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・略称等について
次の名称等は以下に示す略称で表現する場合があります。
公益財団法人大阪市都市型産業振興センター → 当財団、財団
大阪産業創造館 → 当館、産創館
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１．目的
公益財団法人大阪市都市型産業振興センターでは「大阪産業創造館

施設管理」の指定管理

者の指定を大阪市から受けており、当財団が付託された「施設管理業務」のメインシステム
である「予約管理システム（ソフトウェア部分）
」の更新を取り進めております。
これに付随し、メインシステムを稼働させるサーバー群ハードウェア（オペレーティング
システム等ミドルウェアを含む）、IT インフラ基盤システム及びネットワーク機器の調達・
構築・保守を円滑に行うため、豊富な経験と技術・提案能力を持つ民間業者をプロポーザル
形式によって募集いたします。
メインシステムである「予約管理システム」については別途提携業者にて導入中であるた
め、上記に示したインフラ部分が本案件の範疇となります。
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２．現行システム紹介
（1） 設置場所
〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町 1-4-5
大阪産業創造館 3 階
（2） 機器台数
物理サーバー 3 台
UPS 2 台
ファイヤウォール 1 台
L3 スイッチ

1台

L2 スイッチ 21 台
メディアコンバーター（フロア間を光ケーブルにて接続） 8 台
DHCP 機器 3 台
その他（サイネージ端末、NW カメラ等）
クライアント PC

11 台

（3） サーバー群詳細
・VMware 1 台
（
『Windows 2000 Server』をゲスト OS として搭載、予約管理システムを稼働）
・Windows Server 2008 R2

1台

（ActiveDirectory、ファイルサーバー、ウイルス対策サーバー、バックアップサーバー）
・RedHat Linux 1 台
（DNS、リバース Proxy）
・ファイヤウォール 1 台（IPCOM 製 EX 1100 SC）
（外部ネットワーク、DMZ、職員ネットワーク、貸施設ネットワークを中継）
・L3 スイッチ
職員ネットワーク L3 スイッチ 1 台（富士通製 SR-S724）
・L2 スイッチ
DMZ エリア L2 スイッチ 1 台（富士通製 SR-X316）
貸施設ネットワーク L2 スイッチ 1 台（富士通製 SR-S316TL1）
その他スイッチングハブ 19 台
・UPS（APC 製 SMART-UPS 1500） 2 台
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３．対象機器
・サーバー機 3 台
VMware 機（新旧システム並行運用予定）
Windows 機（サーバー用途毎に順次移行、最終的に入れ替え）
RedHat 機（現行機と入れ替え）
・ファイヤウォール 1 台（入れ替え）
・職員ネットワーク L3 スイッチ 1 台（入れ替え）
・UPS（既存機器で継続利用のため、調達機器分が必要）
※職員ネットワーク L3 スイッチより下位ネットワーク及び、貸施設ネットワークは既存機
器を継続して利用予定である
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４．調達機材要件
（1）

予約管理サーバー

本番機

ハードウェア要件
用途

・予約管理システム（本番）
・Windows ActiveDirectory（副）

台数

・1 台

形状

・ラックマウント型

CPU
メモリ

・インテル Xeon プロセッサ E3 相当以上、v3 世代以降であること
・1 個以上搭載すること
・8GB 以上
・ECC 機能に対応していること
・SAS 接続とすること

ハードディスク

・RAID を構築しディスク障害に対する冗長化機能を有すること
・RAID 構築後、実使用領域 500GB 以上を有すること
・回転数は 10,000rpm 以上であること
・内蔵型であること

光学ドライブ

・CD 及び DVD に対応していること
・標準的な性能を有していること

キーボード・マウス

・ラックマウント型コンソールであること

ディスプレイ

・ディスプレイは 17 インチ以上とすること

ネットワークインタフェース

・1000BASE-T 対応
・1 ポート以上備えること

電源ユニット

・AC100V 対応

無停電電源装置

・本調達機器に電源供給し、5 分間の停電に耐えうる容量を有すること

ソフトウェア要件
オペレーティングシステム

・Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition

ウイルス対策ソフトウェア

・保護機能を有すること

その他要件
・ActiveDirectory を有し、Windows ドメインを構築、ドメインコントローラとして機能すること
・提携業者にて予約管理システム、Apache、Perl をインストール予定
・職員ネットワーク サーバーセグメントへ接続予定
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（2）

予約管理サーバー

予備機

ハードウェア要件
・予約管理システム（予備）
・Windows ActiveDirectory（主）
用途

・ファイルサーバー
・バックアップサーバー
・ウイルス対策サーバー

台数

・1 台

形状

・ラックマウント型

CPU
メモリ

・インテル Xeon プロセッサ E3 相当以上、v3 世代以降であること
・1 個以上搭載すること
・8GB 以上
・ECC 機能に対応していること
・SAS 接続とすること

ハードディスク

・RAID を構築しディスク障害に対する冗長化機能を有すること
・RAID 構築後、実使用領域 1TB 以上を有すること
・回転数は 10,000rpm 以上であること
・内蔵型であること

光学ドライブ

・CD 及び DVD に対応していること
・標準的な性能を有していること
・システム障害発生時、迅速な復旧に適したものであること

バックアップ装置

・冗長化機能を有した外付けディスク装置を接続すること
・外付けディスク装置は実使用領域 1TB 以上を有すること

キーボード・マウス

・ラックマウント型コンソールであること

ディスプレイ

・ディスプレイは 17 インチ以上とすること

ネットワークインタフェース

・1000BASE-T 対応
・1 ポート以上備えること

電源ユニット

・AC100V 対応

無停電電源装置

・本調達機器に電源供給し、5 分間の停電に耐えうる容量を有すること

ソフトウェア要件
オペレーティングシステム

・Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition
・デバイス CAL 15 ライセンスを準備すること
・サーバー・クライアント型ソフトウェアのサーバー機として稼働・運
用できること

ウイルス対策ソフトウェア

・自端末、他サーバー機、クライアント機を一元管理できる機能を有す
る事
・ウイルス検出時の通知機能を有する事
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・予約管理メインサーバー機上で稼働する予約管理システム領域（5GB
程度を想定）及び、予約管理サブサーバー機上のファイル共有領域
バックアップソフトウェア

（10GB 程度を想定）をバックアップ可能であること
・外付けディスク装置へバックアップデータを保管できること
・世代管理ができ、任意のデータからリストア可能なこと

その他要件
・ActiveDirectory を有し、Windows ドメインを構築、ドメインコントローラとして機能すること
・提携業者にて予約管理システム、Apache、Perl をインストール予定
・予約管理サーバー本番機の障害発生時に予備機として稼働予定。コールドスタンバイ。クラスタリング、
ロードバランスは行わない。
・職員ネットワーク サーバーセグメントへ接続予定

（3）

Linux サーバー機

ハードウェア要件
・DNS サーバー
用途

・リバース Proxy サーバー
・Mail サーバー

台数

・1 台

形状

・ラックマウント型

CPU
メモリ

・インテル Xeon プロセッサ E3 相当以上、v3 世代以降であること
・1 個以上搭載すること
・8GB 以上
・ECC 機能に対応していること
・SAS 接続とすること

ハードディスク

・RAID を構築しディスク障害に対する冗長化機能を有すること
・RAID 構築後、実使用領域 500GB 以上を有すること
・回転数は 10,000rpm 以上であること
・内蔵型であること

光学ドライブ

・CD 及び DVD に対応していること
・標準的な性能を有していること

キーボード・マウス

・ラックマウント型コンソールであること

ディスプレイ

・ディスプレイは 17 インチ以上とすること

ネットワークインタフェース

・1000BASE-T 対応
・1 ポート以上備えること

電源ユニット

・AC100V 対応

無停電電源装置

・本調達機器に電源供給し、5 分間の停電に耐えうる容量を有すること
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ソフトウェア要件
オペレーティングシステム

・Red Hat Linux Enterprise Edition

ウイルス対策ソフトウェア

・トレンドマイクロ社 ServerProtect for Linux を導入すること

その他要件
・DMZ セグメントへ設置。

（4）

ファイヤウォール

ハードウェア要件
メーカー

・フォーティネットジャパン株式会社

機種

・FortiGate 200D

台数

・1 台

形状

・ラックマウント型

その他要件
・現行機器（IPCOM 製 EX 1100 SC）と同等以上のセキュリティ設定とすること

（5）

職員ネットワーク L3 スイッチ

ハードウェア要件
メーカー

・不問

品番

・不問

台数

・1 台

形状

・ラックマウント型

ポート数

・16 ポート以上を有すること

その他要件
・現行機器（富士通製 SR-S724）と同等性能以上を有する事
・同等性能を満たさない機器を選定する場合はメリット・デメリットを記述・説明した比較データを提示
することで要件を満たすものとする。

（6）

その他
・調達機材の添付品・保証書などを取り纏め、担当者へ引き渡しを行うこと。
・5 年（60 ヶ月）リースにて調達すること。
・リース業者については本プロポーザル後に別途選定します。
・見積金額にはリース契約に伴う手数料を省いた金額（消費税込み）を提示すること。
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５．システム更新要件
（1）

基本的な考え方
①設置場所は、大阪産業創造館 3 階のサーバー室とし、後述する期間に機器設置・設定作
業を実施すること。
②19 インチ 40U ラック 1 台を準備しており設置する機器については原則、ラックマウン
ト型とし、当ラック内に収容すること。設置する際に LAN 配線や電源工事が必要な場
合は実施すること。また、機器搬入の際に発生する梱包等のゴミを回収すること。
③調達機器は、停電が発生した場合でも運用が継続でき、5 分間の停電に耐えうる対策を
実施すること。
④サーバー上でハードウェア障害の予兆・発生検知した際には、管理者などに自動的に通
知できる仕組みを導入すること。
⑤万一、障害が発生した際でも迅速にシステム復旧ができるようにシステムバックアップ
を別媒体に実施すること。
⑥施設ネットワーク内、各機器で時間同期を行うこと。
⑦その他、各種詳細な設定内容、運用方法については、当財団と協議の上、決定すること。

（2）

職員ネットワーク要件
①職員が利用するクライアント PC から『外部ネットワーク』、『貸施設ネットワーク』へ
の通信は遮断し、DMZ ネットワークのみ許可すること。
②外部ネットワーク、貸施設ネットワークから職員ネットワークへの通信は遮断すること。
③Windows サーバー上に DHCP 機能を構築し、自動的に IP アドレスを割当てされる仕組
みを導入すること。DHCP の範囲は職員用クライアント PC とする。
④各サーバー・クライアント PC はセキュリティ対策としてウイルス対策ソフトを導入す
ること。なお、ウイルス定義ファイルの更新などは、サーバー上で一元管理できること。
⑤予約管理サーバー機（副）上に職員向けファイル共有サービスを構築すること。すべて
のクライアント PC からアクセスできるようにすること。また、障害に備え指定するデ
ータのバックアップを行うこと。

（3）

貸施設ネットワーク要件
①貸施設利用者へインターネットアクセスのサービスを提供すること。貸施設ネットワー
クから外部ネットワークへの特別な制限は設けないが、外部ネットワークから貸施設ネ
ットワークへの通信はファイヤウォールにて遮断すること。
②職員ネットワークへの通信は遮断すること。
③DMZ ネットワークへの通信は、外部ネットワークから DMZ ネットワークへのアクセス
と同等セキュリティレベルとすること。

（4）

DMZ ネットワーク要件
①Linux サーバーを構築し、DNS・リバース Proxy・Mail の各サービスを提供すること。

10

大阪産業創造館 施設ネットワーク IT インフラ構築・運用保守 仕様書

②Web の一部コンテンツはリバース Proxy 機能により職員ネットワーク内に設置する予約
管理システム内データを参照できる様、設定すること。
③サーバー機への管理者権限アクセスは、職員ネットワーク内の管理端末からのみに限定
すること。外部ネットワーク・貸施設ネットワークから管理者権限のアクセスは遮断す
ること。また職員ネットワークからであっても管理端末以外から管理者権限のアクセス
は遮断すること。
（5）

ActiveDirectory 要件
①現行 ActiveDirectory から設定やポリシーなど環境は引き継がず、新規構築を希望する。
②その他、各種詳細な設定内容、運用方法については、プロポーザルの範疇で提案を希望
し当財団と協議の上、決定すること。

（6）

ファイルサーバー要件
①共有ファイル共有は現行ファイルサーバーからデータ移行を行うこと。
②ファイル単位のプロパティ情報（タイムスタンプ、最終更新者情報など）は移行作業に
よって更新しないこと。
③ユーザーアカウントの登録、ファイル共有設定を行うこと。
④クライアント PC の Windows ドメイン移行によって、ActiveDirectory 上にコンピュー
ターアカウントが自動作成される環境とすること。
⑤クライアント PC の Windows ドメイン移行、クライアント PC データ移行については当
館システム担当にて実施予定である。
⑥その他、各種詳細な設定内容、運用方法については、プロポーザルの範疇で提案を希望
し当財団と協議の上、決定すること。

（7）

バックアップサーバー要件
①予約管理システム領域（5GB 程度を想定）及び、ファイル共有領域（10GB 程度を想定）
をバックアップ可能であること
②耐障害性機能を備えた外付けディスク装置へバックアップデータを保管できること
③世代管理ができ、任意のデータからリストア可能なこと
④外付けディスク装置へバックアップとは別に、ボリュームシャドウコピーサービス機能
でのバックアップを、バックアップ対象とは別ドライブに取得し、データリストアが可
能な環境を構築する事。
⑤その他、各種詳細な設定内容、運用方法については、当財団と協議の上、決定すること。

（8）

ウイルス対策サーバー要件
①Windows サーバー機、クライアント PC へはトレンドマイクロ社ウイルスバスターCorp
を構築し、一元管理ができる環境とすること。
②ウイルス検出時の通知機能を有する事
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③Linux 機へはトレンドマイクロ社 ServerProtect for Linux を導入すること。
④その他、各種詳細な設定内容、運用方法については、当財団と協議の上、決定すること。
（9）

DNS サーバー要件
①現行 DNS 設定を必要最低限引き継ぎ、改善点や仕様変更点があれば提案を希望する。
②別途提携業者による予約管理システム移行に合わせ、移行作業を行うこと。
③スケジュール等については、当財団と協議の上、決定すること。

（10） リバース Proxy（Web）サーバー要件
①現行 Web コンテンツの引き継ぎを行うこと。更新のタイミングで新コンテンツの追加や
変更の予定はありません。
②別途提携業者による予約管理システム移行に合わせ、移行作業を行うこと。
③スケジュール等については、当財団と協議の上、決定すること。
（11） Mail サーバー要件
①予約管理システムサーバー及びクライアント PC よりメール発信が出来ること。メール
受信については当財団所有の別途メールシステム（@sansokan.jp）にて受信を予定して
いる。
②その他、各種詳細な設定内容、運用方法については、当財団と協議の上、決定すること。
（12） ネットワーク機器要件
①原則ネットワーク設定については現行機器を引き継ぐものとする。
②その他、各種詳細な設定内容、運用方法については、当財団と協議の上、決定すること。
（13） リモート操作機能要件
①障害対応、メンテナンス対応、急を要する対応等に備え、VPN 機能の調整が必要となる
可能性がある。
②運用保守の都合上、利用を希望する場合は提案を希望する。
③その他、各種詳細な設定内容、運用方法については、当財団と協議の上、決定すること。
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６．スケジュール要件
（1）

基本的な考え方
メインシステムである「予約管理システム」を別途提携業者にて導入中であり、その進捗
によって段階的に最終決定するものとする。

（2）

1 次納期
期日：2017 年 4 月 24 日(月)
対象：予約管理サーバー本番機
備考：提携業者による追加セットアップ作業を行うため、指定する場所へ納品すること

（3）

2 次納期
期日：2017 年 4 月 28 日(金)
対象：①ファイヤウォール、
②職員ネットワーク L3 スイッチ
③予約管理サーバー予備機
④Linux サーバー機
備考：納品後、ネットワーク機器（①②）は現行ネットワーク上の該当機器との入れ替え
を行う。作業日程については別途、協議の上、決定するものとする。
③予約管理サーバー予備機については職員ネットワーク サーバーセグメントへ接
続する。その際のネットワーク設定項目については別途、指示する。
④Linux サーバー機の入れ替え・作業日程については別途、協議の上、決定するも
のとする。ネットワーク設定項目については現行機器設定を引き継ぐものとする。
⑤納品先は当館を予定している。

（4）

その他
開発中である予約管理システムは 2017 年 7 月 1 日のカットオーバーを予定している。
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７．セキュリティ要件
（1）

基本的な考え方
本システムの構築・運用に際しては、大阪市の「大阪市個人情報保護条例」、「情報セキュ
リティポリシー」
、「大阪市データ保護管理要網」ほか、コンピュータの利用に関する各種
関連規程を遵守すること。

（2） ネットワークレベルでの不正侵入の防止
不正侵入を防止するためのセキュリティ対策を行うこと。
（3） セキュリティパッチ等の適用について
脆弱性等の対応について、緊急レベルにあたるものについては原則、適用するものとする。
ただしサービス停止を要するものや、緊急であっても対象外のもの、緊急以外であっても
適応するのが望ましい場合などは当財団と協議の上、決定するものとする。
（4） コンピュータウイルス対策
万が一のウイルス侵入に備え、以下の機能を有するウイルス対策ソフトを搭載すること。
なお、ウイルスを検知した場合、被害の拡大を最小限に止めるための仕組み、体制を確立
すること。
・ウイルス検出・検疫・駆除の一元監視機能を有すること。
・定時スキャンのみならず、個別ファイルを取り込む都度にスキャンが可能であること。
・セキュリティ維持のため、ウイルス対策ソフトバージョンアップ、セキュリティパッチ
について、影響範囲を確認し、当財団と協議の上、任意のタイミングで配布できること
（年 2 回程度想定）
。
・セキュリティパッチについては、緊急時は即時対応ができること。
・ウイルス定義ファイルは常に最新の状態に自動更新すること。また最新でない状況が確
認できる機能を有すること。
・ウイルスを検知した場合は駆除、削除等のウイルス対策が可能であること。また、検知
時のアクションとして、システム管理者に対するメール通報が可能であること。
（5） クライアント PC のセキュリティ対策
・上記 4 項で導入するウイルス対策ソフトをクライアント PC へ導入予定であり、導入作
業は原則、当館で行うが技術サポートを行うこと。
・ウイルス対策ソフトに関する問合せ、ウイルス駆除等の技術サポートを行うこと。
・クライアント PC 内のセキュリティ対策作業は当館で実施予定であるが、大規模感染等
の場合は当館からの問合せに応じ、サポートを行うこと。
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８．運用保守要件
（1）

基本的な考え方
①運用保守業務の目的
運用保守業務では、システムが安定的に稼働し続けられる様、適切な状態の維持及び、
障害発生の未然防止等を図るとともに、万が一の障害や故障に対しても、可能な限り迅
速に正常時の状態に復旧することを目的とする。
②運用保守業務に対する委託期間
運用保守の委託期間は、納品翌月初（2017 年 5 月 1 日）から 5 年（2022 年 4 月 30 日）
とする。但し、契約は１年ごととし、財団が委託を継続することが適切でないと認める
ときは契約期間中であっても委託契約を取り消すことがある。この場合、受託者の損害
に対して財団は賠償しない。また、5 年経過（2022 年 5 月 1 日）以降、システムの運用
状況によっては保守契約の延長の可能性がある。
③運用保守業務の範囲
運用保守の詳細な作業内容については、システム更新時の運用設計によって異なるため、
具体的な役割分担については、当財団と協議の上、決定するものとする。
④運用保守時間帯
ア）平常時対応時間帯
・原則として当財団の勤務時間内
（主に月曜日～金曜日 9：00～17：30）
・設定変更、リリース、ソフトウェアバージョンアップ等のシステム変更作業及び緊急
の場合、施設利用状況によって当財団が必要と認める場合は、勤務時間外での対応も
行うこと。
イ）障害時対応時間帯
・障害復旧対応にあたっては、連絡受付後 2 時間以内にその対応を開始するものとする。
⑤作業場所
当財団の作業場所は大阪産業創造館とするが、作業内容に応じて当財団と協議の上、変
更する場合もある。

（2）

運用保守内容
現時点において当財団の想定する運用保守業務は次の通りである。なお、運用保守の詳細
な作業内容については、システム更新時の運用設計によって異なるため、当財団と協議の
上、取り決めるものとする。
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①メーカーサポート
導入する全てのハードウェア及びソフトウェアにおいては、メーカーからのサポートが
受けられるものであること。
②保守体制
・運用保守に参画する運用保守業務担当者とその役割、連絡先などを明確にすること。ま
た、各関係先との円滑な協力体制を実現すること。また、障害発生時の手続きについて
も定めること。
・運用保守業務は、原則として非常駐による業務実施体制とすること。
・システム更新時の基本的な考え方や設計内容を熟知し、安全、迅速、適切に運用保守業
務を実施する要員を配置すること。
・参画する運用保守業務担当者に対して、運用保守業務に関する教育だけでなく、個人情
報保護・プライバシー保護、守秘義務、情報セキュリティ等に関する教育についても行
い、周知徹底させること。
当館からの求めに応じ、担当する保守会社の情報を開示すること。
③ハードウェア保守共通要件
・24 時間 365 日 5 年間の保守が受けられること。
・オンサイトによる保守対応が可能なこと。
・当館からの問い合わせに応じ、連絡受付後は 4 時間以内に現地到着が可能なこと。
・保守対応の作業日程調整は当財団と協議の上、取り決めるものとする。
④ソフトウェア保守共通要件
・納品するソフトウェアについては、メーカーからのサポートが受けられること。
・セキュリティパッチや修正モジュール、ファームウェアを、当館からの求めに応じて提
供すること。
・当館からの問い合わせに応じて、納品ソフトウェアにおける技術支援を行うこと。
⑤大阪産業創造館内での作業について
事前に実施作業計画書及び作業名簿（所定の作業届あり）を作成し、当財団に報告する
こと。立ち入りの際は産創館１階にある防災センターにて出入りの届け出を行い、鍵等
の受け渡しを行うこと。
また、必要に応じて産創館担当者まで作業の始終を報告すること。
⑥各種問合せ対応
当財団職員から操作面、仕様面、技術面等の各種問合せに関する受付を行い、問合せ内
容に対する調査及び回答を行うこと。また、問合せ案件毎に記録・管理を行うこと。
なお、問合せ内容に対する調査・回答を行う上で、各種ソフトウェア製造業者や機器保
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守業者等との連携が必要となる場合は、相互の連絡調整や技術的支援を行うこと。
⑦停電対応(年１回程度)
産創館で年１回（例年 11 月 最終日曜日）実施される電気設備点検に伴う停電対応に伴
い、停電前システム停止対応、および復電後のシステム起動及び稼働確認を行うこと。
⑧マニュアル・台帳等の作成
・必要に応じ、各種マニュアル・管理台帳を作成すること。また、その内容に変更があ
った際にも更新を行い、常に最新の状態を維持すること。
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９．機器の撤去について
本案件で導入する機器に関して撤去・返却の際は、必要に応じて次の対応を行うものとする。
① データのバックアップ
② 後継システムへのデータ引き継ぎサポート
③ 返却機器の保存ファイル・設定パラメータ等の削除
④ 撤去作業
また、①～③については保守の範疇で対応するものとし、④については後継システムへの更新状
況によって他の業者へ委託する可能性もあることから本案件の見積には含まず、仮に受託者へ委
託する場合には協議の上、取り決めるものとする。
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納品物件一覧
納品物件は以下のとおりとする。
・紙媒体 1 部
・電子媒体 1 部
No.

物件名

提出日

1

システム更新計画書

契約日から 2 週間以内

2

調達機材仕様案

契約日から 2 週間以内

3

調達機材最終案

契約日から 3 週間以内

4

システム更新体制図

契約日から 3 週間以内

5

運用保守体制図

2017 年 4 月 28 日迄

6

各種サーバー 設計書・設定内容定義書

2017 年 5 月 19 日迄

7

各種ネットワーク機器 設計書・設定内容定義書

2017 年 5 月 19 日迄

8

IP アドレス一覧表

2017 年 5 月 19 日迄

9

ラック内機器配置図

2017 年 5 月 19 日迄

10

ラック内配線図

2017 年 5 月 19 日迄

11

ネットワーク構成図

2017 年 5 月 19 日迄

12

運用・操作マニュアル

2017 年 5 月 19 日迄

13

調達機材付属品等

2017 年 5 月 19 日迄

14

議事録（添付資料を含む）

2017 年 5 月 19 日迄

以上
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