器は以下の通りの使用用途で
4つのインターフェイスが搭載されております。
　LAN1（サービスインターフェイス）
　→EPS の認証サービス用またはユーザーサービス用ネットワークインターフェイス
　LAN2（管理インターフェイス）
　LAN3（同期通信用インターフェイス）
　LAN4（使用可能 LAN ポート）
上記の仕様で問題ございませんでしょうか？なお、RA-830のイーサネット0はスイッチポートであるとの記載がござ
いました。

仕様書における要件を満たすようにお願いします。

4

P11「4. RADIUS サーバ機能として以下の機能を有すること。　①ポート番号：1645/1646、1812/1813、1645/1646
と1812/1813 同時利用可能、認証用ポート、アカウンティング用ポートの任意設定も可能なこと。」

【質問】　上記複数のポート設定は実際に運用でご利用になりますでしょうか？提案想定の機器では複数のポート
設定ができない可能性があります。※ポート番号の任意設定は可能となります。
　運用でご利用にならない場合は、上記仕様でもご許容いただけますでしょうか？

仕様書における要件を満たすようにお願いします。
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国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事プロポーザルの質問書に対する回答
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5

P11「8. DHCP サーバ機能が搭載されていること。」

【質問】　提案予定の機器にてもDHCPサーバ機能は搭載されておりますが、利用機能が限定されており小規模
ネットワークや検証環境用途で使われることを想定しております。仕様書にはDHCPサーバの詳細な性能要件がご
ざいませんが、具体的な性能要件等はございますでしょうか？

500個程度のIPアドレスの払い出しを想定しています。

6

P8「（ウ）充電保管庫（42 台収納用）」
P8「① 電源容量に配慮し、端末充電時の消費電力の合計が設置場所の供給電源容量を超えることを想定し輪番
機能を４系統以上有すること。」

【質問】　提案検討中の充電保管庫は、輪番充電タップを使用せず、個別コンセントを有している仕様です。元電源
容量に配慮し、教室内のブレーカー遮断を防止するため、5A～15Aの間の最大充電電流値を設定する機能のある
機能性の高い充電保管庫です。この設定機能により教室の追加電源工事等が軽減できる可能性が高くなります。
各学校各教室の保管庫、個別に設定可能ですので、仕様書に記載の機能をカバーしていると判断しております
が、提案可能でしょうか？
※スイッチバック充電方式のため、コンセント毎の電流値を監視して、
自動的にグループ分けするプログラムで動作する方式です。
・ブレーカー遮断防止機能：5A～15Aの間の最大充電電流値を設定する機能です。

提案可能です。企画提案書で詳細を確認します。

7

P8「②ブレーカー付きのタップを用意すること」

【質問】　上記６の質問の通りタップは使用しておりませんが、本体内蔵の輪番充電装置はブレーカー付きです。こ
の仕様でご許容いただけますでしょうか。

可とします。ただし。本件仕様書で前面を開放し、配線・メ
ンテナンスをできることを求めています。本件の設定も前面
からできることが条件となります。

8

P8「③ 輪番方式は、コンセント群監視輪番方式又はタイマー機能（予約開始時刻の設定）を使用した方式を採用し
ていること。」

【質問】　提案検討中の充電保管庫は、スイッチバック・タイマー充電方式です。
これは、まず接続された全端末の充電残容量を検知し、設定した電力の範囲内で順番に充電を開始。充電状態を
常に監視し、端末の蓄電量が充電完了となった端末から自動終了し、過充電を防止するとともに、すぐさま充電待
機している端末の充電を開始します。設定した電力範囲内で、端末を随時充電開始できるため、輪番タイマー方式
と比べ、短時間で全体端末を充電完了できます。また、元電源容量に配慮し、教室内のブレーカー遮断を防止す
るため、5A～15Aの間の最大充電電流値を設定する機能のある充電保管庫です。この設定機能により教室の追加
電源工事等が軽減できる可能性が高くなります。各学校各教室の保管庫、個別に設定可能です。
従って、輪番充電に記載のある方式を十分にカバーすると判断しております。
この仕様でもご許容いただけますでしょうか？

提案可能です。詳細は提案資料で確認をします。
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9

P9「4. 品質保証　②収納庫部は国内生産品であること」
　
【質問】　提案検討中の充電保管庫はGIGAスクール構想用に開発しましたモデルで、生産量の観点より、開発・設
計は弊社にて実施し、量産に関しては台湾にて量産しております。しかしながら、他社様の仕様にあるタップや市
販のタイマーは利用しておらず上記の①②③に記載されている通りの自社開発製品であるため安心してご利用頂
けます。
　また、本構想におけるモデルに関しましては生産量の大幅な増加がある事から、台湾にありますメーカー関連会
社の生産ラインにて量産を実施し納入予定月の約２ヵ月前に各港（東京・名古屋・大阪・博多等）につけ、最寄りの
物流倉庫にて保管しております。本案件に関しましても余分に一定量を生産している関係からも、現在、国内にあ
る製品からお届けさせて頂く所存ですので、納期面でも問題ないと判断しております。

　上記製品、ご提案可能でしょうか？

品質に問題なければ提案可能です。

10

P9,10　充電保管庫寸法について

【質問】　提案検討中の充電保管庫（複数検討中）の中で、外寸を少し超えてしまうものがありますが、以下、ご許容
可能でしょうか？

仕様書寸法
42台：W940mm×D550mm×H1365mm
22台：、W555mm×D550mm×H1365mm

提案検討中の充電保管庫
■42台
TB-SBEH42：W900mm×D600mm×H966mm（キャスター含む）
TB-SB42　：W970mm×D570mm×H983mm（ハンドル含む）
■22台
TB-SBEH22：W530mm×D600mm×H966mm（キャスター含む）
TG-22E　　：W480mm×D580mm×H975mm (キャスター含む、ハンドル除く）

提案検討中の充電保管庫の外寸でも可とします。しかし、
型番より商品情報を確認すると、背面の扉を開け、コンセン
トの差し込みや機器設定をするように見受けられます。

上記質問7のとおり、仕様書で前面で配線等が出来ることを
条件としています。
これは、教室のスペースの関係で壁に近接して固着するた
め、背面の扉は無い、使用しない前提であること、
充電保管庫よりACアダプタを取り外し、児童生徒が持ち帰
ること、再び配線することも想定しているため、前面で配
線、メンテナンスをすることを想定しています。
この「配線・メンテナンスは前面扉を開放して行えること」の
仕様条件を満たしているかご確認をお願いします。
満たさない場合は不可となります。

11

P8（ウ）充電保管庫（42 台収納用）P9（エ）充電保管庫（22 台収納用）

【質問】合計数量は仕様書には「各教室」とありますが、全部屋になりますでしょうか？
　実験室等を除いた教室のみでよろしいでしょうか？
　42台と22台の使い分けについて教えてください。
※いただいた平面図にてプロットされている場合はその旨ご指示ください。
（想定の設置場所と数量を把握したいです）

配置場所は配布している設計のとおりとなります。
充電保管庫の42台分は140台、22台分は7台となります。
22台分は特別支援学級で使用します。
なお、本市小中学校はエレベーター設置校はありません。
学校ごとの数量は添付の一覧を確認ください。
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国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事プロポーザルの質問書に対する回答

No 質問 回答

12

P5「2.3.校内LAN　(2)ネットワーク工事」

【質問】　一人当たりのスループット目安5.2Mとあるが、ＡＰあたり、スイッチあたり何人と想定すればよろしいでしょう
か？

APあたり60人、スイッチあたり500人を想定しています。

13

P12「(4)各種設定」前提条件として
　クラウド型のＡＰ提案を検討しておりますが、設置工事段階でクラウドへの接続が出来る状態と想定してよろしいで
しょうか？既存Ｌ３ＳＷや回線などを想定しております。

本件プロポーザルで導入したL３スイッチを既設ネットワーク
管理者にて本件工事と同時期に設定をする予定です。こ
のため、新設ネットワークを既設ネットワークに接続すること
については、既設業者と協議ください。

14

P15「(8)試験」

【質問】　電波受信試験（ローミング等の試験を含む）や各調達機器への疎通試験はICMPレベルの送達確認でよろ
しいでしょうか？
　また無線電波のカバーエリアを明示頂けるか？頂けない場合は指定ＡＰ設置場所での最大レベルの設定でよろ
しいでしょうか？

ICMPレベルの送達確認で可とします。
カバーエリアは対象教室内全体でつながるよう設定くださ
い。

15

P12「(4) 各種設定(ウ)」
上記（ア）及び（イ）の設定については、応札前に事前に、既設の当市センターサーバ等保守業者である、「ジャパ
ンシステム株式会社（代表電話番号：03-5309-0300）」と打合せを行い、設定方法を確定すること。
具体的な内容を、以下に記載するが、項番⑥に記載する通り、以下の作業内容は、既設ネットワーク管理事業者で
設定するため、本調達に作業費用を考慮しなくても良いが、受注後は当市とセンターサーバ等保守事業者並びに
既設ネットワーク管理事業者と綿密な打合せを行うこと。

【質問】　センターサーバ等保守事業者並びに既設ネットワーク管理事業者との打ち合わせに掛かる経費について
は各社自己負担ということになりますでしょうか？それとも打ち合わせ参加にかかる費用についてはセンターサーバ
等保守事業者並びに既設ネットワーク管理事業者側にてご負担いただく認識でよろしいでしょうか？

打ち合わせの経費については、各社負担となります。

16

P13「(5) LAN 配線工事　A) 幹線・支線ルートに関しては、原則10GE に対応したCategory6A 以上の配線を敷設
すること。
Category6A の配線は90ｍ以内とし、90ｍを超える場合は光ケーブルにて敷設すること（EM-UTP ケーブルまたは
UTP ケーブルを使用）」

【質問】　光ケーブルの仕様は10M対応用マルチモード光ケーブル（OM3)でよろしいでしょうか。
　フロアスイッチ(PoE)～無線アクセスポイント間の配線で90mを超える箇所はフロアスイッチ側、無線アクセスポイン
ト側とも、メディアコンバータ用電源が必要となります。電源の準備は含まれるでしょうか。またその場合は単独電源
が必要となりますでしょうか。

10M対応は不可です。10G対応用マルチモード光ケーブ
ルは可とします。
電源の準備は必要です。全体の電気供給が安定する方法
であれば電気供給手法は問いません。
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17

P14 「(イ)配線箇所屋外でネットワークが露出する場合は原則、厚鋼電線管（塗装共）で保護すること。」

【質問】　平面図上で(G16)と記載されている以下の4ケ所でよろしいでしょうか。
① 国立第三小学校1階
② 国立第四小学校1階
③ 国立第六小学校1階
④ 国立第七小学校1階
また、屋外配管は既存設備（渡り廊下等）に沿って施工する考えでよろしいでしょうか。

G16の記載は国立第五小学校、国立第一中学校、国立第
二学校にもあります。
既設埋設配管、既設配管再利用と図面にあるものについ
ては、その配管を必ず活用できるものではありません。現地
確認する、屋外配線で積算するなどしてください。
屋外配管は渡り廊下等に沿って施工ください。

18

P13以降 (5) LAN 配線工事

【質問】　壁貫通補修処理は、コンクリート部はモルタルの補修、木材部は木板での補修で宜しいでしょうか。
石膏ボード部はコーキング材の補修で宜しいでしょうか。又、既設壁の色に合わせた塗装も必要になりますでしょう
か。

質問のとおり補修し、露出部分については塗装を見込んで
ください。

19

P13 以降(5) LAN 配線工事

【質問】　屋内に新たに作成する配管は薄鋼電線管（E）でしょうか。またはPF管での作成は可能でしょうか。
屋内露出配管は、薄鋼電線管（E）塗装共及びメタルモー
ル敷設とします。

20

国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事　仕様書
Ｐ１２　（４）各種設定（ウ）

【質問】　事前に既存ネットワーク管理業者と打合せを行いたい為、既設ネットワーク管理事業者をご教授頂くことは
可能でしょうか。

既存ネットワーク管理業者は、落札業者のみに開示いたし
ます。

21

国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事　仕様書
Ｐ１２　（４）各種設定（イ）

【質問】　別途入札で導入されるChromebookとの記載がございますが、落札業者と導入される、Chromebookのメー
カー名・型番をご教授ください。

まだ、入札中であるため、詳細情報は現時点ではお知らせ
できません。

22

国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事　仕様書
Ｐ１２　（４）各種設定（イ）

別途入札で導入されるChromebookのセットアップ用として認証が不要な有線ポートを、学校毎に２ポート用意する
こととございますが、どの様な用途で利用するか、ご教授頂けますでしょうか。

主にChromebookのリカバリ時に使用します。
リカバリ直後はネットワークの認証情報が入っていないた
め、用意したポートから設定を取得することを想定していま
す。ポートの設定についてはChromebookの導入業者と協
議を行ってください。
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23

国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事　仕様書
Ｐ１３　（４）各種設定（ウ）⑥

【質問】　インターネットの接続方式についても当市にて別途調達するため本事業受注者は調達事業者と調整を行
うこととし、本調達に金額を含めなくても良いとございますが、どの様な意味合いなのか、ご教授頂けますでしょう
か。

当市ではChromebookを支障なく使用する目的で、L3スイッ
チより上流の経路の変更も計画しています。
そちらの受注業者とも協議調整を行い、必要があれば本案
件での設計設定に反映してください。

24

国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事　仕様書
P1　1.3.事業概要

【質問】　新規に構築するGIGAネットワークは、既設の学習系・校務系とは別ネットワークとして敷設する認識で問題
ないでしょうか。
別ネットワークの場合、既設のネットワークは移行対象となりますでしょうか。

GIGAネットワークは新設となります。
既設の学習系・校務系ネットワークも新規AP上に移行対象
となります。移行に当たっては別途既設ネットワーク管理業
者と調整の上、実施してください。

25

国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事　仕様書
P1　1.3.事業概要

【質問】　新規PoEスイッチの死活監視については、既設のネットワーク監視設備で監視する想定でしょうか。
その場合、既設ベンダとの調整は必要となりますでしょうか。

既設の監視サーバで実施する想定になります。
別途既設ネットワーク管理業者と調整の上、実施してくださ
い。

26

国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事　仕様書
P1　1.3.事業概要

【質問】　新規PoEスイッチのNTPについては、既設のNTPサーバで監視する想定でしょうか。
その場合、既設ベンダとの調整は必要となりますでしょうか。

既設のNTPサーバで実施する想定になります。
別途既設ネットワーク管理業者と調整の上、実施してくださ
い。

27

国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事　仕様書
P15　2.3.(8)(ア) B)インターネットへの接続試験

【質問】　インターネットへの接続試験に当たって、経路上にプロキシサーバが存在する場合、既設業者との調整が
必要となりますでしょうか。

経路上にはプロキシサーバが存在します。
必要であれば、別途既設ネットワーク管理業者と調整の
上、作業を実施してください。

28

国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事　仕様書
P11　2.3(3)（キ）

ネットワーク上位の設計・構築に必要である機能とは具体的に何か？
また上記の設計・構築作業にあたっては既存業者との調整が必要となりますでしょうか。

本庁舎側の収容スイッチではVRF機能を使っているため、
機能連携をする設計が必要と考えています。
同機能の設計連携のために、別途既設ネットワーク管理業
者との調整の上、作業を実施してください。

－6－



国立市立小・中学校校内ネットワーク整備工事プロポーザルの質問書に対する回答

No 質問 回答

29

図面表記

【質問】　外付け分電盤MCB2P20A×1回路　施工時は対象分電盤主ブレーカを落とす必要がございますが可能で
しょうか、また時間帯等をご教示ください。

可能ですが、時間帯は学校と協議をしてください。

30

図面凡例

【質問】　凡例内に記載事項は全て本工事にて施工する内容でしょうか。
既設1.6-2Cを2.0-3C等　分電盤から既設コンセントも引き換えでしょうか。

本工事に含めます。

31

図面表記

【質問】　既設コンセントブランクプレート取り付けとございますが、図面コンセント位置に壁コンセントとPC用コンセン
トがございます。どちらのコンセントでしょうか。

PCコンセントからの分岐となります。

－7－


