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情報提供依頼書（ＲＦＩ）

平成３０年４月９日
我孫子市総務部文書情報管理課

―

目

次

―

1 目的 ・・・ ・・ ・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ 1
2 現状と課 題 ・・ ・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ 1
2.1 現状の機 器構成 の 概要
2.2 リプレー スにお け る課題
2.2.1 Oracle の価格高騰と クラ スタ分 割
2.2.2 ネットワー クの 分離
2.2.3 多数のセグ メン ト管理
2.2.4 新たな技術 によ る将来 への 期待
2.2.5 省スペース 化
3 調達概要 ・ ・・ ・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ 3
3.1 調達範囲
3.2 調達方法 及びス ケ ジュー ル （ 案）
3.3 機器調達 にかる 要 件
3.3.1 収容する仮 想マ シンの 数
3.3.2 ハードウェ ア要 件
3.3.3 ソフトウェ ア要 件
3.3.4 バックアッ プ要 件
3.3.5 システム要 件
3.4 保守業務 委託の 要 件
3.5 移行要件
3.6 担当者説 明・教 育 の実施
4 依頼内容 ・ ・・ ・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ 6
4.1 複数の構 成コン セ プト
4.2 概算見積
4.3 構成概要
4.4 従来型仮 想イン フ ラとＨ ＣＩ 等の最 新イ ンフラ の比 較
5 情報等の 取扱 い ・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ 7
6 資料の提 出方 法等 ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ 7
6.1 資料の形 式
6.2 提出期限
7 本ＲＦＩ に関 する質 問及び 回答 ・ ・・ ・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ 8
7.1 質問方法
7.2 質問受付 期間
8 資料の提 出先 ・ ・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ 8

1 目的
本市では、平成２６年 ７月に導入した仮想基 盤の老朽化対策および 仮想サーバ
の更なる集約化への対 応のため、平成３２年 ３月までに仮想基盤の 更新を行いま
す。そのために、新し い技術 及びコスト、実 現方法など の調査・検 討を進めてい
ます。
本情報提供依頼は、こ れらの調査・検討を進 めるにあたり、次 期仮 想基盤 に求
める機能、当該機能を 実現させるための方法 、コスト評価等につい て、事業者な
どから広く意見を収集 し、今後実施を予定し ている調達仕様作成の 際に参考情報
として活用させていた だくため、積極的な情 報提供を求めるもので す。
2 現状と課 題
2.1 現状の機 器構成 の 概要
①ESXi３台
CPU

Xeon E5-2630v2(6 コア 2.60GHz)×2 個

メモリ

8GB×10 枚

HDD

300GB SAS(15000rpm)×3 個(RAID1+HotSpare)

②バックアップサーバ １台
CPU

Xeon E5-2609v2(4 コア 2.50GHz)×2 個

メモリ

4GB×2 枚

HDD

300GB SAS(15000rpm)×3 個(RAID1+HotSpare)

③ストレージ
HDD

838.36GB SAS×12 台(RAID-DP)

④その他関連機器
スイッチ

32 ポート×2 台(冗長 構成 )
24 ポート×1 台

RDX

1TB×8 個(オートロー ダー )

UPS

3kva×1 台・1kva×1 台

⑤ライセンス
VMware

vSphere5 Essentials Plus kit

Windows

WindowsServer2012R2 DC（３ライセンス）

Oracle

Standard Edition One（６ライセンス）

SQLserver

MS SQLserver2012 Standard server （２ライ センス）

SQLserver

MS SQLserver2012 Standard DeviceCAL （２１ライセンス）

⑥ネットワークセグメ ント
管理系セグメント

192.168.***.***（１種類）

業務系セグメント

172.***.***.***（１種類）
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⑦使用状況
リソース
仮想マシン数

－

使用済み
Windows

25 台・Linux

3 台・計 26 台

CPU コア数

93.56GHz/36 コア

MAX5.5GHz/53 コア（割り当て）

メモリ

239.72GB

138.46GB

ストレージ

5.33TB

2.51TB

※詳細は、別紙１ 仮想 マシン一覧 のとおり
2.2 リプレー スにお け る 課題
2.2.1 Oracle の 価格高騰と クラ スタ分 割
現行は、ESXi が３台のためクラスタを分けて いませんが、次期 仮想 基盤 で
は、更なるサーバの集 約化のため ESXi の台数を増やす想定です。
Oracle は CPU の数に応じてライセンスを購 入する必要があり、ライセンス
費用は非常に高騰して います。Oracle を利用するシステムを安価で 運用する
ために、専用のクラス タを設けるなどの対応 が必要 になります。
2.2.2 ネットワー クの 分離
社会保障・税番号制度の導入により、現在の庁内ネットワークは、個人 番
号利用事務系・ＬＧＷＡＮ系・インターネット系の ３系統に 分離さ れていま
す。
現行の仮想基盤は、業 務で使用するセグメン トは１つしか用意され ておら
ず、次期仮想基盤 では、３系統の分離を考慮したネットワーク体系 の設計が
必要になります。
なお、各ネットワーク の論理的な 通信制御は 、既設のＬ３スイッチ で行う
ため必ずしもＡＣＬを 考慮する必要はないと 考えます。
2.2.3 多数のセグ メン ト管理
３系統のネットワーク 分離により、用途ごと に複数のセグメントが 必要に
なります。総数では概 ね１０ 種類のセグメン トになる想定です。
2.2.4 新たな技術 によ る将来 への 期待
次期仮想基盤の構築に 向けて、省スペース化・集約化・管理面の向上・拡
張性・可用性・ＢＣＰ対策などあらゆる面の 更なる効率化のため、 ハイパー
コンバージドインフラ ストラクチャ （ＨＣＩ）など最新の技術を積極的に取
り入れたいと考えてい ます。
これらの新たな技術の 導入については、コス ト面での検討も課題と なりま
す。
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2.2.5 省スペース 化
既設の４２Ｕラックに 格納を予定しています 。現時点でのラックの 使用状
況は次のとおりです。
①現行仮想基盤で使用
サーバ・スイッチ・ス トレージ・ＵＰＳ等の 機器

１６Ｕ

配線及び冷却スペース

４Ｕ

※機器更改後に利用で きるスペースです。
②他のシステム機器で 使用
サーバ・ファイヤーウ ォール・ルータ・ＶＰ Ｎ装置・コンソール

７Ｕ

配線及び冷却スペース

１Ｕ

※機器更改後 も使用す るスペースです。
3 調達概要
3.1 調達範囲
本ＲＦＩにおける調達 範囲は次のとおりです 。
①仮想基盤の設計
②仮想基盤の機器調達
③仮想基盤の構築・テ スト
④既存の仮想マシンの 移行作業
⑤情報管理部門の職員 向け操作研修
⑥仮想基盤の運用保守
※既存ネットワークの 設定変更は含みません 。
3.2 調達方法 及びス ケ ジュー ル （ 案）
平成３１年度にＲＦＰ を実施しベンダー及び 機種を決定後、リース 入札にて
調達する。
①平成３０年

４月

本ＲＦＩの発行

②平成３０年１１ 月

事業費の概算積算及 び予算要求

③平成３１年

４月

ＲＦＰによるベンダ ー及び 機種選定

④平成３１年

７月

リース入札

⑤平成３１年

８月

リース契約・構築開 始

⑥平成３２年

３月

運用開始

⑦平成３２年

３月

保守業務委託の開始

3.3 機器調達 にかる 要 件
3.3.1 収容する仮 想マ シンの 数
構築後５年間の運用に お ける仮想マシンの数 は６５ 台程度を想定す る。
現時点で具体的に想定 する仮想マシンについ ては、詳細は別紙２「 搭載予
定仮想マシン一覧 」の とおり
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3.3.2 ハードウェ ア要 件
①クラスタ構成
Oracle ラ イ セ ン ス 用 の ク ラ ス タ 及 び そ の 他 の シ ス テ ム 用 の ２ つ の ク ラ
スタ構成とする。
２つのクラスタは、 仮 想マシンに必要なリソ ースを十分に確保した 構成
とし、ライブマイグレ ーションが可能な構成 とする。
②ネットワーク
庁内ＬＡＮ環境は現在 ３系統に論理分離され ており、 Ｌ３スイッチ にて
各系統間の通信を制御 しています。
この制御のルールに合 わせたセグメントを 作 る必要があり、その数 は次
のとおり、約 １０種類 になる想定です。
○ＬＧＷＡＮ系セグメ ント

３種類

○個人番号利用系セグ メント

１種類

○インターネット接続 系セグメント

１種類

○ＩＰ－ＰＢＸ系セグ メント

１種類

○共通・管理系セグメ ント

４種類

③ストレージ
構成のどこにストレー ジを配置するかの指定 はありませんが、仮想 マシ
ンのパフォーマンスと 可用性を十分に考慮す る必要があります。
ＩＳＯイメージなどの 格納場所なども確保す る必要があります。
④管理サーバ
現在は、仮想マシン にて vCenter Server Appliance を運用してい ますが、
次期仮想基盤では、物 理・仮想は問いません 。運用の変更を最小限 に抑え
たいため、引き続き vCenter Server での運用を想定しています。
⑤ESXi の数とスペッ ク
ESXi の数に指定や制 限はありませんが、台 数や CPU 数・コア数により必
要なライセンス数が変 動するため、各仮想マ シンのパフォーマンス を落と
さず５年間安定した運 用ができよう十分なリ ソースを確保しつつ、 コスト
の増大をできる限り抑 えたバランスの良い構 成を検討する必要があ ります。
⑥その他の機器
バックアップ 管理サー バやバックアップ用ス トレージ、ネットワー ク機
器など必要な機器は構 成に入れてください。
ＵＰＳについては、サ ーバ用無停電電源に接 続するため不要です。
3.3.3 ソフトウェ ア要 件
次のライセンスは必須 となる想定です。それ 以外については、構成 に必要
なものを考慮してくだ さい。
○Windows Server 2016 Datacenter
○VMware 関連ライセンス
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○バックアップ関連 ラ イセンス
※OlacleDB については、市で保有してい る Standard Edition One ６ライ
を使用します。不足す る場合は積算に含める 必要があります。
※WindowsSever の CAL に つ い て は 、 既 に 市 で 保 有 し て い る た め 不 要 で す 。
3.3.4 バックアッ プ要 件
次の内容のバックアッ プが 取れることが必須 となります。また、今 回の調
達範囲には含めません が、 ICT-BCP の観点か ら仮想基盤の遠隔地バ ックアッ
プが今後必要になるこ とを想定し、対応が可 能な構成と してくださ い 。
○各個別の仮想サーバ のバックアップ
○仮想基盤の全体バッ クアップ
○各サーバからのデー タバックアップ
3.3.5 システム要 件
①仮想化のアプリケー ション
本市における運用実績 、最小限の運用方法の 変更、移行リスクの低 減な
どを考慮し、 VMware 製品により仮想基盤を 構築してください 。
②各種ＯＳのテンプレ ート
各種ＯＳのサーバのテ ンプレートを作成する こと。
〇Windows Server 2012 Standard
〇Windows Server 2012R2 Standard
〇Windows Server 2016 Standard
〇CentOS6
〇CentOS7
③ＩＳＯイメージ
テンプレートを使用し ない仮想サーバの構築 のために 、必要なＩＳ Ｏイ
メージを仮想基盤内 に 格納してください。
〇各種ＯＳ セットアッ プ用 ディスクイメージ
〇VMware 関連ツール等ディスクイメージ
〇Microsoft Office ディスクイメージ
〇SQLserver 等、市で保有するミドルウェア のディスクイメージ
④管理コンソールへの 接続
既設の管理用 端末から の vSphere Web Client 及び ESXi 等の管理コンソ
ールへ接続できる よう 設定してください 。
3.4 保守業務 委託の 要 件
長期間の安定稼働を実 現するために、運用開 始後に次の保守 を実施 してくだ
さい。
〇ハードウェア保守
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〇定期メンテナンス保 守（年数回 、エラーロ グ、イベント等の調査 ）
〇運用サポート（随時 ）
〇メーカーへの技術的 問い合わせ等
〇その他障害 対応
3.5 移行要件
別紙２「搭載予定仮想 マシン一覧」の表１「 構築時に移行が必要な サーバ」
に記載する仮想マシン ２７台を移行してくだ さい。
移行時にＶＭバージョ ンによるコンバート等 が必要な場合がありま す。
仮想マシンの移行は、 業務への影響を最小限 にするため、休日・夜 間の作業
を想定してください。
3.6 担当者説 明・教 育 の実施
運用に関する各種手順 書を作成し、仮想基盤 の運用担当職員への説 明、教育
を実施してください。
職員の人数は７名程度 で回数は２回以内を想 定してください。
4 依頼内容
4.1 複数の構 成コン セ プト
従来型仮想インフラ を ベースとした構成 とＨ ＣＩ等 の最新 技術を利 用した構
成の２種類以上の構成 を検討してください。
最低５年間の運用を想 定していますが、でき る限り５年を超えるハ ードウェ
アの保守延長が可能な 機器を検討してくださ い。
4.2 概算見積
〇構築に係るイニシャ ルコスト
〇５年間の保守等ラン ニングコスト
4.3 構成概要
〇ネットワーク構成
〇物理構成
〇ライセンス一覧
〇参考機器構成表
〇ラックマウントイメ ージ
〇機器の調達から構築 完了までに必要な期間
4.4 従来型仮 想イン フ ラとＨ ＣＩ 等の最 新イ ンフラ の比 較
情報管理部門の運用に おける 従来型にはない ＨＣＩ導入のメリット などの資
料を作成してください 。
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メリット・デメリット の比較表など 簡潔にま とめるなど、分かりや すい内容
にしてください。
5 情報等の 取扱 い
本ＲＦＩにおいて、提 供を受けた情報、資料 は次のとおり取り扱う ものとしま
す。
①本ＲＦＩは、 我孫子 市仮想基盤の調達 に関 する実現性を確認する ための技
術や予算規模について 、広く情報を得るため の手段としたものであ り、契
約を前提としたもので はありませんので、あ らかじめ御了承くださ い。
②資料の提供にあたっ て、既存の提案資料、 パンフレット等をご活 用いただ
いて構いません。
③情報の提供を受けた 事業者等に対し、後日 、担当課から提出され た資料等
の内容等について照会 又は追加の資料提供を 依頼する場合がありま す。
④資料についてご説明 やデモを行っていただ ける場合は、事前にご 連絡をお
願いいたします。
⑤ご提供いただいた情 報については、本市で 使 用するものであり、 提供者に
断りなく第三者への配 布、結果の公表等は行 いません。ただし、提 供を受
けた提案、資料等につ いては、今後実施を予 定する仕様提案依頼（ ＲＦＰ）
等の仕様に反映する場 合があります。
⑥本情報提供依頼に係 る資料の作成、提出等 に要する費用は提供者 のご負担
でお願いいたします。
⑦ご提供していただい た情報・資料につきま しては、返却致しませ ん。
6 資料の提 出方 法等
6.1 資料の形 式
資料については、Ａ４ サイズまたはＡ３サイ ズの書類により２ 部提 供するほ
か、同内容を記録した 電子媒体（ＣＤ－Ｒ又 はＤＶＤ－Ｒなど）を 併せて、
「8 資
料の提出先」に記載す る提出先に提出社名又 は機関等の名称、担当 者氏名、担
当者連絡先を明記し提 出してください。
なお、電子媒体による ファイル形式は「 Microsoft Word」、
「Microsoft Excel」、
「Microsoft Power Point」（カタログ等を添 付する場合は、ＰＤＦ 形式による
提出も可）で修正可能 なファイル形式で作成 してください。
6.2 提出期限
平成３０年６月 ８日（ 金）１７時必着
持参または郵送により 提出してください。
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7 本ＲＦＩ に関 する質 問及び 回答
7.1 質問方法
①様式１号の質問書に 記載し、
「8 資料の提出先」あてにメールにてお問い合
わせください。
②件名：「 仮想基盤 の ＲＦＩに関する質問」
③郵送及びＦＡＸ は不 可とします。
7.2 質問受付 期間
平成３０年４月 ９日（ 月 ）～平成３０年４月 ２７ 日（金）１７時
平成３０年５月１６ 日 （火）までに個別に回 答します。
8 資料の提 出先
我孫子市総務部文書情 報管理 課
情報管理室

担当 沖

〒２７０－１１９２ 千葉県我孫子市我孫子 １８５８番地
電話：０４－７１８５ －１１１１（内線 ２９ ３）
E-Mail：kasoukiban@city.abiko.chiba.jp
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