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１. 調達の目的 

札幌市水道局（以下「本局」という。）では、複数の業務システムについて、機器の有効活用、

運用管理と保守の効率化、セキュリティ品質の確保等のため、各仮想サーバを集約した「業務統合

サーバ」を構築、運用している。 

また、業務統合サーバ上にて各業務システムが共同で利用するバックアップ、ウイルス対策等の

サービス提供を行う「セキュリティシステム」という仮想サーバ群を運用している。 

本調達はソフトウェア（以下「SW」という。）のライフサイクルおよびハードウェア（以下

「HW」という。）の耐用年数を考慮した安定したシステム運営のため、「業務統合サーバのインフラ

調達、構築」「セキュリティシステムの構築、移行」および「各業務システムの移行支援」を行う

ものである。 

 

２. 調達期限 

2022 年 3月 31日まで 

 

３. 納入場所 

 

表 1 納入場所一覧 
環境 拠点名 住所 

本番環境 本局庁舎 札幌市中央区大通東 11 丁目 

災対環境 バックアップセンター 非公表（札幌市内） 

 



2 

４. 本調達の範囲 

 作業概要 

本調達の作業概要を以下に示す。なお、下記「構築」には本仕様書に記載する要件の実現に必要

となるOS、ミドルウェア、ソフトウェア、ドライバ、ファームウェアのインストール、アクティ

ベーション、導入時点における最新化、設定を含むものとする。 

 

（１） HWおよび SWの調達 

（２） Hyper-Vによる仮想化基盤の構築（Hyper-V クラスタ、Hyper-Vレプリカの設定等含む） 

（３） セキュリティシステムに関連する仮想サーバ群の構築、移行 

（４） 物理サーバとなる WSUSパッチ取得用サーバ、時刻同期サーバの構築、移行 

（５） 仮想化基盤上で稼働する各業務システムの移行支援、QA対応 

 

 概要図 

以下に更改後の本システムの概要図を示す。なお、本仕様書では構築対象を「仮想化基盤」「セ

キュリティシステム」「外部サーバ」の三つに分類し、表記する。 

なお、「図 2 災対環境概要図」に Hyper-V レプリカ対象を記載しているが、対象サーバの詳細に

ついては「別紙1 仮想サーバ一覧」を参照すること。 

 

 

図 1 本番環境概要図 
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図 2 災対環境概要図 

 

 

図 3 ネットワーク概要図 
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 作業工程 

本調達においては、以下の作業を実施すると共に指定されたドキュメント類を提出すること。 

各作業実施にあたり本局は受注者に対し現行システム構築時のドキュメントを提供するが、現況

との完全一致は保証されていない。必要であれば現在稼動しているシステム環境の調査を認める

が、稼働中のシステムに影響が出ないよう十分留意すること。（調査作業に起因する障害について

は、受注者の責任において対応するものとする） 

なお、いずれの提出ドキュメントについても、後工程等において修正の必要性が判明した場合に

は、適宜本局と協議のうえで修正すること。 

 

表 2作業工程および提出ドキュメント一覧 

作業工程 内容 提出ドキュメント 

プロジェクト管理 本調達に係るスケジュール、役割分担、進捗管

理、課題管理を行うこと。 

・プロジェクト管理計画書

(実施スケジュール及び 

役割分担及び実施体制図を

含む) 

・進捗管理表 

・課題管理表 

 

要件確認 本調達の作業要件の確認を行うこと。 ・要件確認書 

 

基本設計 要件確認を踏まえて、本調達の基本設計を行うこ

と。 

・基本設計書 

 

詳細設計 基本設計を踏まえて、本調達機器のパラメータ設

定などの詳細な設計を行うこと。 

・詳細設計書 

・パラメータシート 

 

移行設計 基本設計を踏まえて、現行システムからの切替方

針やデータ移行手順及び各業務システムの移行支

援方針にかかわる設計を行うこと。 

・移行設計書 

 

運用設計 基本設計を踏まえて、本調達機器の運用監視方法

や、必要な手順書の洗い出しなど、運用にかかわ

る設計を行うこと。 

・運用設計書 

 

試験設計 要件確認、基本設計、詳細設計、移行設計、運用

設計をもとに、必要な試験の設計・計画を行うこ

と。 

・試験計画書 

 

物品等納入対応 

・HW 納入対応 

・SW 納入対応 

・製品登録及び 

保守等登録手続き 

・廃材撤去 

HW及びSWの納入対応を行う。また、必要な保

守登録及び製品登録を行うこと。梱包材その他の

廃材については調達業者の責任で適切に処理を行

うこと。 

・納入物一覧表 

・ライセンス証書 

・保守等登録証書 

HW キッティング 本調達のHW（ラック含む）の設置を行うこと。分

電盤内ブレーカへの接続、配線作業を含めるこ

と。 

・ラック構成図 

・ネットワーク構成図 
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作業工程 内容 提出ドキュメント 

構築 

・仮想化基盤 

・セキュリティシステム 

・外部サーバ 

要件確認、基本設計、詳細設計をもとに、サーバ

の構築作業を行うこと。 

― 

仮想サーバ準備 

 

各業務システムおよびセキュリティシステムを導

入する仮想サーバの作成、および共通で導入され

るソフトウェアの設定を行うこと。 

― 

移行 

・セキュリティシステム 

移行計画書をもとに、セキュリティシステムの移

行を行うこと。 

― 

仮想化基盤機能試験 

セキュリティシステム機

能試験 

外部サーバ機能試験 

運用試験 

・起動／停止 

・通常時運用 

・障害時運用 

・手順書作成 

試験計画書をもとに、基本設計、詳細設計で定義

した機能が実装され、その運用が手順書により可

能であることを確認すること。試験の結果、設計

変更などの必要性が生じた場合は、本局と協議の

上、設定変更作業や設計書への反映を行うこと。 

・試験実施計画書 

・試験結果報告書 

・運用手順書 

受入検査 

・引継ぎ 

本調達の成果物を本局に提示し、構築したサーバ

インフラが本調達の目的、要件、要求に合致して

いるか検査をうけること。また、本局および本局

が委託している運用監視業者に対して引き継ぎを

行うこと。 

・引継書 

・保守体制一覧表 

 

技術 QA 

・運用支援 

・インシデント管理 

本局において運用保守をおこなう中で発生した

QA及びインシデントについて対応を行うこと。

また、QAやインシデントの管理をおこない、定

期的に報告すること。 

・インシデント管理表 

業務システム移行支援 業務システムが移行に係る設計や試験をする中で

発生したQA 及びインシデントについて対応を行

うこと。また、必要に応じて設定作業や立会いを

行うこと。 

 

 

 実施体制 

以下に実施体制を示す。 

 

図 4 実施体制 
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 役割分担 

以下に各担当と役割分担を示す。 

 

表 3役割分担 
◎：作業主体、●：支援、▽：承認 □：業務システム情報の提供（必要に応じて） 

作業項目 次期業務統合 

サーバ更改業者 

財務課 主管課 各業務システム 

担当業者 

プロジェクト管理 ◎    

要件確認 ◎ ▽ ▽ □ 

基本設計 ◎ ▽  □ 

詳細設計 ◎ ▽ 一部▽ □ 

移行設計 ◎ ▽ 一部▽ □ 

運用設計 ◎ ▽ 一部▽ □ 

試験設計 ◎ ▽ 一部▽ □ 

HW キッティング ◎ ▽   

物品等納入対応 ◎ ●   

構築 ◎ ▽ 一部▽  

仮想サーバ準備 ◎ ▽ 一部▽ □ 

移行 ◎ ▽ 一部▽ □ 

基盤試験 ◎ ▽ 一部▽  

運用試験 ◎ ▽ 一部▽  

受入検査 ドキュメント提供

及び支援 

◎   

技術 QA ◎    

業務システム移行 ● ● ▽ ◎ 

※詳細な作業分担や手法については別途協議の上、調整を行うものとする 
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 想定スケジュール 

以下に本調達の想定スケジュールを示す。 

 

 

図 5 想定スケジュール 

 

（１） 顧客管理システム更改作業が開始となる 2021 年 9月末までに仮想化基盤に係る構築および

基盤試験を行うこと。 

（２） 各業務システム構築開始までに仮想サーバ準備を行うこと。詳細については「７.６仮想サ

ーバ準備における要件」に示す。 

（３） 全業務システムの移行が完了する 2022 年 9月末まで技術 QAおよび移行支援体制を維持でき

ること。（2022年度分の移行支援業務は本調達とは別に契約を行うことを予定している） 

（４） 詳細なスケジュールについては別途協議の上、調整を行うものとする。 

2021年度 2022年度

４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

公告入札 本業務納品期限

・機器調達
・要件確認
・基本設計
・詳細設計
・移行設計
・運用設計
・HWキッティング
・物品等納入対応
・構築(仮想化基盤)
・基盤試験
(仮想化基盤)

・構築
(セキュリティシステム)
(その他)
・移行
・基盤試験
(セキュリティシステム)
(その他)
・運用試験

・技術QA
・業務システム
移行支援

・顧客管理システム
更改

・給配水管管理システム移行

・ユーザ管理
システム移行

・水質情報管
理システム
更改

・給水装置工事情報システム移行

・技術QA
・業務システム移行支援

各業務の作業開始前に、
対象となる仮想マシンの作成
を完了させること。

本業務作業凡例: 各業務システム担当業者作業 別途契約作業

・仮想マシン準備
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５. 調達実施までの留意点（入札事前評価について） 

入札希望者は、下表の事前提出書類（様式指定）を作成し、受付締切日（令和 3年 5月 21 日）まで

に本局へ提出し、事前審査を受けた上で入札すること。特に、納入する HW 及び SW については、本局

からの承認を事前に得ること。なお、審査に関しては、別途対面でのヒアリングを実施する場合もあ

ることから、事前審査実施期間においては、本局より招集依頼があった場合、速やかに対応できるよ

う体制を整えておくこと。 

 

 

 

書類 受付期限 提出方法 様式 部数 

質問票 令和３年５月 14日 入札説明書指定の方法 様式ア 1 

（事前審

査書類） 

提案書 令和３年５月 21日 入札説明書指定の方法 様式イ 2 

納品物一覧表 令和３年５月 21日 入札説明書指定の方法 様式ウ 2 

仕様書適合表 令和３年５月 21日 入札説明書指定の方法 様式エ 2 
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６. 納品仕様 

本調達においては、HWリソースの効率利用、システム障害に対する信頼性向上、及びサーバの

一元管理を目的に、サーバ仮想化技術を採用する。ただし、SW 等の仕様上、仮想化が適当でない

場合は、この限りではない。 

 

 留意点 

（１） 中古品は不可とする。 

（２） 6年以上のメーカ保証が対応可能となる製品を選定すること。 

（３） 2027 年 12月 31日までの保守を調達の範囲に含める留意すること。 

（４） 特に断りのない限り、複数台の機器に対する要件は、1台あたりにそれぞれ備えるべき要件

を示したものである。 

（５） 特に断りのない限り、項目で複数台を指定しているものは、各項目にそれぞれ同一の構成か

つ同一の機器類を提供すること。 
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 HW 要件 

 本番環境 

（１） 仮想化基盤サーバ 

（ア） 機器上で仮想サーバを複数稼働させることを目的に本機器を導入する。 

  

（イ） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

  

表 4 仮想化基盤サーバ要件(本局) 
分類 必要条件（数量以外は 1台辺りに求める要件を示す） 

数量 9台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 1U 以内であること。 

CPU Intel Xeon-Gold 5218R 2.1GHz または同等以上の性能であること。 

 1個あたり 20コア以上であること 

 2個搭載すること。 

メモリ 128GB以上のメモリを有すること。 

ECC Registered DIMM（RDIMM）であること。 

メモリは特定のスロットやチャネルに負荷がかかるようなアンバランス構成を避

け、メーカ推奨の配置となるよう枚数を検討すること。 

ディスク SSD を RAID1で構成し、240GB 以上の実効容量を持つこと。 

 ハードウェアRAID とすること。 

 RAID コントローラには2GB以上のキャッシュを備えること。 

電源 電源装置が二重化されていること。 

 電源供給を 2系統とし、片系統の電源が喪失しても稼働可能な構成であること。 

 200V に対応していること。 

管理機能 専用の管理ネットワークポートを有すること。 

 リモートから電源制御が行えること。 

 リモートからHWの状態確認を行えること。 

 管理モジュールは ICMP（ping）死活監視に対応していること。 

I/O 4ch 以上の 1GbE ポートを持つこと。 

 2ch 以上の 10GbEポートを持つこと。 

 2ch 以上の 32GbpsFCポートを持つこと。 

その他 Hyper-Vによる仮想化に対応していること。 

 ハードウェアメーカーからテスト済ファームウェア等の更新パッケージが提供さ

れていること。 
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（２） ストレージ装置 

（ア） 仮想サーバの仮想ディスク用ファイルや業務システムを円滑に動作させるために必要な

ストレージ領域を提供することを目的に本機器を導入する。 

（イ） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 5 ストレージ装置要件(本局) 
分類 必要条件 

数量 1台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 4U 以内であること。 

電源 電源装置が二重化されていること。 

 電源供給を 2 系統とし、片系統の電源が喪失しても稼働可能な構成であること。 

 200V に対応していること。 

制御機構 2 台以上のコントローラを搭載し、冗長構成(active-active)であること。 

 コントローラ1 台あたり 128GB 以上のキャッシュメモリを搭載していること。 

 シンプロビジョニングが実現可能であること。 

 論理ボリュームのレプリカまたはスナップショットを作成する機能を有するこ

と。 

ディスク SSD を RAID6で構成し、実効容量を40TB以上とすること。 

 ハードウェアRAID とすること。 

 ホットスペアディスク(または相当する領域)1式以上を搭載すること。 

I/O コントローラ1 台あたり 4ch以上の 32GbpsFCポートを持つこと。 

管理機能 管理用ネットワークポートを有し、リモートから管理を行えること。 

 サーバからのコマンドラインによる操作や制御を行えること。 

その他 システム無停止でコントローラのファームウェアアップデートができる仕様であ

ること（コントローラ１台での稼働継続を含む）。 
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（３） サーバスイッチ 

（ア） 仮想化基盤サーバと水道局ネットワークを接続するために本機器を導入する。 

（イ） 接続に用いるケーブルも含むものとし、接続長にあわせた適切なものを用意すること。 

（ウ） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 6 サーバスイッチ要件(本局) 
分類 必要条件（数量以外は 1台辺りに求める要件を示す） 

数量 2台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 1U 以内であること。 

電源 電源装置が二重化されていること。 

 電源供給を 2 系統とし、片系統の電源が喪失しても稼働可能な構成であること。 

 200V に対応していること。 

I/O 10GbE及び 1GbEに対応するインターフェースを 48ポート以上有し、本調達の仮

想化基盤サーバ、ストレージ装置、UPS 等の機器が全て接続可能であること。 

 仮想化基盤サーバと 10GbE で接続可能であること。 

その他 VLAN(IEEE802.1Q含む)が設定可能であること。 

 上層に存在する業務 NW、水質 NW、管理用バック NWの L3スイッチ又はルーター

に対し、リンクアグリケーション(IEEE802.3ad 含む)でスタックを跨いだ２ポー

トずつ接続可能であること。 

 ループ検知機能を有すること。 

 2台のスタック構成とすること。なお、スタック用のインターフェースは 40Gbps

以上の通信速度を確保すること。 

 

（４） FCスイッチ 

（ア） 仮想化基盤サーバとストレージ装置及びバックアップ装置を接続するために本機器を導

入する。 

（イ） 接続に用いるケーブルも含むものとし、ケーブルは接続長にあわせた適切なものを選択

すること。 

（ウ） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 7 FC スイッチ要件(本局) 
分類 必要条件（数量以外は 1台辺りに求める要件を示す） 

数量 2台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 1U 以内であること。 

電源 電源装置が二重化されていること。 

 電源供給を 2 系統とし、片系統の電源が喪失しても稼働可能な構成であること。 

 200V に対応していること。 

I/O 32Gbps 以上の FC ポートを全体で 24個以上有し、本調達の仮想化基盤サーバ及

びストレージのFCを全て接続可能であること。 

 仮想化基盤サーバ及びストレージとは32Gbps 以上で接続すること。 

 冗長構成となるよう設定及び配線を行い、1台に障害が発生しても全ての仮想化

基盤サーバ及びストレージが通信可能であること。 
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（５） UPS 

（ア） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 8 UPS要件(本局) 
分類 必要条件 

数量 必要台数 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであるこ

と。 

接続機器 本番環境システム全体 

連動シャットダウン 接続機器に対し、指定の順序で各機器を連動シャットダウン可能である

こと。 

入出力 入出力は 100V、200Vのいずれも可とする。ただし、搭載機器の電源仕様

に留意し、電源の安定供給に必要な機能をすべて備えること。また、

100V 出力とする場合、当然に接続機器は 100V入力に対応していること。 

 常時インバータ給電方式であること。 

バッテリ容量 停電時は施設の非常用電源に切り替わるまで最大 10分間、接続機器に給

電できる容量を備えること。 

 10 分経過後、非常用電源に切り替わらなかった場合は連動シャットダウ

ンを開始し、機器が安全に停止するまでの給電ができる容量を備えるこ

と。 

管理機能 管理用ネットワークポートを有し、リモートから管理を行えること。 

 

（イ） 分電盤内ブレーカへの接続、配線作業（ケーブルラック経由）も本調達に含めること。 

なお、UPS構成により分電盤内ブレーカの変更が必要となる場合、当該変更作業は本調達

に含めないが、現行の分電盤構成は「別紙 2 電源接続状況」のとおりであるため、構成

変更が必要となる場合は、提案書（事前審査書類）に明記するとともに、受注後はすみや

かに当局に詳細の内容を説明すること。 
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（６） バックアップ装置 

（ア） 本システムのバックアップデータをストレージ装置とは独立した筐体に保存するため、

本機器を導入する。 

（イ） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 9 バックアップ装置要件(本局) 
分類 必要条件 

数量 1台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 9U 以内であること。 

電源 200V に対応していること。 

制御機構 「７.４.１０.（２）イメージバックアップ」の要件を実現可能な制御機構を有

すること。 

 バックアップSWから直接参照可能であること。 

ディスク RAID6で構成すること。 

 ハードウェアRAID とすること。 

 「６.２.１.（２）ストレージ装置」の容量に対し、「７.４.１０.（２）イメー

ジバックアップ」の要件を実現可能なスループット及び容量を確保すること。 

I/O 2ch 以上の 32GbpsFCポートを持つこと。 

管理機能 管理用ネットワークポートを有し、リモートから管理を行えること。 

 サーバからのコマンドラインによる操作や制御を行えること。 
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（７） パッチ取得用サーバ 

（ア） インターネットに接続し、WSUS パッチおよびウイルス対策パッチ等を取得するため、仮

想化基盤サーバとは物理的に分離されたサーバを導入する。 

（イ） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 10 パッチ取得用サーバ要件(本局) 
分類 必要条件 

数量 1台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 1U 以内であること。 

CPU Intel XeonS 4214R 2.4GHz または同等以上の性能であること。 

 12 コア以上であること 

メモリ 32GB 以上のメモリを有すること。 

 ECC Registered DIMM（RDIMM）であること。 

ディスク SAS HDD（10,000rpm以上）を RAID5 で構成し 3.5TB 以上の実効容量を持つこと。 

 ハードウェアRAID とすること。 

 RAID コントローラには2GB以上のキャッシュを備えること。 

電源 電源装置が二重化されていること。 

 電源供給を 2 系統とし、片系統の電源が喪失しても稼働可能な構成であること。 

 200V に対応していること。 

管理機能 専用の管理ネットワークポートを有すること。 

 リモートから電源制御が行えること。 

 リモートからHWの状態確認を行えること。 

I/O 4ch 以上の 1GbE ポートを持つこと。 

 

（８） ラック 

（ア） 下記条件を満たし本調達範囲の機器を収容できるラックを用意すること。 

（イ） 設置場所の耐荷重は、300kg/m2 で想定すること。 

（ウ） ラックの搬入及び設置も本調達に含めること。 

 

表 11 ラック要件(本局) 
分類 必要条件 

数量 2本以内 

形状 EIA 規格の 19インチラックであること。 

 42U ラックであること。 

耐震 

 

ラックは地震などで倒壊しないように固定すること。 

(ラックのスタビライザーを調達し、ボルト止めを行う等) 

設置場所はフリーアクセスフロアではないため、留意すること。 
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（９） KVM コンソール 

（ア） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 12 KVMコンソール要件(本局) 
分類 必要条件 

数量 1台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 収容時は 1U以内でラック内に収まること。 

機能 ラック内のサーバを操作可能なモニタ、キーボード等のコンソールユニットを備

えること。 

 操作するサーバを切り替える機能を有すること。 

 

（１０） パトライト 

（ア） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 13 パトライト要件(本局) 
分類 必要条件 

数量 1台 

機能 運用監視 SW と連携しシステムの異常を視覚的に判断可能なこと。 

その他 パトライトの色は 5 色以上であること。 

 

（１１） 時刻同期サーバ 

（ア） 本システムはインターネット接続が禁止されているため、時刻同期先として独自のタイ

ムサーバを調達すること。 

（イ） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 14 時刻同期サーバ要件(本局) 
分類 必要条件 

数量 1台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 収容時は 1U以内でラック内に収まること。 

機能 NTP サーバとして稼働すること。 

 屋内でも利用可能な FMを時刻ソースとして利用できること。 
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 災対環境 

（１） 仮想化基盤サーバ 

（ア） 機器上で仮想サーバを複数稼働させる目的に本機器を導入する。 

 

（イ） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 15 仮想化基盤サーバ要件(災対) 
分類 必要条件（数量以外は 1台辺りに求める要件を示す） 

数量 6台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 1U 以内であること。 

CPU Intel Xeon-Gold 5218R 2.1GHz または同等以上の性能であること。 

 1個あたり 20コア以上であること。 

 2個搭載すること。 

メモリ 128GB以上のメモリを有すること。 

ECC Registered DIMM（RDIMM）であること。 

メモリは特定のスロットやチャネルに負荷がかかるようなアンバランス構成を避

け、メーカ推奨の配置となるよう枚数を検討すること。 

ディスク SSD を RAID1で構成し、240GB 以上の実効容量を持つこと。 

 ハードウェアRAID とすること。 

 RAID コントローラには2GB以上のキャッシュを備えること。 

電源 電源装置が二重化されていること。 

 電源供給を 2 系統とし、片系統の電源が喪失しても稼働可能な構成であること。 

 200V に対応していること。 

管理機能 専用の管理ネットワークポートを有すること。 

 リモートから電源制御が行えること。 

 リモートからHWの状態確認を行えること。 

 管理モジュールは ICMP（ping）死活監視に対応していること。 

 リモートからコンソール操作を行えること。なお、別途 SWの追加ライセンス等

を要する場合はこれを含めて調達すること。 

I/O 4ch 以上の 1GbE ポートを持つこと。 

 2ch 以上の 10GbEポートを持つこと。 

 2ch 以上の 32GbpsFCポートを持つこと。 

その他 Hyper-Vによる仮想化に対応していること。 

 ハードウェアメーカーからテスト済ファームウェア等の更新パッケージが提供さ

れていること。 
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（２） ストレージ装置 

（ア） 仮想サーバの仮想ディスク用ファイルや業務システムを円滑に動作させるために必要な

ストレージ領域を提供することを目的に本機器を導入する。 

（イ） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 16 ストレージ装置要件(災対) 
分類 必要条件 

数量 1台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 4U 以内であること。 

電源 電源装置が二重化されていること。 

 電源供給を 2 系統とし、片系統の電源が喪失しても稼働可能な構成であること。 

 200V に対応していること。 

制御機構 2 台以上のコントローラを搭載し、冗長構成(active-active)であること。 

 コントローラ1 台あたり 128GB 以上のキャッシュメモリを搭載していること。 

 シンプロビジョニングが実現可能であること。 

 論理ボリュームのレプリカまたはスナップショットを作成する機能を有するこ

と。 

ディスク SAS HDD（10,000rpm以上）を RAID6 で構成し、実効容量を 24TB 以上とするこ

と。 

 ハードウェアRAID とすること。 

 ホットスペアディスク(または相当する領域)1式以上を搭載すること。 

I/O コントローラ1 台あたり 4ch以上の 32GbpsFCポートを持つこと。 

管理機能 管理用ネットワークポートを有し、リモートから管理を行えること。 

 サーバからのコマンドラインによる操作や制御を行えること。 

その他 システム無停止でコントローラのファームウェアアップデートができる仕様であ

ること（コントローラ１台での稼働継続を含む）。 
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（３） サーバスイッチ 

（ア） 仮想化基盤サーバと水道局ネットワークを接続するために本機器を導入する。 

（イ） 接続に用いるケーブルも含むものとし、接続長にあわせた適切なものを用意すること。 

（ウ） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 17 サーバスイッチ要件(災対) 
分類 必要条件（数量以外は 1台辺りに求める要件を示す） 

数量 2台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 1U 以内であること。 

電源 電源装置が二重化されていること。 

 電源供給を 2 系統とし、片系統の電源が喪失しても稼働可能な構成であること。 

 200V に対応していること。 

I/O 10GbE及び 1GbEに対応するインターフェースを 48ポート以上有し、本調達の仮

想化基盤サーバ、ストレージ装置、UPS 等の機器が全て接続可能であること。 

 仮想化基盤サーバと 10GbE で接続可能であること。 

その他 VLAN(IEEE802.1Q含む)が設定可能であること。 

 上層に存在する業務 NW、水質 NW、管理用バック NWの L3スイッチ又はルーター

に対し、リンクアグリケーション(IEEE802.3ad 含む)でスタックを跨いだ２ポー

トずつ接続可能であること。 

 ループ検知機能を有すること。 

 2台のスタック構成とすること。なお、スタック用のインターフェースは 40Gbps

以上の通信速度を確保すること。 

 

（４） FCスイッチ 

（ア） 仮想化基盤サーバとストレージ装置及びバックアップ装置を接続するために本機器を導

入する。 

（イ） 接続に用いるケーブルも含むものとし、ケーブルは接続長にあわせた適切なものを選択

すること。 

（ウ） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 18 FCスイッチ要件(災対) 
分類 必要条件（数量以外は 1台辺りに求める要件を示す） 

数量 2台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 1U 以内であること。 

電源 電源装置が二重化されていること。 

 電源供給を 2 系統とし、片系統の電源が喪失しても稼働可能な構成であること。 

 200V に対応していること。 

I/O 32Gbps 以上の FC ポートを全体で 24個以上有し、本調達の仮想化基盤サーバ及

びストレージのFCを全て接続可能であること。 

 仮想化基盤サーバ及びストレージとは32Gbps 以上で接続すること。 

 冗長構成となるよう設定及び配線を行い、1台に障害が発生しても全ての仮想化

基盤サーバ及びストレージが通信可能であること。 
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（５） UPS 

（ア） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 19 UPS要件(災対) 
分類 必要条件 

数量 必要台数 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであるこ

と。 

接続機器 本番環境システム全体 

連動シャットダウン 接続機器に対し、指定の順序で各機器を連動シャットダウン可能である

こと。 

入出力 入出力は 100V、200Vのいずれも可とする。ただし、搭載機器の電源仕様

に留意し、電源の安定供給に必要な機能をすべて備えること。また、

100V 出力とする場合、当然に接続機器は 100Vに対応していること。 

 常時インバータ給電方式であること。 

バッテリ容量 停電時は施設の非常用電源に切り替わるまで最大 20分間、接続機器に給

電できる容量を備えること。 

 20 分経過後、非常用電源に切り替わらなかった場合は連動シャットダウ

ンを開始し、機器が安全に停止するまでの給電ができる容量を備えるこ

と。 

管理機能 管理用ネットワークポートを有し、リモートから管理を行えること。 

 

（イ） 分電盤内ブレーカへの接続、配線作業（フリアク経由）も本調達に含めること。 

なお、UPS構成により分電盤内ブレーカの変更が必要となる場合、当該変更作業は本調達

に含めないが、現行の分電盤構成は「別紙 2 電源接続状況」のとおりであるため、構成変

更が必要となる場合は、提案書（事前審査書類）に明記するとともに、受注後はすみやか

に当局に詳細の内容を説明すること。 
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（６） バックアップ装置 

（ア） 本システムのバックアップデータをストレージ装置とは独立した筐体に保存するため、

本機器を導入する。 

（イ） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 20 バックアップ装置要件(災対) 
分類 必要条件 

数量 1台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 9U 以内であること。 

電源 200V に対応していること。 

制御機構 「７.４.１０.（２）イメージバックアップ」の要件を実現可能な制御機構を有

すること。 

 バックアップSWから直接参照可能であること。 

ディスク RAID6で構成すること。 

 ハードウェアRAID とすること。 

 「６.２.２.（２）ストレージ装置」の容量に対し、「７.４.１０.（２）イメー

ジバックアップ」の要件を実現可能なスループット及び容量を確保すること。 

I/O 2ch 以上の 32GbpsFCポートを持つこと。 

管理機能 管理用ネットワークポートを有し、リモートから管理を行えること。 

 サーバからのコマンドラインによる操作や制御を行えること。 

 

（７） ラック 

（ア） 設置場所の耐荷重は、次のとおり想定すること。なお、当該サーバ室内で重量物が設置

されている面積は３割程度と想定すること。 

a フリーアクセスフロア上の床面 

 300kgf/㎡ 

b フリーアクセスフロア下の床面（構造計算） 

・床版用          1000kgf/㎡ 

・大梁・柱・基礎用 700kgf/㎡ 

・地震用           450kgf/㎡ 

（イ） ラックの搬入及び設置も本調達に含めること。 

（ウ） 下記条件を満たし本調達範囲の機器を収容できるラックを用意すること。 

 

表 21 ラック要件(災対) 
分類 必要条件 

数量 1本。ただし、機器構成や耐荷重の問題により、1本に収めることが困難な場

合、2本とすることも許容する。 

形状 EIA 規格の 19インチラックであること。 

 42U ラックであること。 

耐震 ラックは地震などで倒壊しないように固定すること。 

設置場所はフリーアクセスフロアとなるため、必ず架台を用意すること。 
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（８） KVM コンソール 

（ア） 本機器に必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 22 KVMコンソール要件(災対) 
分類 必要条件 

数量 1台 

形状 EIA 規格の 19インチラックに搭載可能なラックマウントタイプであること。 

 収容時は 1U以内でラック内に収まること。 

機能 ラック内のサーバを操作可能なモニタ、キーボード等のコンソールユニットを備

えること。 

 操作するサーバを切り替える機能を有すること。 

 

 SW 要件 

（１） 共通事項 

（ア） システムメンテナンスのため、後述の SW及びライセンスを導入した仮想サーバに対して

不定期にライブマイグレーションを実施する可能性がある。この際、物理サーバ間の仮想

サーバ移動を伴うため、本運用が許容される適正なライセンスを調達すること。 

（イ） 本番環境、災対環境間で Hyper-Vレプリカを行うことを想定している。Active-Standby

構成となるが、同一の仮想サーバが異なる物理サーバ上に二重に存在することとなるた

め、本運用が許容される適正なライセンスを調達すること。 

（ウ） 本仕様書に定義する機能の実現のため、（２）以降に示す SW及び本局が別途調達するこ

とを明記している SW以外の有償 SWを追加導入する場合は、受注者の負担において調達す

ること。ただし、（２）以降に示す SWに付属する機能やオープンソース SW等の活用を優

先して検討し、原則としては（２）以降に示す SW以外の有償ソフトウェアを使用しない

ように努めること。 

 

（２） 仮想化基盤 OS 

（ア） 仮想化基盤サーバ全台に導入可能な Windows Server 2019 の Hyper-Vライセンスである

こと。 

（イ） 本局が利用可能な公共機関向けライセンスプログラムでの調達を行うこと。 

（ウ） 本調達実施時における最新バージョンでの提供であること。 

（エ） 詳細条件を以下に示す。 

 

表 23 仮想化基盤 OS要件 
分類 必要条件 

数量 本仕様書に記載の機能を実現するために、必要なライセンス数であること。 

 将来の拡張性も考慮し、仮想化基盤サーバ上でWindows Server 2016及び 2019

を無制限に利用可能なライセンスであること。 

 参考までに導入時点で利用する仮想サーバの OS種別を「別紙 1 仮想サーバ一

覧」に示す。 

導入対象 仮想化基盤サーバ（本番環境、災対環境）、及び仮想サーバ全台 

 

（３） パッチ取得用サーバ OS 

（ア） パッチ取得用サーバに導入可能な Windows Server 2019 Standardライセンスであるこ
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と。 

（イ） 本局が利用可能な公共機関向けライセンスプログラムでの調達を行うこと。 

（ウ） 本調達実施時における最新バージョンでの提供であること。 

（エ） 詳細条件を以下に示す。 

 

表 24 仮想化基盤 OS要件 
分類 必要条件 

数量 本仕様書に記載の機能を実現するために、必要なライセンス数であること。 

パッチ取得サーバ上で Hyper-V を利用可能なライセンスであること。 

 Hyper-Vホストマシン上で Windows Server 2019 のゲストマシンを 2台まで利用

可能なライセンスであること。なお、Hyper-Vホストマシンは「Hyper-Vの実

行」および「OSを管理するためのソフトウェア導入」以外の用途では用いない前

提とする。 

導入対象 パッチ取得用サーバ（本番環境） 

 

（４） 仮想化システム管理 SW 

（ア） 導入が必要なソフトは「Microsoft System Center」とする。 

（イ） 仮想サーバの管理及びバックアップを目的として本 SW を導入する。 

 なお、バックアップについては、本ソフトウェア以外のバックアップソフトを提案・導入

することも可とするが、本仕様書に規定するバックアップ要件・運用要件を満たせることに

ついて、提案書内において明確に根拠を提示することとし、当局担当者（一般事務職員）に

おいて運用・保守を行うに十分な手順書を必ず作成すること。 

（ウ） 本局が利用可能な公共機関向けライセンスプログラムでの調達を行うこと。 

（エ） 本調達実施時における最新バージョンのライセンスで手配すること。 

 

表 25 仮想化システム管理SW要件 
分類 必要条件 

種類 Microsoft Sytem Center の内、以下の機能が利用可能であること。 

・System Center Virtual Machine Manager 

・System Center Data Protection Manager（他ソフトウェアの導入を提案する

場合にあっては前記（イ）のとおり。） 

同一サーバーファーム内における無制限のライセンスモビリティ、災対環境への

レプリケーション（障害復旧目的のコールドバックアップ）に必要となる 2年分

の SA(ソフトウェアアシュアランス)を含むこと。 

※３年目以降のＳＡは別途で更新調達していく。 

数量 本仕様書に記載の機能を実現するために、必要なライセンス数であること。 

導入対象 仮想化基盤サーバ（本番環境、災対環境） 

管理対象 本番環境、災対環境の全サーバ 

 

（５） 運用監視 SW 

（ア） サーバの監視を行う目的で本 SW を導入する。 

（イ） 本調達実施時における最新バージョンで手配すること。 

（ウ） 本 SWに必要な条件は以下の通りとする。 
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表 26 運用監視SW要件 
分類 必要条件 

数量 本仕様書に記載の機能を実現するために、必要なライセンス数であること。ま

た、今後の仮想サーバの追加を考慮したライセンス形態とすること。 

監視対象 仮想化基盤サーバ（本番環境、災対環境）、仮想サーバ全台、ストレージ装

置、バックアップ装置、UPS、サーバスイッチ及び FCスイッチ 

機能 次表に示す監視項目を実現できること。 

 異常を発見した場合に管理コンソール、メール及びパトライトにより、管理者

に通知する機能を有すること。 

 将来的なスペック評価のため、リソースの数値データを記録できる機能を有す

ること。 

 システムの異常が視覚的に判断できるよう、パトライトと連携可能なこと。 

エージェント 管理対象のサーバに、エージェントソフトウェアが必要な場合、これも含める

こと。 

 

表 27 監視項目一覧 
カテゴリ 監視項目 

稼働監視 ICMP（ping）死活監視 

 サービス死活監視 

 プロセス死活監視 

 ログ監視 

リソース監視 CPU 使用率監視 

 CPU 負荷監視 

 メモリ使用率監視 

 ファイルシステム利用率監視 

 ディスク使用率監視 

 ネットワーク使用率監視 
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（６） ジョブ管理 SW 

（ア） サーバのバッチ処理を管理する目的で本 SW を導入する。 

（イ） 本調達実施時における最新バージョンで手配すること。 

（ウ） 本 SWに必要な条件は以下の通りとする。 

 

表 28 ジョブ管理 SW要件 
分類 必要条件 

数量 本仕様書に記載の機能を実現するために、必要なライセンス数であること。ま

た、今後の仮想サーバの追加を考慮したライセンス形態とすること。 

管理対象 仮想化基盤サーバ（本番環境、災対環境）及び仮想サーバ全台 

機能 サーバで実行するタスクを管理し、予定に従い必要なバッチを実行することが

できること。 

 各ジョブの依存関係などを把握し、ジョブの実行結果によって処理の分岐が可

能な機能を有すること。 

 実行したジョブの稼働状況を監視し、異常を発見した場合に管理者に通知する

機能を有すること。 

 2 台以上の運用監視端末で、ジョブの実行状況を確認することができること。 

エージェント 管理対象のサーバに、エージェントソフトウェアが必要な場合、これも含める

こと。 

 

（７） Windows Server CAL 

（ア） 本局が利用可能な公共機関向けライセンスプログラムでの調達を行うこと。 

（イ） 本調達実施時における最新バージョンで手配すること。 

 

表 29 Windows Server CAL要件 
分類 必要条件 

種類 Windows Server 2019を利用可能なデバイスCALであること。 

数量 410 個 

 

（８） Windows Server RDS CAL 

（ア） 本局が利用可能な公共機関向けライセンスプログラムでの調達を行うこと。 

（イ） 本調達実施時における最新バージョンで手配すること。 

 

表 30 Windows Server RDS CAL 要件 
分類 必要条件 

種類 Windows Server 2019に対してリモートデスクトップ可能なデバイス CALであ

ること。 

数量 355 個 

 

（９） SQL Server 

（ア） 本局が利用可能な公共機関向けライセンスプログラムでの調達を行うこと。 

（イ） 本調達実施時における最新バージョンで手配すること。 

（ウ） 本 SW に必要な条件は以下の通りとする。 
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表 31 SQL Server要件 
分類 必要条件 

種類 Microsoft SQL Server Standard Edition が利用可能なライセンスであるこ

と。 

同一サーバーファーム内における無制限のライセンスモビリティ、災対環境へ

のレプリケーション（障害復旧目的のコールドバックアップ）に必要となる２

年分のSA(ソフトウェアアシュアランス)を含むこと。 

※３年目以降のSAは別途で更新調達していく。 

数量 給配水管管理システム分はコアラインセンスでの調達とし、計 16コアを確保す

ること。 

水質情報管理システム分はサーバ CALライセンスでの調達とし、1サーバライ

センス＋43デバイス CALを確保する事。 

セキュリティシステムで使用する数量は調達業者にて検討の上、必要な場合は

本調達の範囲内で調達すること。（ただし、極力有償の DBソフトは使用しない

よう努めること。） 
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７. 構築作業について 

 共通事項 

（１） システム環境について 

（ア） システム環境は、本番環境と災対環境の 2区画を構築すること。 

（イ） 本番環境と災対環境間の接続は、既存 WAN回線(光専用線 1Gワランティ)を使用するこ

と。 

（２） 移行が必要なものについては、業務への影響がないように行うこと。 

（３） 既存のネットワークとの接続を行う際に必要であれば、本局のネットワーク機器及び拠点

(25拠点：全て札幌市内)の既存のセキュリティルータ機器の設定変更を行うこと。 

（４） 提出する手順書については、少なくとも以下の内容を含むものを納めること。 

 

表 32 納入手順書一覧 
運用手順書 内容 

機器起動／停止手順書 HW 及び SW 単体レベルでの起動及び停止手順 

目視確認項目書 HW が正常稼動しているかどうか目視確認するための手順 

パスワード変更手順書 HW 及び SW 単体での管理者アカウントのパスワード変更

手順 

システム全体起動／停止手順書 本調達の範囲におけるシステム全体起動及び停止手順 

仮想化基盤サーバ管理マニュアル ログの確認、管理コンソールへのログイン方法など 

ストレージ管理マニュアル ログの確認、管理コンソールへのログイン方法など 

ネットワーク機器管理マニュアル ログの確認、管理コンソールへのログイン方法など 

バックアップ・リストア手順書 サーバのバックアップ、リストアに関する手順 

本番環境、災対環境の切替、切り戻しに関する手順 

（Hyper-Vレプリカの操作を含む） 

仮想化基盤 SW 管理マニュアル 以下の内容を網羅した管理マニュアル 

・仮想サーバの起動・停止 

・物理サーバの起動・停止 

・仮想化基盤管理サーバの起動・停止 

・ライブマイグレーション 

・チェックポイント管理 

・業務システム担当者への権限付与 

仮想化基盤 SW 利用マニュアル 

（業務システム担当者向け） 

 

業務システム担当者に対して、管理対象の仮想サーバに

限り以下の権限を付与する。本作業の利用手順を示す。 

・仮想サーバの起動・停止 

・チェックポイント管理 

アカウント管理簿 仮想化基盤及びセキュリティシステムのユーザ ID、パス

ワードを一元管理可能な管理簿を作成し、導入時点の情

報を記載すること。また、パスワード変更手順書に本管

理簿の更新手順も示すこと。 

システム監視手順書 

 

監視状況の確認、異常検出時の判断基準・調査方法、一

般的な対応手順、監視項目やパラメータの変更手順を示

すこと。 
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運用手順書 内容 

電源管理操作手順書 

 

電源状況の確認、自動シャットダウンスケジュールの変

更、自動シャットダウン対象機器の変更手順を示す事。 

 

 HW キッティングにおける要件 

（１） HWのキッティング／据付や LANおよび電源の分電盤内ブレーカへの配線及び接続など、サー

バの稼働に必要な作業について漏れなく実施すること。 

（２） 作業にあたっては現地調査及び本局との協議を十分に行い、配置や電源等の環境を考慮した

状態で実施すること。 

（３） 各種ケーブルや緩衝材、固定器具等が必要となった場合には本調達の範囲内で対応するこ

と。 

（４） サーバ室内のラック外配線は原則ケーブルラックおよびフリーアクセスフロアを用いるこ

と。 

 

 構築(仮想化基盤)における要件 

（１） 「４.２概要図」および「別紙 1 仮想サーバ一覧」を参考に Hyper-V を用いた仮想化基盤構築

を行うこと。 

なお、仮想サーバの作成にあっては、「７.６仮想サーバ準備における要件」の記載に準拠する

こと。 

（２） 本局、災対それぞれの環境について、仮想化基盤サーバは Hyper-V クラスタとして構成する

こと。 

構成にあっては、本局、災対環境の双方において、仮想化基盤サーバに障害が発生した際に

は障害ノードに配置された仮想サーバが自動かつすみやかに正常ノード上にフェイルオーバ

ーする方針とすること。 

（３） Hyper-V ライブマイグレーションが可能な構成とすること。 

なお、仮想化基盤サーバにおいて、ライブマイグレーション、ハートビートに使用する NIC

は他の通信用 NICとは分離すること。また、10GbE のポートを使用する設計とすること。 

（４） 本局、災対環境の双方において、仮想化基盤サーバのうち１台は、障害発生時に仮想サーバの

フェイルオーバー先を確実に確保すること等を目的としているため、平時は仮想サーバを一切

配置しないこと。 

また、本局にあっては、さらにもう１台（計２台）が同時故障した場合でも、ハイパースレッ

ディング及び動的メモリの考慮なしに全サーバが稼働継続できる設計とすること。なお、想定

外のオーバーコミットに備える主旨でハイパースレッディング及び動的メモリを有効化する

ことは可とするが、これを前提とした配置は行わず、特に動的メモリについては性能への影響

を極力排除するよう、必要最低限に留める方針とすること。 
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 構築・移行(セキュリティシステム)における要件 

 共通事項 

（１） 以下の要件に沿ってセキュリティシステムで用いる仮想サーバ群の構築および移行を行うこ

と。 

（２） 特に指示が無い限り、サーバ OSは「Windows Server 2019」を導入すること。 

 

 AD サーバ(本局、災対) 

（１） ActiveDirectory 

（ア） 既に現行サーバにおいて ActiveDirectoryを運用中であるため、既存のフォレスト、ド

メイン、機能、資格情報、認証情報を維持するように構築すること。 

（イ） 以下に示す Active Directory サーバ 3台を新サーバ上に構築し、現行システムのActive 

Directoryサーバ（現行サーバ上で同様に３台がWindows Server 2012 R2で構築されてい

る）の設定、機能を移行すること。 

  

表 33 ADサーバ一覧 
サーバ名 区分 役割 

AD サーバ#1 本番環境 操作マスター 

AD サーバ#2 本番環境 メンバ 

AD サーバ#3 災対環境 メンバ 

 

（ウ） OS 更新に合わせて Active Directory のフォレストおよびドメインの機能レベルは

「Windows Server 2012 R2」から「Windows Server 2016」に変更すること。 

（エ） 新規に構築する ActiveDirectoryサーバについては、最終的に、既存の ActiveDirectory

サーバと同一のホスト名及び IPアドレスを使用するよう移行を行うこと。 

（オ） 必要に応じて、既存のサイト構成やレプリケーションの間隔等について、新環境におい

て最適な設計となるように見直すこと。 

 

（２） DNS 

（ア） DNS サーバを構築し、現行システムの DNSサーバの設定を移行すること。 

（イ） 本調達にあたり、DNSレコード等の修正が必要となる場合は実施すること。また、本契約

期間内で業務システム担当者から変更依頼を受けた場合は対応すること。 
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 ウイルス対策サーバ(本局) 

（１） TrendMicro ApexOne 

（ア） 別途調達されるライセンスを用いて「TrendMicro ApexOne」を導入すること。 

（イ） 用途別に以下に示す 4台のウイルス対策サーバを構築すること。 

 

表 34 ウイルス対策サーバ一覧 
サーバ名 区分 情報漏洩 

防止対策 

オプション 

用途  

ウイルス対策サーバ#1 本番環境 要 通常端末向けのパターンファイ

ル配信を行う。 

ウイルス対策サーバ#2 本番環境 要 ウイルス対策サーバ#1の事前検

証に用いる。 

ウイルス対策サーバ#3 本番環境 不要 特殊端末及びサーバ向けのパタ

ーンファイル配信を行う。 

ウイルス対策サーバ#4 本番環境 不要 ウイルス対策サーバ#3の事前検

証に用いる。 

 

（ウ） 現行システムでは「TrendMicro ウイルスバスターCorpXG」が利用されている。本調達に

て、「TrendMicro ウイルスバスターCorpXG」から「TrendMicro ApexOne」の切替・移行

に要する作業を行うこと。 

（エ） 「TrendMicro ApexOne」の構築にあたっては「SQL Server Express 2017」を用いてよ

い。 
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 ウイルス対策集約サーバ(本局) 

（１） TrendMicro Apex Central 

（ア） 別途調達されるライセンスを用いて「TrendMicro Apex Central」を導入すること。 

（イ） 本サーバを用いて以下のサーバへのパターンファイル配信を一括制御できるよう設定を

行うこと。 

（ウ） コンポーネントの更新について、本サーバはインターネットと通信が行えないため、後

述の「７.５.３ウイルス対策パッチ取得用サーバ(本局)」を用いて更新モジュールを作成

し、これを外部媒体経由で本サーバに移し、更新を行う方式とする。直接 TrendMicro 社

の ActiveUpdate を行う方式は不可となるため留意すること。 

 

表 35 管理対象ウイルス対策サーバ一覧 
サーバ名 詳細 

ウイルス対策サーバ#1 TrendMicro ApexOne 

本調達にて構築 

ウイルス対策サーバ#2 TrendMicro ApexOne 

本調達にて構築 

ウイルス対策サーバ#3 TrendMicro ApexOne 

本調達にて構築 

ウイルス対策サーバ#4 TrendMicro ApexOne 

本調達にて構築 

水質管理用ウイルス対策サーバ TrendMicro ウイルスバスターCorpXG 

業務システム(水質管理システム)にて移行 

スマホ検針用ウイルス対策サーバ TrendMicro ウイルスバスターCorpXG 

業務統合サーバとは異なる基盤で稼働。管理対象

外とはなるが、本サーバよりパターンファイル配

信のみ行う。 

 

（エ） 現行システムでは「TrendMicro Control Manager」が利用されている。本調達にて、

「TrendMicro Control Manager」から「TrendMicro Apex Central」の切替に要する作業

を行うこと。 

（オ） 「TrendMicro Apex Central」の構築にあたっては「SQL Server Express 2017」を用いて

よい。 

 

 認証局 兼 RDライセンスサーバ(本局) 

（１） 認証局（CA） 

（ア） 本サーバではICカード認証システム（業務統合サーバ管理外）が利用する認証局(CA)が

稼働している。次期システムへの認証局機能の移行を行うこと。なお、受注者には、前回

の CAサーバ移行時における移行手順書を別途提供するが、あくまで参考とするものであ

ることに留意すること。 

 

（２） RDライセンス管理 

（ア） 本サーバでは「Windows Server RDS CAL」のライセンス管理を実施している。本調達で

導入する「Windows Server RDS CAL」の管理機能を導入すること。 
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 認証局 兼 RDライセンスサーバ(災対) 

（１） 本サーバは「７.４.５認証局 兼 RDライセンスサーバ(本局)」の Hyper-V レプリカとして構

築し、平常時は稼働させずに待機状態とすること。 

 

 WSUS 配信サーバ(本局) 

（１） WSUS 

（ア） WindowsUpdateの配信制御を行う WSUS機能を導入し、現行システムの WSUS配信サーバ相

当の設定を行うこと。 

（イ） 本サーバはインターネットと通信が行えないため、後述の「７.５.２WSUSパッチ取得用

サーバ(本局)」が取得したパッチを可搬媒体経由で受け取り、端末、サーバへの配信を行

う運用となる。本運用を前提とした設定、構築を行うこと。以下に概要図を示す。 

 

 

図 6 WSUS方式概要図 

 

 ジョブ管理 兼 運用監視サーバ(本局) 

（１） ジョブ管理 

（ア） 「６.３（６）ジョブ管理 SW」に示す要件の SWを導入すること。 

（イ） 現行システムのジョブ管理サーバでは、仮想化基盤及びセキュリティシステムにおいて

スケジュール実行する処理の一元管理を目的として、「バックアップ」「ログ収集」「ADバ

ックアップ」処理をスケジュール実行している。必要に応じてこれらの設定を行うこと。 

 

（２） 運用監視 

（ア） 「６.３（５）運用監視 SW」に示す要件の SWを導入すること。 

（イ） 本調達で導入される機器及び仮想サーバの監視、通報の設定を行うこと。監視対象の機

器や管理モジュールに対し、どの項目の監視を行うかの詳細については、設計工程におい

て当局と協議して決定すること。 

（ウ） 監視コンソールを常時表示・操作するための監視端末（別途本局から提供する）の構築を

行うこと。 
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（３） ログ収集 

（ア） OSイベントログを収集すること。 

（イ） 収集したログは１年分を保管し、１年を過ぎた分は自動で削除すること。 

（ウ） 保管したログを検索する機能を提供すること。 
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 仮想化基盤管理サーバ(本局・災対) 

（１） 仮想化基盤管理 

（ア） 「６.３（４）仮想化システム管理 SW」に示すライセンスを元に「System Center 

Virtual Machine Manager」を導入すること。 

（イ） 各仮想サーバの一括管理が行えるよう構成すること。 

（ウ） 各業務システム管理者に対して、業務システムサーバに対する以下の操作権限を与えら

れるよう設定を行うこと。必ず、他の業務システムやセキュリティシステムの操作は行え

ないよう制限を行うこと。 

 

表 36 操作権限一覧 
付与する権限 

仮想サーバの起動、停止、シャットダウン 

チェックポイント 

コンソール接続 

 

（エ） 各業務システム保守業者等がコンソールを利用するための次の端末（別途本局から提供す

る）の構築を行うこと。 

・常設：給配水管管理システム専用 １台 
・常設：業務共用 ２台 
・臨時：移行時需要増への対応用 ２台（見込み） 

 

 バックアップサーバ(本局・災対) 

（１） 共通事項 

（ア） 「６.３（４）仮想化システム管理 SW」に示すライセンスを元に「System Center Data 

Protection Manager」を導入すること。 

 他のバックアップソフトを導入する場合も、本項及び「６.３（４）仮想化システム管理

SW」に記載の条件を満たすこと。 
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（２） イメージバックアップ 

（ア） 「System Center Data Protection Manager」を用いて、全ての仮想サーバのイメージバ

ックアップを自動的に取得できるよう構成すること。また、バックアップ対象には、仮想

化基盤サーバのOS領域のイメージバックアップも含めること 

（イ） イメージバックアップは日次取得とする。週に一回は必ずフルバックアップを行い、そ

の他は差分バックアップを用いてよい。 

（ウ） バックアップ失敗時のデータ損失を避けるため、フルバックアップを取得する際は直近

のフルバックアップデータへの上書きは行わないよう配慮すること。 

（エ） 以下に想定されるイメージバックアップ概要図を示す。なお、世代２の保管は必須では

なく、フルバックアップ失敗時の前回バックアップ消失への対策がなされていれば足り

る。 

（オ） パッチ取得サーバ（外部サーバ）については、WindowsServer バックアップを用いて、運

用作業により定期的に既存の外部記憶媒体等にバックアップを取得するため、自動バック

アップの構築は不要とする。 

 

 

図 7 イメージバックアップ概要図 

 

世代1

世代2

ストレージ装置

バックアップ装置

SAN経由で
バックアップ

フルバックアップ

フルバックアップ

差分バックアップ（一週間分）

差分バックアップ（一週間分）

バックアップ指示
リストア指示

世代管理

バックアップサーバ
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（３） データバックアップ 

（ア） 以下の要件に沿って、業務システムのバックアップデータを災対環境に保持するデータ

バックアップ機能を提供すること。 

（イ） 本番環境のバックアップサーバ上に各業務システムがバックアップデータを格納できる

共有フォルダを作成すること。 

（ウ） 災対環境のバックアップサーバ上にも共有フォルダを作成し、本番環境の共有フォルダ

との間で同期処理を行うこと。同期処理にあっては、拠点間ネットワークの負荷を最小化

するため、差分転送を行う機能を実現すること。同期の頻度については日次を最低限の要

件とし、差分転送の方式（拠点間ネットワークへの負荷）によってはリアルタイムでの同

期も可とする。 

なお、災対環境側の共有フォルダは読み取り専用とすること。 

（エ） 共有フォルダ上では Windows 機能である VSS（Volume Shadow Copy Service）を有効化す

ること。 

（オ） 以下に想定されるデータバックアップ概要図を示す。 

 

 

図 8 データバックアップ概要図 

 構築(外部サーバ)における要件 

 パッチ取得用サーバ(本局) 

（１） 「４.２概要図」および「別紙 1 仮想サーバ一覧」を参考に Hyper-Vを用いたパッチ取得用

サーバ構築を行うこと。 

（２） Hyper-V ホスト上に「７.５.２WSUS パッチ取得用サーバ(本局)」および「７.５.３ウイルス

対策パッチ取得用サーバ(本局)」をゲストマシンとして構築すること。なお、ゲストマシンの

サーバOSは「Windows Server 2019」を導入すること。 

 

 WSUS パッチ取得用サーバ(本局) 

（１） WSUS パッチ取得 

（ア） インターネットから WindowsUpdateをダウンロードし、格納する目的で用いる WSUS パッ

チ取得用サーバを構築すること。WSUS の全体構成は「７.４.７WSUS 配信サーバ」を参考

とすること。 

 

本局

災対

VSS

VSS

共有フォルダ

共有フォルダ（読取専用）

各業務システム

バックアップ
サーバ

各業務システムから
指定の共有フォルダへ
データバックアップを行う

世代バックアップ
（日次）

世代バックアップ
（日次）

バックアップ
サーバ
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 ウイルス対策パッチ取得用サーバ(本局) 

（１） ウイルス対策パッチ取得 

（ア） インターネットから更新モジュールをダウンロードし、格納する目的で用いるウイルス

対策パッチ取得用サーバ（TrendMicro Apex Central）を構築すること。ウイルス対策の全

体構成は「７.４.４ウイルス対策集約サーバ(本局)」を参考とすること。 

 

 時刻同期サーバ(本局) 

（１） 「６.２（１１）時刻同期サーバ」に示す機器を用いて、ネットワーク内の時刻同期を行う

NTPサーバを構築すること。 

（２） 時刻同期サーバを直接参照するサーバは「７.４.２ADサーバ(本局、災対)」のみとし、その

他のサーバは ADサーバを経由で時刻同期を行う構成とすること。 

 

 仮想サーバ準備における要件 

（１） 以下の要件に沿って、各仮想サーバの準備作業を行うこと。 

（２） 各業務システムおよびセキュリティシステムはそれぞれ作業開始時期が異なるため、「４.６

想定スケジュール」に沿って本局と期限を協議し、作業を進めること。 

（３） セキュリティシステムの仮想サーバ準備作業の内容については「７.４構築・移行(セキュリ

ティシステム)における要件」を元に検討すること。 

（４） 各業務システムの仮想サーバ準備作業については以下を本調達の作業範囲とする。個別作業

については必要とする業務システムの仮想サーバに対してのみ行うこととする。 

表 37 仮想サーバ準備作業一覧 
区分 作業項目 

全業務システム必須作業 仮想サーバの設定、リソース割り当て 

（想定リソースは「別紙1 仮想サーバ一覧」に記載） 

OS インストール・共通設定・ネットワーク設定 

ActiveDirectory ドメインへの参加 

ActiveDirectory グループポリシー設定 

ウイルス対策、監視等の必須ソフトウェアのインストール・設定 

仮想サーバのイメージバックアップ設定 

(７.４.１０.（２）に準拠) 

仮想サーバ操作権限の付与 

(７.４.９.（１）（ウ）に準拠） 

個別作業 本局～災対間のデータバックアップ用の共有フォルダ作成 

(７.４.１０.（３）に準拠) 

Hyper-V レプリカ設定 

（対象サーバは「別紙 1 仮想サーバ一覧」参照） 

DNS レコード設定 

仮想サーバのクローン作成 

※各業務システムの移行、構築にあたり要望を受けた際は対応す

ること。 

仮想サーバ構築の先行着手に係る検討 

※各業務システム担当者から自社環境での仮想サーバ構築の相談

を受けた際は適切な設定値の通知や本番環境への移設手順を示

し、支援を行うこと。 
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（５） 事前検討にて要望を受けた個別作業の例を以下に示すので参考とすること。ただし、実際に

必要とする作業は本局と協議の上、決定すること。 

 

表 38 仮想サーバ準備作業（各業務システム） 
業務システム名 個別作業内容 

ユーザ管理システム Hyper-Vレプリカ設定 

顧客管理システム 本局～災対間のデータバックアップ用の共有フォルダ作成 

Hyper-V レプリカ設定 

給水装置工事情報システム 本局～災対間のデータバックアップ用の共有フォルダ作成 

給配水管管理システム 仮想サーバのクローン作成 

水質情報管理システム Hyper-Vレプリカ設定 
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８. プロジェクト管理 

 プロジェクト管理体制 

受注者は、本局が想定するスキルや経験を持ったプロジェクトマネージャーを任命すること。ま

た、本調達を遂行するのに必要なスキルを持った SE 及び各メーカの協力体制をもって本調達業務

を遂行すること。 

 

（１） 本調達において想定する管理体制は以下のとおりである 

 

 

図 9 業務管理体制 

 

（２） 本調達期間における全作業において、当該管理体制で実施すること。なお、より具体的な実

施体制図について、「プロジェクト管理計画書」の中で明確化すること。 

（３） プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの進行管理を行うとともに、財務課及び業務シ

ステム主管課、業務システム担当業者との円滑なコミュニケーションに責任を持つこと。 

（４） 本調達では以下の会議体を開催すること。また、必要に応じて緊急会議を実施すること。 

 

表 39 会議体一覧 
会議体 出席者 

プロジェクト定例報告会 本件の受注者、財務課 

（必要に応じて出席：業務主管課） 

協議分科会 本件の受注者、財務課 

（必要に応じて出席：業務主管課、業務システム担当業者） 

 

（５） プロジェクトマネージャーは本局と以下の情報連携を行うこと。 

 

表 40 情報連携一覧 
情報連携内容 報告先 

業務実施上の課題 本件の受注者、財務課 

（必要に応じて出席：業務主管課） 

スケジュール等の進捗 本件の受注者、財務課 

（必要に応じて出席：業務主管課、業務システム担当業者） 

その他、緊急に解決しな

ければならないトラブル

等 

財務課 

（必要に応じて報告：業務主管課、業務システム担当業者） 

プロジェクトマネージャー

SE

ハードウェアメーカ ソフトウェアメーカ その他メーカ

《必要に応じて連携》
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（６） プロジェクトマネージャーに求めるスキルと経験 

（ア） PMP 資格を有していること。（あるいは相当となる公的資格を有していること） 

（イ） 本件と同規模の基盤構築に係る案件のプロジェクトマネージャー経験があること。 

※上記を証明するため、経歴・経験等を提案書に添えて提示すること。 

 

 調達完了基準 

本調達では、以下を完了の要件とする。なお、詳細要件については「プロジェクト管理計画書」

にて定義すること。 
（１） 「６．納品仕様」に示す HW及び SWが納入・設置・導入されていること。 

（２） 「４.３作業工程」に示すとおり作業工程毎の提出ドキュメントが漏れなく納入され、「４.５

役割分担」に示す承認を得ていること。後工程において修正が必要となった際には、これが反

映されていること。 

（３） 「９．保守体制」に示す保守体制及び窓口が提供されていること。 
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９. 保守体制 

 概要 

今回調達した製品に関する保守については、今回の調達に含むものとし、2027 年 12 月 31日ま

で以下の体制及び対応を継続すること。 

 

 

図 10 保守体制 

 

本局

障害・技術支援
問い合わせ

サポート窓口

協力体制 協力体制

製品メーカ（SW） 製品メーカ（HW）
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 保守要件 

以下の要件に沿ったメーカ保守を調達すること。なお、ここに記載される保守内容については6

年の間（2027 年 12月 31日まで）は追加費用が発生しないよう留意すること。 

 

表 41 保守要件一覧 
対象 対応・支援方法 対応時間 

HW 仮想化基盤サーバ 

ストレージ装置 

サーバスイッチ 

FC スイッチ 

UPS 

バックアップ装置 

WSUS パッチ取得用サー

バ 

・HW 障害に対するオンサイト対応 

・ファームウェアを有するものはファーム

ウェアに関する保守を含むこと 

・バッテリ保守も含むこと。 

（UPSの他、RAIDコントローラ等で使用す

るものも含む） 

・故障交換後のHDD等の記憶装置は返却不

要又はオンサイトでのデータ消去対応（証

明書付）とすること。 

24 時間 365 日 

(受付、オンサイ

ト対応) 

その他 ・修理対応 各社の営業時間、

業務、時間に準ず

る時間帯 

SW OS 

SQL Server 

・ 電話や Web サイトからの問い合わせ、

電子メールでの支援 

・ ソフトウェアアップデートモジュール

の提供 

・ ナレッジによる回答 

24 時間 365 日 

(受付および一時

切り分け) 

仮想化システム管理 SW 

運用監視 SW 

ジョブ管理 SW 

その他 SW 

・ 電話や Web サイトからの問い合わせ、

電子メールでの支援 

・ ソフトウェアアップデートモジュール

の提供 

・ ナレッジによる回答 

各社の営業時間、

業務時間に準ずる

時間帯 

 

１０. その他 

（１） 本調達の見積に必要となる経費については、本局では一切負担しないものとする。 

 

（２） 本仕様書に記載する粒度を超える詳細については、各工程において都度本局と協議のうえで

本局の指示に従い対応すること。本仕様書記載の解釈に齟齬が生じた場合は、都度本局と対

応を協議することとする。 

 

（３） 契約不適合の担保期間について 

  本調達の契約書に規定する契約不適合の担保期間について、構築作業（キッティング、設計、

移行を含む）の瑕疵による契約不適合については、その担保期間を「納入期限の１年以内に本

局から当該契約不適合を通知された場合」に限定することとする。 

  ただし、本局の検査時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らな

かった場合又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因する場合には、この限り

ではない。 
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（４） 再委託について 

  ＨＷ／ＳＷとその保守サービスの調達・納品に係るものを除き、作業の全部若しくは一部を

第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ本局に書面により申請し、

承諾を得た場合はこの限りではない。 

  書面申請にあっては、再委託先、再委託の範囲、目的を明記することとし、再委託先におい 

ても、（５）の記載に準じた対策がとられることが承認の最低条件となることに留意すること。 

 

（５） 情報資産等の取扱いについて 

（ア） 取扱者の限定等 

本局の情報資産（全ての電磁的データ及びそれを保管するもの。以下同様）を取扱うとき

は、取扱者を限定したうえで、取扱者について書面をもって本局に通知すること。情報資

産の取扱いを含む作業の再委託がある場合、再委託先の取扱者を含めて通知すること。 

また、取扱者からは、本局から預託された情報資産の適正な取扱いに関する誓約書を提出

させること。 

（イ） 情報資産の持出 

本調達で取扱う本局の情報資産を本局の許可なく持ち出さないこと。また、本調達の目的

以外に使用、複写、及び複製しないこと。 

（ウ） 調達終了後の取扱 

調達の終了にあたり、本局から預託された情報資産について返却又は適切に破棄を行い、

本局に書面により報告すること。 

（エ） 指導管理 

情報資産の取扱者に対しては、本仕様書の記載事項の順守について、適切な指導管理をす

ること。 

（オ） 秘密の保持 

受注者又は受注者の従業員は、本調達において知り得た次の情報について、他人に漏ら

してはならない。 

・本調達内で作成、又は本局より貸与された設計書、手順書等のドキュメントの内容 

・本局から預託された情報資産の内容と、これを処理、又は加工して得られた結果の内容 

・調達実施のために利用した本局のアカウント（ID）及びパスワード情報 

・その他、本局が一般に公開していない事項全般 

（カ） 事故対策等 

受注者は、納入期限までに調達が完了しないことが明らかになった場合は、直ちにその

旨を本局に報告し、本局の指示を受けること。不測の事故が発生し、当該調達が不可能に

なった場合も同様とする。 

（キ） 監査 

本局は、本仕様書の内容が順守されているかを確認するため、受注者に対して、受注者

の施設への立ち入りを含めた監査を行うことができるものとする。受注者は、本局から監

査実施の通知があったときは、これに応じること。  



44 

（６） その他の提出物 

  既出の提出ドキュメントのほか、下記について提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ※１ 10（５）（ア）による 

   ※２ №２，３，４は統合を可とする。 

   ※３ №１による 

   ※４ 10（５）による 

  ※５ 様式は受注者に提供する。 

 

１１. 連絡先 

札幌市水道局総務部財務課情報化推進担当係 幸田、加藤 TEL:011-211-7016 

 

以上 

 

№ 提出書類 提出時期 

1 情報資産の保護及び管理に関する覚書 契約時 

2 情報資産取扱者通知（※1,2） 情報資産を取扱うときまで 

3 データ保護責任者届出書（※2,3） 業務の着手まで 

4 データ授受責任者届出書（※2,3） 業務の着手まで 

5 入退室許可申請書（※5） 
本局の管理区域に入退室す

る場合、３営業日前まで 

6 機器持込許可申請書（※5） 

本局の管理区域に受注者の

情報機器を持ち込む場合、３

営業日前まで 

7 再委託承認願（※4） 
作業の一部を再委託する場

合（事前） 

8 情報資産の取扱状況報告書（※3） 調達完了時 


