仮想デスクトップシステム（VDI）導入賃貸借
仕様書

令和 3 年 9 月
広川町 総務課

第１章 調達概要

（１）目的
本町では、現在、情報セキュリティ強靭化対策として、ネットワークの 3 層分離の実施に
より、職員が業務毎に端末を分けて利用する状況となっており、各物理端末のセキュリテ
ィ管理や運用管理が煩雑化している。
物理端末内に個人情報データを残さない端末仮想化を実施することで、情報セキュリテ
ィリスクを低減させ、情報セキュリティの強化を図ると共に、端末管理の簡素化を行い、
さらなる効率的かつ安定した行政サービスの提供を実現する。
（２）履行場所及び賃貸借期間
①納入場所
福岡県八女郡広川町大字新代 1804 番地 1 広川町役場 ２階 電算室
②賃貸借期間
令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの 5 年間（60 ヶ月）
ただし、賃貸借期間の開始日までに、別途発注の、VDI 環境構築作業を完了させる必要
があるため、令和 4 年 1 月中旬頃までに、機器・ソフトウェア（以下「機器等一式」とい
う。
）の納品及び第 2 章（３）に示す作業を完了させること。
（３）調達範囲
本調達は、機器等一式の納品、仮想サーバの構築に必要な設定作業（以下「基盤構築作業」
といい、納品と基盤構築作業をあわせて「導入」という。）及び保守サービス（5 年間）
とし、VDI 構築作業については、別途発注する VDI システム構築事業者によるものとす
る。なお、Microsoft Windows 製品については、Microsoft が認めているメーカーの保守
サポートを受けることが出来るよう手配を行うこと（5 年分）。
①機器の導入及び保守サービス一式（必要ライセンスも含む。）
導入作業においては、機器設置から初期セットアップ作業、検証用仮想サーバによる動作
確認及びネットワークの疎通試験までとする。
②端末仮想化ソフトウェアの納品及び保守サービス一式
仮想化基盤上では、基幹系システムの利用を予定している。安定したシステム稼働を実現
するために、端末仮想化ソフトウェアについては、事前に動作保証が確認された「Sky 株式
会社 SKYDIV Desktop Client」とする。
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（４）成果物
紙媒体又は、電子媒体（CD-ROM 等）にて提出すること。
想定する成果物を下記に示す。下記以外にも成果物がある場合は合わせて納品すること。
なお、納期については、別途本町と協議すること。
①プロジェクト計画書（実施体制、作業工程表等）
②要件定義書
③基本設計書（ラック搭載図、ネットワーク設計、各種パラメータシートを含む）
④各種試験仕様書及び結果報告書
⑤各種マニュアル（基盤および UPS の起動・停止手順書、リソース確認手順等）
⑥その他必要な書類

第２章 システム・機器要件

（１）端末構成
①LGWAN 系を物理端末（以下「物理端末」という。）とし、基幹系を仮想化端末（以下「仮
想化端末」という。
）として利用するためのシステムを導入する。仮想化端末については、
同時接続できる端末を制限することとし、利用想定台数は下記のとおりとする。
仮想化方式は、
「Server-VDI 方式」とする。
端末名

台数

物理端末

170 台

仮想化端末（同時接続数）

90 台

②仮想化端末で利用するシステム、ソフトウェアについては下記を予定している。
なお、本町で保有済みであるため本調達には含まない。
・基幹系システム（株式会社 RKKCS）
・Office2016

（Microsoft）

・Acrobat Reader（Adobe）
・ウイルスバスター（トレンドマイクロ株式会社）
・SKYSEA Client View （Sky 株式会社）
（２）機器及びソフトウェアに係る構成仕様
機器等一式については参考機器として、別紙「参考機器等一覧表」に示す。導入する機器
及びソフトウェア等について参考機器以外を選定する場合は、性能確認のため、入札参加
申請前に、
「
（様式第２号）同等品確認書」および、その仕様が確認できる資料（カタログ
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等）を提出すること。仕様が確認できる資料については、該当箇所にマーカーやインデッ
クスを貼って確認しやすくすること。
なお、型番については、最新版とすること。最新版を選定した場合の型番変更に伴う同等
品確認は不要です。
①仕様要件
機器の設置、機器間における配線、サーバ初期設定、仮想ネットワークの構築及び検証用
仮想サーバを構築し動作確認・疎通試験までを行うものとする。
各設定における必要な情報については、本町より提供するが、必要に応じて本町、受注者
及び VDI システム構築事業者と協議の上、決定する。
機器構成については、以下を満たすこと。
a.

仮想化基盤は 2 台以上の物理サーバで構成すること。
基盤 1 台あたりの仮想化端末は 45 台を想定。
仮想化端末 1 台あたりの必要リソースは下記を想定している。
CPU：1vCPU、メモリ：2GB、ストレージ：200GB

b.

仮想化基盤以外に各種ソフトウェアの管理に必要な、
「SKYDIV 管理サーバ」、
「DHCP
サーバ＃1」及び「DHCP サーバ＃2」を運用するための基盤（以下「管理用基盤」と
いう。
）を準備すること。

c.

物理的な故障による、データ消失を防止する構成とすること。
なお、ハードディスクは RAID 構成を採用すること。

d.

ハイパーバイザーは、
「SKYDIV Desktop Client」の動作要件である「Hyper-V」とする
こと。

e.

機器等一式は、5 年間は利用可能であり、メーカーサポートを受けられること。

f.

無停電電源装置（UPS）は 2 台以上の構成とする。

g.

導入した機器本体への識別ラベル及びケーブルには接続先明示のタグ付けを行うこと。

h.

必要スペックやその他要件については、下記を満たすこと。
また、下記以外にも、仕様書記載事項に対応するために必要な機器等は調達範囲とする。
※将来の拡張を想定し、仮想化端末を最低 5 台は追加が可能な仕様とする。

項

種別

内容

備考

（１）ハードウェア
CPU
１

２

仮想化基盤
※1 台あたり

管理用基盤

：48 コア

※2 台運用を想定した場合

IntelⓇXeonⓇプロセッサーGold5220R

のリソース

メモリ ：160GB

※仮想サーバは 50 台／基

ディスク：SSD16TB／HDD2.4TB

（5 台追加を想定）

CPU

※1 台運用を想定した場合

：10 コア

IntelⓇXeonⓇプロセッサーSilver 4210R
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のリソース

メモリ ：64GB

※仮想サーバは 3 台

ディスク：4.2TB
CPU
３

バックアップ用
NAS

：8 コア

メモリ ：16GB
ディスク：32TB
OS：Windows Server IoT 2019 for Storage
Standard

４

５

無停電電源装置
（UPS）
その他

既設分電盤より必要な電源工事を行うこと。
既設コンセントを使用することも可能
［100V 30A］×２、［100V 20A］×２
導入機器を構成する上で必要なネットワー
ク機器やケーブル等 一式

（２）ソフトウェア
１

SKYDIV
Desktop Client

メーカーの構築支援お
同時接続ライセンス：90 台

よび教育支援を受けら
れること。

各基盤及びバックアップ用 NAS（以下「各基
２

電源管理ソフト

盤等」という。
）の電源管理を行う。
庁舎及び電算室での電源障害発生時に対応
可能な、停止・起動設定ができること。

（３）その他ライセンス
１

２

仮想基盤用
OS ライセンス
管理基盤用
OS ライセンス

３

サーバ CAL

４

RDS CAL

Windows Server 2019 Datacenter
Windows Server 2019 Standard
仮想サーバは 3 台構築予定のため、必要なラ
イセンス数を調達すること。
Windows Server Device CAL 2019 ：200 台
Windows Server 2019 Remote Desktop
Services Device CAL：170 台

庁内の全端末分
LGWAN 系物理端末分

（３）導入作業
①機器設置作業
a.

本町指定の 19 インチサーバラックに調達機器一式を搭載すること。

b.

ラック内のケーブル配線を行うこと。

c.

庁内 LAN とのネットワーク接続においては、本町、受注者及び本町のネットワーク運
用保守業者と協議の上、設計、作業を行うこと。
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d.

現地での調整試験を行うこと。

②電源・UPS 設定
a.

本町の既設分電盤を経由して、機器の稼動に必要な電源ケーブル敷設、コンセント等の
電源環境を整備すること。ただし、負荷容量が他の設備へ影響を与えないことが保証さ
れる場合は、既存のコンセント［100V 30A］×２、
［100V 20A］×２等の利用も可能
である。また、ラック内において OA タップ等が必要となる場合は、受注者の負担にお
いて準備すること。

b.

電源管理ソフトを使用して、各基盤等の電源管理設定を行うこと。

c.

庁舎及び電算室での電源障害発生時には、自動で各基盤等が安全に、また順序を考慮し
て停止(復電した場合は指定した順序で起動)できるよう設定すること。
ただし、仮想サーバの停止・起動の設定内容については、協議の上、決定する。

➂仮想化基盤及び管理用基盤の環境構築
a.

導入する各基盤の稼働環境の構築及びその他必要な設定を行うこと。

b.

庁内 LAN への接続設定（仮想基盤の仮想ネットワーク設定を含む）を行うこと。

c.

OS レベルから、仮想環境までの正常性確認のため、導入した基盤ごとに、検証用の仮
想サーバを構築し、動作確認及びネットワーク疎通確認を行う。
検証する際のネットワーク設定については、本町より指示を行う。

④バックアップ用 NAS の環境構築
a.

各基盤と正常に通信が行える環境を整備すること。

第 3 章 運用サポート

（１）保守サービス
①共通要件
・賃貸借期間（５年間）内は、下記の保守サービスを含め必要な対応を行うこと。
・原則として、平日 8:30 から 17:30 までとするが、システム運用に支障がある場合や早急
な対応が必要と思われる場合は協議の上、決定する。
・本町から障害連絡を受けてから２時間以内に現場対応（初動対応）を行うものとする。
（オ
ンサイト保守）
。
・保守作業は設置場所で行うこととする。
・導入する機器等一式については、製造者の技術支援が受けられる体制を構築すること。
②ハードウェア保守
-5-

・障害時は必要に応じた部品の修理、交換(オンサイト保守)を行うこと。
・当該機器に起因しない障害に対しても、対応等の技術支援を行うこと。
・必要に応じて、ファームウェア等、最新パッチの適用等のメンテナンス作業を行うこと。

③ソフトウェア保守
・運用管理するための電話等による問い合わせや調査依頼に対応すること。
・サーバ関連機器のＯＳ、ミドルウェア、及びアプリケーション等のバージョンアップ並び
にセキュリティパッチについては、必要に応じて適用の要・否を判断し、情報を通知する
とともに、本町と評価並びに適用について協議を行うこと。
④運用保守
・本システムにトラブルが発生した際は、速やかに障害発生原因の診断、及び切り分けを行
い、常に安定したサービスの維持に努めること。
・レスポンスが低下するなど、品質に問題が発生した場合は原因調査を行い、結果報告を行
うこと。

第 4 章 その他

（１）作業に係る留意事項
①導入及び各作業に必要な機器等は、すべて受注者で用意することする。なお、セキュリテ
ィ対策の観点から、本町に導入するすべての機器については、原則 USB メモリや外付け
HDD 等の外部記憶媒体の使用を禁止するが、使用が必要になる場合は、事前に本町の承
認を受けること。
②作業時間は、原則開庁日の 8 時 30 分から 17 時 15 分までとする。ただし、住民サービス
等やその他庁内システムへの影響がある場合は、この限りではない。
③仕様書に定められた内容に疑義が生じ、仕様書によることが困難、又は不都合な場合が生
じたときは、本町と協議の上、解決する。
④作業は全て受注者の責任とし、施設・備品の損傷、本町又は第三者に与えた損害に対する
補償は受注者の負担とする。
なお、運搬、搬入中等において、納入物の損傷が発生した場合は、速やかに新たな同品を
調達の上、納入すること。
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（２）契約満了後の機器の取扱い
①賃貸借期間満了時、機器等一式は受注者へ返却するものとし、返却に伴う機器撤去作業等
についても受注者にて行うこと。ただし、一部ライセンスについてはこの限りではない。
なお、本町からのリース延長、買取りによる引渡しや無償譲渡等の申し出があった場合は、
協議に対応すること。
②上記の撤去作業に際しては、ハードディスク等の記録媒体内の情報を書き込み方式又は
物理的破壊等の作業を実施し、データ消去作業報告書を提出すること。
（３）守秘義務
本事業において知り得た情報は、本業務の目的以外に使用し、又は第三者に開示もしくは
漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置をとるものとする。

以上
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