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 虚偽の内容が記載されている参加表明書又
独立行政法人日本芸術文化振興会又は文部
は企画提案書は、無効とする。
科学省関係機関から取引停止又は指名停止の
 誓約書の提出 本競争の参加希望者は、申
処分を受けている期間中の者でないこと。
請書提出時に、契約担当役が別に指定する暴
 暴力団又は暴力団関係者ではなく、かつ暴
力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなけ
力団又は暴力団関係者と社会的に非難される
ればならない。
べき関係を有していない者であり、
「誓約書」
 誓約書の遵守 上 記  の誓約書を提出せ
に誓約できる者であること。
ず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に
 本作業遂行において、振興会と日本語によ
反することとなったときは、当該者の参加は
り円滑かつ適切なコミュニケーションが図れ
無効とするものとする。
ること。
 関連情報を入手するための照会窓口 上記
３ 企画提案書の評価基準
４に同じ。
 会社の実績、能力
 上記２に掲げる資格を満たしていない者
 基本構想の理解度
も上記４により参加表明書を提出すること
 業務の実施方針、実施体制の妥当性
ができるが、上記４の提出期限の日におい
 提案の内容
て、当該資格を満たしていなければならない。
 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関す
 契約書作成の要否 要
る指標
 手続きにおける交渉の有無 無
４ 手続等
 「独立行政法人が行う契約に係る情報の公
 担当部課 〒1028656 東京都千代田区隼
表について」
（独立行政法人日本芸術文化振興
町４番１号 独立行政法人日本芸術文化振興
会ＨＰトップページ＞調達情報）を参照の上、
会 総務企画部契約課契約係 雨宮 真樹
その内容について同意了承すること。
（参照：
電話番号0332656119（ダイヤルイン）
https://www.ntj.jac.go.jp/about/
procurement/info.html）
 説明書の交付期間及び場所 令和元年５月
 詳細は募集要領による。

27日（月）から令和元年７月24日（水）まで、
独立行政法人日本芸術文化振興会ＨＰ（トッ ６ Summary
 Official in charge of disbursement of the
プページ＞入札情報一覧）又は上記にて交
procuring entity : KAWAMURA Junko,
付する。説明書の交付は無料とする。
President of the Japan Arts Council
 参加表明書の提出期限、場所及び方法
 Classification of the services to be pro‑
令和元年７月17日（水）午後５時まで、上
cured : 71, 27
記に持参又は郵送（提出期間内必着、書留
 Nature and quantity of the services to be
郵便等の配達記録が残るものに限る。）するこ
required : Renovation of internet content
と。
for teaching materials of performing
 企画提案書の提出期限、場所及び方法
arts ‑KABUKI‑.
令和元年７月24日（水）午後５時まで、上
 Time‑limit to express interests : 17 : 00,
記に持参又は郵送（提出期間内必着、書留
17 July, 2019
郵便等の配達記録が残るものに限る。）により
 Time‑limit for the submission of propos‑
提出すること。
als ; 17 : 00, 24 July, 2019
※〜の受付は土曜日、日曜日及び祝日を
 Contract point for documentation relat‑
除く午前10時から午後５時までとする。
ing to the proposal : AMEMIYA Masaki,
５ その他
Contract Division, General Affairs and
 手続において使用する言語及び通貨
Planning Department, Japan Arts Council,
日本語及び日本国通貨に限る。
41 Hayabusa‑cho Chiyoda‑ku Tokyo
 契約保証金 免除
1028656 Japan, TEL 0332656119


２

招

請

資料及びコメントの提供方法

上記１の物

品に関する一般的な参考資料及び同の要求要
件等に関するコメント並びに提供可能なライブ

資料提供招請に関する公表

ラリーに関する資料等の提供を招請する。

 資料等の提供期限 令和元年７月12日17時
次のとおり物品の導入を予定していますので、
15分（郵送の場合は必着のこと。）
当該導入に関して資料等の提供を招請します。

提供先 〒5650871 大阪府吹田市山田丘
令和元年５月 27 日
１１ 大阪大学財務部契約課契約第二係
国立大学法人大阪大学総長 西尾章治郎
道木 宏晴 電話0668794010
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 27
〇第２号
３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
１ 調達内容
者に対して導入説明書を交付する。
 品目分類番号 14
 交付期間 令和元年５月27日から令和元年
 導入計画物品及び数量 高性能計算・デー
７月12日まで。
タ分析基盤システム 一式
 交付場所 上記２に同じ。
 調達方法 借入
 導入目的 本システムは、大学等の広範囲 ４ 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を
開催する。
にわたる学術研究に対して、様々な機能を提
 開催日時 令和元年６月４日13時30分
供するためのスーパーコンピュータシステム
として導入するものである。
 開催場所 大阪大学サイバーメディアセン
 導入予定時期 令和２年度12月以降
ター本館２階大会議室
 調達に必要とされる基本的な要求要件
５ その他 この導入計画の詳細は導入説明書に
導入を計画している高性能計算・データ分
よる。なお、本公表内容は予定であり、変更す
析基盤システムは、計算クラスタ、フロント
ることがあり得る。
エンドサーバ、ファイルサーバ、ソフトウェ
６
Summary
アから構成される。

Classification of the products to be pro‑
Ａ 計算クラスタ 複数の演算ノードから構
cured : 14
成されること。各演算ノードは、複数のＣ
ＰＵコアを有すること。全部あるいは一部
 Nature and quantity of the products to be
のノードにはアクセラレータが搭載されて
rent : Supercomputer System for HPC &
いること。
HPDA 1 Set
Ｂ フロントエンドサーバ 計算クラスタに
 Type of the procurement : Rent
対して、ジョブを制御、監視する機能を有
 Basic requirements of the procurement :
すること。プログラムの開発支援環境を有
Ａ Computing Cluster
すること。
Computing Cluster must be composed
Ｃ ファイルサーバ 大容量ストレージを有
of
multiple computing nodes, each of
し、高性能並列ファイルシステムから構成
されること。計算クラスタ、フロントエン
which has multiple CPU cores. All or
ドサーバから高速かつ低遅延にアクセス可
parts of nodes should have accelerators
能であること。
equipped.
Ｄ ソフトウェア ＦＯＲＴＲＡＮ、Ｃ、Ｃ
Ｂ Frontend Server
＋＋など多様なプログラミング言語およ
Frontend Server must provide func‑
び、アクセラレータに最適化されたプログ
tionalities
for monitoring and controlling
ラミング言語、自動並列処理に対応したプ
jobs
executed
on Computing Cluster.
ログラミング言語が処理可能であること。
Programming‑support
environment
ＭＰＩ30以上に準拠したライブラリを
有し、複数ノードで処理可能であること。
must be available on Frontend Server.

