
章 節 項

1 1.調達仕様書 10 4 1 1 (1) エ
(イ
)

第4章 作業の実施内容
第1節 設計・構築業務
1 設計・構築実施計画書等の作成
(1) 前提事項、制約事項等

(イ) 問合せ対応時間は、開庁⽇の9時から18時15分
までとし、⼀次回答（未解決の際には⼆次回答の回
答期限を含む）は、2時間以内に実施する。開庁⽇の
16時15分以降の問合せに対する⼀次回答は、翌開庁
⽇の問合せ対応時間を含めた2時間以内に実施する。

(イ) 問合せ対応時間は、開庁⽇の9時から18時15分ま
でとし、⼀次回答（未解決の際には⼆次回答の回答
期限を含む）は、原則4時間以内に実施する。開庁⽇
の16時15分以降の問合せに対する⼀次回答は、翌開
庁⽇の問合せ対応時間を含めた原則4時間以内に実施
する。

端末に関する問い合わせについて、解決のための切り分けに時間
を要する場合があり、時間の緩和をご検討いただけないでしょう
か。

○

「2時間以内」を「4時間以内」に変更します。
この変更に合わせて「開庁⽇の16時15分以降の問合
せ」を「開庁⽇の14時15分以降の問合せ」に変更し
ます。

2 1.調達仕様書 11 4 1 1 (1) キ
(ウ
)

調達仕様書案
第4章 第1節

(ウ) 関係部局、関係事業者等による個別業務システ
ムテスト及びPJMOによる受⼊テスト終了後、現⾏
⾏政LAN事業者による執務⽤端末の展開前（3回⽬）

(ウ) 関係部局、関係事業者等による個別業務システ
ムテスト及びPJMOによる受⼊テスト終了後、現⾏⾏
政LAN事業者による執務⽤端末の展開前（3回⽬）
A 執務⽤端末（通常型）：2,770台
B 執務⽤端末（⾼スペック型）：30台
尚、当該執務室端末の納⼊にあたっては、ひな形の
複製を完了した順に3回程度の分納を想定している。

現⾏⾏政LAN事業者側の執務⽤端末の構築作業の進捗にも⼤きく
影響することから、ひな形の複製を完了した⼀定のロットを複数
回に分けて納⼊することの記載をお願い致します。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
(ウ) 関係部局、関係事業者等による個別業務システ
ムテスト及びPJMOによる受⼊テスト終了後、現⾏
⾏政LAN事業者による執務⽤端末の展開前（3回
⽬）
なお、執務⽤端末の納⼊にあたっては複数回に分割
して納⼊することを想定している。分割回数につい
ては、PJMOと調整・協議を⾏い、確定すること。

3 1.調達仕様書 12 4 1 4

第4章 作業の実施内容
第1節 設計・構築業務
4 執務⽤端末の準備と納⼊（1回⽬）

受注者は、現⾏⾏政LAN事業者による設計開始前ま
でに、設計・構築実施計画書に記載した納⼊場所、
納⼊⽅法、納⼊時の状態、納⼊対象に係る各種⼿順
書、納⼊前の動作確認内容等に従い、数台の執務⽤
端末（通常型）及び数台の執務⽤端末（⾼スペック
型）の準備を⾏い、財務省への納⼊を⾏うこと。

受注者は、現⾏⾏政LAN事業者による設計開始前ま
でに、設計・構築実施計画書に記載した納⼊場所、
納⼊⽅法、納⼊時の状態、納⼊対象に係る各種⼿順
書、納⼊前の動作確認内容等（ディスプレイ・キー
ボード・端⼦等のハードウェアの動作確認であり、
⾏政ＬＡＮへの接続・設定を⾏うものではない）に
従い、数台の執務⽤端末（通常型）及び数台の執務
⽤端末（⾼スペック型）の準備を⾏い、財務省への
納⼊を⾏うこと。
納⼊については、上記の動作確認後の状態にて納⼊
を⾏うこと。

現⾏⾏政ＬＡＮ事業者が⽀持する動作確認内容が不明確でしたの
で、詳細な条件を記載し、応札価格の費⽤積算が可能にするため
追記しました。

○

ご意⾒を踏まえ、「納⼊前の動作確認内容等に従
い、」を「納⼊前の納⼊対象に係る動作確認内容等
に従い、」に変更します。

また、「〜の準備を⾏い、財務省への納⼊を⾏うこ
と。」を「〜の準備を⾏ったうえで、財務省への納
⼊を⾏うこと。」に変更します。

4 1.調達仕様書 15 4 1 7

第4章 作業の実施内容
第1節 設計・構築業務
7 執務⽤端末の準備と納⼊（2回⽬）

現⾏⾏政LAN事業者は、現⾏⾏政LANの各種機能等
に係るテスト終了後、ひな形となる執務⽤端末の構
築⼜はひな形となる執務⽤端末をセットアップする
ための媒体の作成を⾏うことを想定している。
受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体の提供
⽅法等について、事前にPJMO、現⾏⾏政LAN事業
者等と調整・協議のうえ、確定しておくこと。

現⾏⾏政LAN事業者は、現⾏⾏政LANの各種機能等
に係るテスト終了後、ひな形となる執務⽤端末の構
築⼜はひな形となる執務⽤端末をセットアップする
ための媒体の作成を⾏うことを想定している。
受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体の提供
⽅法等について、事前にPJMO、現⾏⾏政LAN事業
者等と調整・協議のうえ、確定しておくこと。
なお、ひな型となる執務⽤端末については、現⾏⾏
政ＬＡＮ事業者の責にて作成し、PJMOの承認を得た
ものを受注者に提供するものとする。
また、ひな型となる執務⽤端末のソフトウェア種類
は、通常型３種類、⾼スペック型３種類とする。

現⾏⾏政ＬＡＮ事業者が作成する「ひな型となる執務⽤端末」に
ついて、製作した端末の内容に対する責任分岐を明確にするため
追記しました。
また、ひな形となる執務⽤端末の中に⼊るソフトウェアがいくつ
かパターンがあると想定しており、パターン数を追記しました。

○

ご意⾒を踏まえ、「〜媒体の作成を⾏うことを想定
している。」を「〜媒体の作成を⾏い、PJMOの承
認を得ることを想定している。」に変更します。

また、ひな型となる執務⽤端末のソフトウェア種類
は、以下に⽰す「ひな形となる執務⽤端末の更新期
間」及び「現⾏⾏政LANから次期⾏政LANへの移⾏
期間」を除き、1種類を想定しています。
・第４章 作業の実施内容
 第２節 機器等の賃貸借（保守業務を含む）
 ３ 定常時対応
 (4) ひな形となる執務⽤端末の更新
・第４章 作業の実施内容
 第２節 機器等の賃貸借（保守業務を含む）
 ４ 現⾏⾏政LANから次期⾏政LANへの移⾏に係る
⽀援

項⽬番号（事業者記載）項⽬番号⾴ 調達仕様書（案）
該当部分

該当箇所
対象番号

「次期⾏政LAN（端末）業務 ⼀式 調達仕様書（案）」に対する意⾒招請の結果について

対応内容・理由修正案
対応
可否理由・質問

意⾒内容
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章 節 項 項⽬番号（事業者記載）項⽬番号⾴ 調達仕様書（案）
該当部分

該当箇所
対象番号

「次期⾏政LAN（端末）業務 ⼀式 調達仕様書（案）」に対する意⾒招請の結果について

対応内容・理由修正案
対応
可否理由・質問

意⾒内容

5 1.調達仕様書 15 4 1 7

第4章 作業の実施内容
第1節 設計・構築業務
7 執務⽤端末の準備と納⼊（2回⽬）

受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体を受領
後、関係部局、関係事業者等による個別業務システ
ムテスト及びPJMOによる受⼊テスト開始前まで
に、設計・構築実施計画書に記載した納⼊場所、納
⼊⽅法、納⼊時の状態、納⼊対象に係る各種⼿順
書、納⼊前の動作確認内容等に従い、ひな形を複製
した数⼗台の執務⽤端末（通常型）及び数台の執務
⽤端末（⾼スペック型）の準備を⾏い、財務省への
納⼊を⾏うこと。

受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体を受領
後、関係部局、関係事業者等による個別業務システ
ムテスト及びPJMOによる受⼊テスト開始前までに、
設計・構築実施計画書に記載した納⼊場所、納⼊⽅
法、納⼊時の状態、納⼊対象に係る各種⼿順書、納
⼊前の動作確認内容等に従い、ひな形を複製した数
⼗台の執務⽤端末（通常型）及び数台の執務⽤端末
（⾼スペック型）の準備を⾏い、財務省への納⼊を
⾏うこと。
⼿順書等については現⾏⾏政ＬＡＮ事業者が作成
し、ひな型の複製において不具合が⽣じた場合は、
ひな型となる執務⽤端末を作成した現⾏⾏政ＬＡＮ
事業者の⽀援が受けられるものとする。
なお、複製にあたり、現⾏⾏政ＬＡＮへの接続作業
は不要であるため、複製の業務については受注者が
準備する作業所にて実施すること。

現⾏⾏政ＬＡＮ事業者が作成する「ひな型となる執務⽤端末」に
ついて、製作した端末の内容に対する責任分岐を明確にするため
追記しました。
また、複製業務において現⾏⾏政LANへの接続が必要なのかどう
か、また複製業務の作業場所が財務省なのか、受注者居室内なの
かを明確にするため追記しました。

○

ご意⾒を踏まえ、「納⼊前の動作確認内容等に従
い、」を「納⼊前の納⼊対象に係る動作確認内容等
に従い、」に変更します。
また、「なお、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体に
係る⼿順書については、現⾏⾏政ＬＡＮ事業者が作
成を⾏い、PJMOの承認を得たものを提供すること
を想定している。」を追記します。

加えて、「〜の準備を⾏い、財務省への納⼊を⾏う
こと。」を「〜の準備を⾏ったうえで、財務省への
納⼊を⾏うこと。」に変更します。

6
1.調達仕様

書
15 4 1 7

第４章 作業の実施内容
第１節 設計・構築業務
７ 執務⽤端末の準備と納⼊（2回⽬）

受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体の提供
⽅法等について、事前にPJMO、現⾏⾏政LAN事業
者等と調整・協議のうえ、確定しておくこと。

受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体の受領
⽅法(輸送⽅法、セキュリティ対策等）について、事
前にPJMO、現⾏⾏政LAN事業者等と調整・協議の
うえ、確定しておくこと。

前⽂では、「現⾏⾏政LAN事業者がひな形となる執務⽤端末の構
築⼜はひな形となる執務⽤端末をセットアップするための媒体の
作成を⾏うことを想定している。」と記述がございますので、受
注者はひな形を受領する側であると考えておりますので記述を⾒
直し頂けないでしょうか。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体の受領
⽅法等について、事前にPJMO、現⾏⾏政LAN事業
者等と調整・協議のうえ、確定しておくこと。

7 1.調達仕様書 15 4 1 8

第4章 作業の実施内容
第1節 設計・構築業務
8 個別業務システムに関する設定・テス
トに係る⽀援

受注者は、PJMO、現⾏⾏政LAN事業者等に対し
て、必要となる情報の提供を⾏うこと。また、賃貸
借の対象となる機器等に起因する問題等が発⽣した
場合には、受注者は、速やかにPJMOと調整・協議
のうえ、BIOS、ドライバ、OS、ソフトウェア等に
対するパッチ等の提供を⾏うこと。

受注者は、PJMO、現⾏⾏政LAN事業者等に対し
て、必要となる情報の提供を⾏うこと。また、賃貸
借の対象となる機器等に起因する問題等が発⽣した
場合には、受注者は、速やかにPJMOと調整・協議の
うえ、BIOS、ドライバ、OS、ソフトウェア等に対す
るパッチ等の提供を⾏うこと。
なお、ひな形となる執務⽤端末の内容を変更する必
要がある場合は、現⾏⾏政LAN事業者により複製を
⾏うこととする。

現⾏⾏政ＬＡＮ事業者が作成する「ひな型となる執務⽤端末」に
ついて、製作した端末の内容に対する責任分岐を明確にするため
追記しました。
設定・テストにおいて、2回⽬の納⼊を再実施する必要がある場合
には現⾏⾏政LAN事業者が対応することと追記しました。

×

第４章 作業の実施内容
第１節 設計・構築業務
１ 設計・構築実施計画書等の作成
(1) 前提事項、制約事項等
ク に記載しているとおり、「執務⽤端末の納⼊は、
以下の3回を想定しているが、テスト等の実施状況等
により、納⼊回数を変更する場合がある。その際に
は、PJMOと調整・協議のうえ、柔軟に対応するこ
と。」を要件としています。

8
1.調達仕様

書
15 4 1 8

第４章 作業の実施内容
第１節 設計・構築業務
８ 個別業務システムに関する設定・テス
トに係る⽀援

PJMO及び現⾏⾏政LAN事業者の指⽰の下、前述
「７ 執務⽤端末の準備と納⼊（2回⽬）」で納⼊さ
れた執務⽤端末を利⽤し、関係部局、関係事業者等
による個別業務システムに関する設定を⾏い、個別
業務システムに関するテストを実施する。

関係部局、関連事業者等がPJMO及び現⾏⾏政LAN
事業者の指⽰の下、前述「７ 執務⽤端末の準備と納
⼊（2回⽬）」で納⼊された執務⽤端末への個別業務
システムに関する設定を⾏い、個別業務システムに
関するテストを実施する。

調達仕様書（案） 11⾴ 第４章 第１節 (1) 前提事項・制約事項等
キ (イ) 現⾏⾏政事業者によるテスト終了後、関係部局、関係事業
者等による個別業務システムテスト及びPJMOによる受⼊テスト開
始前（2回⽬）と記述があるため、左記作業については関係部局、
関係事業者等が実施する認識です。そのため記述を⾒直し頂けな
いでしょうか。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
関係部局、関係事業者等が、PJMO及び現⾏⾏政
LAN事業者の指⽰の下、前述「７ 執務⽤端末の準備
と納⼊（2回⽬）」で納⼊された執務⽤端末への個別
業務システムに関する設定を⾏い、個別業務システ
ムに関するテストを実施する。
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章 節 項 項⽬番号（事業者記載）項⽬番号⾴ 調達仕様書（案）
該当部分

該当箇所
対象番号

「次期⾏政LAN（端末）業務 ⼀式 調達仕様書（案）」に対する意⾒招請の結果について

対応内容・理由修正案
対応
可否理由・質問

意⾒内容

9 1.調達仕様書 16 4 1 10

第4章 作業の実施内容
第1節 設計・構築業務
10 執務⽤端末の準備と納⼊（3回⽬）

現⾏⾏政LAN事業者は、関係部局、関係事業者等に
よる個別業務システムテスト及びPJMOによる受⼊
テスト終了後、ひな形となる執務⽤端末の構築⼜は
ひな形となる執務⽤端末をセットアップするための
媒体の作成を⾏うことを想定している。
受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体の提供
⽅法等について、事前にPJMO、現⾏⾏政LAN事業
者等と調整・協議のうえ、確定しておくこと。

現⾏⾏政LAN事業者は、関係部局、関係事業者等に
よる個別業務システムテスト及びPJMOによる受⼊テ
スト終了後、ひな形となる執務⽤端末の構築⼜はひ
な形となる執務⽤端末をセットアップするための媒
体の作成を⾏うことを想定している。
受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体の提供
⽅法等について、事前にPJMO、現⾏⾏政LAN事業
者等と調整・協議のうえ、確定しておくこと。
⼿順書等については現⾏⾏政ＬＡＮ事業者が作成
し、ひな型の複製において不具合が⽣じた場合は、
ひな型となる執務⽤端末を作成した現⾏⾏政ＬＡＮ
事業者の⽀援が受けられるものとする。
なお、複製にあたり、現⾏⾏政ＬＡＮへの接続作業
は不要であるため、複製の業務については受注者が
準備する作業所にて実施すること。
なお、複製作業後にひな形となる執務⽤端末の内容
を変更する必要がある場合は、現⾏⾏政LAN事業者
により複製を⾏うこととする。

現⾏⾏政ＬＡＮ事業者が作成する「ひな型となる執務⽤端末」に
ついて、製作した端末の内容に対する責任分岐を明確にするため
追記しました。
また、複製業務において現⾏⾏政LANへの接続が必要なのかどう
か、また複製業務の作業場所が財務省なのか、受注者居室内なの
かを明確にするため追記しました。

○

ご意⾒を踏まえ、「なお、ひな形となる執務⽤端末⼜は
媒体に係る⼿順書については、現⾏⾏政ＬＡＮ事業者が
作成を⾏い、PJMOの承認を得たものを提供することを
想定している。」を追記します。

また、「納⼊前の動作確認内容等に従い、」を「納⼊前
の納⼊対象に係る動作確認内容等に従い、」に変更しま
す。

「なお」書きのご意⾒については、
第４章 作業の実施内容
第１節 設計・構築業務
１ 設計・構築実施計画書等の作成
(1) 前提事項、制約事項等
ク に記載しているとおり、「執務⽤端末の納⼊は、以下
の3回を想定しているが、テスト等の実施状況等により、
納⼊回数を変更する場合がある。その際には、PJMOと
調整・協議のうえ、柔軟に対応すること。」を要件とし
ています。

10
1.調達仕様

書
16 4 1 10

第４章 作業の実施内容
第１節 設計・構築業務
１０ 執務⽤端末の準備と納⼊（3回⽬）

受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体の提供
⽅法等について、事前にPJMO、現⾏⾏政LAN事業
者等と調整・協議のうえ、確定しておくこと。

受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体の受領
⽅法(輸送⽅法、セキュリティ対策等）について、事
前にPJMO、現⾏⾏政LAN事業者等と調整・協議の
うえ、確定しておくこと。

前⽂では、「現⾏⾏政LAN事業者がひな形となる執務⽤端末の構
築⼜はひな形となる執務⽤端末をセットアップするための媒体の
作成を⾏うことを想定している。」と記述がございますので、受
注者はひな形を受領する側であると考えておりますので記述を⾒
直し頂けないでしょうか。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体の受領
⽅法等について、事前にPJMO、現⾏⾏政LAN事業
者等と調整・協議のうえ、確定しておくこと。

11
1.調達仕様

書
18 4 1 14 (1) ウ

第４章 作業の実施内容
第１節 設計・構築業務
１４ 定例会等の実施
ウ 個別調整会議

以下に⽰す、成果物のレビュー、各種調整・協議等
のための会議体として、適宜、個別調整会議を開催
すること。

以下に⽰す、成果物のレビュー、各種調整・協議の
ための会議体として適宜、個別会議を開催するこ
と。なお、会議体はWeb会議システムを利⽤するこ
とも可とするが、必要なツールは受託者の負担とす
る。

新型コロナウイルス感染症専⾨家会議からの提⾔を踏まえ、新型
コロナウイルスを想定した「新しい⽣活様式」に従い、密集を回
避するためにもWeb会議による会議体の開催を許容頂けないで
しょうか。 ○

以下に⽰す、成果物のレビュー、各種調整・協議等
のための会議体として、適宜、個別調整会議を開催
すること。なお、会議はWeb会議システムを利⽤す
ることも可とするが、PJMOが指定するWeb会議シ
ステムを利⽤すること。

12 1.調達仕様書 23 4 2 3 (1) ア

第４章 作業の実施内容
第２節 機器等の賃貸借（保守業務を含
む）
３ 定常時対応
(1) 機器の保守

ア 機器故障時の修理
賃貸借の対象となる機器について、センドバック保
守により、機器故障時の修理を⾏うこと。修理後
は、最新のひな形となる執務⽤端末⼜は媒体を複製
した状態にすること。

ア 機器故障時の修理
賃貸借の対象となる機器について、センドバック保
守により、機器故障時の修理を⾏うこと。修理後
は、後述「(4) ひな形となる執務⽤端末の更新」記載
の対応を⾏い、最新のひな形となる執務⽤端末⼜は
媒体を複製した状態にすること。

作業範囲明確化のため。

△
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章 節 項 項⽬番号（事業者記載）項⽬番号⾴ 調達仕様書（案）
該当部分

該当箇所
対象番号

「次期⾏政LAN（端末）業務 ⼀式 調達仕様書（案）」に対する意⾒招請の結果について

対応内容・理由修正案
対応
可否理由・質問

意⾒内容

13
1.調達仕様

書
23 4 2 3 (1) ア

第４章 作業の実施内容
第２節 機器等の賃貸借（保守業務を含
む）
３ 定常時対応
(1) 機器の保守
ア 機器故障時の修理

賃貸借の対象となる機器について、センドバック保
守により、機器故障時の修理を⾏うこと。修理後
は、最新のひな形となる執務⽤端末⼜は媒体を複製
した状態にすること。
受注者は、センドバックされた機器を受領後、原則
として、2週間以内に財務省に送付すること。修理時
に執務⽤端末の記憶装置の交換が発⽣した際には、
後述「(2)情報の消去」に従い、対応すること。
センドバック保守時の保守内容に該当しない機器故
障の場合には、PJMOと調整・協議のうえ、柔軟に
対応すること。

賃貸借の対象となる機器について、センドバック保
守⼜はオンサイト保守により、機器故障時の修理を
⾏うこと。修理後は、最新のひな形となる執務⽤端
末⼜は媒体を複製した状態にすること。
受注者は、センドバックされた機器を受領後、原則
として、2週間以内に財務省に送付すること。なお、
現地で訪問修理をする際は、2週間以内に修理を⾏う
こと。修理時に執務⽤端末の記憶装置の交換が発⽣
した際には、後述「(2)情報の消去」に従い、対応す
ること。
センドバック保守⼜はオンサイト保守時の保守内容
に該当しない機器故障の場合には、PJMOと調整・協
議のうえ、柔軟に対応すること。

端末のデータ消去を⾏う場合、貴省本庁舎内または他施設等機関
内に訪問し、実施することが想定されますが、情報の消去の為に
訪問したタイミングでの修理対応（訪問修理）を許可していただ
けないでしょうか。
修理が完了するまでの時間短縮の⾯からもご検討をお願い致しま
す。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
賃貸借の対象となる機器について、〜柔軟に対応す
ること。
なお、オンサイト保守による対応も可とするが、セ
ンドバック保守に係る要件を全て満たしていること
を整理したうえで、PJMOの承認を得ること。

14 1.調達仕様書 24 4 2 3 (1) イ

第４章 作業の実施内容
第２節 機器等の賃貸借（保守業務を含
む）
３ 定常時対応
(1) 機器の保守
イ ドライバ等の提供

現⾏⾏政LAN⼜は次期⾏政LANが提供する⾃動配信
機能において、執務⽤端末への配信ができないパッ
チ等（ファームウェアの更新等）を提供せざるを得
ない場合には、受注者が、該当する執務⽤端末の設
置場所において、当該パッチ等の適⽤作業を⾏うこ
と。

現⾏⾏政LAN⼜は次期⾏政LANが提供する⾃動配信
機能において、執務⽤端末への配信ができないパッ
チ等（ファームウェアの更新等）を提供せざるを得
ない場合には、受注者が、該当する執務⽤端末の設
置場所において、当該パッチ等の適⽤作業を⾏うこ
と。なお、テレワーク等の事由により持出中でパッ
チを適⽤できない端末は⾏政LAN事業者にて個別に
対応が⾏えるよう⼿順書を提供すること。

当該端末は将来的にテレワーク⽤としての利⽤も想定されますの
で、テレワーク等の事由により持出中でパッチを適⽤できない端
末は⾏政LAN事業者にて個別に対応が⾏えるようパッチ適⽤の⼿
順書を取りまとめ提供する等の対応策について定義頂けないで
しょうか。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
現⾏⾏政LAN⼜は次期⾏政LANが提供する⾃動配信
機能において、執務⽤端末への配信ができないパッ
チ等（ファームウェアの更新等）を提供せざるを得
ない場合には、受注者が、該当する執務⽤端末の設
置場所において、当該パッチ等の適⽤作業を⾏うこ
と。
なお、テレワーク等の事由により、財務省本庁舎内
⼜は施設等機関等内での適⽤作業を⾏うことができ
ない場合、受注者は、PJMO、現⾏⾏政LAN事業者
⼜は次期⾏政LAN事業者と調整・協議のうえ、現⾏
⾏政LAN事業者⼜は次期⾏政LAN事業者が個別に適
⽤作業を⾏うための⼿順書を作成し、提供するこ
と。

15 1.調達仕様書 25 4 2 3 (4)

第4章 作業の実施内容
第2節 機器等の賃貸借（保守業務を含
む）
3 定常時対応

受注者からのパッチ等の提供状況を踏まえたうえ
で、現⾏⾏政LAN事業者⼜は次期⾏政LAN（ネット
ワーク基盤）事業者において、年に最⼤4回程度、ひ
な形となる執務⽤端末の構築⼜はひな形となる執務
⽤端末をセットアップするための媒体の作成を⾏う
ことを想定している。
ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体の提供⽅法等は、
保守計画書、保守実施要領等の作成時において、
PJMO、現⾏⾏政LAN事業者等との調整・協議のう
え、保守計画書、保守実施要領等に反映し、PJMO
の承認を得ておくこと。
受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体を受領
後、ひな形を複製した執務⽤端末の準備を⾏うこ
と。

受注者からのパッチ等の提供状況を踏まえたうえ
で、現⾏⾏政LAN事業者⼜は次期⾏政LAN（ネット
ワーク基盤）事業者において、年に最⼤4回程度、ひ
な形となる執務⽤端末の構築⼜はひな形となる執務
⽤端末をセットアップするための媒体の作成を⾏う
ことを想定している。
ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体の提供⽅法等は、
保守計画書、保守実施要領等の作成時において、
PJMO、現⾏⾏政LAN事業者等との調整・協議のう
え、保守計画書、保守実施要領等に反映し、PJMOの
承認を得ておくこと。
受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体を受領
後、ひな形を複製した執務⽤端末⼜は媒体の準備を
⾏うこと。

本件の⽬的は、パッチを全端末に適⽤するのではなく、機器故障
時に複製したものが最新のパッチが適⽤されていることという認
識です。
修理期間2週間を遵守するためにあらかじめ準備する端末、および
修理した端末への複製をするための媒体、の２つの準備が必要と
考え、媒体を追記しました。

×

「修理した端末への複製をするための媒体」とは、
ひな形からの差分と想定されるため、当該差分につ
いては、
第４章 作業の実施内容
第２節 機器等の賃貸借（保守業務を含む）
３ 定常時対応
(1) 機器の保守
イ ドライバ等の提供
等に従い、機器故障時ではなく、速やかに提供して
いただくことになります。
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章 節 項 項⽬番号（事業者記載）項⽬番号⾴ 調達仕様書（案）
該当部分

該当箇所
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対応内容・理由修正案
対応
可否理由・質問

意⾒内容

16 1.調達仕様書 25 4 2 3 (4)

第４章 作業の実施内容
第２節 機器等の賃貸借（保守業務を含
む）
３ 定常時対応
(4) ひな形となる執務⽤端末の更新

受注者からのパッチ等の提供状況を踏まえたうえ
で、現⾏⾏政LAN事業者⼜は次期⾏政LAN（ネット
ワーク基盤）事業者において、年に最⼤4回程度、ひ
な形となる執務⽤端末の構築⼜はひな形となる執務
⽤端末をセットアップするための媒体の作成を⾏う
ことを想定している。

受注者からのパッチ等の提供状況を踏まえたうえ
で、現⾏⾏政LAN事業者⼜は次期⾏政LAN（ネット
ワーク基盤）事業者において、年に最⼤4回程度、ひ
な形となる執務⽤端末の構築⼜はひな形となる執務
⽤端末をセットアップするための媒体の作成を⾏う
ことを想定している。
なお、更新対象となる執務⽤端末のひな形は1種類と
する。

本調達における役務作業の実施範囲を明確にするために更新対象
となるひな形の数量を明記頂けないでしょうか。

×

ひな型となる執務⽤端末のソフトウェア種類は、以
下に⽰す「ひな形となる執務⽤端末の更新期間」及
び「現⾏⾏政LANから次期⾏政LANへの移⾏期間」
を除き、1種類を想定しています。
・第４章 作業の実施内容
 第２節 機器等の賃貸借（保守業務を含む）
 ３ 定常時対応
 (4) ひな形となる執務⽤端末の更新
・第４章 作業の実施内容
 第２節 機器等の賃貸借（保守業務を含む）
 ４ 現⾏⾏政LANから次期⾏政LANへの移⾏に係る
⽀援

17 1.調達仕様書 25 4 2 3 (4)

第４章 作業の実施内容
第２節 機器等の賃貸借（保守業務を含
む）
３ 定常時対応
(4) ひな形となる執務⽤端末の更新

受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体を受領
後、ひな形を複製した執務⽤端末の準備を⾏うこ
と。

受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体を受領
後、ひな形を複製した執務⽤端末を数台準備するこ
と。

本調達における役務作業の実施範囲を明確にするために複製する
執務⽤端末の台数を明記頂けないでしょうか。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
受注者は、ひな形となる執務⽤端末⼜は媒体を受領
後、機器故障時の修理には最新のひな形を複製に⽤
いること。

18 1.調達仕様書 37 5 1 2 (3) ウ

第５章 作業の実施体制・⽅法
第１節 作業実施体制
２ 受注者に求める作業実施体制
(3) 受注者の体制に関する留意事項

ウ 業務を遂⾏させるために⼗分な体制を確保すると
ともに、責任体制を明確にし、全社的対応を図るこ
と。

ウ 業務を遂⾏させるために⼗分な体制を確保すると
ともに、責任体制を明確にし、全社的対応を図るこ
と。また、現⾏⾏政 LAN 事業者と現⾏運⽤管理
（ヘルプデスク） 事業者における担当者の兼務は認
めないものとし、本業務専任の体制をとること。

現⾏⾏政 LAN 事業者と現⾏運⽤管理 （ヘルプデスク） 事業者が
本調達に応札する場合、競争条件が異なり現⾏業者が優位な仕様
となると考えるため。 ×

本調達の必須要件ではないため、採⽤しません。

19 2.要件定義書 13 4 6 1

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第4章 第６節

 拡張性に関する事項
１ 性能の拡張性
執務⽤端末はノート型端末であるため、性能に関す
る拡張性は定義しない。なお、メモリ及び記憶装置
については、交換が可能であること。

以下の要件を⼀部削除頂く事をお勧め致します。
１ 性能の拡張性
執務⽤端末はノート型端末であるため、性能に関す
る拡張性は定義しない。（以下削除）

「性能に関する拡張性は定義しない。」とのことですので、「メ
モリ及び記憶装置については、交換が可能であること。」につい
て削除をお願い致します。 ○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
１ 性能の拡張性
執務⽤端末はノート型端末であるため、性能に関す
る拡張性は定義しない。 なお、メモリ及び記憶装置
 については、交換が可能であること。

20
2.要件定義

書
14 4 6 2 (1) イ

(ア
)

別冊 要件定義書（案）
第４章 ⾮機能要件定義
第６節 拡張性に関する事項
２ 機能の拡張性

イ 顔認証の導⼊
(ア) 導⼊の背景
庁舎外での利⽤を可能とすることに伴い、ICカード
リーダーの持ち運びの負荷を軽減するため、⼆要素
認証として顔認識を導⼊する。なお、⾝分証明書に
よる認証⽅式は廃⽌する。また、特定業務⽤の共有
IDを利⽤する際は、システム利⽤者が執務⽤端末に
ログインした上で、「共有ID＋パスワード」による
認証⽅式とする。
(イ) 機能概要
端末に搭載されたカメラを⽤いて⽣体（顔）を認証
する機能を執務⽤端末に提供する。

イ ⽣体認証の導⼊
(ア) 導⼊の背景
庁舎外での利⽤を可能とすることに伴い、ICカード
リーダーの持ち運びの負荷を軽減するため、⼆要素
認証として⽣体認証を導⼊する。なお、⾝分証明書
による認証⽅式は廃⽌する。また、特定業務⽤の共
有IDを利⽤する際は、システム利⽤者が執務⽤端末
にログインした上で、「共有ID＋パスワード」によ
る認証⽅式とする。
(イ) 機能概要
端末に搭載された装置を⽤いて⽣体（顔もしくは⼿
のひら静脈等）を認証する機能を執務⽤端末に提供
する。

認証精度や対偽造等の観点から受注者側で顔認証以外の⽣体認証
の提案検討も必要であると考えるため。

×

顔認証を要件としているため、、採⽤しません。

5/10



章 節 項 項⽬番号（事業者記載）項⽬番号⾴ 調達仕様書（案）
該当部分

該当箇所
対象番号

「次期⾏政LAN（端末）業務 ⼀式 調達仕様書（案）」に対する意⾒招請の結果について

対応内容・理由修正案
対応
可否理由・質問

意⾒内容

21
2.要件定義

書
15 4 10 1 (2)

別冊 要件定義書（案）
第４章 ⾮機能要件定義
第１０節 情報セキュリティに関する事項
１ 情報セキュリティ対策要件

(2) ハードウェア
ア 暗号化処理を⾏う、セキュリティチップ（TCG
V1.2⼜はTCG V2.0準拠）を有すること。
イ 顔認証に対応するための機器を内蔵すること。

(2) ハードウェア
ア 暗号化処理を⾏う、セキュリティチップ（TCG
V1.2⼜はTCG V2.0準拠）を有すること。
イ ⽣体認証に対応するための機器を内蔵すること。

認証精度や対偽造等の観点から受注者側で顔認証以外の⽣体認証
の提案検討も必要であると考えるため。

×

顔認証を要件としているため、、採⽤しません。

22
2.要件定義

書
16 4 11 2 (1) ア 1

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節
図表4-11-1

項番1 プロセッサ
②Core i5-8365U⼜はこれと同等以上の性能であるこ
と。
項番1 プロセッサ
④ インテルvProテクノロジーに対応すること。

以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
②Core i5-8265Uと同等以上の性能であること。

vProについて、ノートパソコンの場合その主要機能である 電源の
遠隔制御は有線LAN内蔵でないため機能が制約されてしまいま
す。
もし、vproを利⽤しない場合にはvproの機能がないCPUの中で最
もハイエンドであるCore i5-8265Uと同等以上の性能であることが
妥当と認識しております。

○

「④インテルvProテクノロジーに対応すること。」
を削除します。

23 2.要件定義書 16 4 11 2 (1) ア 3

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節
図表4-11-1

3.⼊⼒装置
JIS標準配列の⽇本語キーボード（ローマ字⼊⼒可）
を有すること。

以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
（前略）キーボードの各キーにおいて反発⼒にばら
つきがないこと
70% のイソプロピルアルコールと 30% の⽔で構成さ
れるアルコール溶液でのクリーニングが可能である
こと。家庭⽤ワイプでの 1,000 回の消毒に消毒に耐
えること。

新⽣活様式ではテレワークをはじめ、オンライン環境下のでのコ
ミュニケーションとして、SkypeやTeamsなどのツールにてインス
タントメッセージ（IM）や打ち合わせ中のチャット機能を活⽤す
ることが多くなりこれまで以上に正確且つ早くキーボード⼊⼒が
求められる傾向にあります。キーボード⼊⼒時の負荷を軽減させ
るためにキーボードの各キー毎の反発⼒にばらつきがないものを
採⽤されることをお奨めいたします。
今般のコロナ禍のなかでノートパソコンの中で最も不潔になり易
いキーボード部分を⻩ばみやキートップ⽂字の消失なく繰り返し
消毒可能であることは感染拡⼤を防ぐのに有⼒であると認識して
おります。

×

本調達の必須要件ではないため、採⽤しません。

24
2.要件定義

書
17 4 11 2 (1) ア 4

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節
図表4-11-1

4.表⽰装置
①13.3インチまたは14インチのTFTカラー液晶ディ
スプレイ（ノングレアタイプ）であること。

以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
①13.3インチまたは14インチのTFTカラー液晶ディ
スプレイであること。

今般のノート端末に採⽤されている液晶パネルでは、技術⾰新に
より利⽤環境に依存せず表⽰がより鮮明となる⾼輝度パネルのも
のや電⼦プライバシーフィルタ機能内蔵のものなど、優れたもの
が市場に投⼊されております。ノングレア液晶パネルに絞ります
と製品選定の幅を⼤きく狭めることになると認識しております。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
4.表⽰装置
①13.3インチまたは14インチのTFTカラー液晶ディ
スプレイ （ノングレアタイプ）であること。

25 2.要件定義書 17 4 11 2 (1) ア 7

第１１節 情報システム稼働環境に関する
事項
２ ハードウェア構成
図表4-11-1 執務⽤端末（通常型）及び
執務⽤端末（⾼スペック型）の要件
8 マルチメディア対応装置 ②

本体ディスプレイ側に有効画素数は92万画素以上の
Webカメラを1基内蔵すること。なお、通常のWebカ
メラに加えて、深度検知機能を持つ⾚外線センサー
を内蔵すること。

本体ディスプレイ側に有効画素数は92万画素以上の
Webカメラを1基内蔵すること。なお、通常のWebカ
メラに加えて、深度検知機能を持つ⾚外線センサー
⼜はWindows Helloに対応したカメラを内蔵している
こと。

本要件は顔認証に必要な仕様であることを理解しておりますが、
深度検知機能を持つ⾚外線センサーが不要で顔認証が実現でき、
なりすましによる写真での認証等の対策として3次元で顔認証が可
能なカメラであれば要件を満たす解釈になると考えますので要件
の修正をご検討頂けないでしょうか。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
本体ディスプレイ側に有効画素数は92万画素以上の
Webカメラを1基内蔵すること。なお、通常のWebカ
メラに加えて、Windows Helloに対応したカメラを
内蔵していること。

26
2.要件定義

書
17 4 11 2 (1) ア 7

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節
図表4-11-1

7.マルチメディア対応装置
② 本体ディスプレイ側に有効画素数は92万画素以上
のWebカメラを1基内蔵すること。なお、通常のWeb
カメラに加えて、深度検知機能を持つ⾚外線セン
サーを内蔵すること。

以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
②本体ディスプレイ側に有効画素数は92万画素以上
のWebカメラを1基内蔵すること。なお、windows標
準搭載の顔認証に準拠していること。

深度検知機能を持つ⾚外線センサーについての詳細の要件が不明
ですので、「windows標準搭載の顔認証に準拠していること」とす
ることがより要件が明確になると認識しております。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
本体ディスプレイ側に有効画素数は92万画素以上の
Webカメラを1基内蔵すること。なお、通常のWebカ
メラに加えて、Windows Helloに対応したカメラを
内蔵していること。

6/10



章 節 項 項⽬番号（事業者記載）項⽬番号⾴ 調達仕様書（案）
該当部分

該当箇所
対象番号
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対応内容・理由修正案
対応
可否理由・質問

意⾒内容

27
2.要件定義

書
17 4 11 2 (1) ア 7

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節
図表4-11-1

7.マルチメディア対応装置
ステレオスピーカを1対内蔵すること。

以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
ステレオスピーカを1対以上内臓すること。
内蔵のマイクとスピーカは、全⽅位マイク機能及び
ノイズキャンセル機能を有し端末メーカの提供する
標準機能を⽤いて、⾳の指向性やノイズキャンセル
機能を管理することができること。

昨今のテレワーク環境下での使⽤を鑑み、オンライン会議でのコ
ミュニケーションを円滑にするには、五感の⼀つである⾳が重要
になります。正しい⾳を指向性に合わせて集⾳し、ノイズを除去
して出⼒することが重要になります。また新⽣活様式では少⼈数
での打ち合わせとされており、全⽅位マイクと⾳の指向性を管理
することで単独から⼩規模の打ち合わせまで専⽤機材を使うこと
なく効率よく打ち合わせすることが可能になります。

×

本調達の必須要件ではないため、採⽤しません。

28 2.要件定義書 18 4 11 2 (1) ア 8

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節

8 ネットワークインタフェース
① 100BASE-TX/1000BASE-T対応のＬＡＮインタ
フェースを1基内蔵すること。RJ-45端⼦を有しない
場合は、変換コネクタを1個添付すること。ただし、
変換コネクタ⾃体にMACアドレスを保有しない、端
末純正品を使⽤すること。

以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
100BASE-TX/1000BASE-T対応のＬＡＮインタ
フェースを1基内蔵すること。RJ-45端⼦を有しない
場合は、変換コネクタを1個添付すること。ただし、
変換コネクタが保持するMACアドレスにかかわら
ず、端末本体のBIOSが保持するMACアドレスをパス
スルーさせことができる端末純正品を使⽤するこ
と。

今般のノートパソコンのインターフェースは、モバイル特性に合
わせ、より薄く⼩さいものへ置き換える傾向がごさいます。これ
により旧来のポート形状のものは、インターフェースを変換し利
⽤することが主流となっておりＬＡＮインタフェースもUSBから
の変換によりRJ-45端⼦と接続を可能としております。
また端末本体のBIOS上にMACアドレスを保持させることができる
ことから、変換コネクタは有するMACアドレスにかかわらず、パ
ススルー機能を⽤いて端末本体が保持するMACアドレスを使⽤す
ることができます。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
100BASE-TX/1000BASE-T対応のＬＡＮインタ
フェースを1基内蔵すること。RJ-45端⼦を有しない
場合は、変換コネクタを1個添付すること。ただし、
変換コネクタが保持するMACアドレスにかかわら
ず、端末本体のBIOSが保持するMACアドレスをパ
ススルーさせことができる端末純正品を使⽤するこ
と。

29 2.要件定義書 18 4 11 2 (1) ア 9

第１１節 情報システム稼働環境に関する
事項
２ ハードウェア構成
図表4-11-1 執務⽤端末（通常型）及び
執務⽤端末（⾼スペック型）の要件
9 その他インタフェース

USB3.0 Type-Aのポートを3ポート以上使⽤可能とす
ること。ただし、USB3.0 Type-Aのポートを2ポート
以上内蔵すること。なお、USB3.0 Type-Aポートに
ついては、互換性のある上記規格のポートでも可と
する。

USB3.0 Type-Aのポートを2ポート以上、Type-Cを1
ポート以上内蔵すること。なお、USB3.0 Type-A
ポートについては、互換性のある上記規格のポート
でも可とする。

左記要件を満たすことができる端末（メーカー）が限られてしま
い、他メーカー製PCのご提案が出来かねます。幅広く（各メー
カー）製品をご提案できることが可能な要件に緩和頂けないで
しょうか。また、昨今のPC市場では、Type-Aポート及びType-C
ポート内蔵の組み合わせによるインターフェースが主流になって
いることからも修正案にて要件緩和のご検討をお願いできません
でしょうか。

×

USB3.0 Type-Aのポートを3ポート以上は必須要件で
あり、かつType-Cは必須要件ではないため、採⽤し
ません。

30
2.要件定義

書
18 4 11 2 (1) ア 9

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節

9その他インタフェース
USB3.0 Type-Aのポートを3ポート以上使⽤可能とす
ること。ただし、USB3.0 Type-Aのポートを2ポート
以上内蔵すること。なお、USB3.0 Type-Aポートに
ついては、互換性のある上記規格のポートでも可と
する。

9その他インタフェース
USB3.0 Type-Aのポートを3ポート以上使⽤可能とす
ること。ただし、USB3.0 Type-Aのポートを1ポート
以上内蔵すること。なお、USB3.0 Type-Aポートに
ついては、互換性のある上記規格のポートでも可と
する。
USB-Cポートを1つ上有し、 Thunderbolt  3に対応す
ること

今般のノートパソコンのインターフェース主流はUSB3.0 Type-A
からUSB3.0 Type-Cへと変わりつつあります。調達時期にに向け
て新製品を選定することを想定するとUSB3.0 Type-Aのポートは1
ポート以上内蔵とすることが妥当と認識しております。
「USB3.0 Type-Aのポートを3ポート以上使⽤可能とすること。」
についてUSBハブを外付けすることで実現することを想定してお
ります。
昨今のモバイル端末では、USB-Cポートに主流が移⾏しておりま
す。USB-Cポートでは、電⼒（端末の給電）やネットワーク、⾳
（ヘッドホンやイヤホン）、映像（モニタ）の外部出⼒への接続
を容易にすることができます。また複数の⽤途を1本のケーブルに
纏めることが可能となります。
USB-Cの規格は多岐に渡りますが、⼀般的な規格である
Thunderbolt  3対応とすることでUSB 3.1 Gen 2やDisplayPort
(Alt Mode)などを⽤いて周辺機器と信頼性の⾼い接続を保つこと
ができます。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
9その他インタフェース
USB3.0 Type-Aのポートを3ポート以上使⽤可能とす
ること。ただし、USB3.0 Type-Aのポートを1ポート
以上内蔵すること。なお、USB3.0 Type-Aポートに
ついては、互換性のある上記規格のポートでも可と
する。
Type-Cは必須要件ではないため、採⽤しません。

7/10



章 節 項 項⽬番号（事業者記載）項⽬番号⾴ 調達仕様書（案）
該当部分

該当箇所
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対応内容・理由修正案
対応
可否理由・質問

意⾒内容

31
2.要件定義

書
18 4 11 2 (1) ア 10

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節

10 ファームウェア
ファームウェア（BIOS等）の設定変更についてはパ
スワード機能等により管理できることとし、ファー
ムウェアの機能において、以下のパスワード設定が
可能であること。

以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
（前略）クライアントPC に搭載された TPM は、セ
キュリティレベルを⾼めるために、専⽤の HW 上に
実装されていること。クライアントPC に搭載された
セキュリティチップ（ TPM 等）のセキュリティレベ
ルを担保するために、第三者機関によるセキュリ
ティに関する認証を取得していること。

Windows10で実現されるセキュリティソリューション（例：
BitLocker 、 TrustedBoot 、 Windows Hello 、 DeviceGuaed 、
CredentialGuard ）は、クライアント PC に搭載されたセキュリ
ティチップである TPM の利⽤が前提となっております。 TPM の
実装には、専⽤ HW 上で実装されるディスクリート TPM と、
ファームウェア上で実装されるファームウェア TPM がありま
す。ファームウェア TPM は、ファームウェアの実装の影響を
受けるため、ファームウェア上の TPM 以外の箇所で脆弱性が
あった場合に、改ざん 破壊のリスクがありますが、ディスク
リート TPM は、専⽤ HW で実現されるため、ファームウェア
TPM と⽐較して、改ざん 破壊のリスクが極めて少なくなりま
す。
TPM等のセキュリティチップは、すべての信頼性の起点
（ルートオブトラスト）となるため、メーカー独⾃の試験だ
けでなく、第三者機関による認証を取得し、実装されるべき
仕様が保証されている必要があります。

○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
10 ファームウェア
ファームウェア（BIOS等）の設定変更についてはパ
スワード機能等により管理できることとし、ファー
ムウェアの機能において、以下のパスワード設定が
可能であること。
クライアントPC に搭載されたセキュリティチップ
（以下、TPMという。） は、セキュリティレベルを
⾼めるために、専⽤の ハードウェア上に実装されて
いること。クライアントPC に搭載されたTPMのセ
キュリティレベルを担保するために、第三者機関に
よるセキュリティに関する認証を取得しているこ
と。

32
2.要件定義

書
18 4 11 2 (1) ア 10

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節

10 ファームウェア
ファームウェア（BIOS等）の設定変更についてはパ
スワード機能等により管理できることとし、ファー
ムウェアの機能において、以下のパスワード設定が
可能であること。

以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
（前略）BIOS/UEFIコード、および、その設定が改
ざんされた場合には、システムの起動前に改ざん前
の状態に復元できること。システム稼働中は
BIOS/UEFIコードを定期的にチェックすること。ま
た、システムメモリにロードされた BIOS コード
SMM ）の改ざんを検知し利
⽤者への通知を表⽰すること。NIST SP800-193 に準
拠したBIOS/UEFI を搭載していること。

ファームウェア改ざんを検知後、復元が必要になりますが、⼿動
で復元する場合は、復元までの業務停⽌時間が⻑くなるため、改
ざん検知後情報を収集した上で、⾃動で復元する機能を有するこ
とが望ましいです。
昨今のサイバー攻撃では、OS への攻撃に加えて、よりレイ
ヤーの低い BIOS/UEFI への攻撃が増加傾向にあります。
BIOS/UEFI 、および、その設定が改ざんされてしまうと、上位
の OS でいかに強固なセキュリティ対策をとっていたとしても、
無効化されてしまうリスクがあります。また、改ざんされた
場合は、リアルタイムに検知し、さらに改ざん前の状態にい
かに早く復元できるかが重要と考えます。
BIOS/UEFIを含むファームウェアへのセキュリティ攻撃に対す
る「予防」、「検知」、「復旧」に関しては、 NIST SP800-193
でガイドラインが⽰されています。
・
NIST SP800-193
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800
193/final

×

本調達の必須要件ではないため、採⽤しません。

33 2.要件定義書 18 4 11 2 (1) ア 10

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節

10 ファームウェア 以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
Windows 10の特定の主要なOSプロセスや設定の永続
性を保つためのハードウェアレベルの機能を有する
こと

昨今の⾼度化するサイバー攻撃ではマルウェアの活動を助けるた
めにファイアウォールやセキュリティ機能のプロセスを停⽌する
ものが存在します。このような攻撃に対応するにはハードウェア
レベルで主要なOSプロセスを保護し、これらのプロセスが停⽌さ
せられた際には直ちに復旧させる事が重要になります。

×

本調達の必須要件ではないため、採⽤しません。

34 2.要件定義書 18 4 11 2 (1) ア 10

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節

10 ファームウェア 以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
以下の機能を備えたOSリカバリ機能を有すること。
OSが完全に消去された状態であってもOSのリカバリ
が可能
外部メディアを使⽤せずに有線LAN経由でOSのリカ
バリが可能
OSイメージが正しいものである事を確認する機能を
有する

昨今のサイバーセキュリティー対策では、従来の「特定」、「防
御」に加えて攻撃を受けてしまう事を前提として「復旧」までを
考慮したレジリエンスの考え⽅が重要となっています。
また、OSイメージをリカバリする際には、改ざんされたイメージ
のリカバリを防ぐために、そのイメージの真正性を保証する機能
が重要となります。

×

本調達の必須要件ではないため、採⽤しません。
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章 節 項 項⽬番号（事業者記載）項⽬番号⾴ 調達仕様書（案）
該当部分

該当箇所
対象番号

「次期⾏政LAN（端末）業務 ⼀式 調達仕様書（案）」に対する意⾒招請の結果について

対応内容・理由修正案
対応
可否理由・質問

意⾒内容

35 2.要件定義書 18 4 11 2 (1) ア 10

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節

10 ファームウェア 以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
以下の機能を備えたOSリカバリ機能を有すること。
OSが完全に消去された状態であってもOSのリカバリ
が可能
外部メディアを使⽤せずに有線LAN経由でOSのリカ
バリが可能
OSイメージが正しいものである事を確認する機能を
有する

GUID Partition Table(GPT)（従来のMBRはGPTの中に含まれま
す）にはOSを起動するために必要なパーティション情報が保存さ
れています。GPTが破損または改ざんされてしまうとOSが起動出
来なくなってしまいます。MBRを破壊してPCを起動不可にするサ
イバー攻撃も多く発⽣しており、GPTを復元する機能を持つこと
が必要と考えます。
HP BIOSPhere Gen3以降ではUEFIファームウェアにGPTのバッ
クアップコピーを保持し、HP SureStart Gen4ではGPTのバック
アップをHP Endpoint Security Controllerに保存して保護を強化し
ます。

×

本調達の必須要件ではないため、採⽤しません。

36 2.要件定義書 18 4 11 2 (1) ア 11

別冊 要件定義書
第4章 ⾮機能要件定義
第11節 情報システム稼働環境に関する
事項
2 ハードウェア構成
（図表4-11-1）

(項番11 動作環境・設置条件等)
⑦本体（内蔵バッテリーを含む）の重量は1.3kg未満
であること。また、本体及び周辺機器等（マウス、
ACアダプター（ACコード含む。）及び内蔵バッテ
リを含む）を合わせた重量は2kg未満であること。

(項番11 動作環境・設置条件等)
⑦本体（内蔵バッテリーを含む）の重量は1.1kg未満
であること。また、本体及び周辺機器等（マウス、
ACアダプター（ACコード含む。）及び内蔵バッテリ
を含む）を合わせた重量は1.4kg未満であること。

本調達の⽬的と効果において、ペーパレス、持ち帰り（持ち出
し）、携帯性向上による利便性向上などが挙げられております。
パソコン向け専⾨誌のアンケートによると、1kgを超えると不満を
感じる利⽤者が多くいるとの調査結果があり、今回の重量設定に
よって利⽤者の利便性向上が実現されない可能性があると考えま
す。
そこで、本⽬的と効果が期待される数値として、重量を1kg前後に
することを提案します。

（参考：⽇程BP社より）
https://special.nikkeibp.co.jp/panasonic/businessmobile/product/2
0081128/

×

製品の選択肢が限定される可能性があるため、採⽤
しません。

37 2.要件定義書 18 4 11 2 (1) ア 11

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節
図表4-11-1

11.動作環境・設置条件等 以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
内蔵バッテリの過充電対策として、BIOSの設定によ
り過充電を管理することができること。また内蔵
バッテリの状況に応じてバッテリ容量を⾃動管理が
できること。

昨今のモバイル端末では、外出先だけでなく、ピークシフト対応
を含めバッテリ駆動の環境が増えている反⾯、オフィスや特にテ
レワークなどの固定された利⽤下の環境では電源の常時接続によ
る内蔵バッテリが過充電となる傾向があります。フル充電に使い
状態で通電し使⽤を続けた場合、バッテリ負荷が⼤きく劣化を著
しく進⾏させます。バッテリ交換も近年では軽量化及び薄くする
ためにガム型のリチウムイオンポリマー充電池を採⽤している
為、脱着式でなく内蔵バッテリーとなり、交換する際に修理扱い
として運⽤コストが⾼まる可能性がございます。
BIOSの設定により内蔵バッテリの温度など利⽤環境にあわせ充電
容量を管理することができる機能が実現されています。上位のOS
やアプリケーションでのソフトウェア管理ではなく、基点となる
ハードウェアによるBIOSの機能により使⽤することをお奨め致し
ます。

×

本調達の必須要件ではないため、採⽤しません。

38 2.要件定義書 18 4 11 2 (1) ア 11

調達仕様書案
別冊 要件定義書案
第3章 第11節

11.動作環境・設置条件等 以下の要件を仕様書に追記頂く事をお勧め致しま
す。
堅牢性として、MIL-STD-810G相当とするテストを
クリアしていること。
①落下：⾮稼働時に⾼さ76cm、5cmの合板の上に合
計26⽅向の落下。
②ベンチ・ハンドリング試験：OS稼働時に天⾯・底
⾯時、⼀⽅を10cm傾けた状態で合計8回落下

モバイル端末では、使⽤⽤途から⾼い堅牢性が求められておりま
す。堅牢性の指針として、⼀般的であるMIL-STD-810G相当とす
ることで各メーカの独⾃の指針とは異なり公平な⾒解を保つこと
ができます。

×

本調達の必須要件ではないため、採⽤しません。
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章 節 項 項⽬番号（事業者記載）項⽬番号⾴ 調達仕様書（案）
該当部分

該当箇所
対象番号

「次期⾏政LAN（端末）業務 ⼀式 調達仕様書（案）」に対する意⾒招請の結果について

対応内容・理由修正案
対応
可否理由・質問

意⾒内容

39 2.要件定義書 18 4 11 2 (1) ア 12

別冊 要件定義書
第4章 ⾮機能要件定義
第11節 情報システム稼働環境に関する
事項
2 ハードウェア構成
（図表4-11-1）

(項番12 その他)
盗難防⽌ワイヤーは不要とする。

(項番12 その他)
盗難防⽌ワイヤーは不要とする。
また、端末本体（きょう体）のカラーバリエーショ
ンは２種類以上とし、受注者は本業務開始時にPJMO
の指定⾊に応じた端末を納品すること。なお、カ
ラーバリエーションはハードウェア製品において広
く市場に流通されているものとし、受注者が端末本
体（きょう体）に対して塗装する・シールを貼付す
るといったものは許容しない。

昨今のパソコン市場においては、いわゆる「デザイン」を売りに
したパソコンが多数販売されております。また、昨今注⽬される
「ダイバーシティー＆インクルージョン（多様性を受け⼊れて活
かしあう）」という考えにおいても、カラーバリエーションを有
するパソコンを導⼊する企業も増えつつあります。
組織理念において「多様な職員⼀⼈⼀⼈を⼤切にし」と挙げる財
務省様の調達においてもこの点を取り⼊れ、職員様の満⾜度向上
等につなげていただければと考え、ご提案させて頂きます。

△

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
 盗難防⽌ワイヤーは不要とする。
端末本体（きょう体）のカラーバリエーションは2種
類以上とし、受注者は、契約締結後、PJMOの指定
⾊に応じた端末を納⼊すること。なお、カラーバリ
エーションは広く市場に流通されているものとする
こと。

40 2.要件定義書 15 4 11 2 (1) ア

別冊 要件定義書
第4章 ⾮機能要件定義
第11節 情報システム稼働環境に関する
事項
2 ハードウェア構成

執務⽤端末はノート型端末であり、⾃席、執務室内
の会議卓、会議室等の省内での利⽤することを想定
している。

執務⽤端末はコンバーチブル型端末であり、⾃席、
執務室内の会議卓、会議室等の省内において、ノー
トパソコン・タブレットの両⽅として利⽤すること
を想定している。
なお、紛失防⽌の観点からキーボードは本体から取
り外せないものとする。

多様な業務スタイルでの利⽤を想定しており、ノートパソコンと
しても、タブレットパソコンとしても利⽤可能な、コンバーチブ
ル型端末の利⽤を提案します。
また、コンバーチブル型の場合、キーボードが取り外せるモデル
もありますが、職員様が誤って紛失したりといったリスクを避け
るために、取り外せないモデルとすることを提案します。 ○

ご意⾒を踏まえ、以下のとおり、変更します。
執務⽤端末はコンバーチブル型端末とし、⾃席、執
務室内の会議卓、会議室等の省内で、⽤途に応じて
ノート型端末⼜はタブレット型端末として利⽤する
ことを想定している。
なお、紛失防⽌の観点からキーボードは本体から取
り外せないものとする。

41 2.要件定義書 - 4 11 2 (1) ア

- 仕様書未記載 - 仕様書案の説明会にて⼝頭でお聞きしました
・端末の⾊選択が可能な製品をご検討されているとのことでした
が
各社が官公庁及び法⼈向けに製造しているビジネス向けパーソナ
ルコンピューターは本体⾊の選択ができるモデルは希少です。
本体⾊の選択を要件に⼊れないことを⾊選択を要件から外すと各
社がビジネス⽤パソコンを選定できるようになり選定の幅が⼤き
く広がります。

△
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