
サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）調達仕様書案へのご質問と回答

項番 文書名 頁 部 章 節 見出し 質問 理由、意図など 回答

1 特記仕様書（案） 3 2 3 (1) サーバ統合環境の設計構築
10月31日までに機器等を引き渡すと記載がありますが、仮想マ
シンのOS設定までは受注者の実施という認識で正しいでしょう
か。

受注者が仮想マシンのOS設定まで作成するのであれば、作成後
に引き渡すほうがよろしいのではないでしょうか。

サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）特記仕様書（案）「第
２　履行内容」及び付帯作業要件（案）に記載のとおりです。

2 特記仕様書（案） 3 2 3 (2) 仮想マシンの移行

受注者は新規に仮想マシンおよびOSまでを作成して、アプリ
ケーション、ユーザデータは発注者にて実施するという認識で
正しいでしょうか。V2V移行の仮想マシンが存在する場合は対象
仮想マシンおよびディスク容量をご教授ください。

アプリケーション、ユーザデータは把握しておりませんので仮
想マシンの作成およびOSインストールまでの品質保証までとな
ります。
V2V移行の仮想マシンについてはオフラインによる実施を前提と
させていただきますのでご了承ください。
業務確認作業時の立会いが必要の場合はご連絡ください。

サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）付帯作業要件（案）
「第３　仮想マシンの移行作業　1　作業内容」及び別紙２に記
載のとおりです。

3 特記仕様書（案） 3 2 3 (3) サーバ統合環境の保守運用

賃借貸する機器においては平成30年3月31日まで以下のサポート
内容でよろしいでしょうか。相違がある場合はご教授くださ
い。
・件数の上限はQ/A対応(5件/月),トラブル対応(2件/月)までと
します
・一次受付は弊社SupportDeskとします。(SupportDesk契約締結
前提)
・メールとTELによる対応とします。(必要に応じて現地対応)
・受付／対応時間帯：8：45－17：30
　(休祝日・年末年始、発注者および受注者休業日を除く月曜～
金曜)
・OSのパッチ適用作業は上限を1回/月までとして発注者と協議
の上、
　実施とします。
・サービスに関する責任分界は、弊社導入済み仮想基盤製品
　(ハードウェア、OS、仮想化ソフト)までとします。

発注者(情報システム課様)のサポート要求を明確化することに
より、過剰投資を抑えるためです。

サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）特記仕様書案「第２
履行内容　３付帯作業（３）サーバ統合環境の保守運用」につ
いては、付帯作業における保守運用を示すものであり、賃貸借
機器に関するものではありません。
付帯作業における保守運用としましては、サーバ統合環境用機
器賃貸借（その３）付帯作業要件（案）「第５　サーバ統合環
境の保守運用作業　４　保守対応時間等」に記載のとおりで
す。

4 特記仕様書（案） 5 4 3 納品物における権利等
「著作権は受注者に留保される」とさせていただき、「発注者
はその著作物を業務で必要な範囲で自由に利用することができ
る」と条件を変更していただくことは可能でしょうか。

コンプライアンス上でドキュメントの再利用が不可能になるた
め、設計費用が割高になります。

仕様書案のとおりとします。

5 設置要件（案） 7 3 (5) オ 搭載及び配線作業
ラックの空きユニットにはブランクパネルを装着し･･･と記述が
ございますが、ブランクパネルは発注者でご用意いただくもの
という解釈でよろしいでしょうか？

ラックの型番に対する記載が無く、また賃貸借物件の数量及び
仕様等にも記載が無いため。

サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）「設置要件」（案）の
「３　設置要件（１）発注者が用意するもの」のサーバーラッ
クに記載のとおり、発注者にて用意します。

6 機器等要件（案） 9 1 (1) イ 機器仕様

「インターフェイス：6Gbps SAS×2以上」で共有ストレージと
ESXiサーバを直結するように見受けられますが、価格面を考慮
してのことでしょうか。拡張性は見込まなくてよろしいでしょ
うか。

将来的な円滑な基盤更新や業務の急激な変化に対応可能なよう
に
拡張性を考慮した提案にしたいと考えているためです。

仕様書案のとおりとします。

7 機器等要件（案） 10 1 (2) イ
機器仕様
（HDD　バックアップ領域
用）

HDDで「SAS 1.2TB(15,000rpm)以上」とありますが、「SAS
1.2TB(10,000rpm)以上」でもよろしいでしょうか。

SAS 1.2TBの容量で15,000rpmの製品がないため。 問題ございません。

8 機器等要件（案） 10 1 (2) イ 機器仕様

補助記憶装置「内蔵DVDスーパーマルチドライブ」の一部の規格
で速度の記載がありませんがご了承いただけませんか。
対応状況は以下の通りです。
Read : CD-ROM /-R/-RW 最大24倍速
　　　 DVD-ROM/-R/+R/-RW/+RW 最大8倍速
　　　 DVD-RAM 最大5倍速
Write : DVD-RAM 最大5 倍速

使用するメディアにより、速度の確認がとれないためご了承い
ただけませんか。以下の規格に対応しております。

Read : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW
       DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW
Write : DVD-RAM

仕様書案のとおりとします。

9 機器等要件（案） 10 1 (3) イ 機器仕様
共有ストレージの「インターフェイス：6Gbps SAS×2以上」と
同等性能相当であれば、[FC 16Gbps]、[10GbE]に変更してもよ
ろしいでしょうか。

運用面で高い評価をいただいている高機能NASや仮想基盤専用ア
プライアンスストレージも視野に入れ、ご提案させていただき
たいと考えているためです。
その場合はネットワーク・バックアップ運用を含め全体最適化
してご提案をさせていただきます。ご要望があれば、ご説明に
お伺いします。

仕様書案のとおりとします。
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サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）調達仕様書案へのご質問と回答

項番 文書名 頁 部 章 節 見出し 質問 理由、意図など 回答

10 機器等要件（案） 10 1 (3) イ 機器仕様
「ＨＤＤ：SAS 1TB（10,000rpm）×22台相当以上」の記載があ
りますが、必要実行容量18TB以上を満たせる構成であればよろ
しいでしょうか。

特定の製品を想定されているように見受けられます。
可能であれば想定機種をご教授いただけませんでしょうか。

HDD一本あたりの容量と台数の組み合わせに制約はありません
が、機器等要件（案）のその他の仕様を満たし、付帯作業要件
（案）「第２　サーバ統合環境の設計構築作業　１(5)共有スト
レージ」に記載の構成が可能なものとしてください。

11 機器等要件（案） 11 1 (3) イ 機器仕様

「ホストインターフェイス：6Gbps SAS×8以上」で共有スト
レージとESXiサーバを直結するように見受けられますが、価格
面を考慮してのことでしょうか。拡張性は見込まなくてよろし
いでしょうか。

将来的な円滑な基盤更新や業務の急激な変化に対応可能なよう
に
拡張性を考慮した提案にしたいと考えているためです。

仕様書案のとおりとします。

12 機器等要件（案） 11 1 (3) イ 機器仕様
「ＨＤＤ：RAIDコントローラによるRAID5＋グローバルホットス
ペア構成」の記載がありますが、RAID5＋HS相当であればよろし
いでしょうか。

特定の製品を想定されているように見受けられます。
可能であれば想定機種をご教授いただけませんでしょうか。

異なるRAIDグループの間でホットスペアディスクを有効に活用
するため、グローバルホットスペアでの構成を想定しておりま
すが、RAIDグループ毎のホットスペア構成を排除するものでは
ありません。

13 機器等要件（案） 11 1 (3) イ 機器仕様

「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）」「ホストインターフェイス：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。」に関して、共有
ストレージとESXiサーバを直結するように見受けられますが、
価格面を考慮してのことでしょうか。拡張性は見込まなくてよ
ろしいでしょうか。

将来的な円滑な基盤更新や業務の急激な変化に対応可能なよう
に
拡張性を考慮した提案にしたいと考えているためです。

仕様書案のとおりとします。

14 機器等要件（案） 13 1 (7) イ 機器仕様
「ライセンス：100ユーザ以上ライセンス付」の記載があります
が、具体的なライセンス機能をご教授ください。

本構成において、ファイアウォールに求められている機能が不
明なため、どのライセンスを準備すればいいのか特定できない
ためです。

管理ネットワークに接続できるIPアドレスを100以上登録できる
ファイアウォールが必要です。

15 機器等要件（案） 13 1 (7) イ 機器仕様

「ラック収納用付属品（1U に2 台設置可能なもの）」の記載が
ありますが、1Uにファイアウォール2台を設置することが必須で
しょうか。上記のとおりである場合、ラック前面／背面にファ
イアウォール2台を設置することで問題ないでしょうか。

特定の製品を想定されているように見受けられます。
可能であれば想定機種をご教授いただけませんでしょうか。

1Uにファイアウォール2台を設置することは必須です。
ラック前面／背面にファイアウォール2台を設置することは、不
可とします。

16 機器等要件（案） 14 1 (10)
バックアップソフトウェア
（製品指定）

仕様書で指定されているBackupExecの製品は最新ではありませ
ん。製品サポートの観点からオプション製品も含めて最新版で
該当する製品に読み替えてもよろしいでしょうか？

BackupExec2014のオフィシャルサポートの終了は2021年6月2日
予定であるため。

17 機器等要件（案） 14 1 (10) ア
Symantec Backup Exec
2014 VMware スイート

仕様書記載の機器構成ならば、数量は「1」ではなく「3」必要
ですので、そのように読み替えてもよろしいでしょうか？

18 機器等要件（案） 14 1 (10) ア
Symantec Backup Exec
2014 VMware スイート

アの『VMwareスイート』という製品名のものはございません
が、
本体ライセンスの他に、どのようなエージェントの組合せをご
希望でしょうか？
また、現在はメーカーがベリタスとなっております。

・該当商品が見当たらないため。

19 機器等要件（案） 14 1 (10) イ

Symantec Backup Exec
2014 VMware Virtual
Infrastructure エージェ
ント

イの『Symantec Backup Exec 2014 VMware Virtual
Infrastructure エージェント』ですが、VMエージェントは、
ESXiホスト単位となります。
数量は1で間違いございませんでしょうか？

・本体（ESXiホスト）との数量の整合性の確認のため。
・・正確な金額を算出するため。

20 機器等要件（案） 14 1 (10) ア
Symantec Backup Exec
2014 VMware スイート

「Symantec Backup Exec 2014 VMware スイート」製品は販売終
了のため、同製品最新バージョンの提案でよろしいでしょう
か。
もしくは、別製品でのバックアップも検討したいと考えます。
バックアップに関する必要機能をご教授ください。

概算見積もり作成時に反映したいと考えております。

21 機器等要件（案） 14 1 (10) イ

Symantec Backup Exec
2014 VMware Virtual
Infrastructure エージェ
ント

「Symantec Backup Exec 2014 VMware Virtual Infrastructure
エージェント」製品は販売終了のため、同製品最新バージョン
の提案でよろしいでしょうか。
もしくは、別製品でのバックアップも検討したいと考えます。
バックアップに関する必要機能をご教授ください。

概算見積もり作成時に反映したいと考えております。

22 機器等要件（案） 14 1 (10) ウ
Symantec Backup Exec
2014（バックアップサーバ
用）

「Symantec Backup Exec 2014」製品は販売終了のため、同製品
最新バージョンの提案でよろしいでしょうか。
もしくは、別製品でのバックアップも検討したいと考えます。
バックアップに関する必要機能をご教授ください。

概算見積もり作成時に反映したいと考えております。

BackupExec最新版でのお見積りをお願いいたします。
BackupExecに関わる基本ライセンス「1」とVmware and Hyper-V
エージェント「3」でのお見積りをお願いいたします。
別製品でのご提案は必要ございません。
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サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）調達仕様書案へのご質問と回答

項番 文書名 頁 部 章 節 見出し 質問 理由、意図など 回答

23 機器等要件（案） 14 1 (11) イ vSphere 6 Standard
仕様書記載の機器構成ならば、数量は「2」ではなく「6」必要
ですので、そのように読み替えてもよろしいでしょうか？

ESXiサーバ2CPU×3台=6ライセンス

24 機器等要件（案） 14 1 (11) イ vSphere 6 Standard

イの『vSphere 6 Standard』について、仕様書を拝見します
と、ESXi3台との記載がありますが、数量2で宜しいでしょう
か？
ライセンスはCPU単位ですので、例えば2CPUの物理サーバ3台へ
の導入であれば、ライセンスとしては6CPU分必要となります。

・本体（ESXiホスト）との数量の整合性の確認のため。
・正確な金額を算出するため。

25 機器等要件（案） 14 1 (11) イ vSphere 6 Standard
「1年分のサブスクリプション」のサポート契約の種類は24時間
／365日でよろしいでしょうか。

サポート契約の種類が複数あるため。 ベーシックサポート（12時間/週5日）を想定しています。

26 機器等要件（案） 14 1 (11) ア
vCenter Server 6
Standard

OEM版が不可の理由をご教授ください。
サポートの運用面にて、OEM版の提供がお客様にとってメリット
があるためです。

27 機器等要件（案） 14 1 (11) イ vSphere 6 Standard OEM版が不可の理由をご教授ください。
サポートの運用面にて、OEM版の提供がお客様にとってメリット
があるためです。

28 機器等要件（案） 15 2 (1) イ 保守内容について
（１）保守内容のイ　運用支援保守の項目(ｱ)、（ｲ）につい
て、（ｳ）で提示している10人日以内に含まれるかご教示下さ
い。

・公正な条件で適正な金額算出を実施するため。

29 機器等要件（案） 15 2 (1) イ 運用支援保守

運用支援保守の「その他、各種設定変更作業」につきまして、
具体的にどのような作業を想定されておりますでしょうか？
ソフトウェアのバージョンアップ、パッチ適用、サーバの設定
情報変更などでしょうか？

また、「借入期間を通じて10人日以内」を超えた場合は
追加で作業費を請求させて頂ける認識でよろしいでしょうか？

・公正な条件で適正な金額算出を実施するため。

30 機器等要件（案） 15 2 (1) イ 運用支援保守

運用支援保守のサポートについては、以下のサポート内容でよ
ろしいでしょうか。相違がある場合はご教授ください。
・件数の上限はQ/A対応(2件/月),トラブル対応(2件/年)までと
します
・一次受付は弊社SupportDeskとします。(SupportDesk契約締結
前提)
・原則メールとTELによる対応とします。
・受付／対応時間帯：8：45－17：30
　(休祝日・年末年始、発注者および受注者休業日を除く月曜～
金曜)
・ファームウェアおよびOSのパッチ適用作業は上限を1回/年ま
でとして発注者と協議の上、実施とします。
・サービスに関する責任分界は、弊社導入済み仮想基盤製品
　(ハードウェア、OS、仮想化ソフト)までとします。

発注者(情報システム課様)のサポート要求を明確化することに
より、過剰投資を抑えるためです。

サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）機器等要件（案）「第
２　保守作業　(2)保守体制　ウ」に記載のとおりです。
項番29もご参照ください。

31 機器等要件（案） 16 3 - - 第3賃貸借物件等の返還等
機器返還時に離線作業は発注者側で実施いただけますでしょう
か？

機器引取り業者では離線作業を請け負わないため。 離線作業は、受注者側での作業になります。

32 機器等要件（案） 16 3 - - 第3賃貸借物件等の返還等
データ消去は撤去後に賃貸人の作業場で実施することでもよろ
しいですか？

質問の方法とオンサイトでの実施ではコストが異なるため。

33 設置要件（案） 7 3 (6) ア 撤去作業
データ消去作業は、どこで実施すればよいでしょうか？オンサ
イトで現場にて実施することを想定し見積をすべきでしょう
か？ご教示ください。

オンサイト消去であれば長期期間必要と思われますが、いかが
でしょうか？

ツールを用いたデータ消去作業は、賃貸借物件設置場所での作
業になりますが、作業期間を通じての常駐を要するものではあ
りません。
物理的に破壊する場合は、発注者が指定する場所での作業にな
ります。

メーカーに依存しないライセンスを発注者が所有するためで
す。

4ライセンス分は、発注者が既に所有しているため、2ライセン
スの調達となります。

「(ｳ)その他、各種設定変更作業」については現時点で特に想定
している作業がありませんので、削除します。
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サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）調達仕様書案へのご質問と回答

項番 文書名 頁 部 章 節 見出し 質問 理由、意図など 回答

34 付帯作業要件（案） 17 1 3 - 付帯作業従事者

付帯作業実施にあたって、第三者委託は可能との理解でよろし
いでしょうか？
また、それらの者がDC内で作業実施することについても問題ご
ざいませんでしょうか？

発注者の承認を得ることなく、各作業の全部又は一部を第三者
に委託することは出来ません。また、委託した第三者からさら
にほかの第三者（再々委託）することは出来ません。ただし、
再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、発
注者が認めたときはこの限りではありません。
なお、付帯作業責任者及び技術員は発注者の承認を受けた再委
託先（再々委託先は除く。）に直接雇用されている者に限りま
す。
上記に該当する者で、発注者に事前に作業申請を行い、承認さ
れた者については、ＤＣ内で作業を行うことが可能です。

35 付帯作業要件（案） 17 1 3 - 付帯作業従事者

作業の際に機器設置後に現地で作業を行う必要が発生する可能
性が高いため、サーバ設置場所または発注者側での机等の席が
必要になる場合、
発注者側で席を用意していただくことは可能でしょうか?

・適正人員配置と適正金額算出のため。
サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）「設置要件」（案）の
「３　設置要件（１）発注者が用意するもの」の作業スペース
に記載のとおり、発注者にて作業机・イスを用意します。

36 付帯作業要件（案） 17 1 3 (1) 付帯作業従事者
付帯作業責任者及び技術者について、当該業務を専任しなけれ
ばいけない期間をご提示下さい。

・適正人員配置と適正金額算出のため。 付帯作業開始時から、平成30年3月31日までです。

37 付帯作業要件（案） 18 1 3 (2) 付帯作業従事者

作業者が有する「VMware Certified Professional」の認定資格
について、具体的にどの資格が該当するか？資格名をすべてご
提示頂けないでしょうか？

・適正人員配置と条件差異を未然に防ぐため。 VCP6-DCVを必須とします。

38 付帯作業要件（案） 18 2 1 -
サーバ統合の環境の設計構
築作業

『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』とありますが、作業期間につ
いて基盤構築、環境移行等想定している開始～終了期間をご提
示頂けないでしょうか？

・円滑且つ適正な業務に当たる事、適正人員・適正人数確保の
ため。
・正確な金額を算出するため。

サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）特記仕様書（案）「第
２　履行内容　３(1)サーバ統合環境の設計構築」に記載のとお
り、平成29年10月31日までに設計構築作業を実施してくださ
い。

39 付帯作業要件（案） 19 2 1 (1) ア
ESXi サーバと共有スト
レージ間ネットワーク

共有ストレージとESXiサーバを直結するように見受けられます
が、価格面を考慮してのことでしょうか。拡張性は見込まなく
てよろしいでしょうか。

将来的な円滑な基盤更新や業務の急激な変化に対応可能なよう
に
拡張性を考慮した提案にしたいと考えているためです。

仕様書案のとおりとします。

40 付帯作業要件（案） 19 2 1 (1) ウ
バックアップストレージ
ネットワーク

共有ストレージとESXiサーバを直結するように見受けられます
が、価格面を考慮してのことでしょうか。拡張性は見込まなく
てよろしいでしょうか。

将来的な円滑な基盤更新や業務の急激な変化に対応可能なよう
に
拡張性を考慮した提案にしたいと考えているためです。

仕様書案のとおりとします。

41 付帯作業要件（案） 20 2 1 (3) オ バックアップサーバ
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」の製品名とバージョンレベルをご教授くださ
い。

製品の整合性を確認するために必要になるためです。 契約前にお伝えすることは出来かねます。

42 付帯作業要件（案） 21 3 1 - 仮想マシンの移行作業

『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以降しなければならない。』とあり
ますが、作業期間について基盤構築、環境移行について、想定
している開始から終了期間についてご提示していただけないで
しょうか？

・円滑且つ適正な業務に当たる事、適正人員・適正人数確保の
ため。
・正確な金額を算出するため。

サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）特記仕様書（案）「第
２　履行内容　３(2)仮想マシンの移行」に記載のとおり、平成
30年1月31日までに移行作業を実施してください。
開始は、発注者に当該機器が引き渡される平成29年11月1日以降
となります。

43 付帯作業要件（案） 22 3 1 (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）』とあるが、別紙2の記述を見ても、
移行対象の仮想マシンにWEB用のアプリケーションやDBサーバで
使用しているDBの製品名の記述がないため、積算するにあたり
どのような方式にするかが検討材料として不足している。移行
対象の仮想マシンについて、使用しているアプリケーション、
ミドルウェア等についてご提示していただけないでしょうか？
また、スクラッチ等のアプリケーションの場合が存在する場
合、アプリケーション制作業者にてご対応いただけるというこ
とでよろしいでしょうか？

・過不足の無い公正な積算内容、構成内容を図るため。

仮想マシンの移行は、現サーバ統合環境の仮想マシンをそのま
まの状態で移行する作業であり、手法として仮想マシンのコン
バートや、バックアップソフトウェアによるリストアを想定し
ています。各仮想マシンに固有の業務システムやDB等の再構築
を含むものではありません。

44 付帯作業要件（案） 23 5 1 -
サーバ統合の環境の保守運
用作業

保守期間は以下１、２のどちらでしょうか？
もしくは付帯作業（設計構築・移行）による保守と、
賃貸借機器に対する保守を分けて定義しているのでしょうか？

１．平成29年11月1日から平成34年10月31日
２．平成29年11月1日から平成30年 3月31日

・公正な条件で適正な金額算出を実施するため。

付帯作業における保守運用と賃貸借機器に対する保守を分けて
定義しています。

付帯作業における保守運用期間：平成29年11月1日～平成30年3
月31日
賃貸借機器に対する保守期間：平成29年11月1日～平成34年10月
31日
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サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）調達仕様書案へのご質問と回答

項番 文書名 頁 部 章 節 見出し 質問 理由、意図など 回答

45 別紙1 26 (2) 13
サーバ統合環境操作マニュ
アル

具体的にどの項目がマニュアルの対象になるかご提示いただけ
ないでしょうか？

・適正な金額算出と成果物の平準化を図るため。

仮想マシンの作成方法、削除方法、OSのインストール方法、
バックアップ設定方法、ファイル単位でのリストア方法等、仮
想マシンを今後管理していく上で、必要な項目のマニュアル化
をお願いします。

46 別紙1 26 (2) 14 障害時対応マニュアル
具体的にどの項目がマニュアルの対象になるかご提示いただけ
ないでしょうか？

・適正な金額算出と成果物の平準化を図るため。
各機器の障害確認手順書及び、バックアップサーバの復旧作業
手順書です。別紙２の「(2）納品物一覧　No.11 サーバ統合環
境設備仕様書」の備考についても修正します。

47 別紙2 27
サーバ統合環境に作成及び
移行する仮想マシン

サーバ形態「ファイルサーバ」は統合することは可能でしょう
か。

ファイルサーバ統合を実施されたほうが、リソースを効率的に
活用できるためです。

用途が異なるため、各ファイルサーバの統合は不可能です。

48 別紙2 27
サーバ統合環境に作成及び
移行する仮想マシン

記載リソース（CPU,メモリ）は既存情報の記載であり、必要リ
ソースは発注者とご確認という認識で正しいでしょうか。

移行後のOSをバージョンアップによってはメモリ等のリソース
不足すると思われます。

そのとおりです。

49 別紙2 27
サーバ統合環境に作成及び
移行する仮想マシン

差分バックアップはシャドウコピーやスナップショットのいう
認識で正しいでしょうか。それともフルバックアップに対する
差分バックアップという認識でしょうか。

必要となるディスク容量やバックアップ時間の見積りに必要な
情報となります。

フルバックアップに対する差分バックアップです。

50 別紙2 27
サーバ統合環境に作成及び
移行する仮想マシン

移行の有無の記載は「移行の有無」に関わらず以下の認識で正
しいでしょうか。
　順序１．仮想マシン(受注者)
　順序２．OSインスト(受注者)
　順序３．アプリ・データ移行(発注者)

サーバ統合環境に仮想マシン（サーバ）を作成して、発注者と
協議した結果のOSをインストールします。
その後、発注者に引き渡すことを想定しています。
「移行の有無」の記載により移行方式が異なる場合はご教授く
ださい。移行方式により概算見積もりが異なります。
例）有：移行ツールによるV2V移行、無：新規作成

サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）　付帯作業要件（案）
「第３　仮想マシンの移行作業」に記載のとおりです。

51 別紙2 27
サーバ統合環境に作成及び
移行する仮想マシン

バックアップの許容時間をご教授ください。
バックアップ容量と許容時間からバックアップソフトでの取得
が困難な場合はストレージ機能によるバックアップ方式を仕様
書に記載することもご検討ください。

バックアップの許容時間は、平日は夜間（19時頃～6時頃）とな
ります。
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