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I. 概要説明 

1. 件名 

グループウェアシステム用仮想サーバ及び閉域網ネットワーク環境 一式 

 

2. 調達の背景及び目的 

一橋大学（以下、「本学」という。）では、教職員を対象として Hitotsubashi Work Place と呼

ばれるグループウェアシステム（以下、「HWP」という。）を運用している。HWP は、学外からの

利用も可能な Web アプリケーションであり、スケジュール管理をはじめ連絡掲示板や旅費管

理システムの機能も担う、本学の基幹システムのひとつである。本学の教育研究及び事務業

務で活用されていることから、そのシステムの停止時間は 小限にとどめ、かつ安定的に運用

する必要がある。 

HWP の現行システムは、本学に設置している仮想基盤上で稼働している。本調達は、現

行の仮想基盤の運用が 2020 年 9 月末をもって終了することから、本調達で新たに調達する

仮想サーバ等の環境上に当該システム環境を更新するものである。 

 

3. 計画の概要 

サーバシステムは、データセンター内に構築するパブリック・クラウドサービスの仮想サーバ

環境上、または、データセンター内に構築する本学専用のサーバ（以下、「本学専用物理サ

ーバ」という。）で運用する（併用可）。また、ネットワークの接続回線は、情報セキュリティの観

点から、国立情報学研究所が提供するクラウド接続サービス（以下、「クラウド接続サービス」と

言う。）または受注者が用意した閉域網ネットワーク（以下、「閉域網ネットワーク」と言う。）を利

用する。本調達により、2020 年 6 月末日までにこれらの環境を整備し、別契約により、2020

年 9 月末までに新サービスへの移行を完了する計画である。 

 

4. 調達の範囲 

本調達の範囲は以下のとおりとする（図 1 を参照のこと）。 

4.1 グループウェアシステム用仮想サーバ（本学専用物理サーバを利用する場合は、物理

サーバそのものとそれに係る一式を含む。以下、「仮想サーバ等一式」と言う。） 

4.2 グループウェアシステム用閉域接続回線 

4.3 ハードウェア及びソフトウェアが正常に稼働するために必要な消耗品等 

4.4 サーバ、OS、機器等の基本設定 

4.5 上記機器等を稼働させるために必要な設計、構築、設置 

4.6 業務期間における上記機器等の保守サービス 
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II. 全般的要件 

1. 業務期間 

1.1 2020 年 6 月 30 日までに、本件環境の提供に係るすべての作業を終え、本学の希望

する状態にすること。 

1.2 本件環境の提供期間は、2020 年 7 月 1 日から 2025 年 9 月 30 日までとする。 

 

2. スケジュール及び実施体制 

本案件に関するスケジュール及び実施体制については、事前に受注者で提案を行い、

本学の承認を得ること。 

 

3. 守秘義務及び厳守事項 

3.1 受注者は、案件及び案件に関連する役務過程において知り得た案件に関する一切の

情報（以下、「案件に関する情報」という）について、3.2～3.10 に示す義務を遵守する

こと。 

3.2 故意または過失にかかわらず、案件に直接従事する担当者であることを本学が書面に

て認めた者以外の者（以下、「他者」という。）に案件に関する情報を漏らさないこと。 

3.3 案件の履行に関連して知り得た本学の秘密情報の加工、改ざん、複写または複製等を

してはならない。ただし、委託契約の範囲内のものや安全管理上必要なバックアップを

目的とするものはこの限りではない。 

3.4 契約中は、案件に関する情報の取扱いに十分留意し、他者に情報を開示しないこと。 

3.5 契約終了後は、案件に関する情報を返却または確実に破棄するとともに、本学の書面

による許可なく案件に関する情報を他者に開示しないこと。 

3.6 案件に関する情報を知り得た者が、異動、転職、退職等の事由によって案件と無関係

になった場合でも、本学の書面による許可なく案件に関する情報を他者に開示させな

いこと。 

3.7 万が一受注者先において秘密情報の漏えい等の事故が発生した場合には、直ちに本

学へ報告し、また、受注者が責任をもって対応すること。 

3.8 受注者が本調達・役務内容の一部を外部に再委託する場合は、本学の了解を得なけ

ればならない。また、再委託されることにより生ずる脅威に対して、情報セキュリティが十

分に確保されるよう本仕様書と同水準の措置の実施を担保すること。 

3.9 個人情報の管理の状況について、本学からの調査依頼に応じること。 

3.10 その他、本学の指示に基づいて守秘義務を全うすること。 

 

4. その他の留意事項 

4.1 本調達環境に係る性能、機能及び技術等（以下、「性能等」という。）の要求要件（以下、

「技術的要件」という。）は「III. 調達環境に備えるべき技術的要件」に示すとおりである。 
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4.2 技術的要件は、全て必須の要求要件である。 

4.3 必須の要求要件は本学が必要とする 低限の要求要件を示しており、入札機器の性

能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の

対象から除外する。 

4.4 各種設定及び登録は本学担当者と打ち合わせのうえ実施すること。 

4.5 受注者が自社製以外の製品を納入する場合、受注者は一元的な窓口となり、自社製

以外の製品についても自社製品と同様の運用・保守体制を構築すること。 

 

5. 仕様変更及び未定義事項 

5.1 案件を遂行する上で役務内容、仕様もしくは条件に疑問点や変更が生じた場合または

本仕様書に記載のない内容の案件が生じた場合、受注者は直ちに本学と協議し、解

決に向けて 善の努力を行うこと。 
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III. 調達環境に備えるべき技術的要件 

1. 基本事項 

1.1 調達する設備は受注者がすべて整備するとともに、設備の整備に要する費用は、本運

用管理費用にて負担すること。 

1.2 すべての設備環境が日本国内にあり、準拠法が国内法であること。 

1.3 受注者は指定する担当者からの問い合わせ対応を行うことができること。日本語による

電話、メール及び Web での問い合わせを想定すること。受付時間は平日 9 時 00 分か

ら 17 時 15 分を基本とし、サーバ・ネットワーク停止等の緊急時には上記時間帯、曜日

等に関わらず、対応できること。 

1.4 サービスの仕様、現行設定に関する問い合わせに対応すること。受付時間帯は平日 9

時 00 分から 17 時 15 分とすること。 

1.5 仮想サーバ等一式に導入する HWP は、株式会社ワークスアプリケーションズ製「Ariel 

Air One Enterprise for Company」であり、DBMS として Oracle Database を使用す

る。これらのインストール作業については、本学または株式会社ワークスアプリケーショ

ンズが行う。 

1.6 システムが正常に稼働しない場合は、対策を講じること。 

1.7 運用管理用の Web サイトを提供すること。（本学専用物理サーバについては除く。） 

1.8 システムの運用情報として、障害履歴と作業履歴を記載した情報を提供すること。 

1.9 表 1 に示すシステム構成に基づき、すべての機器が 適に設定された状態で引き渡

すこと。 

1.10 本調達の円滑な遂行に必要な計画策定、継続的実施に必要な組織、要員、設備を有

していること。 

1.11 受注者（他の業者のデータセンターと連携する場合は、連携するデータセンター運営

業者を含む。）は、ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS））適合性評

価制度の認証を受けていること。 

1.12 表 1 に示す DB サーバでは、本学が所有する Oracle Database Standard Edition2

（Processor ライセンス（2CPU））を一つ使用するが、受注者が提供する DB 用サーバ

において、このライセンスの利用条件に適合せず構築できない場合は、別途、受注者

が提供する DB 用サーバ及び本システムの利用環境にライセンス上適合し、構築でき

る Oracle Database のライセンス及び同ライセンスの受注期間の保守費を本調達に含

めること。 

1.13 仮想サーバ等一式の利用料金の体系は、固定料金でも従量課金でもよいものとする。

従量課金制を提案する場合、利用料金は表 1 に示した利用時間によって見積もること。 

 

2. データセンタ要件 

本調達の実施にあたり、仮想サーバ等一式を提供する設備は以下を満たすこと。 
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2.1 立地要件 

2.1.1 データの保管場所が日本国内であり、準拠法が国内法であること。 

2.2 施設要件 

2.2.1 免震または耐震等の構造を備えていること。 

2.2.2 建築基準法及び消防法に適合した火災報知（防災）システムが設置されて

いること。 

2.2.3 消火時水害に配慮したガス系消火設備が設置されていること。 

2.3 電源及び空調設備機能要件 

2.3.1 2 系統以上の給電経路／方式にて電源の引き込みを図り、施設内は二重化

等の冗長性を確保すること。 

2.3.2 法定点検、工事時も無停電給電可能なこと。 

2.3.3 自家発電装置により UPS 及び空調機器等のシステムが稼動する為に必要

な各種設備へ連続した給電が可能なこと。 

2.3.4 空調システムは 24 時間 365 日連続して稼動可能であること。 

2.4 施設セキュリティ機能要件 

2.4.1 入退室は許可された者のみに制限し、入退室者の映像を記録すること。 

2.4.2 24 時間 365 日監視カメラ等によりサーバ室内での不審行動者を有人監視

すること。 

2.5 施設運用要件 

2.5.1 24 時間 365 日の管理体制を提供すること。 

2.5.2 建物の運用、定期点検を適切に行うこと。 

2.5.3 設備障害時及び災害時の連絡体制、対策を示すこと。 

2.5.4 当該設備が ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS））

適合性評価制度の認証を取得している事業者により管理・運用されている

こと。 

2.5.5 仮想サーバ等の提供をする者（他の業者のデータセンターと連携する場合

は、連携するデータセンター運営業者）は、仮想サーバ等の提供について、

5 年以上の実績があること。 

 

3. 仮想サーバ等一式要件 

3.1 表 1 の仕様を満たす仮想サーバ等一式を用意すること。 

3.2 業務期間の保守費用は本調達に含むこと。 

3.3 すべての仮想サーバ及び本学専用物理サーバは、指定した運用担当者が管理者権

限で操作可能であること。 

3.4 仮想サーバ及び本学専用物理サーバ毎にアクセスコントロール（IP パケットフ

ィルタリング等）が設定可能なこと。 



6 
 

3.5 本学専用物理サーバを設置する場合は、本学専用物理サーバ等の要件として、以

下の条件を満たすこと。 

3.5.1 表 1「仮想サーバ等一式仕様」に記載された要件を満たすこと、なお、vCPU

の数については、物理コア数に読み替えること。 

3.5.2 データセンター内に本学専用物理サーバとそれに係る周辺機器を設置する

こと。 

3.5.3 ネットワークインターフェースは、100BASE-TX/1000BASE-T 対応とし、

4 ポート以上であること。 

3.5.4 ストレージの構成は、RAID5 または RAID6 とすること。なお、システム

ディスク領域部分（表 1 で示す C ドライブ）については、RAID1 として

も構わない。 

3.5.5 電源ユニットは冗長化すること。 

3.6 仮想サーバ等一式は閉域接続回線との接続実績を有すること。 

 

4. 内部ネットワーク要件 

4.1 内部ネットワークとして次に示すセグメントを用意すること。 

4.1.1 内部接続用セグメント 

4.1.2 監視用セグメント 

4.2 内部ネットワークの回線帯域は 1Gbps ベストエフォート以上にすること。 

4.3 内部接続用セグメントに 3.1 に示したすべての仮想サーバ及び本学専用物理サーバ

を接続すること。 

4.4 監視用セグメント等に 3.1 に示したすべての仮想サーバ及び本学専用物理サーバを

接続し、「6.サーバ監視要件」に示す監視を行うこと。 

4.5 各セグメントのセキュリティを確保することが可能な構成とすること。 

4.6 すべてのセグメントは物理的または論理的に分割し、通信内容が異なるセグメントに流

出しないこと。また、第三者の通信傍受が不可能なこと。 

4.7 本学の要求による機器の追加やネットワーク構成変更等により、設定内容に変更が生

じた場合は、専任技術者により適切な設定変更を行うこと。ただし、本作業で必要な費

用負担については、別途双方で協議の上決定することとする。 

 

5. 閉域接続回線要件 

5.1 閉域接続回線として、クラウド接続サービスまたは閉域網ネットワークを提供し、

4.1 に示した内部接続用セグメントと接続すること。 

5.2 BGP ルータを介した接続形態を想定しないこと。 

5.3 閉域接続回線と内部接続用セグメントは TCP もしくは UDP のプロトコルの制

限なしに接続可能なこと。 
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5.4 内部接続用セグメントとクラウド接続サービスの接続に 1Gbps 以上のインタフ

ェースを用意すること。閉域網ネットワークを提供する場合は、本学からデータ

センターまでの接続に 1Gbps 以上のインタフェースを用意すること。 

5.5 SINET から当該データセンターまでの接続回線は運用管理費用に含めること。

本学から SINET までの回線は本調達に含まない。閉域網ネットワークを提供す

る場合は、本学からデータセンターまでの接続回線を運用管理費用に含めること。 

 

6. サーバ監視要件 

6.1 CPU 利用率、メモリ利用率、ボリューム利用率について随時性能監視を行うこと。 

6.2 前項の項目について稼働状況を解析し、仮想サーバのリソース割当の変更等につい

て提案を行い、本学担当者の指示に従って実施すること。なお、稼働状況報告及び提

案は月 1 回以上行うこと。 

6.3 ping 監視を行うこと。頻度については本学と協議し、担当者の指示に従うこと。 

6.4 前項にて異常が発見された場合は、速やかに対応を行い、本学担当者に報告すること。

また、重要な障害等については事前に本学担当者に報告し、対応方法を協議し、本学

担当者の指示に従うこと。どの事項を「重要」とするかは事前に本学と協議し、本学担

当者の指示に従うこと。 

 

7. バックアップ要件 

7.1 原則全てのサーバについて 1 日 1 回以上、イメージバックアップを取得すること。バッ

クアップを行う時間帯及び方法については提案を行い、本学担当者の指示に従って実

施すること。 

7.2 次の場合は臨時でイメージバックアップを取得すること。バックアップを行う時間帯及び

方法については提案を行い、本学担当者の指示に従って実施すること。 

7.2.1 HWP で使用するソフトウェアのバージョンアップまたはパッチ適用時 

7.2.2 OS のパッチ適用時 

7.2.3 その他障害等で必要な時 

7.3 本学専用物理サーバにおいて、7.1 及び 7.2 の方法によるバックアップが困難な場合

は、図 2 に示すバックアップを行う外付け用 HDD、及びバックアップ用のソフトウェアを

別途用意し、本学と協議の上、バックアップの設定を行うこと。また、契約期間中に生じ

た障害対応、及びバックアップの設定変更を行う必要性が生じた場合は、本学の指示

に従い、バックアップの設定変更を行うこと。 

7.4 7.3 項で示す外付け用 HDD については、本学専用物理サーバ全体をバックアップ可

能な容量とし、構成を RAID1 または RAID5 とすること。また、データ領域の暗号化を

行うこと。 

7.5 バックアップ時に異常が発見された場合は、速やかに対応を行い、本学担当者に報告
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すること。また、重要な障害等については事前に本学担当者に報告し、対応方法を協

議し、本学担当者の指示に従うこと。どの事項を「重要」とするかは事前に本学と協議し、

本学担当者の指示に従うこと。 

 

8. セキュリティ対策要件 

8.1 OS のパッチを適用すること。実施については原則公開された都度とするが、適用時期

については本学と協議し、本学担当者の指示に従うこと。 

8.2 前項にて異常が発見された場合は、速やかに対応を行い、本学担当者に報告すること。

また、重要な障害等については事前に本学担当者に報告し、対応方法を協議し、本学

担当者の指示に従うこと。どの事項を「重要」とするかは事前に本学と協議し、本学担

当者の指示に従うこと。 

8.3 管理画面等へのアクセスには、接続 IP アドレス制限等、適切なアクセス制限機能を有

すること。 

8.4 必要に応じて、受注者が管理画面及び OS 等を操作する場合は、特定の者のみ操作

可能とし、事前にその者の氏名等を本学に知らせること。 

8.5 故障対応等、必要に応じて、本学に提供する機器等を操作する場合は、特定の者の

み操作可能として、事前にその者の氏名等を本学に登録すること。 

8.6 契約中の機器更新、及び契約が終了した後のデータ領域については、本学に貸与し

たアドレス指定可能な全ての領域を上書きする等、適切な対応をとること。また本学専

用物理サーバについては受注者が情報漏洩のないよう廃棄を行い、廃棄したことを証

明する文書等を本学に提出すること。それぞれの方法については、本学と協議の上、

決定すること。 

 

9. 障害対応要件 

9.1 仮想サーバ等一式及びネットワークに関する障害への対応を行うこと。 

9.2 仮想サーバ等一式及びネットワークに関する障害対応フローについては本学と協議し、

本学担当者の指示に従うこと。決定したフローを提出すること。 

9.3 サービス影響のない軽微な障害については事後報告でも可とするが、重要な障害等に

ついては事前に本学担当者に報告し、対応方法を協議し、本学担当者の指示に従うこ

と。どの事項を「重要」とするかは事前に本学と協議し、本学担当者の指示に従うこと。 

9.4 本学から障害連絡を行った場合、連絡後 30 分以内に初期対応が可能な体制であるこ

と。ただし、平日 9 時 30 分から 17 時 15 分以外の時間帯はこの限りではない。 

 

10. システム診断要件 

10.1 次の事項について報告書を作成し、月 1 回以上報告すること。 

10.1.1 仮想サーバ等一式及びネットワーク利用料詳細 
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10.1.2 仮想サーバ稼働状況 

10.1.3 障害内容とその対応状況 

10.1.4 システム運用の見直しに対する提案（なお、見直しについては、契約後にリリー

スされた新たな機能等についても含め、費用を考慮したうえで 適な運用及び

設定についての提案を行うこと。） 

 

11. 成果物 

11.1 システム導入に関する議事録と添付資料一式 

11.2 以下の資料は日本語で作成し、ファイルはいずれも PDF 形式及び一般的なオフィスソ

フトで編集可能な形式とすること。 

11.2.1 システム構成図（物理構成図または論理構成図） 

11.2.2 ネットワーク構成図（物理構成図または論理構成図） 

11.2.3 ネットワーク通信一覧（送信元 IP、送信先 IP、ポート、プロトコル、用途など） 

11.2.4 仮想基盤等設計書（仮想環境概要、仮想スイッチ、VLAN、名前解決、NTP な

ど） 

11.2.5 仮想サーバ及び物理サーバ設計書（HW 構成、OS 構成、SW 構成、NW 構成

など） 

11.2.6 運用設計書（OS パッチ、ウイルス定義、バックアップ、リストア、ログ管理、監視

など） 

11.2.7 運用・保守連絡体制図 

11.2.8 各種操作マニュアル 

11.3 前項及び前々項において受注者が作成する成果物の著作権（著作権法第 21 条か

ら第 28 条に定める全ての権利を含む。）は、既存の製品付属のマニュアル、ドキ

ュメント部分（受注者が既に著作権を保有しているもの（以下、「受注者著作物」

という。）が組み込まれている場合は、当該受注者著作物の著作権を含む。）を除

き、本学に帰属するものとする。なお、受注者は、本学又は本学が指定する第三

者に対して、成果物に関する著作者人格権 （著作権法第 18 条から第 20 条まで

に規定された権利をいう。）を行使しないものとする。あわせて、前述の受注者著

作物について、本システムへ利用する目的の範囲に限り、本学及び本学が業務を

委託する者は、受注者に権利留保された著作物を自由に複製し、及びそれらの利

用を第三者に許諾することができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利

が帰属するときはこの限りでないものとし、この場合には複製等ができる範囲や

その方法等について協議するものとする。また、成果物に第三者が権利を有する

著作物が含まれる場合には，受注者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び

使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。 
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IV. 提案書の提出要項 

入札に際して提出する提案書は、本仕様書の技術的要件の各項目を満たすことを明確かつ

簡潔に示した資料を項目ごとに添付すること。特に稼働実績を明示する必要があることに

留意すること。提出書類に疑義が生じた場合、さらに詳細な資料の提出を求める場合がある。 

1. 記述項目 

1.1 本仕様書に提示している各項目内容を要件とし、その対応、方策、性能データを具体

的に提案すること。 

1.2 既存のシステムとのデータ連携については、本学及び本学が指定する企業から必要な

資料を入手し十分な調査検討を行った上で提案すること。 

1.3 提案書においては、提案システムまたは類似システムによる納入・運用実績を明示す

ると共に、要件を満たすことが可能であると判断する根拠となった客観的資料を提出す

ること。 

1.4 別途、下記事項についても提案書に含めること。 

1.4.1 システム構成：提案システムの全体構成図 

1.4.2 サービスの構成 

1.4.3 定常的保守の内容と緊急的保守の体制 

 本学の要望に対する作業体制、方法及びメンテナンス等について、営業日及

び営業日外の作業人数、体制、方法等。 

 障害発生時の連絡先と対応体制等。 

1.4.4 納入実績：提案システムあるいは類似システムに関する実績（機関名、構築概要、

構築期間、納入したサービス等）の一覧 

1.4.5 作業区分：詳細な作業日程及び受注者と本学との作業の区分 

1.4.6 提出資料に関する照会先：提出された内容等に関して、問い合わせやヒアリング、

デモンストレーションを要求する場合の照会先等。 

 

2. 使用言語、書式等 

2.1 日本語とすること。 

2.2 Ａ４判、縦、横書き、左とじ、ワープロ印刷を原則とすること。 

（図表等については、必要に応じてＡ４判横置きの形式も可とする。） 

2.3 技術的な説明等のために、既存の資料を使用する場合は、提案書本体とは別綴じとし

「参考資料」と明記すること。 

2.4 項目番号の付け方は以下のとおりとすること。 

 

１．章‥‥‥1. 

２．節‥‥‥1.1 

３．項‥‥‥1.1.1 
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（注１）上記の項目番号で不足が生じる場合は、適宜設定して構わない。 

（注２）図表番号の付け方は、「章番号－連番」の形式とし、図表題名を付与すること。 

（例） 図 1-1 〇〇〇〇〇〇 

  表 2-1 〇〇〇〇〇〇 

 

3. 要求仕様対応表の記載時の注意 

3.1 提案書は約 50 ページ以内を目途とし、簡潔かつ明瞭に記述すること。ただし、別綴の

「参考資料」については、このページ数に含めない。 

3.2 仕様書の各章、節、項で定義されている要求仕様、提案する物品の仕様等を対比させ

て記載すること。 

 

（例１） 

章・節・項 要求仕様 ○○の仕様 

2.1.1 ○○要件につ

いて 

○○について機能を有す

ること。 

○○の方法にて対応し

ます。 

3.1 設置、搬入 (1)メンテナンス性を考慮

… 

○○により、メンテナン

ス… 

②△△ … 

 

（例２） 

章・節・項 要求仕様 ○○の仕様 

2.3.1 基本機能 2 つ以上の…備えること

… 

4 つの○○を備えて… 

2.3.2 ハードウェア構

成… 

(1) 本体… ○cm×○cm×○… 

(2) ＣＰＵ… ○○社製○○を○台、○

GHz… 

 

 

4. 提案書等に関する留意事項 

4.1 単に「できます」、「有ります」等のみの提案では、評価に支障をきたすので、提供する

サービスが本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するか

を要求要件ごとに具体的かつ、わかりやすく資料等を添付するなどして説明すること。 

4.2 カタログ等については、各メーカーが自社のカタログと同等のものとして公開している

Web ページであれば、当該ページの印刷出力でも代替可能とする。 

ただし、Web ページ印刷出力による当該代替物については、印刷時のレイアウト崩れ
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や文字化け、内容や日付等の意図的な改竄等によって、「代替する資料と同等である

と認められない」と本学が判断した場合は、代替できない。 

4.3 記載内容が不明確である場合は、有効な提案書としてみなさない。特に審査に当たっ

て、提案の根拠が不明確、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると本学が判

断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。 

4.4 提供するサービスを構成するソフトウェアについて、カスタマイズによる開発によって仕

様書に記載する技術的要件を満たす場合には、これに係る技術的資料、開発計画書

及び確約書を併せて提出すること。 

4.5 必要に応じて本学がヒアリングあるいはデモンストレーション等を要求した場合は、真摯

に対応すること。 

4.6 提案書の提出、納品及び保守サービスの過程において知り得た案件に関する一切の

情報に対して、故意または過失にかかわらず、本学の許可無く第三者に開示しないこ

と。 

4.7 原則として提案書は返却しない。 

 

5. 提出について 

5.1 書類の提出先、提出期限、提出物、問い合せ先当については、入札説明書の通り。 

5.2 提出部数等は以下の通り。 

 紙媒体で 3 部、電子媒体で 1 部提出すること。 

 電子データを格納する媒体は DVD-R 等のメディアとすること。 

 電子データは PDF 形式または一般的なオフィスソフトで閲覧可能な形式とすること。 

 電子媒体での提出については、ウイルス等を混入させないように、責任を持ってチェッ

クを行うこと。 

 紙媒体でしか提出できないもの（手書き図面等）または電子データのみで提出する方

が効率的であるもの（膨大なログデータ等）の提出方法については、事前に問合せを

すること。 
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（図・表） 

 

表 1 仮想サーバ等一式仕様 

 

 
Web/AP 

サーバ 

DB 

サーバ 

台数 1 1 

論理プロセッ

サ数 

Xeon E5 シリーズ相当 

4vCPU 以上 

Xeon E5 シリーズ相当 

4vCPU 以上 

主記憶容量 8 GB 以上 16 GB 以上 

実効ディスク

容量 

300 GB 以上 

(C:100GB 以上、D:200GB 以上) 

1,200 GB 以上 

(C:100GB 以上、D:1,100GB 以上) 

ネッ

トワ

ーク 

ポート

数 
4 以上 

インタ

フェー

ス 

1Gbps 以上 

OS Microsoft Windows Server 2016 

利用時間 月 720 時間 月 720 時間 

利用人数 1,000 名以下 1,000 名以下 

備考  

Oracle Database が動作す

ること（詳細は本仕様書

Ⅲ1.12 参照） 
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図 1 システム構成 

 

 

 

図 2 本学専用物理サーバのバックアップイメージ 


