
 

 

 

北海道土木工事設計積算システム端末機器 
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要 求 仕 様 書(案) 

（令和元年５月スイッチングＨＵＢ版） 

 

 

 

北 海 道 



第１章 総 則 

１ 目的 

北海道土木工事設計積算電算システムの機器として使用するスイッチングハブの調

達と端末パソコンへの現地調整を行う。 

また、同一ネットワーク上に北海道土木工事設計積算電算システム、発注管理シス

テム、施行成績評定システム、入札契約総合管理システム、工事施工情報共有システ

ム、電子納品保管管理システムおよび治水ＧＩＳシステムが稼働しているため、運用

を妨げることなく円滑かつ効率的な設定を行う。 

 

２ 調達の範囲 

（１）機器調達に関する業務範囲 

ア 機器の調達 

イ 機器の搬入設置 

ウ 機器の正常な動作確保のため、各システムやネットワークの運用管理業務の委託

業者等との調整、整合が必要な場合があるが、これに関する一切の費用は本業務に

含む。  

（２）調達機器内訳 

スイッチングハブＡ 20 台 

スイッチングハブＢ 3 台 

スイッチングハブＣ 7 台 

 

（３）借入期間（リース） 

  令和４年３月１日から令和10年２月29日まで６年（72ヶ月） 
 
（４）納入場所について 

  【別紙１】機器機設置箇所表による。 

 



第２章 動作互換及び導入条件等について 
１ 動作の互換 

・本調達機器は、北海道庁本庁舎、各建設管理部、出張所等に設置されている既設の機

器に影響を与えないよう十分な互換性を有すること。 

・調達機器の仕様については「第３章 基本仕様」のとおりとする。 

・同一ネットワークで稼働する積算システム、発注管理システム、施行成績評定システ

ム、入札契約総合管理システム、工事施工情報共有システム、電子納品保管管理システ

ム、治水ＧＩＳシステム等、他業務システムに影響がないようにインストール、設置及

び現地調整を行うこと。 

・必要に応じて建設部ネットワーク構築業者、運用業務受託者及び通信事業者との連絡

調整、整合を行うこと。 
 

２ 導入条件 

 （１）納入スケジュール 

   賃貸人（以下乙という）は、詳細な納入スケジュールを作成し、賃借人（以下甲と

いう）と協議のうえ作業を実施すること。また、設置場所への連絡及び調整は円滑に

行うこと。 

 （２）旧機器の撤去、機器の搬入、設置 

   ア 旧機器の撤去 

     旧機器の撤去については、現行のリース業者が撤去を行う。このため、工程に

ついては現行のリース業者と調整すること。 

   イ 機器の設置 

（ア）機器は、甲が指示する場所に設置すること。 

（イ）設置後、機器が正常に動作することを確認すること。 

（ウ）本仕様書に記載されていない詳細な設定については、甲乙協議のうえ作業す

ること。 

   （エ）機器等は、乙の責任と負担で設置箇所まで搬入すること。 

   （オ）設置作業時に、既設機器、施設等に損傷を与えた場合は、全て乙の負担にお

いて速やかに修復すること。 

（３）機器の撤去 

   リース期間の終了時には機器の撤去を行うこと。 

 

３ 提出書類 

 （１）作業計画書 

   乙は、契約締結後速やかに本契約の履行に関する作業計画書を１部作成し、甲に提

出すること。 

ア 作業計画表添付資料 

（ア）作業体制表 

（イ）作業スケジュール 

（ウ）作業内容 

（エ）対象機器の名称、数量及び設置条件 

（オ）設置する機器の諸元表 

 

 

 



（２）その他提出書類等 

   乙は、納期までに次に示す書類等を１部作成して甲に提出するものとする。 

   ア 成果品添付資料 

     （ア）機器数量表 

     （イ）機器の設定内容 

     （ウ）カタログ 

     （エ）取扱説明書 

     

４ 完了検査及び引き渡し 

   完了検査は機器設置及び機器の設定が完了した後、動作確認、性能評価、成果品につ

いて甲の立ち会いのうえ行う。 



第３章 基本仕様 
 
１ スイッチングハブＡ  【20台】 
（１）納入するスイッチングハブは、未使用新品であること。 

（２）装置単体で10/100/1000Base-T 自動認識及び、MDI／MDI-X 自動切替機能付のポー

トを８ポート以上有すること。 

（３）装置単体で10/100/1000Base-T ポートとSFP のコンボポートを２ポート以上有す

ること。 

（４）スイッチングファブリックは16Gbps 以上であること。 

（５）最大パケット転送能力は13.4Mpps 以上であること(64Byte パケット)。  

（６）登録可能なMAC アドレス数は8,000 個以上であること。 

（７）定義可能なVLAN 数は256 以上であること。 

（８）フラッシュメモリー容量は16MByte 以上であること。 

（９）ポートベースVLAN、IEEE802.1Q タグベースVLAN、マルチプルVLAN の各VLAN 機能

を有すること。 

 

（10）特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した

場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと。 

（11）RFC3619 に準拠したレイヤー2 のリング型冗長化機能を有すること。 
 
（12）IEEE802.1X 認証機能を有すること。 

（13）IEEE802.1X の暗号方式としてMD5/TLS/TTLS/PEAP に対応すること。 

（14）認証モードとして、SingleHost/MultipleHost/MultipleAuthentication に対応

すること。 

（15）特定のMAC アドレスを送信元アドレスに持つフレームのみを常に認証済みの

Supplicant として通信可能にするSupplicant MAC 透過機能を有すること。 
（16）ユーザー毎に別のVLAN を動的に付与するダイナミックVLAN 機能を有すること。 

（17）保守運用性のためコマンドラインインターフェース及びWEB ブラウザを使用し

た機器の設定が可能なこと。 
（18）SNMPv1,SNMPv2c 機能を有すること。 

（19）複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じ
て切り替えて使用することが可能なこと。設定ファイルを直接編集するエディター
機能を有すること。 

（20）保守運用性のため専用の管理ポートを前面に有すること。 

（21）LED 表示により、Link/Packet の送受信状況、及びポートの速度と通信モードが

確認可能であること。 

（22）筐体サイズは263(W)×179(D)×38(H)mm (突起部含まず)程度で19 インチラック

に収容可能であること。 

（23）壁面に設置するための機器(壁設置ブラケット)を有すること。 

（24）マグネットを使用して壁などに設置できること。 

（25）電源を内蔵していること。 

（26）電源ケーブル抜け防止フックの取り付けが可能であること。 

（27）動作時環境温度が0℃～50℃に対応していること。 

（28）ファンレス設計であること。 

（29）最大消費電力は16W 以下であること。 

（30）Rohs 指令対応機器であること。 



２ スイッチングハブＢ  【３台】 
（１）納入するスイッチングハブは、未使用新品であること。 

（２）装置単体で10/100/1000Base-T 自動認識及び、MDI／MDI-X 自動切替機能付のポー

トを16ポート以上有すること。 

（３）装置単体で10/100/1000Base-T ポートとSFP のコンボポートを２ポート以上有す

ること。 

（４）スイッチングファブリックは32Gbps 以上であること。 

（５）最大パケット転送能力は24.6Mpps 以上であること(64Byte パケット)。  

（６）登録可能なMAC アドレス数は8,000 個以上であること。 

（７）定義可能なVLAN 数は256 以上であること。 

（８）フラッシュメモリー容量は16MByte 以上であること。 

（９）ポートベースVLAN、IEEE802.1Q タグベースVLAN、マルチプルVLAN の各VLAN 機能

を有すること。 

（10）特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した

場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと。 

（11）RFC3619 に準拠したレイヤー2 のリング型冗長化機能を有すること。 
 
（12）IEEE802.1X 認証機能を有すること。 

（13）IEEE802.1X の暗号方式としてMD5/TLS/TTLS/PEAP に対応すること。 

（14）認証モードとして、SingleHost/MultipleHost/MultipleAuthentication に対応

すること。 

（15）特定のMAC アドレスを送信元アドレスに持つフレームのみを常に認証済みの

Supplicant として通信可能にするSupplicant MAC 透過機能を有すること。 
（16）ユーザー毎に別のVLAN を動的に付与するダイナミックVLAN 機能を有すること。 

（17）保守運用性のためコマンドラインインターフェース及びWEB ブラウザを使用し

た機器の設定が可能なこと。 
（18）SNMPv1,SNMPv2c 機能を有すること。 

（19）複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じ
て切り替えて使用することが可能なこと。設定ファイルを直接編集するエディター
機能を有すること。 

（20）保守運用性のため専用の管理ポートを前面に有すること。 

（21）LED 表示により、Link/Packet の送受信状況、及びポートの速度と通信モードが

確認可能であること。 

（22）筐体サイズは350(W)×240(D)×44(H)mm (突起部含まず)程度で19 インチラック

に収容可能であること。 

（23）壁面に設置するための機器(壁設置ブラケット)を有すること。 

（24）マグネットを使用して壁などに設置できること。 

（25）電源を内蔵していること。 

（26）電源ケーブル抜け防止フックの取り付けが可能であること。 

（27）動作時環境温度が0℃～50℃に対応していること。 

（28）最大消費電力は23W 以下であること。 

（29）Rohs 指令対応機器であること。 



３ スイッチングハブＣ  【７台】 
（１）納入するスイッチングハブは、未使用新品であること。 

（２）装置単体で10/100/1000Base-T 自動認識及び、MDI／MDI-X 自動切替機能付のポー

トを24ポート以上有すること。 

（３）装置単体で10/100/1000Base-T ポートとSFP のコンボポートを４ポート以上有す

ること。 

（４）スイッチングファブリックは48Gbps 以上であること。 

（５）最大パケット転送能力は24.6Mpps 以上であること(64Byte パケット)。  

（６）登録可能なMAC アドレス数は8,000 個以上であること。 

（７）定義可能なVLAN 数は256 以上であること。 

（８）フラッシュメモリー容量は16MByte 以上であること。 

（９）ポートベースVLAN、IEEE802.1Q タグベースVLAN、マルチプルVLAN の各VLAN 機能

を有すること。 

（10）特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した

場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと。 

（11）RFC3619 に準拠したレイヤー2 のリング型冗長化機能を有すること。 
 
（12）IEEE802.1X 認証機能を有すること。 

（13）IEEE802.1X の暗号方式としてMD5/TLS/TTLS/PEAP に対応すること。 

（14）認証モードとして、SingleHost/MultipleHost/MultipleAuthentication に対応

すること。 

（15）特定のMAC アドレスを送信元アドレスに持つフレームのみを常に認証済みの

Supplicant として通信可能にするSupplicant MAC 透過機能を有すること。 
（16）ユーザー毎に別のVLAN を動的に付与するダイナミックVLAN 機能を有すること。 

（17）保守運用性のためコマンドラインインターフェース及びWEB ブラウザを使用し

た機器の設定が可能なこと。 
（18）SNMPv1,SNMPv2c 機能を有すること。 

（19）複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じ
て切り替えて使用することが可能なこと。設定ファイルを直接編集するエディター
機能を有すること。 

（20）保守運用性のため専用の管理ポートを前面に有すること。 

（21）LED 表示により、Link/Packet の送受信状況、及びポートの速度と通信モードが

確認可能であること。 

（22）筐体サイズは350(W)×240(D)×44(H)mm (突起部含まず)程度で19 インチラック

に収容可能であること。 

（23）壁面に設置するための機器(壁設置ブラケット)を有すること。 

（24）マグネットを使用して壁などに設置できること。 

（25）電源を内蔵していること。 

（26）電源ケーブル抜け防止フックの取り付けが可能であること。 

（27）動作時環境温度が0℃～50℃に対応していること。 

（28）最大消費電力は30W 以下であること。 

（29）Rohs 指令対応機器であること。 



 

第４章 その他 

 
１ 機器の設定 

（１）設定内容 

北海道土木工事設計積算電算システムは全道規模のクライアントサーバシステムであ

り、他システムが停止すると業務に多大な支障がでることから、事前に設定内容を確認

する必要があるため、以下の項目の設定内容とその動作の確認方法を入札参加資格審査

申請時までに提出すること。また、設定内容については、既存機器と互換のあることを

十分考慮すること。 

ア ネットワークの設定 

イ 業務システムの設定 

（２）ネットワーク接続 

  ネットワーク接続に必要となる下記の設定情報は契約後に甲から提供する。 

  ア ＩＰアドレス 

  イ サブネットマスク 

 

２ 仕様書の解釈 

  本仕様書の内容に質疑が生じた場合は、甲乙協議のうえ解決するものとする。 

  また、仕様書に明示なき事項についても、装置の機能上具備するものについてはこれ

を充足すること。 

 

３ 守秘義務 

乙は本業務を実施するにあたり、甲が所有する北海道建設部土木工事設計積算電算シ

ステムネットワークのセキュリティ等に関して知り得た情報を、第三者（あらゆる団体、

個人を含む）に漏洩してはならない。 

  また、守秘義務は本業務完了後も継続する。 

 

４ 管理表 

  導入した機器全てに以下に示す項目が記入された管理表を貼付するとともに、【別紙

２】機器管理表を作成し提出すること。 

 

   

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ※○○－△△：建設管理部、出張所等による 

－□：機器等の種類による 

－×：機器毎による 

   管理表の寸法は１２㎝×５㎝を標準とする。 

○○管理表 

業務名 ○○○賃貸借契約 

契約者名  

管理番号 ○○－△△－□－×（管理番号は契約後に提示する。） 

賃貸借期間 令和○年○月○日 ～ 令和○年○月○日 

  

  

  

○○建設管理部 



【別紙１】 機器設置箇所表 

建
管 

拠点名 住      所 電話番号 
ハブ 備考 

A B C 

網
走
建
設
管
理
部 

本部 
網走市北 7条西 3丁目 

（ｵﾎｰﾂｸ合同庁舎内） 
0152-41-0716 ４ ０ １  

事業課 
網走市北 7条西 3丁目 

（ｵﾎｰﾂｸ合同庁舎内） 
0152-41-0742 ２ ２ １  

北見出

張所 
北見市緑ヶ丘 3丁目 1番 14号 0157-25-7311 ４ ０ １  

紋別出

張所 
紋別市新生 39-42 01582-4-2196 ４ ０ １  

斜里出

張所 
斜里郡斜里町文光町 18番地 01522-3-3141 ２ ０ １  

遠軽出

張所 
紋別郡遠軽町福路 1丁目 01584-2-3165 １ ０ １  

興部出

張所 
紋別郡興部町字興部 108 01588-2-2115 ３ １ １  

  合計     20 ３ ７   



【別紙２】機器管理表 

 

 

建

管 

 

出張所 

 

住所 

 

電話番号 納品物 

管理番号 ｼﾘｱﾙ 

番号 

受

領

書 

検査済 

通知書 

作業 

担当員 

設置日 

ｽｲｯﾁﾝ

ｸﾞﾊﾌﾞ

A 

ｽｲｯﾁﾝ

ｸﾞﾊﾌﾞ

B 

ｽｲｯﾁﾝ 

ｸﾞﾊﾌﾞ 

C 

      

             

             

             

             

             

             

 

 

 
 


