
別 紙 

仕  様  書 

 

１．借入件名   国立西洋美術館サーバシステム賃貸借及び保守（搬入、据付、調整含

む） 一式 

 

２．借入期間   平成２８年８月１日から平成３３年７月３１日まで 

 

３．納入期限   平成２８年８月１日より稼働可能（移行環境を含む）な状態にするこ

と。 

 

４．納入場所   東京都台東区上野公園７番７号 

         国立西洋美術館 

 

５．機器構成   別紙「サーバ機器仕様書」による。 

  構築作業 

 

６．保守内容   別紙「保守仕様書」による。 

 

７．秘密保持 

賃借者及び賃貸者は、秘密と指定した事項及び業務上知り得た秘密を第三者に漏ら

してはならない。本契約期間終了後も同様とする。 

 

８．事故の報告 

賃貸者が、業務の遂行に支障を生ずる恐れのある事故の発生を知ったときは、その

帰責の如何に関わらず、賃貸者は直ちにその旨を賃借者に報告し、速やかに応急処置

を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告書を提出するものとする。 

 

９．その他の事項 

１ リース満了時の作業について 

  （１）リース期間満了後、賃貸者はすべての機器を撤去すること。また、サーバルー 

ムに加えた変更も、リース開始前の状態に復元すること。 

（２）パソコン機器、サーバ機器はデータを消去し、証明書を賃借者に提出すること。 

その際、賃貸者は賃借者の情報を漏洩しないよう措置を講じること。 

 

10．留意事項 

１ 業務の遂行に当たっては賃借者及び賃貸者間で打ち合わせをし、業務内容に反映さ 

せること。 

２ 本仕様書に定めのない事項については、賃借者賃貸者間において協議するものとす 

る。 



１　ドメインコントローラ　（１台）

機器仕様

本体 きょう体
ラックマウントタイプ
１U以内であること

OS Microsoft Windows Server 2012R2 Sta

CPU Xeon E3-1220 v5 3GHz 1P/4C CPU　相当以上

メモリ 16GB　以上

ハードディスク 500GB 7.2krpm SC 2.5型 6G SATA HDD　×２　RAID１　以上

DVD-ROM DVD読込 大8倍速以上

LANインターフェース 1Gb 2ポート NIC

電源 冗長化構成とすること

無停電電源装置
ラックマウントタイプ
入力電源停止時にサーバを正常終了させるのに必要な電気容量を持つこと。
管理ソフトによるスケジュールシャットダウン及び起動が可能であること。

２　ウイルス対策サーバ　（２台）

機器仕様

本体 きょう体
ラックマウントタイプ
１U以内であること

OS Microsoft Windows Server 2012R2 Sta

CPU Xeon E3-1220 v5 3GHz 1P/4C CPU　相当以上 

メモリ 16GB　以上

ハードディスク 500GB 7.2krpm SC 2.5型 6G SATA HDD　×２　RAID１　以上

DVD-ROM DVD読込 大8倍速以上

LANインターフェース 1Gb 2ポート NIC

無停電電源装置
ラックマウントタイプ
入力電源停止時にサーバを正常終了させるのに必要な電気容量を持つこと。
管理ソフトによるスケジュールシャットダウン及び起動が可能であること。

３　ファイルサーバ

機器仕様

本体 きょう体 ラックマウントタイプ
RAIDコントローラ、CPU、メモリ、ネットワーク等の処理装置は全て冗長化構成とし、単一障害
点の無い構成とすること。
NASヘッドの冗長化構成はActive - Standby構成とし片系の障害時でも、
切り替わりによりサービスを提供できる構成であること。

OS アプライアンス型NAS 専用OS

ハードディスク ユーザ領域はRAID6＋スペアディスクにて構成し、実使用領域を7TB以上とすること。
重複排除機能は、ファイルサービスへの影響度をできるだけ少なくするためにファイルレベル
で重複排除を行うこと。また、パフォーマンス等を考慮し、重複排除機能のポリシーはファイル
システム単位に設定できること。

搭載されたドライブを異なる任意のスロットへ物理的に移動できること。かつ、RAID保護単位内
で同時に1ドライブずつの場合に、オンラインおよびフルリビルドが発生することなく異なるス
ロットへ物理的に　移動できること。（ただし、システム専用のドライブは除く）

ディスクの不調を予見し、自動的に事前にホットスペアディスクに修復する機能を有すること。
Active Directory連携 Windowsサーバ2012 で構築されたActive Directoryの機能に対応可能であること

内部に過去のバージョンのファイルを追跡記録できること（スナップショット機能）。また世代管
理機能を有し、必要に応じてユーザー権限でも過去のデータを日付、ファイル単位で復元出来
る機能を有すること。日、時間単位でのスケジューリング機能を有すること
スナップショット領域については、上記のユーザー領域とは別に20%程度の領域を確保すること。

LANインターフェース
ファイルサービス専用サーバは100BASE-T/1000BASE-T対応、RJ45、接続するスイッチと
LACP(IEEE.802.3ad)で接続出来ること。
(Active/Active)接続可能な事

拡張性 NAS機能以外に、ネイティブでファイバーチャネル接続を将来的に追加可能な構成であること

サービス継続性の観点から，ファイルサービス専用サーバはファイルサービスを停止すること
なくファイルシステムを拡張する機能を有すること。

同一機器にて将来的な拡張性を有していること

障害対応
RAIDコントローラ、CPU、メモリ、ネットワーク等の処理装置は全て冗長化構成とし、単一障害
点の無い構成とすること

内部にデータ消失防止の為のバッテリを搭載し、万が一の電源障害時には自動的にキャッ
シュデータをハードディスクに書き込み、保護した後に自動シャットダウンする機能を有すること

サーバ機器仕様書

機器

機器

機器

スナップショット機能



HDDの障害検知時に自動的に予備ディスクへと切り替わり、かつ稼働した状態で障害ディスク
の交換対応が可能なこと
Disk交換実施後、データーの戻し(コピーバック)が発生しない事。

保守体制 すべてのハードウェアパーツの交換をメーカーにて行うこと。

コントローラーのOSアップグレードをオンライン(システム無停止)で作業が可能な事。

４　サーバラック及び関連機器

機器仕様

本体 サーバラック

１９インチラック。４２Ｕ程度の高さであること。
１項～３項のサーバ機器の他、HUB、既設の『収蔵作品管理サーバ（Dell PowerEdge
1950(1U)、Dell PowerEdge R410(1U)）及びUPS（APC Smart-UPS 1500(2U)）』を収納できるこ
と。

HUB 24ポート以上

電源分配装置（数量：２）
１９インチラックに搭載すること。
NEMA5-15P形状のコンセントが９口以上備わっていること。

耐震固定
ラックは、耐震固定をすること。
床にアンカーを打ち、ラックの転倒を防止すること。

５　ソフトウェア

Veritas System Recovery
ドメインコントローラ及びウイルス対策サーバのバックアップをファイルサーバ上に取得するこ
と。
バックアップの計画書を作成し、賃借者に確認をとること。
ディスクキットを１セット添付すること。

ファイルサーバへの書き込み、読み込みをリアルタイムでウイルスチェックできること。

６　構築作業
　項番１～項番３のサーバの役割と機能は下記の通り。
　　項番１　ドメインコントローラ

DNS、ActiveDirectory、WINS、WSUS及び関係するドメイングループポリシの設計、設定を含む。
ドメインに所属するユーザは、現行のドメインサーバより引き継ぐが、ドメイングループについては、
国立西洋美術館の現行の職制に合わせて新規に作成すること。
グループの構成については、現状の職制をヒアリングし、作成案を提示すること。

　　項番２　ウイルス対策サーバ
ファイルサーバへの書き込み、読み取りについて、リアルタイムで、ウイルス検知を行うこと。
ウイルス検知の動作が、ファイルサーバへのアクセスに対するボトルネックにならない能力を持つこと。

　　項番３　ファイルサーバ（NASアプライアンス）
フォルダのアクセス権は、ADの新しいグループのアクセス権を反映すること。

その他の機能、役割については、システム担当者と協議の上、設定を行うこと。
作業用共有ドライブを作成し、毎月曜日、中身が空になるように設定すること。

７　電源工事
賃貸者は、システムの安定稼働に必要な電力容量を賃借者に申告し、必要に応じて電源工事を行うこと。

８　既設サーバの移設作業
既設サーバラック内に搭載されているリプレイス対象外のサーバ機器の移設作業を行うこと。

注１）すべてのソフトウェアについて、ライセンス証書を収めること。
　　　なお、1年毎にライセンスを更新する必要がある場合、契約業者が責任を持って更新を行い、その都度ライセンス
　　　証書を賃借者に納入すること。

ウイルス対策ソフト

バックアップソフト（数量：３）

機器



保守仕様書 

１ 保守体制 

 

（１） 賃貸者は、保守について、次項以降の内容を踏まえた上で保守に関する条件等

を整理し、賃借者と協議を行うこと。協議の結果は文書化し、速やかに賃借者に

提出すること。 

 
（２） 賃貸者は、装置等の異常等に速やかに対応出来る様、賃借者と協議の上、連絡

体制を確保し、連絡体制図を賃借者に提出すること。 

 

（３） 連絡体制構築時には、保守の受付窓口を１つにし、連絡方法は電話及び電子メ

ールの２通りを用意すること。 

ただし、プッシュ式の自動応答メニューによる電話窓口は不可とする。 

 

（４） 保守対応の時間は、原則として月曜日から金曜日の間（休日、祝日及び年末年始

を除く）の午前９時から午後５時までとする。 

なお、緊急及びその他必要が生じた場合には、賃借者の指示に従い速やかに対

応すること。 

２ 保守対象 

 （１） 保守対象となる物件は、本契約で調達する全ての装置等とする。 

 

（２） 設定内容を変更することなく、利用者が通常に使用しているにも関わらず、使用に

支障をきたす障害が発生した場合は、保守対象とし、機器の交換やソフトウェアの

再設定等を行うこととする。 

 
（３） 賃借者が全機器又は特定の機器に、動作確認を経た設定変更を実施した場合

は、前号（２）と同様の扱いとする。 

 

（４） 賃借者の故意又は重大な過失により発生した障害に関しては、保守対象外とす

る。 

なお、保守対象外と判断する場合には、その理由及び原因について賃借者と事

前に協議を行い、報告を行うこと。 

 （５） 前号（４）以外で、保守にかかる費用は、すべて賃貸者が負担すること。 

３ 保守内容 

 
（１） 賃貸者は、障害について保守の依頼があった際は、速やかに正常に稼動し、使

用することができる状態まで復旧を行うこと。 

 

（２） 賃貸者は、装置等の予防保全に努め、部品等について将来障害が発生する確率

が高いことが判明した場合は、賃借者と協議の上、全ての機器に対して部品交換

を含む予防保守を行うこと。 

 

（３） ハードディスク障害時の復旧作業において、ハードディスク交換及び再インストー

ルによりソフトウェアを復旧させる場合は、ハードディスクの記録内容を設置当初

の状態（個別設定を含む）まで再設定を行うこと。 



 
（４） 保守において、ハードディスク以外の障害の場合、極力ハードディスクの記録 内

容は保持し、ユーザデータ及び設定の消失が無いように復旧作業を行うこと。 

４ サーバ機器について 

 

（１） サーバ機器については、年に１回程度の点検作業を行い、その結果を賃借者に

報告すること。また、機器の障害や将来障害が発生する確率が高いことが判明し

た場合、賃借者と協議の上、予防保守を行うこと。 

 （２） 無停電電源装置については、３年目にバッテリーの交換作業を行うこと。 

 
（３） 賃貸者は、導入から１年間、装置の使用方法、機能について、メーカーのサポート

を受けられること。 

５ その他 

 

（１） 賃貸借期間中、継続的にオンサイトサポートが可能なこと。原則として障害連絡が

あった日に初期対応を行うこと。 

また、部品調達の都合などで保守が遅れる場合は、必ず賃借者にその旨を説明

すること。 

 （２） 障害発生時は、障害箇所を特定し、原因を除去した上で復旧作業を行うこと。 

 （３） 障害回復後は、設置・ネットワークへの接続した上で動作確認を行うこと。 

 
（４） 障害対応を行った場合は、その都度賃借者が指定する方式により賃借者に報告

を行うこと。 

 （５） 障害対応については、賃借者と連携して行うこと。 

 

（６） 賃借者の組織改正等により、装置等の設置場所に変更があった場合でも、保守

を行うこと。ただし、賃借者は賃貸者に対し事前に変更内容を通知することとす

る。 
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