
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意見と回答

項番 文書名 頁 部 章 節 見出し 意見 理由、意図など 回答

1 特記仕様書(案) 3 3 (3)
サーバ統合環境の保守運
用

この場合ハードウェア、ソフトウェア、運用保守が含まれる
と思いますが、特にハードウェア、ソフトウェア保守(一部は
5年分と記載されています)は5年分を当初契約に含まれるほう
が良いかと思います。

登録変更、ラインセンス管理に伴う工数増を避けるととも
に、一括契約による保守費用のディスカウントが見込まれま
す。

ハードウェア、ソフトウェア保守については、「サーバ統合
環境用機器賃貸借（その３）機器等要件（案）」に記載のと
おり平成29年11月1日～平成34年10月31日までの5年間です。
このうち「第１　賃貸借物件の数量及び仕様等　(11)VMware
ソフトウェア」のサブスクリプションについては、ア、イと
もに「5年間分」に修正します。
なお、運用保守については仕様書案に記載のとおり平成30年3
月31日までです。

2 機器等要件(案) 9 1 (1) イ 機器仕様 CPUは後継のプロセッサーでの提供となるが問題ないか。
提示されているCPUは、調達時に入手できない可能性が高いた
め。

ご意見を参考に、仕様を修正します。

3 機器等要件(案) 9 1 (1) イ 機器仕様 SASインターフェースは12Gbpsでの提供となるが問題ないか。
提示されているSASインターフェースは、調達時に入手できな
い可能性が高いため。

ご意見を参考に、「6Gbps以上」に仕様を修正します。

4 機器等要件(案) 9 1 (1) イ 機器仕様
「インターフェースの冗長性を考慮すること」、「共有スト
レージとの接続についてマルチパス構成を考慮すること」と
いう2行を追加してはいかがでしょうか？

「6Gbps SAS×2以上」という記述だけでは、ホストバスアダ
プターが1枚でも実装可能ですが、ホストバスアダプターの障
害時にESXiサーバとして機能しなくなるため、可用性を考慮
して明記しておく方がよろしいかと存じます。

ご意見を参考に、仕様を修正します。

5 機器等要件(案) 9 1 (1) イ 機器仕様

ハードウェア障害を迅速に検知するため、また、障害時のリ
モート保守による効率化を図るためにも以下の記述も追加し
てはいかがでしょうか？

・各サーバごとに独立した管理プロセッサを備え、サーバ本
体の電源状態によらず管理操作が可能であること。またその
ユーザーインターフェースは日本語表示に対応しているこ
と。
・Webブラウザ上から、サーバの電源ボタンをリモートで操作
できること。サーバの主電源がオフの場合でも、サーバ主電
源のOn/Off、異常発生時の強制シャットダウンなどが可能で
あること。
・各サーバごとにハードウェア実装によるリモートコンソー
ル機能を装備していること。サーバー起動時のBIOS画面、OS
の正常/異常稼働状態において制限なく正常な操作が可能であ
ること。

データセンターに於いては、ハードウェア監視の目が届きに
くくなる傾向にありますが、ハード障害でサーバOSのダウン
と関係なく、独立した管理プロセッサが確実に障害検知で
き、リモートで操作が可能であれば、中土木事務所からOSが
ダウンまたはフリーズしてしまっても即座に再起動を実施で
き、障害対応の迅速化を図ることができるようになります。

ご意見を参考に、仕様を検討します。

6 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」の内蔵ドラ
イブの場合は以下の仕様の製品でご提案させていただきま
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

外付けドライブでも良ければ、仕様案のご提案も可能です。

弊社にて内蔵ドライブでの仕様案を完全に実現する製品がな
いため。

ご意見を参考に、仕様を検討します。

7 機器等要件(案) 10 1 (2) イ 機器仕様 SASインターフェースは12Gbpsでの提供となるが問題ないか。
提示されているSASインターフェースは、調達時に入手できな
い可能性が高いため。

ご意見を参考に、「6Gbps以上」に仕様を修正します。
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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意見と回答

項番 文書名 頁 部 章 節 見出し 意見 理由、意図など 回答

8 機器等要件(案) 10 1 (2) イ 機器仕様
「共有ストレージとの接続についてマルチパス構成を考慮す
ること」という1行を追加してはいかがでしょうか？

ESXiサーバと記述を合わせて、こちらにも明記しておく方が
よろしいかと存じます。

ご意見を参考に、仕様を修正します。

9 機器等要件(案) 10 1 (2) イ 機器仕様 項番5に同じです。 ご意見を参考に、仕様を検討します。

10 機器等要件(案) 10 1 (3) イ 機器仕様

キャッシュに関する記載ですが、この規模の仮想基盤の共有
ストレージを選定する場合、キャッシュメモリが4GBでは少な
いように考えられます。また耐障害性も考慮して以下のよう
に記述を変更及び追加してはいかがでしょうか？

・コントローラ当りOSやメタデータ領域分を含めてコント
ローラ2台の合計で12GB以上のRead/Write用キャッシュメモリ
を搭載していること。
・キャッシュメモリにはコンパクトフラッシュを採用し
キャッシュデータの保持時間が無制限であること。

4GBはあまりに少ないように考えられますので、データセン
ター運用には向いていない力不足な共有ストレージが選定さ
れないように現在出回っている今回の調達要件に該当するク
ラスの製品の性能を記載した方が無難と考えられます。

ご意見を参考に、キャッシュメモリの容量について仕様を検
討します。

11 機器等要件(案) 10 1 (3) イ 機器仕様 HDDはSAS 1.2TB(10,000rpm)での提供となるが問題ないか。
提示されているHDDは、全てのメーカで提供できる仕様では無
いため。

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。

12 機器等要件(案) 11 1 (3) イ 機器仕様 SASインターフェースは12Gbpsでの提供となるが問題ないか。
提示されているSASインターフェースは、調達時に入手できな
い可能性が高いため。

ご意見を参考に、「6Gbps以上」に仕様を修正します。

13 機器等要件(案) 11 1 (3) イ 機器仕様
「マルチパス構成で冗長構成を実装すること」という1行を追
加してはいかがでしょうか？

ESXiサーバ及びバックアップサーバと記述を合わせて、こち
らにも明記しておく方がよろしいかと存じます。

ご意見を参考に、仕様を修正します。

14 機器等要件(案) 11 1 (4) イ 機器仕様 SASインターフェースは12Gbpsでの提供となるが問題ないか。
提示されているSASインターフェースは、調達時に入手できな
い可能性が高いため。

ご意見を参考に、「6Gbps以上」に仕様を修正します。

15 機器等要件(案) 12 1 (5) イ 機器仕様

データセンターでは障害発生時の対応（特に初動）に時間が
かかる傾向にあるため、スタック機能に関して以下の記述を
追加してはいかがでしょうか？

・スタック用のポートやスタック用のケーブルが全て故障
し、スタックが分断され複数のマスター構成となった場合に
通知を行い、片側の物理及び論理インターフェースをシャッ
トダウンし影響を抑える機能を有すること。

データセンター運用に於いて、ネットワーク機器の耐障害性
向上についても明記した方がよろしいかと存じます。

仕様書案のとおりとします。

16 機器等要件(案) 12 1 (6) イ 機器仕様 項番15に同じです。 仕様書案のとおりとします。

17 機器等要件(案) 14 1 (9) ア
Windows server 2012 R2
Standard

WindowsServer2016での提供となる。 WindowsServer2012の販売は終了しているため。

18 機器等要件(案) 14 1 (9) ア
Windows server 2012 R2
Standard

現在、Microsoftにて販売されているスタンダードライセンス
は「WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic」であ
り、ライセンスはCPUのコアベースで数量が変わってきますの
で、ここは「バックアップサーバのCPU構成に応じて適切な数
量を調達すること」という表記にしてはいかがでしょうか？
（WindowsServer2012R2はダウングレード権にて使用可能で
す。）

バックアップサーバのCPUが2P/16Cであれば、必要数量は
「8」です。
※選定した機器のコア数によって、8ライセンス以上必要な場
合があります。

19 機器等要件(案) 14 1 (9) イ
Windows server 2012 R2
Datacenter

WindowsServer2016での提供となる。 WindowsServer2012の販売は終了しているため。

20 機器等要件(案) 14 1 (9) イ
Windows server 2012 R2
Datacenter

現在、Microsoftにて販売されているデータセンターライセン
スは「WinSvrDCCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd」
であり、ライセンスはCPUのコアベースで数量が変わってきま
すので、ここは「ESXiサーバのCPU構成に応じて適切な数量を
調達すること」という表記にしてはいかがでしょうか？
（WindowsServer2012R2はダウングレード権にて使用可能で
す。）

ESXiサーバ1台あたりのCPUが2P/24Cであれば、3台の合計で必
要数量は「36」です。
※選定した機器のコア数によって、36ライセンス以上必要な
場合があります。

ご意見を参考に、仕様を修正します。
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項番 文書名 頁 部 章 節 見出し 意見 理由、意図など 回答

21 機器等要件(案) 14 1 (11) イ vShpere 6 Standard
今回の機器構成では6CPU分のライセンスが必要となるが、2ラ
イセンスの調達で問題ないか。なお最新版は6.5となるが、
6.0にて構築するという理解でよいか。

既に保有しているライセンスを利用する想定かどうかの確
認。

22 機器等要件(案) 14 1 (11) イ vShpere 6 Standard

調達仕様案への質問に対する回答（項番23、24）でvSphere 6
Standardについては現在保有されている4ライセンスの流用を
想定しているとご回答いただきましたが、調達仕様書から読
み取れる導入スケジュールではこの4ライセンス分の流用は難
しいのではないかと考えられます。

流用をお考えの4ライセンス分についても、新規購入をご検討
いただけませんでしょうか？

現在の保有ライセンスの流用する場合、以下が問題となりま
す。

・旧サーバ環境と新サーバ環境でライセンスを並行して利用
するとライセンス違反になります。新サーバ環境にライセン
スを移行した時点で旧サーバ環境は停止する必要がありま
す。
・旧サーバ環境が停止できないが、新サーバ環境を稼動させ
ないといけない場合、新サーバ環境はライセンス無しで試用
期間（60日間）利用できます。それを経過すると一定時間経
過後にESXiサーバが自動でシャットダウンします。
・2017/10/31までにデータセンターに新サーバ環境を設置
し、仮想マシン移行完了が2018/1/31と仕様書に記載されてお
りますので、この期間だけでも60日以上あります。
・もし仮にESXiの試用期間を2017/11/1から開始にできるよう
にできたとしても、そこから60日以内に受注者による仮想マ
シンの移行だけでなく、発注者によるシステムの再構築や
データ移行も実施しなくてはいけないということになりま
す。
（しかしながら、そもそも、構築作業の工程・作業ボリュー
ムを勘案すると、2017/11/1を試用期間の開始とすること自
体、至難であると考えられます。）
・万一、不測の事態（新仮想マシンへのシステム再構築や
データ移行の遅延等）が発生して、60日以上の期間、新旧の
サーバ環境共に稼動させなくてはならなくなったとしても、
問題回避の手段がございません。

以上の理由により、4ライセンスは流用では無く、新規調達の
ご検討をお願いしたく存じます。

23 付帯作業要件(案) 17 1 総則

仕様書からは読み取れない要件について、発注者との認識の
齟齬が無くなるように受注者が積極的に要件確認を行うよう
に仕様書に以下のような記述を追加してはいかがでしょう
か？

・受注者はサーバ統合環境の設計・構築を行うにあたり、発
注者との認識の齟齬をなくすためにデータセンターやサーバ
統合環境のハードウェア要件・仮想基盤実装要件などについ
て、設計作業を開始する前に要件確認の打ち合わせ等を実施
すること。また、受注者はその確認内容について要件確認書
を作成し、設計作業を開始する前に発注者の承認を得るこ
と。

調達仕様書からは完全に読み取れない要件について、受注者
は発注者との認識の齟齬を無くすように勤めると明記した方
がよろしいかと存じます。

ご意見を参考に、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）
付帯作業要件　第１　総則　２　付帯作業における手法等」
を修正することとし、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その
３）別紙１　(2)納品物一覧」に要件確認書を追加します。

24 付帯作業要件(案) 18 2
サーバ統合環境の設計構
築作業

ハードウェア基盤の構築を行うにあたっては、非機能要件に
関する設計も行うのが定石と存じますが、非機能要件に関す
る記述がありませんでしたので、以下のような記述を追加し
てはいかがでしょうか？

・尚、設計にあたっては「可用性・信頼性」「保守性」「セ
キュリティ」「バックアップ・リカバリ」「ログ管理」など
の非機能要件の項目についてもそれぞれ設計書を作成し、発
注者の承認を得ること。特にセキュリティに関する設計を行
う際には、発注者のセキュリティポリシーを十分に理解した
上で設計に臨むこと。
・セキュリティに関してはネットワークだけでなく、ESXi
（仮想基盤）や仮想マシンのアクセス権についても設計を行
い、設計書に記載すること。

非機能要件の設計は重要です。ですが、同時に盲点にもなり
やすい部分です。調達仕様書に明確な記載があった方が受注
者との認識の齟齬が生じにくいと考えます。

ご意見を参考に、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）
別紙１　(2)納品物一覧　要件確認書」の備考に、「可用性・
信頼性、保守性、セキュリティ（ESXiや仮想マシンのアクセ
ス権含む）、バックアップ・リカバリ、ログ管理」を追加し
ます。

ご意見を参考に、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）
機器等要件　第１　賃貸借物件の数量及び仕様等
(11)VMwareソフトウェア」については、ア、イともに「6.5」
に修正し、イの数量を「6ライセンス」に修正します。あわせ
て、ア、イにおける「OEM版は不可とする。」の記載は削除し
ます。
また、設計構築についてもvSphere 6.5で行うものとし、「機
器等要件」及び「付帯作業要件　第２　サーバ統合環境の設
計構築作業」を修正します。
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項番 文書名 頁 部 章 節 見出し 意見 理由、意図など 回答

25 付帯作業要件(案) 18 2
サーバ統合環境の設計構
築作業

仕様書に運用設計に関する記述がありませんが、保守運用が
盛り込まれている以上、受注者が運用設計を行う必要がある
と存じますので、以下のような記述を追加してはいかがで
しょうか？

・保守運用作業を行うにあたり、メール通知、ログ管理、
バックアップの実行スケジュールや日次の確認作業やメンテ
ナンス方法、障害時の対応手順等について運用設計を行い、
運用設計書を作成すること。また、サーバ統合環境操作マ
ニュアルや障害時対応マニュアルは運用設計書の内容に基づ
いて作成すること。

調達仕様書に運用設計に関する記述がありませんが、保守運
用に関する要件が盛り込まれている以上、受注者が運用設計
を行うことは必須と考えます。

ご意見を参考に、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）
付帯作業要件　第１　総則　２　付帯作業における手法等」
を修正することとし、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その
３）別紙１　(2)納品物一覧」に運用設計書を追加します。

26 付帯作業要件(案) 18 2 1 作業内容

ネットワーク構成は別図3の通り･･･という記載について、以
下のように記述を変更してはいかがでしょうか？

・ネットワーク構成は別図3の構成を前提とするが、サーバ統
合基盤で必要とされるネットワーク要件とデータセンターへ
のネットワーク参加要件を発注者にヒアリングし、発注者の
意図する最適なネットワーク構成が実現できるように受注者
が設計を行い、その内容について設計書を作成すること。
・また、IPアドレスやネットワークVLANの設計についても発
注者に要件をヒアリングし、受注者が設計を行い、その内容
について設計書を作成すること。

調達仕様書にはネットワーク構成に関する具体的な指示（別
図3）がございますが、それだけではネットワーク構成全体の
把握には情報不足もあるため、発注者・受注者ともに認識の
齟齬が無いように、また発注者が望む最適なネットワーク構
成を実装できるように、受注者の作業が積極的に勤めると明
記しておく方がよろしいかと存じます。

ご意見を参考に、仕様を検討します。

27 付帯作業要件(案) 19 2 1 (1) イ
(ｲ)ESXiサーバとL2スイッ
チ①間

「LAG構成」という記載がありますが、vSphereESXiのライセ
ンスが「Standard」の場合、厳密なリンクアグリゲーション
（LACP）は実装できませんので、ここは「1000BASE-Tによ
り、スタック接続したL2スイッチ①にネットワーク冗長化接
続すること。」という表記にしてはいかがでしょうか？

リンクアグリゲーションを実装するにはvSphereESXiに
「Enterprise Plus」のライセンスが必要です。

ご意見のとおり、仕様を修正します。

28 付帯作業要件(案) 19 2 1 (1) エ
(ｱ)ESXiサーバとL2スイッ
チ②間

項番27に同じです。 ご意見のとおり、仕様を修正します。

29 付帯作業要件(案) 19 2 1 (1) エ
(ｳ)共有ストレージとL2ス
イッチ②間

「LAG構成」ではなく、ここは「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。」という表記にして
はいかがでしょうか？

一般的に、SAS接続用の共有ストレージ製品の管理用ポートは
LAGに対応していないケースが多いです。

ご意見のとおり、仕様を修正します。

30 付帯作業要件(案) 21 2 1 (7)
各サーバのバックアップ
データ

「バックアップサーバのバックアップを取得し、」という記
述がございますが、バックアップサーバのバックアップ用の
ソフトウェアに関する調達要件の記載がございません。
ここは、記述自体を削除していただくか、バックアップ取得
の方法（ソフトウェア等）を明示してはいかがでしょうか？

調達仕様書に明記されておりませんが、この記述に対応する
には別途ソフトウェア及び外部記録媒体が必要です。

バックアップサーバのバックアップについては、Windows
Serverバックアップを活用することとし、仕様を修正しま
す。
また、バックアップサーバ用のバックアップソフトウェアと
して記載しておりました、「サーバ統合環境用機器賃貸借
（その３）　機器等要件　第１　賃貸借物件の数量及び仕様
等　(10)バックアップソフトウェア」のウは削除します。

31 付帯作業要件(案) 21 2 2 (2) 動作確認

動作確認の実施にあたって、以下のように具体的な記述を追
加してはいかがでしょうか？

・尚、動作確認を行うにあたってはテスト計画書及びテスト
項目一覧を作成し、それに基づいてテストを実施すること。
また、テスト実施結果については、テスト実施結果報告を提
出し、受注者が品質を保証すること。
・具体的なテスト対象として以下を考慮すること。ただし、
これ以外にも受注者が必要と考えるものについては追加でテ
ストを実施しても構わない。
　①データセンターネットワーク接続テスト
　②サーバ統合環境内のネットワーク詳細テスト
　③ハードウェア基本動作テスト
　④ソフトウェア基本動作テスト
　⑤可用性・信頼性テスト
　⑥セキュリティ確認テスト
　⑦バックアップ・リカバリ確認テスト
　⑧ログ管理動作確認テスト

調達仕様書には具体的な内容について明記されておりません
が、人目が届きにくいデータセンターに配置するからこそ、
しっかりとした動作確認（テスト）を確実に行っておく必要
がありまる。そのためには、受注者はテスト結果を以って品
質を担保し、発注者はそれを承認するというプロセスを以っ
て動作確認とすると記載した方がよろしいのではないかと存
じます。

ご意見を参考に、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）
付帯作業要件　第２　サーバ統合環境の設計構築作業　２動
作確認」に、以下の旨の記載を追加します。
「動作確認を行うにあたり、動作確認計画書及び確認項目一
覧を作成し、それに基づき、動作確認を実施すること。ま
た、動作確認結果については、動作確認結果報告書を提出
し、受注者が品質を保証すること。」

あわせて、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）　別紙
１　(2)納品物一覧」に動作確認計画書及び動作確認結果報告
書を追加します。

また、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）付帯作業要
件　第２　サーバ統合環境の設計構築作業　２　動作確認
(2)」を、以下の旨の記載に修正します。
「(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（各機器障害時を含む）、セキュリティ（不正アク
セス、ウィルス対策等）、ネットワーク接続、バックアッ
プ・リカバリ、ログ管理等に関する動作確認」
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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意見と回答

項番 文書名 頁 部 章 節 見出し 意見 理由、意図など 回答

32 別紙1 26 別紙1 (2) No10

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
アップデータ

この記述が「各サーバの初期イメージバックアップの取得、
または、設定情報をエクスポートしてファイル保存する」と
いうことを意味しているのであれば、調達仕様書記載の製品
では対応できませんので、記述自体を削除していただくか、
ESXiサーバの設定情報をエクスポートするために「vShpere 6
Enterprise Plus」の製品に変更してはいかがでしょうか？

ESXiのホストプロファイルの取得にはvSphereESXiに
「Enterprise Plus」のライセンスが必要です。

ご意見を参考に、納品物名を「バックアップサーバ及び
vCenterサーバの初期イメージバックアップデータ」に修正し
ます。

33 別紙1 26 別紙1 (2) No10

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
アップデータ

「CD-R等の外部記録媒体」にて提出となっておりますが、も
しこれらのバックアップが取得できるようになったとして、
CD-RやDVD-Rに保存できるサイズではありませんので、記述自
体を削除していただくか、調達仕様書に外付けHDD等の外部記
録媒体を追加してはいかがでしょうか？

調達仕様書に明記されておりませんが、この記述に対応する
には外部記録媒体も必要です。

ご意見を参考に、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）
機器等要件　第１　賃貸借物件の数量及び仕様等　(12)その
他」に「ウ　別紙1　(2)　No10のバックアップデータが保存
可能な外付けHDD　1台」を追加します。
あわせて、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）別紙1
(2)　No10」の提出媒体の記載を修正します。

34 別紙1 26 別紙1 (2) No12
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

項番33に同じです。

ご意見を参考に、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）
機器等要件　第１　賃貸借物件の数量及び仕様等　(12)その
他」に「エ　別紙1にある納品物一覧の電子データが保存可能
な外付けHDD　1台」を追加します。
あわせて、「サーバ統合環境用機器賃貸借（その３）別紙1」
の記載を修正します。

35 別紙2 27 別紙2
移行対象サーバの実データ容量は調達時に公開頂けるか。
また、DBサーバについては利用されているDBを開示頂ける
か。

移行作業の見積時に必要となる情報のため。

実データ容量につきましては、仕様書に記載します。
なお、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。
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