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サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）特記仕様書（案）

第１ 概要

 １ 目的

 発注者が平成 23 年 11 月から運用している現サーバ統合環境について、当該環境に使用

している機器等が老朽化しているため本契約にて新たに機器等を賃貸借し、付帯作業とし

て新たなサーバ統合環境の設計構築、現サーバ統合環境からの仮想マシンの移行及びサー

バ統合環境の保守運用を行うものである。

 ２ 用語の定義

 本特記仕様書において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（1）発注者：名古屋市上下水道局をいう。

（2）受注者：サーバ統合環境用機器の貸主をいう。

（3）係員：発注者の指定する職員をいう。

（4）賃貸借物件等：特記仕様書及び機器等要件を満たした機器及びソフトウェアをいう。

（5）仕様書等：特記仕様書、各要件及びその他添付資料等をいう。

（6）付帯作業：サーバ統合環境の設計構築、仮想マシンの移行及び平成 30 年 3 月 31 日ま

での同環境の保守運用をいう。

（7）現サーバ統合環境：発注者が平成 23 年 11 月から運用している仮想化技術を用いたサ

ーバ統合環境をいう。

（8）サーバ統合環境：本契約にて構築する新たなサーバ統合環境をいう。

（9）バックアップサーバ：サーバ統合環境において、ESXi 上で稼働する仮想マシンのデ

ータをバックアップするサーバをいう。また、ファイアウォール、共有ストレージ及び

ディスクバックアップ装置等サーバ統合環境内の機器の管理も合わせて行う。

（10）管理ネットワーク：サーバ統合環境において、管理、バックアップ及び vMotion を

行うためのネットワークをいう。

第２ 履行内容

 １ 機器等の賃貸借

 機器等要件を満たす機器及びソフトウェアを発注者に賃貸借すること。

 借入期間は平成 29 年 11 月 1 日から平成 34 年 10 月 31 日までとし、同期間の賃貸借物

件等の保守を行うこと。詳細は、機器等要件のとおりとする。

 ２ 機器の設置

 前項に示した機器等を平成 29 年 10 月 31 日までに、設置要件に基づき設置すること。

 付帯作業のうちサーバ統合環境の設計構築において、設置要件に定める設置場所以外で



の事前作業を許可する。ただし、移設作業及びそれに関する費用は、受注者が負担するこ

と。

設置時間は原則月曜日から金曜日（名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例

第 36 号）で定める休日は除くものとする。）の 8:45 から 17:30 までに行うこととする。

 ３ 付帯作業

(1)サーバ統合環境の設計構築

本契約にて賃貸借する機器に、必要なソフトウェアのインストール等を行い、平成 29 年

10 月 31 日までにサーバ統合環境を設計構築し、動作確認の上、発注者に機器等を引き渡す

こと。詳細な設定値等は付帯作業要件を確認し、記載されていないものは、別途発注者と

協議の上、設定すること。

(2)仮想マシンの移行

前号で設計構築したサーバ統合環境において、平成 30 年 1 月 31 日までに新たな仮想マ

シンを作成し、現サーバ統合環境で稼働している仮想マシンを移行すること。また、各仮

想マシンのバックアップ設定を行うこと。

 詳細な設定値等は付帯作業要件を確認し、記載されていないものは、別途発注者と協議

の上、設定すること。

(3)サーバ統合環境の保守運用

 発注者に機器等を引き渡し後、平成 30 年 3 月 31 日までの期間、サーバ統合環境の保守

運用を行うこと。

 詳細は付帯作業要件を確認し、記載されていないものは、別途発注者と協議の上、行う

こと。

第３ 体制及び方法

 １ 体制

 (1)要件

 受注者は本契約を履行できる体制を設けると共に、作業に先立ち別紙１に定める提出書

類を提出し、発注者の承認を得ること。なお、原則として体制の変更は認めず、やむを得

ず変更する場合は事前に発注者の承認を得ること。

(2)計画書の提出

受注者は、本契約の履行に関する全体の詳細な作業計画、スケジュール等についてサー

バ統合環境計画書を提出し、発注者の承認を得なければならない。サーバ統合環境計画書

には、検討事項及び決定に至る経緯も併せて記載すること。



(3)機密情報等の管理

 本契約の履行において知りえた一切の機密情報等について、以下のとおり定める。

 ア 厳重に管理、保管し、いやしくも第三者に漏えい又は利用させることがあってはな

らない。

 イ 発注者は、受注者が上記 アの規定に反し、故意又は過失により機密情報等を漏え

いさせ、これによって市民の利益が害されると判断した場合は、所定の手続きに従い

その旨公表することとする。

 ウ 受注者は、機密情報等の漏えい又はその危険性を認知した場合は、直ちにその旨発

注者に報告するとともに、必要な対応措置について発注者と協議した上で、発注者の

指示に基づき当該対応措置を速やかに講じなければならない。

 エ 前号の規定は、契約期間の満了後、または契約解除後においても同様とする。ただ

し、既に発注者により公になったものについては除くものとする。

 ２ 進捗管理

(1)受注者は、平成 30 年 3 月 31 日まで WBS（ガントチャート）による進捗管理表を作

成し、定期的に管理すること。管理項目には、WBS 番号、作業名、リソース、達成率、

作業開始日・終了日、作業の依存関係とし、発生する納品物を含めること。

(2)契約の日から付帯作業が完了するまで原則として概ね 1 ヶ月に 1 回程度、発注者また

は受注者が必要とした際に進捗管理表を用い、発注者に対し進捗報告会を開催すること。

進捗報告会の際には、付帯作業実施状況定期報告書を作成し、進捗管理表と併せて提出

すること。

(3)付帯作業実施状況定期報告書には、以下のものを示すこと。

  ア 作業工程表と実際の進捗状況の差

    原因と対策を明らかにすること。

  イ 納品物の納期及び実際の納品状況

  ウ 設定値等の変更

    必要な理由、変更による影響の確認、変更の妥当性を明らかにすること。

  エ リスクまたは課題

    影響範囲や重要度、緊急度、想定される対応策、対応期限等を示すこと。

  オ 本契約に必要なデータ又は資料等（以下「データ等」という。）に関する発注者か

らの貸与状況

３ 利用者研修



平成 30 年 2 月 28 日までに発注者が指定する職員が、サーバ統合環境の管理機能、設定

作業の操作を習得し、維持管理を行っていく上で必要な研修を実施すること。

対象者は 5 名程度、研修を行う時間は半日程度とし、研修開催場所は発注者が用意する。

第４ 納品物

 １ 納品物一覧

(1)納品物名、提出媒体、内容、納期については、別紙１ (2)のとおりとする。

  納期は発注者の承認を得て納品を完了するまでの期限をいう。

(2)別紙１ (2)に示す納品物のうち、No,1~3、7、8、10～13、15 は 2 部（正・副）作成

し、1 部 1 冊のパイプファイルにまとめること。

２ 納入場所

  名古屋市上下水道局総務部情報システム課

 ３ 納品物における権利等

  受注者が本契約における納品物についての著作権の取扱いは次の各号のとおりとする。

(1)受注者は、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）の第 21 条（複製権）、第 26 条の３（貸

与権）、第 27 条（翻訳権、翻案権等）および第 28 条（二次的著作物の権利に関する原著

作権の権利）に規定する権利を発注者に無償で譲渡するものとする。

(2)受注者は、著作権法の第 20 条（同一性保持権）については、発注者及び発注者から成

果物を譲渡されたものに対して、その権利を行使しないものとする。

(3)受注者は、成果物について、書面による発注者の事前の承認を得た場合を除き、これ

を複製、保管又は公表することができない。

 ４ 完了条件及び検収

  本契約における完了条件及び検収については次の各号のとおりとする。

(1)設置場所に機器等を設置するにあたり、納品確認の上、係員の検収を受けること。

(2)第２ ３(1)完了時に、別紙１ (2)に定める納品物を提出し、付帯作業要件に定める動

作確認を行い、係員の検収を受けること。

(3)第２ ３(2)完了時に、別紙１ (2)に定める納品物を提出し、付帯作業要件に定める動

作確認を行い、係員の検収を受けること。

(4)第２ ３(3)完了時に、別紙１ (2)に定める納品物を提出すること。

(5)1 号～3 号の検収に合格しない場合、受注者は発注者が指定した期日までに取り替え、

補修その他必要な措置を行い再度検収を受けること。

(6)1号～3号及び5号の検収以外にも、履行の確保のため発注者が必要と判断した場合は、

検収を実施することがある。



サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）「設置要件」（案）

１ 概要

     本要件は、名古屋市上下水道局が別途契約している民間データセンターに、機

器を設置する際の仕様を定めるものである。

２ 設置場所及び設置期間

設置場所及び設置期間は次のとおりとする。

設置場所 設置期間

名古屋市役所から半径 7km 圏内の民間データ

センター（以下、DC という。）

平成 29 年 10月 31日までの発注者が

承認した日から、平成 34 年 10 月 31
日まで

３ 設置要件

   設置要件は次のとおりとする。

  （１）発注者が用意するもの

項目 仕様

サーバラック EIA 規格・19 インチ・42U タイプ

【１ラックあたり】

寸法：（W700×H2000×D1100）
搭載可能重量：960kg 
棚板：２枚

ブランクパネル：42U 分

ビス・ケージナット：50 セット

【割当ラック数（U）】

1 ラック（1 ラックあたり 40U まで）

42U にモジュラ型パッチパネルあり。

ラック PDU（据付） 【100V】

コンセント 20 口×2 系統、NEMA5-15R 
【200V】

コンセント 20 口×2 系統、IEC60320-C13 
電源（定格値） 【100V】2kVA 

【200V】6kVA 
※実効値は上記の 70%まで

作業スペース キッティングルーム、サーバラック前スペース

ともに作業机・椅子あり（据付ではない）

機器搬入出時 【屋外駐車場】普通車ライトバン最大４台駐車可能



【搬入経路】駐車場⇒貨物エレベーター⇒キッティングルー

ム⇒サーバ室に段差などの支障なし。

  （２）受注者が用意するもの

 機器設置に伴う LAN 配線作業、電源配線作業等に必要な部材（ラックマウン

トレール、LAN ケーブル、電源ケーブル等及び発注者が用意するもので不足す

る場合の棚板や PDU）は全て受注者の負担にて用意すること。

  （３）設計作業

 ラックレイアウト、総重量（kg）、総電力（kVA、通常使用想定値／カタログ

値）、電源接続図、配線（LAN・電源）等について、契約締結後速やかに発注者

に提示し調整を行い、搬入作業の前までに発注者の承認を得ること。

  （４）搬入作業

ア 搬入作業予定日の 10 日前までに、搬入作業計画書（作業体制、スケジュール、

手順書等）を提出し、発注者の承認を得ること。

イ 発注者が納品確認できる状態で搬入すること。

ウ 賃貸借物件等の梱包材や緩衝材等、不要となったものについては受注者で引

き取ること。

  （５）搭載及び配線作業

ア 発注者が承認したラックレイアウトに基づき、搭載及び配線（LAN・電源）

等すること。

イ 既設モジュラ型パッチパネルに対して、LAN ケーブルの接続を行うこと。

ウ 設置する機器には、別途指示する機器名等を印刷したラベルを付けること。

エ 配線した電源ケーブルや LAN ケーブルの両端には接続先や機器名称を印刷し

たラベルを付けること。

オ ラック空きユニットにはブランクパネルを装着し、配線は機能性・保守性を考

慮したものとすること。

  （６）撤去作業

ア 本契約において設置した機器について、データ消去を行い、データ消去後、

借入期間満了後１箇月以内に、機器及びケーブル類の撤去を完了すること。な

お、発注者が用意するビス・ケージナットを利用した場合は、取り外した上で、

ラック内に残置すること。

イ 撤去作業に要する費用は全て受注者の負担とする。

  （７）その他

ア 上記（３）、（４）、（５）、（６）及び保守・設定作業等に従事する者で、DC に

入館する際は、事前に発注者の許可を受けた上で、入館手続きを行い、発行さ

れる入館証を着用すること。

イ 上記（３）、（４）、（５）、（６）及び保守・設定作業等に関連して起きた DC



での一切の事故や損害、諸設備の破損等については、発注者の指示に従い、受

注者の責任と負担において迅速に修理、修復又は補償するものとする。



サーバ統合環境用機器賃貸借（その３） 

機器等要件（案） 

第１ 賃貸借物件の数量及び仕様等 

 (1)ESXiサーバ 

ア 数量 

VMware vSphere 6.0 Standard用のESXiサーバ 3台 

イ 機器仕様 

ＣＰＵ Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3（2.30GHz、12コア）相当

以上×2CPU 

メモリ 128GB以上（ただし、空スロットを8以上確保すること） 

HDD SAS 300GB(15,000rpm)以上×3台 

RAIDボードはキャッシュバックアップ機能付きとすること。 

RAIDコントローラによるRAID1＋ホットスペア構成とし、ホット

プラグに対応すること。 

補助記憶装置 内蔵DVD-ROMドライブ 

DVD-ROM読取：8倍速以上、CD-ROM読取：最大24倍速以上 

インターフェイス 6Gbps SAS×2以上 

USB2.0もしくは3.0×4以上（ただし、3.0×1以上とすること） 

ネットワーク 1000base-T×6以上 

形状 19インチラックマウント型（2U以下） 

電源及びファン 冗長構成及びホットプラグ対応とすること。 

200Vに対応すること。 

その他 ハードウェアについては、全てVMware ESXi6.0の動作を確認又は

保証できるものであること。 

各サーバにはラック収納用付属品を添付すること。 

各サーバには100V、200Vの電源ケーブルをそれぞれ2本ずつ添付

すること。 

(1)～(4)は同一メーカーとすること。 

(2)バックアップサーバ 

ア 用途及び数量 

VMware vSphere 6.0 Standard用のバックアップサーバ 1台  

イ 機器仕様 

ＣＰＵ Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4（2.10GHz、8コア）相当以

上×2CPU 



メモリ 32GB以上          

ＨＤＤ Cドライブ用 

SAS 300GB(15,000rpm)以上×2台 

RAIDコントローラによるRAID1構成とし、ホットプラグに対応す

ること。 

バックアップ領域用 

SAS 1.2TB(15,000rpm)以上×8台 

RAIDコントローラによるRAID5＋ホットスペア構成とし、ホット

プラグに対応すること。 

補助記憶装置 内蔵DVDスーパーマルチドライブ（以下に相当するもの） 

DVD-ROM：読出8倍速、DVD-RAM：書込5倍速 

DVD+R：書込8倍速、DVD+RW：書込8倍速、DVD+R DL：書込4倍速、

DVD-R：書込8倍速、DVD-RW：書込6倍速、DVD-R DL：書込4倍速、

CD-ROM：読出24倍速、CD-R：書込24倍速、CD-RW：書込16倍速 

インターフェイス 6Gbps SAS×4以上 

USB2.0もしくは3.0×4以上（ただし、3.0×1以上とすること） 

ネットワーク 1000base-T×2以上 

形状 19インチラックマウント型（2U以下） 

電源及びファン 冗長構成及びホットプラグ対応とすること。 

200Vに対応すること。 

その他 Windows server 2012 R2 Standardを最新のServicePackが適用さ

れた状態でインストールすること。 

サーバにはラック収納用付属品を添付すること。 

100V、200Vの電源ケーブルをそれぞれ2本ずつ添付すること。 

(1)～(4)は同一メーカーとすること。 

ハードウェアの異常発生時にEメール等の手段を用いて自動通報

できること。また、インストールされたOSに非依存な状態で、HDD

障害検出機能及び通報機能を持つこと。 

(3)共有ストレージ（SAN） 

ア 数量：1台 

イ 機器仕様 

コントローラ デュアルコントローラ構成 

キャッシュ 4GB以上（1コントローラあたり2GB以上） 

停電等に対応できるキャッシュの保護機能を持つこと。 

ＨＤＤ SAS 1TB（10,000rpm）×22台相当以上 



必要実行容量は18TB以上。 

RAIDコントローラによるRAID5＋グローバルホットスペア構成と

し、ホットプラグに対応すること。 

ホストインターフ

ェイス 

6Gbps SAS×8以上（1コントローラあたり4以上） 

冗長構成時、4台以上のサーバに直接接続が可能であること。 

管理用インターフ

ェイス 

1000base-T×2以上（1コントローラあたり1以上） 

形状 19インチラックマウント型（3U以下） 

電源及びファン 冗長構成及びホットプラグ対応とすること。 

200Vに対応すること。 

その他 VMware ESXi6.0の動作を確認又は保証できるものであること。 

管理コンソール及びマニュアルについて、日本語対応がなされて

いること。 

サーバ接続用に6Gbps SASケーブルを8本以上添付すること。 

ラック収納用付属品を添付すること。 

100V、200Vの電源ケーブルをそれぞれ2本ずつ添付すること。 

(1)～(4)は同一メーカーとすること。 

(4)ディスクバックアップ装置 

ア 数量：1台 

イ 機器仕様 

コントローラ シングルコントローラ構成 

キャッシュ 256MB以上 

停電等に対応できるキャッシュの保護機能を持つこと。 

ＨＤＤ SAS 1TB（7,200rpm）×14台相当以上 

RAIDコントローラによるRAID5＋ホットスペア構成とし、ホット

プラグに対応すること。 

ホストインターフ

ェイス 

6Gbps SAS×2以上 

形状 19インチラックマウント型（2U以下） 

電源及びファン 冗長構成及びホットプラグ対応とすること。 

200Vに対応すること。 

その他 サーバ接続用に6Gbps SASケーブル2本以上添付すること。 

ラック収納用付属品を添付すること。 

100V、200Vの電源ケーブルをそれぞれ2本ずつ添付すること。 

(1)～(4)は同一メーカーとすること。 



(5) L2スイッチ①（フロントネットワーク用） 

ア 数量：2台 

イ 機器仕様 

サポート機能 IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.3ad Link Aggregation、IEEE 

802.1D Spanning Tree、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.1X 

Port Based Network Access Control、IEEE 802.1p Class of 

Service、priority protocol、及びIEEE 802.1w Rapid Spanning 

Treeに準拠していること。 

スタック機能を有していること。 

マネージメント機

能 

SNMPv1及びSNMPv2cに対応していること。 

処理性能 スイッチング容量：100Gbps以上 

スイッチング能力：60Mpps以上 

ポート数等 10/100/1000base-T（RJ-45コネクタ）×24以上 

（ただし、MDI/MDI-X自動切替機能を有すること。） 

1000base-SX（2連LCコネクタ）×1以上 

（SFPモジュール等による拡張を含む。） 

コンソールポート×1以上 

形状 19インチラックに搭載可能であること（1U以下） 

その他 (2)に記載されたサーバとコンソールポートとの接続に対応する

ケーブルを1本以上添付すること。 

L2透過モードの使用が可能であること。 

電話又はメールによるＱ＆Ａサポートが可能であること。 

必要に応じてラック収納用付属品を添付すること。 

(6) L2スイッチ②（管理ネットワーク用） 

ア 数量：2台 

イ 機器仕様 

サポート機能 IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.3ad Link Aggregation、IEEE 

802.1D Spanning Tree、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.1X 

Port Based Network Access Control、IEEE 802.1p Class of 

Service、priority protocol、及びIEEE 802.1w Rapid Spanning 

Treeに準拠していること 

スタック機能を有していること。 

マネージメント機

能 

SNMPv1及びSNMPv2cに対応していること。 



処理性能 スイッチング容量：16Gbps以上 

スイッチング能力：10Mpps以上 

ポート数等 10/100/1000base-T（RJ-45コネクタ）×24以上 

（ただし、MDI/MDI-X自動切替機能を有すること。） 

コンソールポート×1以上 

形状 19インチラックに搭載可能であること（1U以下） 

その他 L2透過モードの使用が可能であること。 

電話又はメールによるＱ＆Ａサポートが可能であること。 

必要に応じてラック収納用付属品を添付すること。 

(7) ファイアウォール 

ア 数量：2台 

イ 機器仕様 

サポート機能 ステートフルフェールオーバー機能を有していること。 

スループット 150Mbps以上 

3DES/AES VPNの最

大スループット 

100Mbps以上 

IPSec VPNの最大接

続数 

10以上 

同時接続数 10,000以上 

メモリ 256MB以上 

搭載ポート 10/100/1000base-T（RJ-45コネクタ）×8以上 

ライセンス 100ユーザ以上ライセンス付 

形状 19インチラックに搭載可能であること（1U以下） 

その他 L2透過モードの使用が可能であること。 

電話又はメールによるＱ＆Ａサポートが可能であること。 

ラック収納用付属品（1Uに 2 台設置可能なもの）を添付すること。

(8)ラックマウント型コンソール 

 ア 数量：1台 

 イ 機器仕様 

ディスプレイ 17インチ以上 LCD製であること 

接続可能台数 4台以上のサーバと接続可能であること 

形状 19インチラックに搭載可能であること（1U以下） 



(9) オペレーティングシステム（製品指定） 

ア Windows server 2012 R2 Standard 

数量：1ライセンス（ただし、インストールメディアを1個添付するとともに、(2)

に記載したサーバにインストールすること。） 

イ Windows server 2012 R2 Datacenter 

数量：3ライセンス（ただし、インストールメディアをそれぞれ１個添付すること。） 

※ 購入にあたっては、Select Plus GPを利用すること(登録番号は、契約後、発注者

に確認すること）。 

(10) バックアップソフトウェア（製品指定） 

ア Symantec Backup Exec 2014 VMware スイート 

数量：1ライセンス（インストールメディアを1個添付すること） 

イ Symantec Backup Exec 2014 VMware Virtual Infrastructure エージェント 

数量：1ライセンス（インストールメディアを1個添付すること） 

※ 購入にあたっては、ガバメントプログラムを適用し、5年分のベーシックメンテナ

ンスを含むこと。また、インストールメディアを1個添付すること 

ウ Symantec Backup Exec 2014（バックアップサーバ用） 

  数量：1ライセンス（インストールメディアを1個添付すること） 

 ※ 購入にあたっては、ガバメントプログラムを適用し、5年分のベーシックメンテ

ナンスを含むこと。 

(11)VMwareソフトウェア（製品指定） 

 ア vCenter Server 6 Standard 

数量：1ライセンス（インストールメディアを1個添付すること） 

1年間分のサブスクリプションを含めること。 

OEM版は不可とする。 

※ 本ライセンスを受注者が調達し、本賃貸借期間終了後も発注者の所有とする。 

 イ vSphere 6 Standard  

 数量：2ライセンス（インストールメディアを1個添付すること） 

1年間分のサブスクリプションを含めること。 

 OEM版は不可とする。 

※ 本ライセンスを受注者が調達し、本賃貸借期間終了後も発注者の所有とする。 

(12)その他 

ア カテゴリ6 フラットLANケーブル（UTP ストレート結線） 必要本数 

  イ ケーブルガイド（1U） 必要数 



第２ 保守作業 

 (1)保守内容 

ア 修理保守 

賃貸借物件等（外部記録メディア（FDD、CD、DVD、テープ等）を除く全てが対象）に

障害が発生した場合、緊急かつ速やかに復旧するため、受注者は保守員を派遣して必要

な作業を行うこと。その際、発注者及びその指定するものと緊密な連携のもとに障害発

生原因の診断・対応及び速やかな報告を行い、必要に応じて機器の修理または代替を行

うこと。 

イ 運用支援保守 

(ｱ)賃貸借物件に関する質問に対する回答 

(ｲ)ファームウェアのパッチ適用作業（年１回） 

(ｳ)その他、各種設定変更作業（借入期間を通じて10人日以内） 

ウ 予防保守 

  ハードウェア診断プログラム等による動作確認を概ね1年毎に実施し、その結果を発注

者に報告しなければならない。 

  受注者は、修理保守又は予防保守の実施結果、障害発生の可能性が高いと予見される

部品等を発見した場合は、当該部品等について、障害発生防止のための必要な措置を講

じなければならない。 

 保守対象賃貸借物件一覧表 

保守対象賃貸借物件の名称 数量 予防保守の区分 

ESXiサーバ 3 対象 

バックアップサーバ 1 対象 

共有ストレージ（SAN） 1 対象 

ディスクバックアップ装置 1 対象 

L2スイッチ 4 非対象 

ファイアウォール 2 非対象 

 (2)保守体制 

ア 修理保守、運用支援保守及び予防保守の保守受付窓口は、1箇所もしくはそれぞれ1 

箇所に集約し、障害発生時には連携できること。 

イ 修理保守を行うものについては、賃貸借を予定している物件の製造元が指定した正

規の保守業者であり、かつ、修理保守拠点には、常時保守部品を保有し、適切かつ迅



速な対応が可能であること。 

ウ 修理保守を行う時間帯は、全日24時間とする。また、運用支援保守及び保守対象サ

ーバ等のサービス停止を伴わない予防保守を行う時間帯は原則として月曜日から金曜

日までの 9:00 から17:30 までとする（「名古屋市の休日を定める条例（平成３年名古

屋市条例第36号）」で定める休日は除く）。停止を伴う予防保守は、18時以降で発注者

が指定するものとする。 

なお、保守作業の内、サービスの停止や性能の低下など、発注者の業務に重大な支

障が生じる作業については、発注者と協議の上これ以外の時間でも対応すること。 

第３ 賃貸借物件等の返還等 

(1)発注者は、契約期間満了後又は契約を解除した場合は、受注者の返還請求に基づき賃

貸借物件等及び関連資料を速やかに受注者に返還又は受注者の指示する方法により処分

すること。 

(2)賃貸借物件等の返還等に要する費用は全て受注者の負担とする。 

(3)ハードディスク等補助記憶媒体については、受注者において保存されたデータをＮＳ

Ａ方式で消去するか、データの参照ができないように物理的に破壊すること。いずれの

場合においても、証明書を発行すること。 

なお、修理保守等により記録媒体を交換して取り外した場合にも、同作業を行うこと。

ただし、故障等により当該情報を消去できない場合は、この限りではない。 

(4)仕様書第21条に定めるところにより賃貸借を継続することとなった場合は、継続期間

の満了後に(3)の作業を行うこととする。 

第４ 留意事項 

 (1) 機器等の納品については、納品前に構成明細書を作成し、発注者の承認を得ること。 

 (2) 動作確認を行った環境、作業内容及び確認結果を明記した動作確認書を作成し、賃

貸借期間開始までに発注者に提出すること。 

 (3) ハードウェアについては、仕様書等に定めるサーバ統合環境が正常に動作する性能

を有するものであり、かつ、新品のものを導入すること。なお、「正常に動作する性能

を保証するために必要な機器」には、接続ケーブル等の付属品を含むものとする。 

 (4) 機器等の操作説明書は、原則として日本語で記載されていること。 

 (5) 受注者は、発注者から賃貸借物件等についての説明及び資料提出を求められた場合

は、速やかに応じるものとする。 



サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）

付帯作業要件（案）

第１ 総則

 １ 付帯作業概要

  受注者は付帯作業において、サーバ統合環境の設計構築、仮想マシンの移行及びサー

バ統合環境の運用保守を実施しなければならない。受注者は、設計構築及び仮想マシン

の移行の各作業を実施後、発注者が指定した場所で検収を受け、承認を得なければなら

ない。

  受注者は発注者に対し付帯作業において助言をしなければならない。

 ２ 付帯作業における手法等

(1)受注者は、付帯作業に必要な手順及び設定値等の決定に関しては、発注者と協議の

上行うこと。

(2)受注者は付帯作業において、必要に応じて導入するソフトウェアのメーカーのサポ

ートサービスを利用すること。

(3)受注者は付帯作業において、発注者に対して作業内容及び作業方法を十分説明し、

発注者の承認を得た上で実施すること。

(4)受注者は、付帯作業における設計構築作業及び移行作業において、構築及び移行に

先立ち、発注者にサーバ統合環境設計書を提出し、その承認を得なければならない。

(5)受注者は、付帯作業における設計構築作業及び移行作業の過程において発注者との

協議の結果、サーバ統合環境の仕様に変更が生じた場合は、前号のサーバ統合環境設

計書に変更内容を反映し、発注者に提出しなければならない。

(6)受注者は、付帯作業における運用保守作業に先立ち、発注者に保守運用作業計画書

を提出し、その承認を得なければならない。

(7) 受注者は、更新過程において発注者との協議の結果、保守運用作業に変更が生じた

場合は、前項の保守運用作業計画書に変更内容を反映し、発注者に提出しなければな

らない。

 ３ 付帯作業従事者

(1)受注者は、付帯作業の履行状況の管理を行う責任者（以下「付帯作業責任者」とい

う。）及び付帯作業に従事する技術者の代表者（以下「技術員」という。）を発注者の

承認を得た上で１名以上選任しなければならない。また、付帯作業の期間中において

は、付帯作業責任者及び技術員を当該業務に専任させなければならない。

(2)前号に定める技術員は以下の条件を満たすものでなければならない。

ア VMware vSphere 6 以降を採用し、サーバ等機器の冗長化がなされた仮想環境の



新規若しくは更新の構築実績を有すること。

イ VMware Certified Professional 認定資格の内、vSphere 6 に対応する資格を有す

ること。

(3)受注者は、付帯作業に従事する全ての受注者の従業員に対し、本契約の趣旨、仕様

書等の内容を周知徹底し、付帯作業の遂行に必要な教育を行わなければならない。

(4)受注者は、個々の業務毎に従事する受注者の従業員を明確に定め、発注者に報告し

なければならない。また、当該従業員が他の従業員の行う業務を許可無く行うことが

できないよう、処理権限を付す等、必要なセキュリティ対策を講じなければならない。

(5)発注者は、付帯作業責任者、技術員又はその他業務に従事する者が、業務に不適格

であり、当該業務の遂行に支障があると判断した場合には、受注者に改善又は付帯作

業責任者等の交代を指示することができる。

  ４ データ等の貸与に関する情報の取扱い

(1) 受注者は、付帯作業に必要なデータ等について発注者から貸与を受ける場合は、原

則として付帯作業責任者によりこれを行うこととし、付帯作業責任者は、「貸与データ

等授受簿（以下「授受簿」という。）」に貸与対象のデータ等の名称及び貸与期間等を

記入し、受領印を押印しなければならない。

(2) 前号のデータ等の貸与は、原則として発注者の提供する外部記録媒体に、暗号化措

置等の情報漏えい対策を講じた上で行うものとする。

(3) 受注者は、(1)のデータ等に、き損、紛失又は盗難等が発生した場合は、その旨速や

かに発注者に報告し、発注者との協議の上、原状回復又は損害の賠償をしなければな

らない。

(4) 受注者は、(1)のデータ等について、付帯作業完了と同時に全て、原則として付帯作

業責任者により発注者に返却し、発注者の確認後、同号に規定する授受簿に返却印を

押印しなければならない。ただし発注者が返却不要の旨指示した場合はこの限りでは

ない。

第２ サーバ統合環境の設計構築作業

 １ 作業内容

  受注者は平成 29 年 10 月 31 日までにサーバ統合環境の設計構築作業を実施しなければ

ならない。

  設計構築作業は次の各号に掲げる項目を行うものとする。ネットワーク構成は別図３

のとおりとし、設計にあたっては、ESXi サーバの保守や交換が必要な場合においても、

サーバ統合環境の稼働が保たれるような構成とすること。



(1)ネットワーク構築・設定

 ア ESXi サーバと共有ストレージ間ネットワーク

ＳＡＳ接続を用い、ESXi サーバと共有ストレージとの間のネットワークをデュ

アルコントローラによるマルチパス構成とすること。

イ フロントネットワーク

(ｱ)既設 L3 スイッチと L2 スイッチ①間

1000BASE-T により、LAG 構成でスタック接続した L2 スイッチ①に接続するこ

と。

   なお、既設 L3 スイッチの設定は発注者が別途契約する保守業者が行う。受注者は、

同保守業者と調整のうえ設計構築を行うこと。

(ｲ)ESXi サーバと L2 スイッチ①間

1000BASE-T により、LAG 構成でスタック接続した L2 スイッチ①に接続するこ

と。

(ｳ)L2 スイッチ①とファイアウォール間

1000BASE-T によりスタック接続した L2 スイッチ①に接続すること。

ウ バックアップストレージネットワーク

ＳＡＳ接続を用い、バックアップサーバと共有ストレージとの間のネットワーク

をデュアルコントローラによるマルチパス構成とすること。

ＳＡＳ接続を用い、バックアップサーバとディスクバックアップ装置を接続する

こと。

エ 管理ネットワーク

 (ｱ)ESXi サーバと L2 スイッチ②間

1000BASE-T により、LAG 構成でスタック接続した L2 スイッチ②に接続するこ

と。

(ｲ)バックアップサーバと L2 スイッチ②間

1000BASE-T により、LAG 構成でスタック接続した L2 スイッチ②に接続するこ

と。

 (ｳ)共有ストレージと L2 スイッチ②間

1000BASE-T により、LAG 構成でスタック接続した L2 スイッチ②に接続するこ

と。

 (ｴ)ファイアウォールと L2 スイッチ②間

1000BASE-T によりスタック接続した L2 スイッチ②に接続すること。



(2) ESXi サーバ

ア VMware vSphere Standard 6 をインストールし、3 台の ESXi サーバ間で、vMotion
及び HA 機能を利用できるようにすること。

イ タグＶＬＡＮの設定

フロンドネットワークにおいて複数のセグメントを利用することとなるため、仮想

マシンが各セグメントで動作するようにタグＶＬＡＮの設定を行うこと。セグメント

数等の詳細な設定値は、発注者と協議のうえ設定すること。

ウ ラックマウント型コンソールの接続

3 台の ESXi サーバとラックマウント型コンソールを専用ケーブルにて接続し、動作

を確認すること。

(3) バックアップサーバ

 ア サーバ統合環境の仮想マシンのデータをバックアップするためにバックアップソフ

トを導入し、設定すること。

 イ ハードウェアの異常発生時に E メール等の手段を用いて自動通報できるよう設定す

ること。

 ウ ファイアウォール、共有ストレージ及びディスクバックアップ装置等の管理ソフト

ウェアをインストールし、設定すること。

 エ ラックマウント型コンソールの接続

   バックアップサーバとラックマウント型コンソールを専用ケーブルにて接続し、動

作を確認すること。

 オ 発注者が用意するウィルス対策ソフト及びリモート操作ソフトウェアをインストー

ルと設定をすること。

(4) vCenter サーバ

 ア サーバ統合環境の仮想マシンの管理のために VMware vCenter Standard 及び

VMware ライセンス管理用データベースを導入すること。

イ 仮想マシンの異常、ESXi サーバの異常、リソースの異常消費について、アラーム機

能により、発注者が指定するところに E メールを送信する設定とすること。

ウ vCenter サーバは、VMware 社が提供しているアプライアンス版で構築すること。

(5) 共有ストレージ

     発注者と協議の上、2 つの RAID グループに分け、論理ユニットを構成すること。なお、

ホットスペアはグローバルホットスペアとすること。



(6) ファイアウォール

発注者と協議の上、概ね次の通信について設定するものとする。

ステートフルフェールオーバーの Active-Standby 構成とし、ファイアウォール障害時、

自動で切り替わる設定とすること。

通 信 内 容 設定の内容

VMware vSphere Client と VMware 管理セ

グメントとの通信

双方向許可

ＩＰ許可

VMware 管理ネットワークから局内ＤＮＳ

サーバへの通信

許可

ＩＰ許可

VMware 管理ネットワークから局内メール

サーバへの通信

許可

ＳＭＴＰ許可

VMware 管理ネットワークから局内ＮＴＰ

サーバへの通信

許可

ＮＴＰ許可

VMware 管理ネットワークから局内ウィル

ス定義配信サーバへの通信

許可

ＩＰ

(7) 各サーバのバックアップデータ

  サーバ統合環境構築後、バックアップサーバのバックアップを取得し、発注者が指定

する媒体に保管すること。

 ２ 動作確認

  係員立会いのもと、以下の各号について確認するものとする。

(1) 機器等の接続状況及び設定値並びにソフトウェアの設定状況等

(2) 発注者が指定する運用時と同等の環境下における性能、動作及びセキュリティ（不正

アクセス、ウィルス対策等）等に関する実地試験

第３ 仮想マシンの移行作業

 １ 作業内容

受注者は、平成 30 年 1 月 31 日までに、第２にて構築したサーバ統合環境に新たな仮

想マシンを作成するとともに、現サーバ統合環境から各仮想マシンを移行しなければなら

ない。作成及び移行する仮想マシンは別紙２のとおりである。仮想マシンのハードウェア

バージョンは最新のものとするが、発注者と協議の上設定するものとする。

(1)新たな仮想マシンの作成



発注者の指示する OS にて作成し、発注者と協議の上、OS のアップデートを実施する

こと。また、発注者が用意するウィルス対策ソフト等をインストールすること。作業にあ

たっては、まずテスト用の仮想マシン（以下、「テストマシン」という。）を作成し、動作

確認を行うこと。

(2)仮想マシンの移行

  移行の手法については指定しない（ライセンスや設置要件等に問題がない場合に限る）

が、本契約で調達する以外の機器又はソフトウェアが必要になる場合は、受注者の負担で

用意すること。移行した仮想マシンは、発注者と協議の上、現サーバ統合環境で用いてい

るバックアップソフトウェア（Symantec Backup Exec 2014 エージェント版）のアンイ

ンストールを行うこと。作業にあたっては、まず現サーバ統合環境のテストマシンを用い

て、移行テストを行うこと。

 (3)バックアップ設定

前 2 号で作成及び移行した各仮想マシンに、バックアップソフトウェアのインストール

及び設定を行うこと。バックアップは以下の条件で行うものとする。各仮想マシンのバッ

クアップ設定は別紙２のとおりであるが、詳細な設定値やジョブスケジュールについては、

発注者と協議の上設定するものとする。設定後、初回バックアップを取得すること。

 ア バックアップについては、管理ネットワークを通じて vStorageAPI を利用してバッ

クアップを行うこと。

イ ファイル及びフォルダ単位でリストアが可能な方式とすること。

ウ バックアップの完了を E メール等で発注者が指定する通知先に通知すること。

 ２ 動作確認

  係員立会いのもと、作成及び移行したテストマシン及び各仮想マシン上の OS 及びソフ

トウェア等が、正常に稼働（起動・終了やイベントログ等）していることを確認するも

のとする。また移行した各仮想マシン内の各情報システムの動作確認については、各情

報システムの所管部署及び運用・保守業者に引き継ぐこと。

第４ 構築作業、移行作業における作業時間帯

 １ サーバ統合環境の構築作業及び仮想マシンの移行作業は、原則、月曜日から金曜日

（名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第 36 号）で定める休日は除く

ものとする。）の 8:45 から 17:30 までに行うこととする。ただし、発注者と受注者が協

議の上やむを得ないと判断される場合は、この限りでない。

 ２ 仮想マシンの移行作業にあたり、現サーバ統合環境の仮想マシンの停止が必要な場



合、土・日・休日（名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第 36 号）で

定める休日）に実施すること。ただし、発注者と受注者が協議の上やむを得ないと判

断される場合は、この限りでない。

第５ サーバ統合環境の保守運用作業

 １ 概要

  受注者は、本契約にて構築したサーバ統合環境について、平成 30 年 3 月 31 日まで、

機能及びセキュリティが常時完全に確保されるよう保守運用（簡易な設定変更を含む）

を行うものとする。

 ２ サーバ統合環境の保守

  保守の内容は概ね次のとおりとする。

(1)通常保守

ア サーバ統合環境に関する発注者からの質問に回答すること

イ サーバ統合環境に関する操作支援

(2)障害保守

 ア サーバ統合環境に障害発生があった場合に、サーバ統合環境の調整及び復旧作業を

行うこと。

(3)定期保守

 発注者と協議のうえ、平成 30 年 3 月に実施する。

ア サーバ仮想環境を構成する機器の稼動状況について次の点検をすること

(ｱ)ESXi サーバ、ストレージのリソース消費量

(ｲ)ネットワーク通信・構成について、通信テスト・ステータス確認

(ｳ)ログの確認及びエラーメッセージへの対応

(ｴ)各サーバ及びファイアウォールについてシステム時刻の同期状況の確認

(ｵ)バックアップ（バックアップサーバによるバックアップの稼動状況の確認

イ サーバ統合環境内のネットワーク及びネットワーク機器の点検をすること

ウ 仮想マシンのリソース消費量の確認

エ バックアップサーバのウィルス対策ソフトの正常動作の確認

オ アからエまでの点検又は確認において異常を検知したときは、速やかに発注者に報

告し、ア、イ及びエについては必要な処置を行うこととする。

カ アからエまでの点検又は確認の内容及びオに基づき行った必要な措置について文書

で報告すること



(4)ソフトウェア保守

ア サーバ統合環境の VMware vSphere Standard 及び VMware vCenter Standard のバ

ージョンアップ又はパッチの適用については、発注者と受注者が協議の上、必要と判断

される場合、受注者が同ソフトウェアのサポートの窓口になる事業者（以下「ＶＭサポ

ート事業者」という。）と調整し、バージョンアップ又はパッチの適用を行うこと。

イ VMware ライセンス管理用データベース、各種バックアップソフト、バックアップサ

ーバ及び vCenter サーバの OS のパッチ適用については、発注者と受注者が協議の上、

受注者がパッチ適用を行うこと。

３ 障害切り分け

受注者は、サーバ統合環境で障害が発生したときの障害切分けを行うものとする。

発注者が本契約以外で保有又は借用している機器、ソフトウェア、通信回線及び仮想マ

シンについては、受注者は保守責任を直接負うものではないが、サーバ統合環境内で障害

が発生した場合において、障害が当該機器、ソフトウェア、通信回線又は仮想マシンに起

因するものである場合、受注者は当該機器、ソフトウェア、通信回線の保守会社又は仮想

マシン上の情報システムの保守会社に障害についての情報提供を行うものとする。

また、VMware vSphere Standard 及び VMware vCenter Standard に起因する障害の場

合は、ＶＭサポート事業者と協調して障害回復に努めなければならない。

４ 保守対応時間等

(1)通常保守

 月曜日から金曜日（名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第 36 号）で

定める休日は除くものとする。）の 9:00 から 18:00 までの対応とする。

(2)障害保守

 月曜日から金曜日（名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第 36 号）で

定める休日は除くものとする。）の 8:00 から 20:00 までの対応とする。ただし、発注者

が指示した場合はこの限りではない。

(3)定期保守及びソフトウェア保守

月曜日から金曜日（名古屋市の休日を定める条例で定める休日は除くものとする。）と

する。

実施時間は、保守対象のサーバ統合環境の停止を伴わないものについては、9:00 から

17:30 までの間で発注者が指定するものとし、停止を伴うものについては、18:00 以降の

時間を発注者が指定するものとする。

なお、ソフトウェア保守のスケジュール等詳細については随時、発注者と受注者が協

議の上、決定するものとする。



５ 保守員の確保等

(1) サーバ統合環境の障害及びサーバ統合環境の運用に支障を及ぼす障害（以下「サーバ

統合環境等の障害」という。）が発生した場合に、直ちに復旧作業が行える体制を整え

ること。

(2)サーバ統合環境の障害時において、迅速な復旧を担保するために、サーバ統合環境の

設計、運用内容に熟知した者への連絡体制を整えること。

(3)サーバ統合環境の障害発生時には、速やかに復旧作業に着手するとともに、発注者へ

逐次障害状況の報告を行うこと。また、障害の程度及び復旧までの時間等を考慮し、

発注者と受注者が協議の上、必要な緊急時対応措置を講じること。

(4)受注者は、「障害時対応マニュアル」に従い、想定されうる障害毎の復旧手順について、

保守に携わる全ての担当者に周知徹底しなければならない。



別紙１
以下に示す提出書類及び紙媒体の納品物は、別途電子媒体を併せて納品すること。

No 提出媒体 納期 備考

1 紙媒体
契約締結後14
日以内

2 紙媒体
契約締結後14
日以内

技術員が付帯作業要件第１ ３(2)を満たしていること
が確認できる資料を添付すること

3 紙媒体
契約締結後14
日以内

4 紙媒体
契約締結後14
日以内

5 紙媒体
契約締結後14
日以内

機器の品名、型番、数量

No 納品物名 提出媒体 納期 備考

1 搬入作業計画書 紙媒体
搬入作業予定
日の10日前ま
で

作業体制、スケジュール、手順書等

2 機器一覧表 紙媒体
平成29年10月
31日まで

機器の品名、型番、数量、製造番号、保守管理番号

3 動作確認書 紙媒体
平成29年10月
31日まで

4
サーバ統合環境
計画書

紙媒体
契約締結後60
日以内

本契約の履行に関する全体の詳細な作業計画、ス
ケジュール等

5
付帯作業実施状
況定期報告書

紙媒体
進捗報告会の
都度

6
仮想マシン利用課
向けガイド

紙媒体
平成30年2月
28日まで

仮想マシンを管理しているサーバ統合環境利用課向
けガイド
サーバ統合環境の概要、仮想マシンの仕様、バック
アップの仕様等

7
設計構
築作業

通信機器等コン
フィグレーション
ファイル

CD-R等の
外部記録媒
体

平成29年10月
31日まで

8
設計構
築作業

サーバ統合環境
設計書

紙媒体
契約締結後60
日以内

機器等の物理的及び論理的設計書及び、移行に関
する設計書

9
設計構
築作業

事故等緊急時対
応計画書

紙媒体
平成29年10月
31日まで

10
設計構
築作業

ESXiサーバ、バッ
クアップサーバ及
び管理サーバ設
定情報バックアッ
プデータ

CD-R等の
外部記録媒
体

平成29年10月
31日まで

11
設計構
築作業

サーバ統合環境
設備仕様書
（ネットワーク図、
サーバ設置図等）

紙媒体
平成29年10月
31日まで

ラックマウント図、ネットワーク図、IPアドレス設計書、
ハードウェア構成図、ハードウェア及びソフトウェア一
覧、各機器パラメータシート、障害確認手順書、サー
バ復旧作業手順書等

12
設計構
築作業

ESXiサーバ、バッ
クアップサーバ及
び管理サーバ設
定手順書

紙媒体
平成29年10月
31日まで

ESXiサーバ、バックアップサーバ及び管理サーバ設
定情報からの復旧手順を示したもの

13
設計構
築作業

サーバ統合環境
操作マニュアル

紙媒体
平成29年10月
31日まで

情報システム課職員用

14
設計構
築作業

障害時対応マニュ
アル

紙媒体
平成29年10月
31日まで

保守用

15
移行作
業

サーバ統合環境
移行実施完了報
告書

紙媒体
平成30年1月
31日以降速や
かに

16
保守運
用作業

保守運用作業計
画書

紙媒体
平成29年10月
31日まで

17
保守運
用作業

保守運用業務実
施報告書

紙媒体
平成30年3月
31日まで

平成30年3月に行う定期保守の点検結果

(1)提出書類一覧

付
帯
作
業
要
件

関連仕様書等

(2)納品物一覧

機器等要件

特記仕様書

提出物名

構成明細書

緊急時連絡表

作業分担表

付帯作業責任者及び技術員届

作業工程表

設置要件



別紙２

サーバ統合環境に作成及び移行する仮想マシンは以下の表のとおりである。

内容やバックアップの設定については、各仮想マシン作成時別途発注者に確認を行うこと。

なお、移行する仮想マシンの現サーバ統合環境におけるハードウェアバージョンは 7 または 8 である。

仮想マシン

No. 
システム

No. 
サーバ形態 内容 バックアップ 移行の有無

1 1 ファイルサーバ CPU：2 
データストア：1.8TB

メモリ:4GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（週１回）

差分バックアップ（週６回）

有

2 2 DNS サーバ CPU：2 
データストア：55GB 

メモリ:1GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（月１回） 無

3 3 ウェブサーバ CPU：1 
データストア：270GB 

メモリ:4GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（月１回） 無

4 4 ファイルサーバ CPU：1 
データストア：85GB 

メモリ:2GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（週１回）

差分バックアップ（週５回）

無

5 5 ファイルサーバ CPU：1 
データストア：85GB 

メモリ:2GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（週１回）

差分バックアップ（週５回）

無（現環境にない）

6 6 ウェブサーバ CPU：1 
データストア：70GB 

メモリ:2GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（月１回） 無

7 7 ウェブサーバ CPU：1 
データストア：80GB 

メモリ:2GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（月１回） 無

8 8 ウェブサーバ CPU：1 
データストア：100GB 

メモリ:2GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（月１回） 無

9 9 データベースサーバ CPU：2 
データストア：220GB 

メモリ:4GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（週１回）

差分バックアップ（週５回）

有



10 9 ウェブサーバ CPU：1 
データストア：128GB 

メモリ:4GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（週１回）

差分バックアップ（週５回）

有

11 ウェブサーバ CPU：1 
データストア：128GB 

メモリ:4GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（月１回） 有

12 10 ウェブサーバ CPU：2 
データストア：200GB 

メモリ:4GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（月１回） 有

13 11 データベースサーバ CPU：1 
データストア：250GB 

メモリ:2GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（週１回）

差分バックアップ（週５回）

無

14 ウェブサーバ CPU：1 
データストア：200GB 

メモリ:2GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（週１回）

差分バックアップ（週５回）

無

15 12 ウェブサーバ CPU：1 
データストア：150GB 

メモリ:2GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（週１回） 無（現環境にない）

16 13 テストサーバ CPU：1 
データストア：50GB 

メモリ:2GB 
OS：Windows 系

フルバックアップ（月１回） 有



別紙３ ネットワーク構成図 
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