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１ 調達件名等 

（１）品名 

集約化サーバ機器 

（２）仕様 

   「2 調達の概要」のとおり 

（３）納入場所 

   福山市東桜町 3 番 5 号 

福山市役所本庁舎 4 階サーバ室 

（４）納入方法及び納入期限 

納入方法：搬入・据付・調整 

納入期限：２０２３年（令和５年）３月３１日（金） 

なお，業務システム利用環境，運用・保守環境，バックアップ環境の構築，教育・研修等は，

機器納入後，発注者及び発注者が指定する事業者と協議，調整のうえ，その指示に従い，実施す

ること。 

２ 調達の概要 

（１）目的 

福山市上下水道局システム（以下「本システム」という）のサーバ機器等を２０１７年に導入

し，運用している。以後，上下水道局所管のシステムを順次，集約化している。 

本システムのサーバ機器等（以下「本システム環境」という）の保守サービスが終了するため，

安定した運用を確保するために，これらの機器の更新を行うものである。 

 

（２）調達物品及び数量 

調達物 内  容 数量 

集約化サーバ機器 
「４ 情報システムの構成要件」の要件を満た

すもの。 
一式 

３ 前提条件 

調達物品の納入に当たっては次の対応を行うこと。 

なお，調達物品等の納入，設置に当たり，必要な情報は発注者及び発注者が指定する事業者と

協議の上で行うこと。 

・納入を予定する機器は，原則として入札時点で製品化されているものとする。 

・受注者は，導入作業を行うに当たって事前に作業日程と体制を提示し，発注者と協議の上で実
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施すること。 

・本調達には，機器，ソフトウェア，ＯＳ及びミドルウェア等の搬入・据え付け，配線，既存機

器との接続，システム設定，調整等を行うこと。 

・発注者及び発注者が指定する事業者へ導入及び各種設定に関する作業内容の説明を行うこと。 

・関連する機器，業務システムと調整するため，発注者及び発注者が指定する事業者と調整を行

う体制を整備すること。 

・受注者は，本仕様書に明示されていない事項で必要と認められる作業は，発注者に報告の上で

受注者の責任において実施すること。 

・受注者は，機器搬入前に出荷前検査を十分に行うこと。検収前に納入する機器に問題が生じた

場合は，受注者の責任において問題を解決すること。 

・今回調達するシステム，機器等に関するマニュアルを用意するとともに，技術サポートを実施

すること。 

・本調達の範囲内において，発注者が必要と認め，指示した事項については，その指示に従うこ

と。 

・廃棄物は，受注者が持ち帰り，適正に処分すること。 

・機器の搬入に際しては，施設に損害を与えないよう十分注意を払うとともに，納入時には受注

者が必ず立ち会うこと。 

・その他，問題が生じたときは，発注者と協議の上で至急解決にあたること。 

４ 情報システムの構成要件 

（１）基本稼働要件 

項 目 要 件 

サービス提供時間  

 

システム稼働時間 ２４時間（３６５日） 

システム利用時間 ２４時間（３６５日） 

バッチ処理時間 ２１：００～２４：００（３６５日） 

バックアップ時間 ※システムを無停止でもバックアップできること。（注１） 

要求稼働率  

 
許容システムダウン回数 ０．２回／年 

許容復旧時間 原則，障害通知後４時間以内 

障害対応  

 

 

障害受付時間 ２４時間（障害切り分け作業含む）（３６５日） 

障害対応開始許容時間 原則，障害通知後２時間以内のオンサイト対応開始 

（注１）バックアップによるシステム停止時間について，バッチ処理前後の本番用データベ

ース領域から複製領域へのレプリケーション処理は，数分程度で完了すること。 
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（２）システム構成要件 

ア 導入する機器等の範囲 

本調達にて導入する機器の範囲は，次表のとおりとする。 

No. 名称 数量 備考 

1 仮想サーバ＃１～＃４ ４台 ＶＭｗａｒｅ ｖＳｐｈｅｒｅ ７ 

2 外部ストレージ装置 １台 
ストレージ（ＳＳＤ）兼ファイル共有 

二重化構成 

3 バックアップ装置 １台 ストレージ（注１） 

4 管理・バックアップサーバ １台  

5 スイッチ（ストレージ用） ２台 
外部ストレージ装置，スイッチ（サーバ用，バックアッ

プ・管理用等）等と一体化し，構成しても良い 

6 

スイッチ（ストレージ用，サーバ

用，ウイルス対策用，バックア

ップ・管理用） 

４台 
各種サーバ，ストレージ及び既存ＬＡＮに接続するた

めに必要な機器，ケーブル類を整備 

７ 無停電電源装置 必要数  

８ サーバラック １台 KVM装置をサーバラックに設置すること。 

（注１）重複排除，データ圧縮等の機能を利用し，ディスクを有効に活用できること。 

・ハードウェア構成の詳細は，「資料１ 設置する機器と台数」に準ずること。 

イ 機器要件 

・本システムは，３６５日２４時間運転を前提としたシステムとするため，サーバ・周辺機器，

ネットワーク機器等は，「４．（１）基本稼働要件」を踏まえ，各装置の二重化等の冗長化や

停電対策，故障時の対策などを施した構成とする。 

・本システム環境に障害等が発生した場合，発注者に通知する機能を有すること。 

・障害が致命的でない場合は，縮退して運転し，障害が致命的な場合には，安全にシステムを

停止すること。 

・定期的な予防保全や障害発生時の事後保全を，迅速に行えるよう考慮すること。 

・電源供給などが停止された場合，ＯＳ等が自動で停止及び起動できること。また，停電時な

どは，安全に停止することが可能な時間の稼働を保証するとともに，安全にシステム停止す

ること。 

ウ 仮想化要件 

・仮想サーバ（物理サーバ）上に仮想的なハードウェア（仮想マシン）環境を構築すること。 

・「資料３ 仮想サーバ環境等」「１．仮想マシン」「（１）更新対象システム」に示す仮想マシ

ン環境を構築（ＯＳ，ソフトウェア等の手配を含む）すること。構築作業等は，発注者及び

発注者が指定する事業者の指示に基づき，実施すること。 

・「資料３ 仮想サーバ環境等」「１．仮想マシン」「（２）移行対象システム（Ｖ２Ｖ）」に記

載のサーバにおいて，現行稼働しているシステムを単純に移行（Ｖ２Ｖ等）する場合には，
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発注者及び発注者が指定する事業者と協力して実施すること。 

・付随する導入支援，テスト，性能改善等の作業を共同で実施すること。 

詳細は「資料１ 設置する機器と台数」を参照すること。 

・冗長化対象の仮想マシンについて，別の仮想サーバ（物理サーバ）に移動できる冗長化環境

（ｖＳｐｈｅｒｅ ＨＡ環境）を構築すること。 

・管理・バックアップサーバ経由でＶＭｗａｒｅ ｖＣｅｎｔｅｒ Ｓｅｒｖｅｒ（アプライアンス）などから，

次の管理，監視を行う環境を構築すること。 

○仮想サーバの操作 

○仮想マシンの作成及び設定変更 

○仮想マシンへのゲストＯＳ等の導入支援及び操作 

○仮想マシンの死活及び性能監視 

○仮想サーバの死活及び性能監視 

・仮想マシン単位でのバックアップ及び復旧が行える環境を構築すること。 

・ネットワークの負荷を軽減するため，ＮＩＣのチーミング等の設定を行うこと。 

・仮想マシンごとに，システムの停止，起動を自動で行えること。 

エ ネットワーク要件 

・本システムは，福山市（以下「本市」という）の公共ネットワークを用いたシステム環境を

整備すること。 

・本市公共ネットワークはイーサネット方式とし，通信プロトコルはＴＣＰ／ＩＰとするこ

と。 

オ ファイル共有要件 

（ア）情報共有 

・本市ＡｃｔｉｖｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙに登録されているユーザＩＤによる情報共有ができること。 

（イ）利用者管理 

・本市ＡｃｔｉｖｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙと連携し，ユーザＩＤ，グループＩＤでの管理及び権限管理ができ

ること。 

・ユーザＩＤ等が設定できること。 

（ウ）フォルダ管理 

・フォルダ，ファイル毎，またユーザＩＤ，グループＩＤ毎にアクセス管理，権限管理等で

きること。 

・アクセス許可されたフォルダのみをユーザが利用できること。 

・フォルダ毎に閾値の設定・変更等が行え，利用量を制限できること。 

・フォルダの使用量が閾値に達した場合には，通知する機能を有すること。 

カ ユーザ認証 

・本システム（ゲストＯＳを含む。）環境の構築に当たっては，本市ＡｃｔｉｖｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙ環境を

設定すること。 
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（３）セキュリティ要件 

ア 基本的な要件 

・ＯＳ（ゲストＯＳを含む。），アプリケーション等はサーバ機器等の納入時の最新パッチ，サ

ービスパック等を適用すること。 

・発注者及び発注者が指定する事業者と協議，調整のうえ，本システムで使用しない仮想マシ

ンのＯＳ機能，アプリケーション及びサービスは削除，又は停止するとともに，不要なアク

セスを制限すること。 

なお，設定に当たっては，発注者及び発注者が指定する事業者と協議，調整を行うこと。 

・調達時点の技術で実現可能な対策を現実的な方法にて実施すること。なお，技術面だけでな

く，運用や環境も考慮した対策とすること。 

・システム稼働時点で，導入ハードウェア及びソフトウェアに関する種類やバージョン情報

などすべての設定項目が正しく設定されていることを確認すること。 

・本サーバへのアクセス権限を本市ＡｃｔｉｖｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙ環境にて一括管理し，本サーバへのアク

セス管理を実施すること。 

なお，本システム環境において，発注者が指定するもの以外が利用できないようアクセス制

御すること。 

・インストール，設定等の作業に当たっては，発注者及び発注者が指定する事業者と協議，調

整を行うこと。 

イ コンピュータウイルス対策 

コンピュータウイルスなど悪意のあるプログラムが侵入できないよう対策を講じること。 

・本システム環境（ゲストＯＳを含む。）にウイルス対策ソフトを導入し，パターンファイル

やモジュール等が適宜最新となるよう環境を構築すること。 

・Ｗｉｎｄｏｗｓ ＯＳには，発注者が現に所有するトレンドマイクロ社製『ＴｒｅｎｄＭｉｃｒｏ ＡｐｅｘＯｎ

ｅ ２０１９』をインストールし，必要な設定を行うこと。 

・ＲＨEＬ８（ＲｅｄＨａｔ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｌｉｎｕｘ８）には，トレンドマイクロ社製『ＳｅｒｖｅｒＰｒｏｔｅｃｔ ｆｏｒ

Ｌｉｎｕｘ』を必要台数分手配し，インストール，設定すること。 

・環境構築に当たっては，発注者及び発注者が指定する事業者と連携するとともに，必要な情

報については，契約後，別途指示するものとする。 

・詳細は，発注者及び発注者が指定する事業者と協議の上で決定すること。 

（４）バックアップ要件 

本システム環境は，故障等の少なく，信頼性の高い機器の導入を基本とするが，不慮の事故な

どによるデータの消失を防ぐため，必要なバックアップについてはスケジューリングし，自動的

に行うこと。 

また，バックアップしたデータについては，容易かつ迅速にリストア可能であること。 
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ア バックアップ／復旧整備要件 

・仮想サーバ（物理サーバ）本体，ファイル共有環境に加え，仮想マシンのバックアップ・

復旧環境を構築すること。 

なお，仮想サーバ（物理サーバ）の復旧は再インストール，再設定による方が迅速な場合

にはバックアップ対象には加えない。 

・バックアップ・復旧は，ディスク容量を算定し，その容量に適したバックアップ／復旧環

境を構築すること。 

・仮想ＯＳ用領域，ファイル共有領域について，スナップショット機能，レプリケーション機

能を利用し，バックアップ装置へバックアップすること（「資料１ 設置する機器と台数」

「資料２ バックアップ構成」参照）。 

・必要なデータのみをバックアップ媒体よりディスクへ書き戻せること。 

・バックアップ装置は，障害発生時の復旧が容易かつ確実に行える方法によりバックアップ

が可能な機能を有すること。 

・複数サーバ上のデータを集中的に自動でバックアップができること。 

・サーバ上のＯＳ，データ等をバックアップできること。 

・バックアップは，人手による操作での起動及びスケジュールによる自動運転による実施が

できること。 

イ バックアップ運用要件 

・バックアップについては，発注者及び発注者が指定する事業者と協議，調整を行うこと。 

・他システムへ影響を与えないよう，バックアップ用にネットワークを構築すること。 

５ 搬入設置・現地調整・システム設定等の作業要件 

（１）作業内容 

サーバ等の搬入設置・現地調整・システム設定等に関する要件は，次のとおりとする。 

搬入設置・現地調整・システム設定等の作業に当たっては，発注者及び発注者が指定する事業

者と協議，調整を行うこと。 

ア 役割分担 

◎：主担当 ○：補助 

作業 受注者 発注者（事業者を含む） 

ハードウェア設置 
◎ 

設置作業を実施 

○ 

設置作業立ち会い 

仮想環境構築・テスト 
◎ 

構築作業を実施 

○ 

情報提供 

ゲストＯＳ環境構築 
◎ 

構築作業を実施 

○ 

情報提供 
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作業 受注者 発注者（事業者を含む） 

ネットワーク設定・テスト 
◎ 

設計及び設定を実施 

○ 

既存ネットワーク設定変更実施 

既存業務システム移行 

（ゲストＯＳ） 

◎ 

既存ゲストＯＳ移行実施（Ｖ２Ｖ） 

○ 

情報提供 

既存業務システム環境構築 

・テスト 

◎ 

システム環境構築及び支援 

◎ 

業務システム環境構築 

イ サーバ及び周辺装置の環境構築 

・原則，仮想サーバ（物理サーバ），管理・バックアップサーバ等の機器調整及び必要なＯＳ

（ゲストＯＳを含む。），ソフトウェア等のセットアップ（業務システムなど発注者での作業

は除く），テスト等は，受注者事業所内で事前に実施した上で納入すること。 

・機器調整及びＯＳ（ゲストＯＳを含む。），ソフトウェア等のセットアップ，テストに当た

り，発注者及び発注者が指定する事業者と連携し，作業に当たること。 

・機器の搬入場所及び設置，現調，動作確認は，発注者へ納入した後，各作業を実施すること。 

・発注者が指示するサーバ室内に，サーバ，周辺機器，ネットワーク機器及びサーバラック等

を設置すること。 

・発注者が指示する電源に無停電電源装置を接続し，設定すること。 

・電源管理ソフトを使用し，停電時や電源障害発生時にサーバ等を安全に停止させること。 

・電源管理ソフトの設定に伴い，ゲストＯＳへ設定等の作業が必要となる場合には，発注者及

び発注者が指定する事業者が実施するが，設定等の作業は連携して行うこと。 

・発注者が指示する既存ネットワーク機器に接続し，発注者及び発注者が指定する事業者と

協議，調整し，ネットワーク設定を行うこと。 

なお，本作業に当たり，発注者の業務に影響を及ぼさないよう十分に注意すること。 

・その他詳細については，協議のうえ決定すること。 

ウ ＯＳ，ソフトウェアの導入，テスト 

・各サーバに対して，ＯＳ，仮想化ソフトウェア（ＶＭｗａｒｅ ｖＳｐｈｅｒｅ ７及び関連ツール）等

のソフトウェアのセットアップ及び設計，設定作業を行うこと。 

・本システムの仮想マシン及び関連するシステム環境の設計，設定作業を行うこと。 

詳細は「資料３ 仮想サーバ環境」を参照すること。 

・ＯＳ（ゲストＯＳを含む。），ソフトウェアのセットアップ及び設計，設定作業を行うに当た

り，発注者及び発注者が指定する事業者より提示する条件に従い，設計，設定すること。 

・ＯＳ（ゲストＯＳを含む。）等の設定は，設定シートを作成し，決定すること。 

本シートへの記載は，発注者又は発注者が指定する事業者が行うが，記載内容を踏まえサー

バ構成等の決定を行うこと。 

・ＯＳ（ゲストＯＳを含む。）及びソフトウェア（仮想化ソフトのユーティリティ，ウイルス

対策ソフト，バックアップソフト等）のインストール，設定等の作業は，発注者及び発注者
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が指定する事業者と連携して行うこと。 

・「資料１ 設置する機器と台数」－「２．（５）ソフトウェア」に記載のソフトウェアのイン

ストール，設定等の作業は，発注者及び発注者が指定する事業者が行うが，それに付随する

作業を支援すること。 

・トラブル発生時の障害対応，発注者及び発注者が指定する事業者からの問い合わせ対応等

を行うこと。 

・ＯＳ（ゲストＯＳを含む。）等のテスト及び性能改善作業を行うこと。 

エ ファイル共有環境の設定，テスト 

・本市ＡｃｔｉｖｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙに登録されているユーザＩＤによる情報共有ができること。 

・フォルダごとにアクセス管理，権限管理等を設定すること。 

・フォルダの使用量が閾値に達した場合には，通知すること。 

オ バックアップ環境の構築 

・管理・バックアップサーバの調整及びバックアップソフト等のセットアップ，テスト等

は，事前に実施した上で納入すること。 

なお，詳細なバックアップ設計については，発注者及び発注者が指定する事業者を連携

し，構築すること。 

・本システムの各種バックアップは，障害復旧に必要なデータを取得すること。 

・取得データに合わせて各種バックアップソフトやストレージバックアップ等を併用し，バ

ックアップデータを効率よく取得する。 

・バックアップ・復旧は，専用バックアップＬＡＮを使用し，業務システムへの負荷を発生

させないようにする。 

・復旧ポイントは，バックアップ取得時点とする。 

・バックアップ・復旧テスト及び性能改善作業を行うこと。 

・詳細は「資料１ 設置する機器と台数」「資料２ バックアップ構成」を参照すること。 

カ 上下水道局システム環境の構築作業 

・上下水道局システム環境の構築作業に当たっては，発注者又は発注者が指定する事業者と

協議，調整し，本作業を補助すること。 

なお，本システム環境への設定等の作業が必要となる場合には，本システム環境に併せて，

設定のための手順書等を作成し，提示すること。 

・仮想マシンのＣＰＵ・メモリ・ディスク・ネットワーク等の設定するに当たり，設定シート

を作成すること。 

なお，設定シートへの基本情報の記載は発注者及び発注者が指定する事業者が行うが，記載

内容を踏まえサーバの物理構成，仮想構成等を決定すること。 

・「資料３ 仮想サーバ環境等」「１．仮想マシン」「（１）更新対象システム」について，新た

な仮想サーバ上のゲストＯＳを作成すること。 

・ウイルス対策ソフト，電源管理ソフト，バックアップソフト，仮想マシン管理ツールなど運
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用管理に必要なソフトウェア（業務システムに係るソフトウェアは除く）をインストール

し，設定すること。 

・本システム環境の構築作業に当たっては，発注者及び発注者が指定する事業者と協議，調整

し，本作業を補助すること。 

なお，本システム環境への設定等の作業に必要な手順書等を作成し，提示すること。 

・仮想マシン等への本システムの設定（インストール作業を含む。）及びテストに当たり，立

ち会い及び問い合わせに対応すること。 

・本システムが稼働後，本システム環境の資源，性能等の状況を再評価し，最適な環境となる

よう対応すること。 

キ 仮想マシンの移行作業（Ｖ２Ｖ） 

・「資料３ 仮想サーバ環境等」「１．仮想マシン」「（２）移行対象システム（Ｖ２Ｖ）」

について，既存仮想基盤よりＶ２Ｖ（Ｖｉｒｔｕａｌ Ｔｏ Ｖｉｒｔｕａｌ）方法による移行を行うこと。 

・ネットワーク構成にあわせて，既存仮想マシンのＩＰアドレス等のサーバの基本設定を変

更すること。 

・既存仮想マシン上の電源管理，バックアップ，仮想マシン管理ツールなど運用管理に必要な

ソフトウェア（業務システムに係るソフトウェアは除く）を削除し，新たにインストールし，

設定すること。 

なお，運用管理に必要なソフトウェアの削除が必要でない場合には，新たにインストール，

設定等の作業は不要である。 

・運用管理に必要なソフトウェアの削除，設定等の作業は，発注者又は発注者が指定する事業

者の指示に従い実施すること。 

・Ｖ２Ｖでの移行作業及び切替作業は，業務に影響がない時間帯で実施すること。 

なお，切替に当たっては，発注者又は発注者が指定する事業者と協議，調整した上で実施す

ること。 

ク その他 

・詳細については，協議の上で決定すること。 

（２）導入管理要件 

ア 導入作業体制 

・導入作業の着手に先立ち，受注者は導入体制と役割分担を文書化して発注者に提示し了解

を得ること。 

イ 導入方法 

・各工程の作業実績及び状況がわかるように作業日報等で記録に残しておくこと。また，発注

者が要求すれば，速やかに提示できるように保管しておくこと。 

ウ 導入スケジュール 

・発注者が考えている構築スケジュールを以下に示すので，実行可能な詳細スケジュールを
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提示すること。 

時期 内 容 

２０２２年６月１日 

～２０２２年１１月３０日 
システム環境設計／ファイル共有環境設計 

２０２２年１２月 1日 

～２０２２年１２月３１日 
機器搬入設置，設定／各種機器設定 

２０２３年１月４日 

～２０２３年１月３１日 

仮想環境設定／システム運用設計 

／バックアップ環境構築／テスト 

２０２３年２月１日 

～２０２３年 ３月３１日 

Ｖ２Ｖ移行・テスト／ファイル共有環境構築 

業務システム環境構築支援／業務システムテスト支援 

 

・機器の設置，設計，設定等の導入計画は，発注者と事前に協議し，具体的な作業計画を策

定し，発注者の承認を得ること。 

・導入スケジュールを作成するに当たっては，発注者職員の負荷軽減に十分に留意するこ

と。 

 

・２０２３年度（令和５年度）の業務として，次の事項に準じて作業を実施すること。 

なお，本作業は本調達の範囲外とし，２０２２年（令和４年）９月までに次年度の作業計画，

見積書等を策定し，発注者の承認を得ること。 

・２０２３年（令和５年）５月までに，「資料３ 仮想サーバ環境」「１．（１）更新対象シス

テム」に示すシステムについて，本システム環境へのデータ移行及びシステム移行を予定し

ている。本作業は発注者が指定する事業者が実施するが，必要に応じて移行作業の支援を行

うこと。 

・本システムの設定，テスト，移行作業，本番切替等に当たり，発注者及びは発注者が指定す

る事業者から問い合わせに応じること。 

ＯＳ，ソフトウェアについては，必要に応じて，調査，開発元への問い合わせ，改善等の作

業を行うこと。 

・本システムが稼働する２０２３年（令和５年）５月までの間は，適宜，問い合わせ，改善，

性能テスト等に対応すること。 

 

エ 導入作業 

・導入作業は，各作業工程における職員等の負荷軽減に十分留意し，品質の確保，納期を厳守

すること。 

・各工程の作業に関する説明を行い，発注者の承認を得た上で実施すること。 

・打ち合わせ時に発注者にヒアリングを行う事項は，事前に資料を提示すること。 

・検討課題等が発生した場合は，発注者が容易に検討できるように具体的な解決策や影響を

示した資料を提案すること。 
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・発注者及び発注者が指定する事業者と調整，協力し設計を実施すること。 

・設計作業における要求を組み込み，受注者が本システム環境に合わせた十分なテストを実

施すること。 

・本番稼働開始後，本システムが安定稼働するまでの期間，障害対応や問い合わせ対応等，安

定稼働に必要なサービスを提供すること。 

オ 導入管理 

（ア）会議体 

・導入プロジェクトを遅滞なく進行させるために，定期的に進捗管理会議を開催すること。 

・緊急を要する場合は，その都度開催するので，受注者はこれに対応すること。 

（イ）進捗管理，課題管理 

・日付が入ったマイルストーン計画を作成し，進捗管理を徹底すること。 

・予定した作業が全て完了した際は，次の工程に移行しても問題ないか管理すること。 

・発生する懸念事項，問題，課題等が検討から漏れることのないように，原因・対策・解決

策等を整理して管理を行うこと。また，解決期日を明示すること。 

・進捗管理会議において，受注者は進捗報告書，詳細スケジュール表及び懸案事項一覧等，

導入管理に必要な情報を文書にて提出し，説明すること。 

（ウ）その他 

・発注者における導入管理は，発注者と発注者が別途契約するシステムアドバイザーが共

同で実施する。  

なお，具体的な導入管理の体制や方法については，受注者と別途協議の上で決定する。 

・発注者からのプロジェクト管理に関する要求に対して速やかに対応すること。 

・打ち合わせを行った際は，議事録を作成し，速やかに提出すること。 

カ 監督及び検査 

・受注者は，発注者や発注者が別途契約するシステムアドバイザーの質問，検査及び資料の提

出等の指示に応じ，かつ本調達範囲内において修補の要求があった時は，これに応じなけれ

ばならない。 

（３）教育・研修要件 

・本番稼働前の適切な時期から，発注者及び発注者が指定する事業者向けに，次の説明を行うこ

と。なお，研修内容，対象者及びスケジュールは，別途協議の上で実施すること。 

○仮想化環境の運用管理 

○ファイル共有環境の運用管理 

○バックアップ／復旧手順 

○ＯＳ，ゲストＯＳ，ソフトウェア，ネットワーク機器等の設定内容 

・本システム環境の稼働時期に合わせ，十分な運用訓練をすると共に，システム稼働時には，円

滑に実運用ができるよう配慮すること。 
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（４）納入成果物 

ア ドキュメント類 

本業務において予定するドキュメント類は次のとおりである。 

ドキュメント類の内容については，本業務の受注者が決定後，発注者と協議の上で取り決め

るものとする。 

No. 種 類 内  容 

１ 
ハードウェア等構成表及び構成

図 

・サーバ機器一覧表 

・ソフトウェア一覧及び構成 

・ＩＰアドレス一覧表 

・全体サーバのシステム概略図 

・仮想サーバ一覧及び構成 

・ソフトウェア ライセンス情報 

・サーバ別のハードウェアの機器構成明細 

・サーバ別のソフトウェアの構成明細 

・ＯＳ，ミドルウェアの設定表 

・ネットワーク機器の構成明細 

・ネットワーク機器の設定表 

・ＶＭｗａｒｅの設定表 など 

２ 
障害・復旧テスト仕様書及び検

査報告書 

・サーバのテスト仕様書及び検査結果報告書 

・サーバの障害テスト仕様書及び検査結果報告書 

・復旧テスト仕様書及び検査結果報告書 

３ 運用設計書及び運用手順書 

・サーバ運用設計書及び手順書 

・障害通知経路図 

・バックアップ運用手順書（仮想マシンを含む） 

・リストア操作手順書（仮想マシンを含む） 

・バックアップ装置操作手順書 

・仮想化ソフトウェア操作手順書 など 

４ 保守説明書一式 
・保守設計書，手順書 

・体制図 など 

５ 進捗管理表・各種報告書 
・進捗報告書，懸案事項一覧など 

・その他，構築管理で必要となる資料 

６ 打合せ議事録 ・議事録 
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イ 物 品 

No. 納入物 内容 

１ ハードウェア 

本件で導入するハードウェア一式 

・詳細については，「資料１ 設置する機器と台数」を参照のこと。 

・消耗品については，当該製品を使用する上で最低限必要な個数

と交換用予備一式を添付すること。 

２ ソフトウェア 
本システムで導入するソフトウェア一式 

・詳細については，「資料１ 設置する機器と台数」を参照のこと。 

３ 各種設定ファイル 
本システム環境構築作業で設定した定義ファイル（スクリプト，

シェル等を含む） 

ウ 検査方法 

・ドキュメント等の納入は，発注者の事前レビューによる承認を受けて，納入すること。 

・上記納入物の検査の結果，不適合の場合は再納入とする。 

エ その他の納入条件 

・電子ファイルについては，ＤＶＤ又はＣＤにて１セットを納品する。 

・ドキュメントについては，１セット印刷したものを納品する。 

・ドキュメントの電子ファイルの保存形式については，Microsoft Word，Excel，

PowerPoint及びPDF形式のいずれかを用いること。ただし，発注者が別途形式を定めて提

出を求めた場合はこの限りではない。 

・その他の納入成果物及び編集方法等については，発注者と別途協議の上で決定すること。 

６ 運用管理保守要件 

（１）保守業務要件 

保守業務は，ハードウェア，ＯＳ，ソフトウェア等の障害に対する対応とバージョンアップ等

の変更に対する対応，通信機器等の設定変更に対する対応を実施すること。 

なお，本契約内容に基づき，発注者及び発注者が指定する事業者と連携して２０２２年（令和

４年）９月までに次年度の保守計画等を策定し，発注者の承認を得ること。 

ア 共通保守要件 

・今回導入するハードウェア，ソフトウェア等は，検収日から２０２４年（令和６年）３月３

１日まで無償で正常動作を保障すること。 

なお，無償期間であっても，「保守業務要件」に示す要件と同等のサービス（Ｑ＆Ａ対応，

障害対応など）を行うこと。 

・「４．（１）基本稼働要件」に示すとおりの要件で，システム利用時間内の障害対応ができる

よう，要員を配置すること。 

・本システム環境の保守を円滑に実施するため，電話，ＦＡＸ，電子メール等による受付窓口

（障害時の窓口は一本化）を有した保守体制（サポート体制）を整備すること。 
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なお，障害時の受付窓口にて，障害の一次切り分けを行い必要に応じて発注者が指定する事

業者と協力して対策すること。 

・保守体制，連絡体制及び担当者名について書面で提出すること。また，体制等に変更があっ

た場合は，速やかに再提出すること。 

・保守対象に障害等が発生した場合は，発注者からの通報に対して適切な対応を行うこと。 

・障害修復後は，障害の発生から復旧完了までの現象，その原因，実施作業内容（応急措置，

恒久対策を含む。），再発防止対策，今後の留意事項及びそれらの実施日時，実施者などの記

録を文書で報告すること。 

・本システム環境を運用する上で必要な情報の提供に努め，助言を求められた場合は速やか

に対応すること。 

・障害発生時に，発注者及び発注者が指定する事業者と連携し障害対応を行い，対応完了時に

報告を行うこと。また，本調達対象が障害の起因でないことが推測される場合であっても，

発注者及び発注者が指定する業務システムの事業者と連携し対応すること。 

・保守等により変更が発生した場合，納入済みのドキュメントを訂正すると共に，変更した設

定情報等を適切に管理すること。 

・バグ等によるハードウェア，ＯＳ（ゲストＯＳを含む。），ソフトウェアのアップグレードは

保守期間内，無償で行うこと。 

イ ハードウェア保守要件 

・本システム環境を構成するハードウェアは本番稼働後６年以上の保守サービスが提供でき

ること。 

・本調達により納入した機器等については，通常の使用により故障した場合の無償修理に応

じること。 

・障害発生に備えて，ハードウェア保守用部品を迅速に供給できるよう，体制を整備しておく

こと。 

・本システム環境の安定稼働のため，適正なレベルで，定期点検等の予防保守を年１回以上行

うこと。 

なお，定期点検や予防保守にて本システムの停止が必要な場合は，原則として業務時間外と

する。 

・障害の予兆を示す事象を把握した場合，システム障害に至る前に予防措置を実施すること。 

・各機器の予防点検，部品交換等の保守作業等の対応を実施すること。 

・パーツ交換で不要となった部品や記憶媒体等は，保存されているデータを確実に消去する

こと。 

・保守対応完了時には，保守報告書を提出すること。 

ウ ソフトウェア製品保守要件 

・発注者及び発注者が指定する事業者からの技術的な問合せ，障害発生時の技術支援などの

サポートを提供すること。 

・本システム環境を構成するソフトウェアについて，バグ等の不具合や脆弱性が発覚した場
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合には，速やかに修正作業を実施すること。 

・機能強化等によるバージョンアップの情報提供，適用対応を行うこと。 

・ソフトウェアのバージョンアップ情報等の情報提供及び本システム環境を運用する上で必

要な問い合わせ対応を実施すること。 

・ソフトウェアの修正作業及びバージョンアップ等の実施に当たっては，正常動作の確認を

行った上で，発注者の承認を得た後に，本システム環境へ適用すること。 

・ソフトウェア製品について，適宜最新情報を提供すること。 

エ その他 

・保守業務を行うに当たり，利用を許可していない機器やソフトウェア等を持ち込み，作業を

行ってはならない。 

・業務上，機器やソフトウェア等を持ち込む場合には，発注者と協議の上で実施しなければな

らない。 

（２）リモート監視・通報業務要件 

次に示す保守業務については，通信回線等を利用して受注者の保守拠点からサーバ機器等に

接続する環境を構築して実施すること。 

ア 監視対象業務要件 

受注者の保守拠点から実施可能な監視（以下「リモート監視」という。）業務は，次のとお

りとする。 

○ ハードウェア障害検知（受注者環境） 

○ 障害検知の発注者への通知（通知方法，内容は発注者と協議するものとする。） 

イ 運用管理に関する要件 

・発注者のコンピュータルームに監視装置等を設置し，本装置から通信回線を経由してリモ

ート監視端末等へ障害を通知する仕組みを構築すること。 

なお，障害通知メッセージ内には，機器障害に関する情報のみとし，業務システムに関する

情報を含めてはならない。 

・リモート監視端末等からの回線について，ＩＳＤＮ回線を使用する場合には，発注者の回線

を利用してもよい。 

なお，本回線は複数機器で共有するため，適切なリトライ設計を行うこと。これ以外の回線

で監視する場合には，受注者の責任及び費用において，回線工事，運営等を行うこと。 

・本回線からアクセスするに当たっては，ユーザＩＤ／パスワード認証，発信者番号の認証を

行うなど，発注者の内部ＬＡＮのセキュリティが十分守られるものとし，通報対象外のサー

バ等からのアクセスを禁止すること。 

・リモート監視ネットワークには，発注者のコンピュータルームに監視装置等を設置し，本装

置からリモート監視端末等へ障害を通知する仕組みを構築すること。 

なお，障害通知メッセージ内には，機器障害に関する情報のみのとし，業務システムに関す

る情報を含めてはならない。 
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・リモート監視業務環境から発注者のサーバや業務システム等を利用できない仕組みとする

こと。 

・監視端末等がコンピュータウイルス等に感染した場合でも，発注者の業務に影響を与えな

いこと。 

・本回線を経由したリモート監視装置等へのアクセスを禁止すること。 

・管理者権限のユーザＩＤ，パスワードは，管理方法を別に規定し，厳密に管理・記録するこ

と。 

 

以 上 
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資料１ 設置する機器と台数 

１．機器構成 

（１）サーバ機器等構成図 

 

図：上下水道局システム ハードウェア構成図 

（２）機器説明 

No. 名   称 説    明 

１ 仮想サーバ＃１～３ 

（上下水道料金シス

テム等（本番用）） 

・仮想化技術を活用し，「資料３ 仮想サーバ環境」「上下水道料金システ

ム等（本番用）」に示す環境が構築できること。 

・ＶＭｗａｒｅ ｖＳｐｈｅｒｅ ７による仮想サーバ環境を構築すること。 

・ＶＭｗａｒｅ ｖＳｐｈｅｒｅ ７によるＨＡ構成を使用した冗長化構成とし，フェー

ルオーバ，フェールセーフの機能を有すること。 

・仮想化技術を活用し，本システムの本番環境で必要となる仮想マシンの

必要台数を本サーバ環境に設置すること。 

・サーバを複数台で構成し，サービス停止せずにハードウェアのメンテナン

スを行うことができること。 

・ＶＭｗａｒｅ ｖＣｅｎｔｅｒ Ｓｅｒｖｅｒアプライアンス環境を構築すること。 

・ＶＭｗａｒｅ ｖＣｅｎｔｅｒ Ｓｅｒｖｅｒアプライアンス環境はＨＡ構成とすること。 

・すべてのサーバ及び仮想マシンの状態や構成等を単一のコンソールか

ら一元的に管理し，サーバ及び仮想マシンのパフォーマンスを集約して

外部ストレージ装置 

CLT0 

仮想ＯＳ領域 

ファイル共有領域 

サーバ用ＬＡＮ 

バックアップ用ＬＡＮ 

10Ｇ／ＦＣスイッチ 10Ｇ／ＦＣスイッチ 

CLT1 

ウイルス対策用ＬＡＮ 

 

バックアップ装置 

CLT0 

バックアップ領域 

CLT1 

管理用ＬＡＮ 

仮想サーバ 
＃２ 

（料金システム） 

仮想サーバ 
＃３ 

（料金システム） 

仮想サーバ 
＃４ 

（その他） 

管理・ 

バックアップ 

サーバ 

仮想サーバ 
＃１ 

（料金システム） 
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No. 名   称 説    明 

監視できること。 

・電源供給などが停止された場合，ＯＳ等が自動で停止及び起動できるこ

と。 

また，停電時などは，一定時間の稼働の保証と長期停電した場合の安全

なシステム停止を可能とすること。 

２ 仮想サーバ＃４ 

（その他） 

・「資料３ 仮想サーバ環境」「上下水道料金システム等（本番用）」以外に

示す環境が構築できること。 

・ＶＭｗａｒｅ ｖＳｐｈｅｒｅ ７による仮想サーバ環境を構築すること。 

・仮想化技術を活用し，本システムの本番環境で必要となる仮想マシンの

必要台数を本サーバ環境に設置すること。 

・電源供給などが停止された場合，ＯＳ等が自動で停止及び起動できるこ

と。 

また，停電時などは，一定時間の稼働の保証と長期停電した場合の安全

なシステム停止を可能とすること。 

３ 外部ストレージ装置 

（兼ファイル共有） 

・「資料３ 仮想サーバ環境」及び「資料２ バックアップ構成」に示す環境

が構築できる容量，性能を有すること。 

・ストレージ内のコンポーネントはすべて冗長化され，安定性，拡張性が期

待できる製品を選定すること。 

・重複排除，データ圧縮などの機能を有すること。 

・機器に障害が発生した場合，縮退して運用又は安全停止できること。 

・電源供給などが停止された場合，自動で停止及び起動できること。また，

停電時などは，一定時間の稼働の保証と長期停電した場合の安全なシス

テム停止を可能とすること。 

・スナップショット機能により，バックアップデータを生成できること。そのデ

ータを利用し，削除・更新したデータが復元できること。 

・ストレージ上のファイルをバックアップ装置に高速複製できること。 

・障害が発生した場合には，通知が行えること。 

・ファイル共有環境としても利用可能なストレージであること。 

４ バックアップ装置 ・外部ストレージ装置をバックアップするために必要な容量を有すること。 

・重複排除，データ圧縮などの機能で，効果的なバックアップを行う機能を

有すること。 

・電源供給などが停止された場合，ＯＳ等が自動で停止及び起動できるこ

と。 

５ 管理・バックアップ 

サーバ 

・運用管理に必要な環境を構築すること。 

・電源供給などが停止された場合，及びゲストＯＳを自動で停止できるこ

と。 

６ スイッチ（ストレージ ・１６Ｇｂｐｓ（ＦＣ）又は１０Ｇｂｐｓ（イーサネット）のインタフェースを有したスト
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No. 名   称 説    明 

用） レージ用スイッチを冗長化構成とすること。 

なお，ストレージ装置等で必要な口数を確保できる場合には，別途，スイ

ッチを設ける必要はない。 

・サーバ，ストレージの接続方法は，マルチパス構成とすること。 

・障害が発生した場合には，統合運用基盤に対して通知が行えること。 

※外部ストレージ装置，スイッチ（サーバ用，バックアップ・管理用等）等と

一体化し，構成しても良い。 

７ スイッチ（サーバ用，

バックアップ・管理用

等） 

・次のネットワーク環境を設定すること。 

○新サーバ用ＬＡＮ（上下水道局ＶＬＡＮ） 

○バックアップ用ＬＡＮ（現行システムＬＡＮ環境） 

○管理用ＬＡＮ（現行システムＬＡＮ環境） 

○ウイルス対策用ＬＡＮ（ＴＭＡＣ接続用ＶＬＡＮ） 

○ストレージ用ＬＡＮ（外部ストレージ装置，バックアップ装置接続用） 

○旧サーバ用ＬＡＮ（上下水道局ＶＬＡＮ） 

・既存ネットワークとは，タグＶＬＡＮでの接続となる。 

・本市の既存ネットワークへ接続するために必要となるネットワーク機器，ケ

ーブル類を提供すること。 

８ サーバラック ・サーバラック１台を調達すること。 

・調達するサーバラックにすべての機器を設置すること。 

・サーバ用にＫＶＭ装置，ケーブル等を提供すること。 
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２．ハードウェア要件 

（１）仮想サーバ＃１～＃３ 

項目 条  件 

装置タイプ ・１９インチラック型に搭載可能であること（２Ｕ以下）。 

画面タイプ ・サーバ集約スイッチユニットからの接続に対応していること。 

ＣＰＵ ・インテル Ｘｅｏｎ Ｇｏｌｄ ６２４８（２０コア／２．５ＧＨｚ）と同程度又はそれ以上の性能

のＣＰＵを２個搭載すること。 

メモリ容量 ・９６ＧＢ以上搭載すること。 

・「資料３ 仮想サーバ環境」「１．仮想マシン」「上下水道料金システム等（本番用）」

に示す環境をＨＡ構成で利用できる容量を有すること。 

ディスク容量 ・次のいずれかの構成で構築すること。 

○３００ＧＢ，１０ｋｒｐｍ（ＳＡＳ）×３（ＲＡＩＤ１＋ＨＳ） 

○仮想化モジュール，ＯＳブート専用ＳＳＤ（ＲＡＩＤ１）等の製品 

○ＳＡＮブート（ストレージ装置からの起動） 

ＤＶＤ装置 ・ＤＶＤ－ＲＯＭ又は同等の機能を持つ装置を内蔵すること。 

インタフェース ・１０GＢａｓｅ－T に対応したＬＡＮインタフェースを２ポート（１ポート×２枚）以上有す

ること。 

・サーバ管理に対応したインタフェースを有すること。 

・スイッチ（ストレージ用）又は外部ストレージ装置と接続するために必要となるインタ

フェース（ファイバチャネル（１６Ｇｂｐｓ）又は１０ＧＢＡＳＥ－Ｔ）を１ポート×２以上（ＮＩ

Ｃの冗長化構成）でシステムに必要となるポート数を有すること。 

電源 ・ＡＣ１００Ｖで動作すること。 

・冗長化電源構成とすること。 

ＯＳ ・ＶＭｗａｒｅ ｖＳｐｈｅｒｅ Ｓｔａｎｄａｒｄ 7 （５年分 標準時間）を納入（サーバ台数分）

し，設定すること。 

・納入時点で最新バージョンであり，最新パッチを適用済みであること。 

・ＶＭｗａｒｅ ｖＣｅｎｔｅｒ Ｓｅｒｖｅｒ Ｓｔａｎｄａｒｄ ｆｏｒ ｖＳｐｈｅｒｅ Ｖ７ （５年分 標準時間）

を納入し，設定すること。 

ソフトウェア ・電源管理ソフトを納入し，設定すること。 

・バックアップに必要な次のソフトウェアを納入し，設定すること。 

台数 ・３台 

保守・修繕 ・機器，ソフトウェア等の保守サポートを行うこと。（１年間） 

○サービス時間：３６５日２４時間 

○サービス内容：ハードウェア当日４時間以内の訪問修理 

その他 ・機器障害検知及びサポートセンタへの障害通報ができる機能を有すること。 

（２）仮想サーバ（その他） 

項目 条  件 

装置タイプ ・１９インチラック型に搭載可能であること（２Ｕ以下）。 
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項目 条  件 

画面タイプ ・サーバ集約スイッチユニットからの接続に対応していること。 

ＣＰＵ ・インテル Ｘｅｏｎ Ｇｏｌｄ ６２４８（２０コア／２．５ＧＨｚ）と同程度又はそれ以上の性能

のＣＰＵを２個搭載すること。 

メモリ容量 ・９６ＧＢ以上搭載すること。 

・「資料３ 仮想サーバ環境」「１．仮想マシン」「上下水道料金システム等（本番用）」

以外に示す環境を利用できる容量を有すること。 

ディスク容量 ・次のいずれかの構成で構築すること。 

○３００ＧＢ，１０ｋｒｐｍ（ＳＡＳ）×３（ＲＡＩＤ１＋ＨＳ） 

○仮想化モジュール，ＯＳブート専用ＳＳＤ（ＲＡＩＤ１）等の製品 

○ＳＡＮブート（ストレージ装置からの起動） 

ＤＶＤ装置 ・ＤＶＤ－ＲＯＭ又は同等の機能を持つ装置を内蔵すること。 

インタフェース ・１０GＢａｓｅ－T に対応したＬＡＮインタフェースを２ポート（１ポート×２枚）以上有す

ること。 

・サーバ管理に対応したインタフェースを有すること。 

・スイッチ（ストレージ用）又は外部ストレージ装置と接続するために必要となるインタ

フェース（ファイバチャネル（１６Ｇｂｐｓ）又は１０ＧＢＡＳＥ－Ｔ）を１ポート×２以上（ＮＩ

Ｃの冗長化構成）でシステムに必要となるポート数を有すること。 

電源 ・ＡＣ１００Ｖで動作すること。 

・冗長化電源構成とすること。 

ＯＳ ・ＶＭｗａｒｅ ｖＳｐｈｅｒｅ Ｓｔａｎｄａｒｄ 7 （５年分 標準時間）を納入（サーバ台数分）

し，設定すること。 

・納入時点で最新バージョンであり，最新パッチを適用済みであること。 

・ＶＭｗａｒｅ ｖＣｅｎｔｅｒ Ｓｅｒｖｅｒ Ｓｔａｎｄａｒｄ ｆｏｒ ｖＳｐｈｅｒｅ Ｖ７ （５年分 標準時間）

を納入し，設定すること。 

ソフトウェア ・電源管理ソフトを納入し，設定すること。 

・バックアップに必要な次のソフトウェアを納入し，設定すること。 

台数 １台以上 

保守・修繕 ・機器，ソフトウェア等の保守サポートを行うこと。（１年間） 

○サービス時間：３６５日２４時間 

○サービス内容：ハードウェア当日４時間以内の訪問修理 

その他 ・機器障害検知及びサポートセンタへの障害通報ができる機能を有すること。 

（３）外部ストレージ装置 

項目 条  件 

装置タイプ ・１９インチラック型に搭載可能であること。 

基本機能 ・構成品がすべて冗長化されて，ディスク，コントローラ等の主要コンポーネントに故

障が発生してもサービスを停止することなく継続できるよう，主要コンポーネントが

二重化されていること。 
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項目 条  件 

なお，主要コンポーネントに障害が発生した場合，一時停止を伴わないよう，待機

系も常に稼働した状態であること。 

・重複排除，圧縮などの仕組みを実装できること。 

ディスク容量 ・ＳＳＤ，ＲＡＩＤ６以上で構成すること。 

・次のとおりのディスク構成で搭載すること。 

◎仮想ＯＳ領域 

・「資料３ 仮想サーバ環境」「１．仮想マシン」に示す容量以上とすること。 

◎ファイル共有領域 

・「資料３ 仮想サーバ環境」「２．ファイル共有環境」に示す容量以上とするこ

と。 

・ＳＡＳ（１０ｋｒｐｍ）又はＮＬ－ＳＡＳの構成で搭載しても良い。 

◎差分データ領域 

・バックアップ要件を満たす構成であること。 

・「資料３ 仮想サーバ環境」「１．仮想マシン」及び「２．ファイル共有環境」のス

ナップショットを必要世代分保有することが可能な容量を有すること。 

・ＳＡＳ（１０ｋｒｐｍ）又はＮＬ－ＳＡＳの構成で搭載しても良い。 

・スペアディスクを２台以上で構成すること。 

インタフェース ・スイッチ（ストレージ用）又は仮想サーバ＃１～４と接続するために必要となるインタ

フェース（ファイバチャネル（１６Ｇｂｐｓ）又は１０ＧＢＡＳＥ－Ｔ）を２ポート×２以上（冗

長化構成）でシステムに必要となるポート数を有すること。 

・ストレージ管理に対応したインタフェースを有すること。 

電源 ・ＡＣ１００Ｖで動作すること。 

・冗長化電源構成とすること。 

ソフトウェア ・ファイル共有専用ＯＳを導入し，高速な処理を実現すること。 

・業務運転中の高速データのレプリケーションを実現すること。 

・スナップショット機能，高速リストア機能，データ複製機能を有すること。 

・機器等の障害検知，ディスク等の閾値の上限通知，その他障害等の通知ができる

こと。 

台数 ・１台 

保守・修繕 ・機器，ソフトウェア等の保守サポートを行うこと。（１年間） 

○サービス時間：３６５日２４時間 

○サービス内容：ハードウェア当日４時間以内の訪問修理 

その他 ・機器障害検知及びサポートセンタへの障害通報ができる機能を有すること。 

（４）バックアップ装置 

項目 条  件 

装置タイプ ・１９インチラック型に搭載可能であること（２Ｕ以下）。 

システム構成 ・構成品がすべて冗長化されて，ディスク，コントローラに故障が発生してもサービス
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項目 条  件 

を継続可能であること。 

ディスク容量 ・システムに必要となる性能（ニアラインＳＡＳ（７．２ｋｒｐｍ），ＲＡＩＤ５以上），容量を有

すること。 

・バックアップ要件を満たす構成，容量であること。 

インタフェース ・スイッチ（ストレージ用）又は外部ストレージ装置と接続するために必要となるインタ

フェース（ファイバチャネル（１６Ｇｂｐｓ）又は１０ＧＢＡＳＥ－Ｔ）を２ポート×２以上（冗

長化構成）でシステムに必要となるポート数を有すること。 

・ストレージ管理に対応したインタフェースを有すること。 

電源 ・ＡＣ１００Ｖで動作すること。 

・冗長化電源構成とすること。 

ソフトウェア ・スナップショット機能，高速リストア機能，データ複製（DR）機能を有すること。 

台数 ・１台 

保守・修繕 ・機器，ソフトウェア等の保守サポートを行うこと。（１年間） 

○サービス時間：３６５日２４時間 

○サービス内容：ハードウェア当日４時間以内の訪問修理 

その他 ・機器障害検知及びサポートセンタへの障害通報ができる機能を有すること。 

（５）管理・バックアップサーバ 

項目 条  件 

装置タイプ ・１９インチラック型に搭載可能であること（２Ｕ以下）。 

画面タイプ ・サーバ集約スイッチユニットからの接続に対応していること。 

ＣＰＵ ・インテル Ｘｅｏｎ Ｓｉｌｖｅｒ ４２１０Ｒ（１０コア／２．４ＧＨｚ）以上を１個有すること。 

メモリ容量 ・１６ＧＢ以上搭載すること。 

ディスク容量 ・６００ＧＢ，１０ｋｒｐｍ（ＳＡＳ）又はＳＳＤ×３（ＲＡＩＤ５） 

ＤＶＤ装置 ・ＤＶＤ－ＲＯＭ又同等の機能を持つ装置を内蔵すること。 

インタフェース ・１ＧＢＡＳＥ－Ｔに対応したインタフェースを４ポート以上で構成すること。 

・サーバ管理に対応したインタフェースを有すること。 

・スイッチ（ストレージ用）又は外部ストレージ装置と接続するために必要となるインタ

フェース（ファイバチャネル（１６Ｇｂｐｓ）又は１０ＧＢＡＳＥ－Ｔ）を１ポート以上でシス

テムに必要となるポート数を有すること。 

電源 ・ＡＣ１００Ｖで動作すること。 

・冗長化電源構成とすること。 

ＯＳ ・Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２０１９ Ｓｔａｎｄａｒｄを納入（コア数分）し，設定すること。 

・納入時点で最新バージョンであり，最新パッチを適用済みであること。 

ソフトウェア ・電源管理ソフトを納入し，設定すること。 

・バックアップに必要な次のソフトウェアを納入し，設定すること。 

・発注者が現に所有するトレンドマイクロ社製ウイルス対策ソフトを設定すること。 

台数 ・１台 
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項目 条  件 

保守・修繕 ・機器，ソフトウェア等の保守サポートを行うこと。（１年間） 

○サービス時間：３６５日２４時間 

○サービス内容：ハードウェア当日４時間以内の訪問修理 

その他 ・機器障害検知及びサポートセンタへの障害通報ができる機能を有すること。 

（６）無停電電源装置 

項目 条  件 

装置タイプ ・１９インチラック型に搭載可能であること（２Ｕ以下）。 

性能 ・全サーバ，ネットワーク機器等へ電源供給することが可能な出力電力容量，出力コ

ネクタ数であること。 

・停電時や電源障害発生時に全サーバ等を安全に停止させることが可能であるこ

と。 

インタフェース ・ＬＡＮインタフェースを有すること。 

電源 ・定格電圧が１００Ｖであること。 

台数 ・必要台数 

※各サーバの冗長化電源構成に対応した台数を提供すること。 

（７）サーバラック 

項目 条  件 

１９インチラック 

構成 

・システム機器は，４０Ｕ程度を収納できるＥＩＡ規格での１９インチサーバラック内に

設置すること。 

・サーバラック内の温度を適切に保つ構造となっていること。 

・サーバのキーボード・マウス・ディスプレイは基本的に１サーバラック内では切り替

え機（ＫＶＭ装置）により共有すること。 

・電源コンセントについては，サーバラック設備として必要口数分を搭載し，全て抜

止式とすること。 

・導入するサーバラックは，機器収納部を除き，前面及び左右に５ｃｍ以上，また背

面に１０ｃｍ以上の配線スペースを確保できること。 

・導入するサーバラックは前面及び背面方向に，サーバラックサイズと同等以上の作

業スペースを確保できること。 

・導入するサーバラックは，原則前背面の扉を個別施錠管理することとする。ただし

運用上の利便性を考慮し，施設の全体の防犯対策で対応すること。 

・サーバラックには，転倒防止策としてスタビライザーを装備すると共に，転倒防止を

考慮した設計とすること。 

台数 ・１台 

３．仮想マシン要件仕様 

項目 条  件 

ＯＳ ・「資料３ 仮想サーバ環境」「１．仮想マシン」に記載のＯＳをインストールすること。 
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項目 条  件 

・納入時点で最新パッチを適用済みであること。 

ソフトウェア ・電源管理ソフトを設定すること。 

・発注者が現に所有するトレンドマイクロ社製ウイルス対策ソフトを設定すること。 

・その他サーバの運用管理に必要なソフトウェア（業務システムに係るソフトウェアは

除く）を設定すること。 

台数 ・「資料３ 仮想サーバ環境」「１．仮想マシン」に記載のＯＳをインストールすること。 

その他 ・個々の仮想マシンの要件については，システム構成要件に従い環境を構築するこ

と。 

４．ネットワーク機器要件仕様 

（１）スイッチ（ストレージ用） 

項目 条  件 

装置タイプ ・１９インチラック型に搭載可能であること（１Ｕ以下）。 

構成 ・仮想サーバ＃１～＃４，外部ストレージ装置，バックアップ装置等と接続すること。 

インタフェース ・各サーバ，ストレージ装置等と接続するために必要となるインタフェース（ファイバ

チャネル（１６Ｇｂｐｓ）又は１０ＧＢＡＳＥ－Ｔ）を必要となるポート数（冗長化構成）を有

すること。 

性能・容量 ・仮想サーバ，外部ストレージ装置等を接続するために必要となる性能・容量を備え

ること。 

電源 ・ＡＣ１００Ｖで動作すること。 

ネットワーク管理 ・ＶＬＡＮ（ポートベースＶＬＡＮ／タグＶＬＡＮ）設定が可能であること。 

・各種設定や状態情報の取得が可能であること。 

・Ｓｙｓｌｏｇサーバにメッセージを送信する機能を有すること。 

・ＳＮＭＰによる管理機能を有すること。 

台数 ・２台以上（冗長構成） 

保守・修繕 ・機器，ソフトウェア等の保守サポートを行うこと。（１年間） 

○サービス時間：３６５日２４時間 

○サービス内容：ハードウェア当日４時間以内の訪問修理 

（２）スイッチ（サーバ用，ウイルス対策用，バックアップ・管理用） 

項目 条  件 

装置タイプ ・１９インチラック型に搭載可能であること（１Ｕ以下）。 

インタフェース ・固定ポートとして，１００Ｂａｓｅ－ＴＸ／１０００Ｂａｓｅ―Ｔ／１０ＧＢａｓｅ－Ｔのイーサネッ

トポートを１２個以上有すること。 

構成 ・Ｌ２スイッチでタグＶＬＡＮ構成とすること。 

・二重化された本市ネットワーク機器（Catalyst6807）と連携できること。 

・本市ネットワーク機器との接続は，必要によりチーミング等を行い，必要な性能を確

保すること。 
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項目 条  件 

・1台のスイッチ故障時でも運用が可能な冗長構成であること。 

性能・容量 ・本市ネットワークとサーバ機器等を接続するために必要となる性能・容量を備えるこ

と。 

電源 ・ＡＣ１００Ｖで動作すること。 

ネットワーク管理 ・ＶＬＡＮ（ポートベースＶＬＡＮ／タグＶＬＡＮ）設定が可能であること。 

・各種設定や状態情報の取得が可能であること。 

・Ｓｙｓｌｏｇサーバにメッセージを送信する機能を有すること。 

・ＳＮＭＰによる管理機能を有すること。 

台数 ・４台以上 

※複数のスイッチを論理的に 1台の仮想的スイッチとして動作させること。 

保守・修繕 ・機器，ソフトウェア等の保守サポートを行うこと。（１年間） 

○サービス時間：３６５日２４時間 

○サービス内容：ハードウェア当日４時間以内の訪問修理 

（３）ケーブル類 

項目 条  件 

ケーブル ・構成に必要なリンクケーブル（カテゴリ６Ａ）,ＦＣケーブル,スタックケーブル等必要

な性能，規格のケーブル類を含めること。 

数量 ・必要数 

 

５．ソフトウェア要件仕様 

（１）新規購入ライセンス 

システム 品       名 ライセンス数 備  考 

共通 VMware vSphere Standard（5 年サポー

ト付） 

４台 物理サーバ 4台構成 

電源管理ソフト 必要数 ゲストＯＳ分を含む 

バックアップソフト 必要数 ゲストＯＳ分を含む 

Windows Server 2019 Device CAL － 発注者分を利用 

Trend Micro ServerProtect for Linux ９台 

（サーバ分） 

５年分 

Trend Micro ApexOne － 発注者分を利用 

水道料金 

システム 

（本番用） 

Red Hat Enterprise Linux 8 

（Standard：5 年サポート付） 

８台 

（ゲストＯＳ分） 

物理サーバ 3台でのＨ

Ａ構成に対応したライ

センスを提供すること。 Windows Server 2022 Standard Edition 

※Windows Server 2019 ダウングレード 

１台 

（ゲストＯＳ分） 

その他 Red Hat Enterprise Linux 8 

（Standard：5 年サポート付） 

１台 

（ゲストＯＳ分） 

水道料金システム（検

証用） 
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システム 品       名 ライセンス数 備  考 

Windows Server 2022 Standard Edition 

※Windows Server 2019 ダウングレード 

１台 

（ゲストＯＳ分） 

CAD 設計積算用サーバ 

※「資料３ 仮想サーバ環境」「１．仮想マシン」を踏まえ，必要ライセンス数を算出すること。 

 

（２）Ｖ２Ｖライセンス 

現在の仮想環境において発注者が保有するＯＳライセンスは，次のとおりである。移行作

業等を含めライセンスが不足する場合には，新たにライセンスを含めること。 

品       名 ライセンス数 備  考 

Ｗｉｄｎｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２０１６（１６コア） ３本  

Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２０１６（４コア） ９本  

６．その他 

提供されるすべてのマニュアル類は，日本語で記載されていること。 
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資料２ バックアップ構成 

１．バックアップ運用要件 

No. データ種別 頻度 方式 起動 装置 世代管理 

1 仮想ＯＳ領域 日次 スナップショット 自動 差分データ領域 3世代 

2 ファイル共有領域 日次 スナップショット 自動 差分データ領域 7世代 

3 仮想ＯＳ領域，ファ

イル共有領域，スナ

ップショット領域 

日次 レプリケーション 自動 バックアップ装置 1世代 

4 管理・バックアップ

サーバ 

週次 フル 自動 バックアップ装置 1世代 

２．バックアップ処理 

（１）外部ストレージ（仮想ＯＳ領域） 

 

No. 項 目 処理内容 

1 仮想マシン ・各業務システムのサーバ環境である。 

・各業務システム必要なデータベース等のバックアップ（エクスポ

ート処理等）は，仮想マシン内のゲストＯＳ上で実施し，保存す

る。 

2 仮想ＯＳ領域 ・仮想サーバで共有する仮想マシンごとのディスク領域である。 

・仮想マシンは仮想ＯＳ用領域（外部ストレージ装置上のデータス

トア）に格納する。 

3 差分データ領域 ・スナップショット機能を利用し，仮想ＯＳ領域のスナップショッ

トバックアップデータを 3世代以上作成する。 

4 バックアップ装

置 

・ゲストＯＳの静止点を確保した上で，レプリケーション機能を利

用し，仮想ＯＳ領域，差分データ領域をバックアップ装置へ複製す

る。 

外部ストレージ装置 

差分データ領域 

（３世代分） 

仮想ＯＳ領域 

バックアップ装置 

差分データ領域 

（３世代分） 

仮想ＯＳ領域 

レプリケーション スナップショット  
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（２）外部ストレージ（ファイル共有） 

 

No. 項 目 処理内容 

１ ファイル共有領域 ・外部ストレージをファイル共有環境としても利用する。そのため

に必要な領域を確保する。 

２ 差分データ領域 ・スナップショット機能を利用し，ファイル共有領域のバックアッ

プデータを 7世代分以上作成する。 

３ バックアップ装置 ・レプリケーション機能を利用し，ファイル共有領域，差分データ

領域をバックアップ装置へ複製する。 

  

外部ストレージ装置 

差分データ領域 

（７世代分） 

ファイル共有領域 

バックアップ装置 

差分データ領域 

（７世代分） 

ファイル共有領域 

レプリケーション スナップショット  
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資料３ 仮想サーバ環境 

１．仮想マシン 

（１）更新対象システム 

業務システム名 仮想マシン名 台数 
vCPU 

（コア数） 

必要 

メモリ 

ディスク 

使用量 
ゲストＯＳ 

冗長化 

構成 

上下水道料金 

システム等 

（本番用） 

Webサーバ（本番用） 1 2 2 GB 200 GB RHEL8 HA 

AP-Webサーバ（本

番用） 

2 4 6 GB 200 GB RHEL8 HA 

APバッチサーバ（本

番用） 

2 4 8 GB 300 GB RHEL8 HA 

WF・連携サーバ（本

番用） 

1 4 8 GB 300 GB RHEL8 HA 

スケジューラサーバ

（本番用） 

1 2 2 GB 100 GB RHEL8 HA 

DBサーバ（本番用） 1 8 24 GB 2,700 GB RHEL8 HA 

DBエクスポート － － － 2,200 GB － － 

運用管理サーバ 

（本番用） 

1 4 8 GB 4,000 GB Windows 

Server 2019 

HA 

計 9 28 58 GB 10,000 GB   

上下水道料金 

システム等 

（検証用） 

検証用サーバ 

（Web，AP-Web，AP

バッチ，DB） 

1 4 32 GB 2,900 GB RHEL8 － 

ＣＡＤ設計積算 

システム 

ＣＡＤ設計積算用サ

ーバ 

1 2 8 GB １,000 GB Windows 

Server 2019 

－ 

計 2 6 40 GB 3,900 GB   

合   計 11 34 98 GB 13,900 GB   

（２）移行対象システム（Ｖ２Ｖ） 

業務システム名 仮想マシン名 台数 
vCPU 

（コア数） 

必要 

メモリ 

ディスク 

使用量 
ゲストＯＳ 

冗長化 

構成 

企業会計 

システム 

APサーバ（本番用） 1 4 12 GB 300 GB Windows 

Server 2016 

－ 

DBサーバ（本番用） 1 4 12 GB 600 GB Windows 

Server 2016 

－ 

マッピングシス

テム 

マッピングシステム用

サーバ 

1 4 16 GB 750 GB Windows 

Server 2016 

－ 

合   計 3 12 40 GB 1,650 GB   

（３）資源確保（システム環境構築なし） 

業務システム名 仮想マシン名 台数 
vCPU 

（コア数） 

必要 

メモリ 

ディスク 

使用量 
ゲストＯＳ 

冗長化 

構成 

受益者負担金 

システム 

AP/DBサーバ 1 4 16 GB 600GB － － 

企業会計 

システム 

APサーバ（本番用） 1 4 12 GB 300 GB － － 

DBサーバ（本番用） 1 4 12 GB 600 GB － － 

マッピングシス

テム 

マッピングシステムサ

ーバ 

1 4 16 GB 750 GB － － 

合   計 4 16 56 GB 2,250 GB   
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２．ファイル共有環境 

項 目 対象者 端末接続台数 容量 保存データの種類 

上下水道局 

フォルダ 

職員（全員） 約 250台 8TB ・CAD 系 

・オフィス系（MS-Word，MS-Excel，MS-

Access，MS-PowerPoint 等） 

・PDF，テキスト，CSV 等 

 


