
章 節 項

1
調達仕様書

（案）
15 4 1 6 (1) ア

調達仕様書（案）
第４章 作業の実施内容に関する事項
第１節 設計・構築業務
６ 情報システムの移行
(1) 事前準備作業の実施
ア 回線の開通に係る作業

受注者は、移行計画書、移行手順書等に基づき、サービ
ス提供に必要となる、回線の敷設、ケーブルの敷設、
ネットワーク機器の搬入及び設置、設定情報の投入等、
回線の開通に係る作業を実施すること。現地調査の結
果、設備工事等が必要な場合は、受注者の負担にて実
施すること。
また、次期バックアップセンターへのネットワーク機器の
設置に当たり、初期費用（システム受け入れ費用、ラック
工事費用等）が必要となる場合は、受注者にて負担する
こと。
回線の開通に係る作業は、原則として財務省の業務時
間帯に実施すること。
作業における前提事項・留意事項は以下のとおりとす
る。

【質問】
次期バックアップセンターにおいて見込まれる費用発生基準及び単価を
ご提示いただけますでしょうか。

要件把握と体制検討、費用積算のためです。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更しま
す。

また、次期バックアップセンターへのネット
ワーク機器の設置に当たり、初期費用（新
規テナント受け入れ費用、電源増設工事
費用、コンセントバー及び棚板追加費用、
キャリア光回線引き込み工事立ち合い費
用等）が必要となる場合は、受注者にて
負担すること。

2
調達仕様書

（案）
26 4 2 2 (1) オ

第２節 運用・サービス提供業務
２  定常時の対応
(1) システム監視の実施
項目　オ

本調達にて設置するネットワーク機器等について、電源
異常、温度異常等の監視を行うこと。

（質問／意見）
電源異常、温度異常等の監視が適用されるネットワーク機器等につい
て、「回線終端装置」は通信サービスの付属品であり、通信回線の一部
として取り扱うため、通信回線の監視は行えますが、電源や温度の個別
監視ができない機器となります。このため、電源異常や温度異常の監視
を行う対象は「回線終端装置を除く機器（ルータ等）」に変更いただけま
すでしょうか。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更しま
す。

本調達にて設置するネットワーク機器等
（回線終端装置を除く）について、電源異
常、温度異常等の監視を行うこと。

3
調達仕様書

（案）
26 4 2 2 (1) オ

調達仕様書（案）
第４章 作業の実施内容に関する事項
第２節 運用・サービス提供業務
２ 定常時の対応
(1) システム監視の実施
オ

本調達にて設置するネットワーク機器等について、電源
異常、温度異常等の監視を行うこと。

【意見】
本要件（電源異常、温度異常等の監視）の削除を要望い
たします。

1回線終端装置など、死活監視しかサービスで提供されないものもあり、
そちらにて障害検知が可能であるためです。

【質問】
電源異常、温度異常の監視センサーを別途、お客様ラックに設置しても
問題ないでしょうか。

要件把握のためです。

○

同上

4
調達仕様書

（案）
33 4 2 9

(1)
(2)

調達仕様書（案）
第４章 作業の実施内容に関する事項
第２節 運用・サービス提供業務
９ その他作業
(1) 及び (2)

(1) 消去作業は、原則として、財務省本庁舎又は次期
バックアップセンター内で実施すること。
(2) 財務省本庁舎又は次期バックアップセンター内での
消去作業が難しい場合は、あらかじめ当該作業従事者
（運搬作業を含む）の氏名及び作業実施場所（国内に限
る）について、PJMOの承認を得たうえで、必要に応じて
PJMOが作業に立ち会う等の対策を行い、財務省本庁舎
又は次期バックアップセンター外で作業を行うことも可と
する。財務省本庁舎又は次期バックアップセンター外で
作業を実施する際は、当該記憶装置を施錠したケースに
入れた状態で作業実施場所に運搬すること。

【質問】
個人情報等の機微情報を含まない場合においても本要件への対応が
必要でしょうか。
（本業務で設置する機器はネットワーク機器であり、個人情報等の機微
情報を含まない想定で、セキュリティ統一基準群に準拠し適切な手順で
データ消去を行います）

要件把握と実現方法の検討のためです。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更しま
す。

受注者は、運用・サービス提供業務期間
終了後速やかに、今回調達するネット
ワーク機器に含まれるデータの消去作業
を行うとともに、ネットワーク機器及び敷設
したケーブル等の撤去作業を行うこと。当
該作業の実施後、データ消去報告書及び
撤去作業報告書を作成し、PJMOの承認
を得ること。
なお、機密情報を保持しないネットワーク
機器については、PJMOの承認を得たうえ
で、工場出荷時状態に初期化する方法も
可とする。

5
調達仕様書

（案）
33 4 2 9 (3)

第２節 運用・サービス提供業務
９ その他作業
項目　（３）

ア 故障の場合は、受注者が消磁方式によるハード消
去又は物理破壊を実施すること。
イ 契約終了の場合は、消磁方式によるハード消去又
は物理破壊に加え、データ消去を選択してもよい。
ウ ハードディスクドライブのデータ消去は、ソフト消去
の2回書き（乱数＋0(ゼロ)）又はDoD（米国国防省）準拠
方式で対応すること。消去実施結果として、セクタ情報
（一部抜粋でよい）や記憶装置機器情報が判別でき、か
つ対象との対応付けができる消去レポートを出力し、後
日取りまとめのうえ、後述「(4)」に示すデータ消去報告書
に添付し提出すること。
エ SSDのデータ消去は、代替処理用の予備領域も含
めて削除を行うための専用のコマンドを用いて、実施する
こと。

…… （質問）
仕様書に示されている左記、消去の方法ですが、HDDもしくは、SSDを
搭載したネットワーク機器のデータ消去方法かと存じます。
物理破壊の方法は、機器がサービス提供事業者（レンタル会社等を含
む）の資産であり、物理破壊措置が出来ないため、HDDもしくは、SSD等
の記憶媒体が無い場合は、別の方法（初期化などの工場出荷時の状態
へ戻す等）も含めた消去方法に緩和いただけますでしょうか。

○

同上

6
調達仕様書

（案）
33 4 2 9 (5)

調達仕様書（案）
第４章 作業の実施内容に関する事項
第２節 運用・サービス提供業務
９ その他作業
(5)

(5) 財務省本庁舎及び次期バックアップセンターの設備
については、原則として、ネットワーク機器等の設置前の
状態に原状回復すること。

【意見】
「なお、設備（付帯）工事を実施した場合においては、原
状回復の要否について別途協議するものとする。」を追
記いただくようお願いいたします。

木板の設置やPF管の敷設等、設備（付帯）工事を実施した場合、必ずし
も原状回復を必要としない（できない）ケースも発生し得ると想定される
ためです。

×

本要件は原則として原状回復を求めるも
のであり、原状回復を必要としない（でき
ない）場合には、別途PJMOと協議するこ
とを想定しています。

「インターネット接続回線等業務　一式　調達仕様書（案）」に対する意見及び回答　一覧

項目番号
頁

該当箇所

対象
番号

項目番号（事業者記載）
調達仕様書（案）

該当部分
修正案 理由・質問

対応内容・理由
対
応
可
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章 節 項

「インターネット接続回線等業務　一式　調達仕様書（案）」に対する意見及び回答（案）一覧

項目番号
頁

該当箇所

対象
番号

項目番号（事業者記載）
調達仕様書（案）

該当部分
修正案 理由・質問

対応内容・理由
対
応
可

7
調達仕様書

（案）
54 7 1

1
2

調達仕様書（案）
第７章 成果物の取扱いに関する事項
第１節 知的財産権の帰属
１ 及び ２

１ 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物
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、受注者が本調達の実施の従前から権
利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案
書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て財務
省に帰属するものとする。
２ 財務省は、成果物について、第三者に権利が帰属す
る場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利
用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示
できるものとする。また、受注者は、成果物について、自
由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許
諾すること（以下「複製等」という。）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や、複製
等により財務省がその業務を遂行する上で支障が生じる
おそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、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。

【質問】
提供するサービスの説明資料、パンフレット等の著作権についてはどの
ような扱いとなるのでしょうか。

要件把握のためです。

－

本業務における成果物に関する知的財産
権を定めたものであり、受注者が従前か
ら権利を保有しているものについては、提
案書に明示することで知的財産権は受注
者に帰属します。

8
調達仕様書

（案）
56 8 1 1 (4)

第８章  入札参加資格に関する事項
第１節 公的な資格や認証等の取得
項目　(4)  

一般財団法人日本情報経済社会推進協会又は同協会
が指定する機関よりプライバシーマークの付与を受けて
いること。

（意見）
情報セキュリティに関しては、同節（2）項にて、『情報セキュリティマネジ
メントシステム適合性評価制度における認証を取得していること。又は
独立行政法人情報処理推進機構が提供する「情報セキュリティ対策ベ
ンチマークver4.7」の各質問項目について、レベル4以上のセキュリティ
対策を実施していること。』とございます。
入札業者の入札機会を狭めないよう、類似した（4）項に関しましては、
表現の末尾を『プライバシーマークの付与を受けていることが望ましい』
等の表現に緩和頂くことは可能でしょうか。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更しま
す。

２　応札希望者は、以下に示す公的な資
格や認証等の取得に係る要件を満たして
いることが望ましい。
(3)　一般財団法人日本情報経済社会推
進協会又は同協会が指定する機関よりプ
ライバシーマークの付与を受けているこ
と。

9
調達仕様書

（案）
62 10 5 2

第１０章    その他特記事項
第５節       サプライチェーン・リスクへの対応
項目　2

サプライチェーン・リスクの懸念の有無を判断するため、
「別紙3　役務従事者一覧」、「別紙4　機器等一覧」及び
「別紙5　経歴、保有資格等」に、本件特定役務にて従事
することを予定する作業要員及び使用することを予定す
る機器等（クラウドサービスが利用する機器等を含む）の
情報を記入の上、提案書の提出期限の3週間前（土日祝
日含む）までに財務省に提出※し、その後、財務省の承
諾を得ること。

（意見）
『（クラウドサービスが利用する機器等を含む）』とございますが、クラウド
サービス提供の場合、クラウドサービス事業者側のポリシー等から具体
的な機器名を明示できない場合がございます。
『可能な限りの記載』等に緩和頂くことは可能でしょうか。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更しま
す。

サプライチェーン・リスクの懸念の有無を
判断するため、「別紙3　役務従事者一
覧」、「別紙4　機器等一覧」及び「別紙5
経歴、保有資格等」に、本件特定役務に
て従事することを予定する作業要員及び
使用することを予定する機器等（可能な範
囲でクラウドサービスが利用する機器等
を含む） の情報を記入の上、提案書の提
出期限の3週間前（土日祝日含む）までに
財務省に提出※し、その後、財務省の承
諾を得ること。なお、必要に応じて内閣官
房サイバーセキュリティセンター等に助言
を求めることがある 。また、クラウドサー
ビスが利用する機器等について、機器等
の開発等のライフサイクルで不正な変更
が加えられないよう管理し、その管理状況
を財務省が確認できること。

10
別冊

要件定義書
4 3 1 1 (1) ア

要件定義書
第３章 機能要件の定義
第１節 機能に関する事項
１ 機能一覧
(4) DDoS対策サービス（クラウド型WAF機能）
ア 基本機能

インターネット回線サービスは、「インターネット回線（本
省インターネット接続用）」「インターネット回線（本省クラ
ウド接続用）」「インターネット回線（バックアップセンターイ
ンターネット接続用）」「インターネット回線（バックアップセ
ンタークラウド接続用）」「インターネット接続ルータ」「回
線終端装置」「ドメイン管理」で構成することとし、各構成
要素で必要な要件は、後述「第４章第１１節　情報システ
ム稼働環境に関する事項」に示すとおりとする。

【意見】
下記4点ご教示いただきたいです。
・今回の保護対象のFQDN数はいくつになるかご教示くだ
さい。
・HTTPS通信の提供に当たっての証明書何枚必要かご
教示ください。また、こちらは調達範囲に入っていますで
しょうか。
・WAF（Webアプリケーションファイアーウォール）設備は
DR構成は必要かご教示ください。
・検知・防御プロファイル数はどの程度を見込まれていま
すでしょうか。

要件把握と体制検討、費用積算のためです。

－

・保護対象とするWebサイトは、5サイトで
す。（「別添資料2_DDoS対策サービスに
係る要件」参照）
・HTTPS通信の提供に当たっての証明書
は財務省から提供するため、調達範囲外
です。
・「別紙2_サービスレベル定義一覧」に示
すサービス稼働率を実現するために必要
な冗長構成を確保ください。
・WAF（Webアプリケーションファイアー
ウォール）に関してはサービス提供を前提
と想定しているため、検知・防御プロファイ
ル数に関する見込みはありません。

11
別冊

要件定義書
4 3 1 1 (1) イ (ウ)

第３章　機能要件の定義
第１節　機能に関する事項
１    機能一覧
(1)   インターネット回線サービス
イ    サービスに付随する管理機能
項目　(ウ)

(ウ)  インターネット 回線の上りと下りの通信状況につい
て、5分平均値の推移グラフ、瞬間 大トラフィックが発生
した時間及びその時の回線使用量を日次で電子メール
にてPJMOに報告すること。

（意見）
インターネットサービスの仕様上、瞬間 大トラフィックの報告を実現す
ることが技術仕様上困難なため、瞬間 大トラフィックの項目は削除頂
けませんでしょうか。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更しま
す。

(ウ)  インターネット 回線の上りと下りの通
信状況について、5分平均値の推移グラ
フ、5分平均値が 大の時間帯及びその
時の回線使用量を日次で電子メールにて
PJMOに報告すること。
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章 節 項

「インターネット接続回線等業務　一式　調達仕様書（案）」に対する意見及び回答（案）一覧

項目番号
頁

該当箇所

対象
番号

項目番号（事業者記載）
調達仕様書（案）

該当部分
修正案 理由・質問

対応内容・理由
対
応
可

12
別冊

要件定義書
5 3 1 1 (2) エ

要件定義書
第３章 機能要件の定義
第１節 機能に関する事項
１ 機能一覧
(2) 外部DNSサービス
エ

エ TTLを一時的に短く設定できる機能を有し、IPアドレス
変更に迅速に対応すること。

【質問】
「IPアドレス変更に迅速に対応すること」とありますが、ご依頼いただく頻
度及び要求レベル(対応時間の目安など)をご教示ください。

要件把握と体制検討、費用積算のためです。

－

TTLの変更作業は、 大で年に１回程度
です。

13
別冊

要件定義書
6 3 1 1 (3) イ

要件定義書
第３章 機能要件の定義
第１節 機能に関する事項
１ 機能一覧
(3) DDoS対策サービス（DDoS軽減機能）
イ サービスに付随する管理機能

DDoS攻撃の状況等をトラフィックグラフでリアルタイムに
表示できること。

【意見】
「DDoS攻撃発生時はその状況等について、PJMOからの
問い合わせ及び照会に対応するとともに、必要に応じて
受注者から能動的に報告を行うこと。また、攻撃収束後、
検知したDDoS攻撃の詳細な情報（発生・収束日時、事象
分類、トラフィックグラフ等）を表示できること。」

当該機能の仕様（リアルタイムでの画面表示）では提案可能なサービス
が制限されるため、攻撃発生時に専門エンジニアのサポートにより迅速
かつ適切な対応を行うものとして、左記への要件修正を提案いたしま
す。
※なお、DDoS攻撃を検知・防御した際には、別添資料2「DDoS対策
サービスに係る要件」２.(1).イ アラート機能の要件に準拠し、その概要と
対応内容を即時に通知します

【質問】
DDoS攻撃の状況「等」とは実際に何を御示しでしょうか。
回線のトラフィックやDDoS攻撃元情報などを指しておりますでしょうか。

×

現行で実現できているサービスであり、必
要な要件です。
また、DDoS攻撃発生時の状況等につい
ては、ご認識のとおりとなります。

14
別冊

要件定義書
10 3 6 3

要件定義書
第３章 機能要件の定義
第６節 外部インタフェースに関する事項
３ IPアドレス

インターネット接続ルータは、同一セグメントのIPアドレス
を設定すること。

【質問】
「同一セグメント」が指す内容をご教示ください。（どのセグメントと同一セ
グメントであることが要件でしょうか）

要件把握のためです。 ○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更しま
す。

インターネット接続ルータは、インターネッ
ト回線のグローバルIPと同一セグメントの
IPアドレスを設定すること。

15
別冊

要件定義書
13 4 5 1 (2) イ

要件定義書
第４章 非機能要件の定義
第５節 信頼性に関する事項
 1 可用性要件
(2) 可用性に係る対策
イ

イ 各サービスで提供するアクセス回線について、NOCと
財務省本庁舎間又はNOCと次期バックアップセンター間
に中継局又はPOIがある場合は、NOCから中継局又は
POI間について冗長構成としていること。なお、敷設する
24回線について、NOCと財務省本庁舎及び次期バック
アップセンター間の全ルートにおいて、異なるケーブルを
経由し、かつ異なる敷設経路を経由したものであること。

【意見】
納入期限までに要件を満たせない相当の理由がある場
合は、あらかじめ、理由および納入予定日を申し出て納
入期限の猶予を書面にて申請することができるなど、納
入期限の猶予について記載いただくようお願いいたしま
す。

回線の敷設場所について、契約後、実際にキャリアの現地調査、サービ
ス設備検討をしたのち、キャリア側の枯渇等、設備状況により実現でき
ないケースが想定されるためです。

×

設計・構築業務の期間を6か月以上確保
しているため、PJMOと調整のうえで、納
入期限までに必要な作業の実施をお願い
します。

16
別冊

要件定義書
13 4 5 1 (2) ウ

第５節       信頼性に関する事項
１    可用性要件
(2)   可用性に係る対策
項目　ウ

ウ    次期行政LANでは、通常時においてインターネット
接続用回線をクラウドサービス接続以外の利用、クラウド
接続用をクラウドサービス接続専用に使い分けることを
想定しているが、いずれかの回線が障害となった際に
は、もう一方の回線を利用して代替することを想定してい
る。
　インターネット回線サービスで提供するインターネット接
続ルータは、これを踏まえた機器の選定、設計等を行うこ
と。

（質問）
経路分散方法は回線振り分け装置で実施していただく必要もあります。
インターネット接続ルータ単体で行うのは難しいため、機器の選定、設
計等を行うため、回線振り分け装置の動作の情報をいただけますでしょ
うか。

－

経路分散及び回線サービス障害時の片
寄せについては、次期行政LAN事業者に
よる回線振分け装置の設定で行う想定で
す。

17
別冊

要件定義書
13 4 5 1 (2) ウ

要件定義書
第４章 非機能要件の定義
第５節 信頼性に関する事項
１ 可用性要件
(2) 可用性に係る対策
ウ

ウ 次期行政LANでは、通常時においてインターネット接
続用回線をクラウドサービス接続以外の利用、クラウド接
続用をクラウドサービス接続専用に使い分けることを想
定しているが、いずれかの回線が障害となった際には、
もう一方の回線を利用して代替することを想定している。
インターネット回線サービスで提供するインターネット接
続ルータは、これを踏まえた機器の選定、設計等を行うこ
と。

【質問】
いずれかの回線が障害となった場合、行政LAN内（本調達範囲外）にあ
る「回線振分け装置」が、もう一方の回線への振り分けを行うことは可能
でしょうか。
可能な場合、「回線振分け装置」の機能詳細をご教示ください。
（別添資料1_ネットワーク構成図（次期想定）を参照）

要件把握と実現方法の検討のためです。
－

同上

18
別冊

要件定義書
14 4 7 1 (2)

要件定義書
第４章 非機能要件の定義
第７節 上位互換性に関する事項
１ 上位互換性
(2)

(2) 基本ソフトウェア等の更新により、各サービス又は各
サービスに付随する管理機能の利用に変更がある場合
については、原則として、事前にPJMOの承認を得るこ
と。

【意見】
「原則として、事前にPJMOの承認を得ること。」の要件を
「事前にその旨をPJMOに通知すること。」に変更いただく
ようお願いいたします。

サービスという性質上、顧客ごとに個別機能を提供しているものではな
く、基本的にすべての顧客が同一の機能を利用できる仕組みとなってお
り、また利便性・品質向上のため機能改善に努めています。そのため、
提供機能において変更が生じる場合、事前にその内容等を通知します
が、PJMOの承認有無にかかわらず、変更させていただく場合もござい
ます。

×

本要件は原則として事前承認を求めるも
のであり、承認有無にかかわらず変更す
る場合には、PJMOへの事前通知を想定
しています。
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章 節 項

「インターネット接続回線等業務　一式　調達仕様書（案）」に対する意見及び回答（案）一覧
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対
応
可

19
別冊

要件定義書
16 4 10 2 (1) ウ (ウ)

要件定義書
第４章 非機能要件の定義
第１０節 情報セキュリティに関する事項
２ 情報セキュリティ対策要件
(1) 権限要件
ウ 監視ネットワーク
(ウ)

(ウ) 監視ネットワークのアクセス権限には、参照のみ可
能な監視用のアクセス権限並びに変更及び設定業務が
可能な管理者用アクセス権限を複数用意する等、セキュ
リティ上のリスクを考慮した適切なアクセス権限を設定す
ること。

【意見】
「監視ネットワークのアクセス権限は、業務上の必要性に
基づき、実施する作業に必要な 小限の物理的及び論
理的なアクセス権限を付与する等、セキュリティ上のリス
クを考慮した適切なアクセス権限を設定・管理すること。」
の要件に変更いただくようお願いいたします。

(ウ)監視ネットワークのアクセス権限について、例として「参照のみ可
能」と「変更及び設定業務が可能」に区分する手法を挙げられているも
のと理解しますが、適切なアクセス権限の設定・管理の手法は状況応じ
て異なるものと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更しま
す。

監視 ネットワークのアクセス権限は、業
務上の必要性に基づき、実施する作業に
必要な 小限の物理的及び論理的なアク
セス権限を付与する等、セキュリティ上の
リスクを考慮した適切なアクセス権限を設
定・管理すること。

20
別冊

要件定義書
20 4 11 4 (2) ア (キ) Ａ

第１１節    情報システム稼働環境に関する
事項
４    ネットワーク構成
(2)   インターネット回線サービスの要件
(キ)  バックボーン設備
項目　Ａ

A    受注者が保有するバックボーンは、閉域ネットワーク
網であること。

（質問）
インターネットサービスのバックボーンは通常、閉域ネットワークではご
ざいません。
「インターネット網への接続用アクセス回線は他者と共用されない占有
型であること。」の認識でよろしいでしょうか。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除しま
す。

受注者が保有するバックボーンは、閉域
ネットワーク網であること。

21
別冊

要件定義書
21 4 11 4 (2) イ

要件定義書
第４章 非機能要件の定義
第１１節 情報システム稼働環境に関する事
項
４ ネットワーク構成
(2) インターネット回線サービスの要件
イ インターネット接続ルータ
図表4-11-1　インターネット接続ルータの要
件

LAN側の2ポートでIEEE802.3ad準拠のLACPを利用したリ
ンクアグリゲーションを構成できること。

【質問】
「冗長可機能：LAN側の2ポートでIEEE802.3ad準拠のLACPを利用したリ
ンクアグリゲーションを構成できること。」を要件としておりますが、どの
ような利用を想定されているかご教示ください。

弊社にて機器選定を行いましたが、想定する構成では対応機器が限ら
れ、かつ上位機種となるため、費用的に見合わない恐れがあるためで
す。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除しま
す。

LAN側の2ポートでIEEE802.3ad準拠の
LACPを利用したリンクアグリゲーションを
構成できること。

22
別冊

要件定義書
23 4 11 5 (1) イ

要件定義書
第４章 非機能要件の定義
第１１節 情報システム稼働環境に関する事
項
５ 施設・設備要件
(1) 財務省本庁舎
イ

イ 各サービスに必要な全てのネットワーク機器は、棚板
を含め、19インチラックに6U以内で収容すること。

【意見】
ユニット数の増加を要望いたします。
※弊社想定では、廃熱等も考慮し、15U程度を見込んで
おります

構成検討しましたが、想定される設置機器では6U以内に収容すること
が難しいためです。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更しま
す。

各サービスに必要な全てのネットワーク機
器は、棚板を含め、19インチラックに15U
以内で収容すること。

23
別冊

要件定義書
24 4 11 5 (2) エ

要件定義書
第４章 非機能要件の定義
第１１節 情報システム稼働環境に関する事
項
５ 施設・設備要件
(2) 次期バックアップセンター
エ

エ 各サービスに必要な全てのネットワーク機器は、棚板
を含め、19インチラックに6U以内で収容すること。

【意見】
ユニット数の増加を要望いたします。
※弊社想定では、廃熱等も考慮し、15U程度を見込んで
おります

構成検討しましたが、想定される設置機器では6U以内に収容すること
が難しいためです。

×

次期バックアップセンターにおけるラック
の制約により、ユニット数の増加はできな
いため、棚板の正面半分及び裏面半分を
活用する等、設置方法の工夫をお願いし
ます。

24
別紙2

サービスレベ
ル定義一覧

1
1
2

別紙２ サービスレベル定義一覧 サービスレベル値 30分以内 【意見】
以下のとおり、要件を緩和いただくようお願いいたしま
す。

■項番1．障害発生通知時間 及び 項番2．回線切替／障
害復旧通知時間
アクセス回線をはじめ、自社保有以外の設備が含まれる
場合、複数社間の連携が発生することが想定されます。
・サービスレベル値：30分以内→60分以内

現状のサービスレベル定義では、特定の事業者のみ極めて優位となる
恐れがあるためです。

×

現行で実現できているサービスであり、必
要な要件です。

25
別紙2

サービスレベ
ル定義一覧

1 8

別紙２ サービスレベル定義一覧 サービスレベル値 2時間以内 【意見】
以下のとおり、要件を緩和いただくようお願いいたしま
す。

■項番8．障害対応要員到着時間
可用性を確保した構成であることを踏まえ、要件緩和が
可能と考えます。
・項目の説明：障害検知後、機器の異常判断を実施し、
機器交換が必要と断定された時点から、障害対応要員が
機器の設置場所に到着するまでの時間を表わす。
・サービスレベル値：2時間以内→4時間以内

現状のサービスレベル定義では、特定の事業者のみ極めて優位となる
恐れがあるためです。

×

現行で実現できているサービスであり、必
要な要件です。

26
別紙2

サービスレベ
ル定義一覧

1 9

別紙２ サービスレベル定義一覧 サービスレベル値 （平日・日中）3時間以内
サービスレベル形式 保証型

【意見】
以下のとおり、要件を緩和いただくようお願いいたしま
す。

■項番9．障害復旧時間
障害の事象や原因によって異なるため、一律で保証する
ことが困難と考えます。
・項目の説明：障害対応要員が到着してから、障害が復
旧するまでの作業時間を表わす。
・サービスレベル形式：保証型→努力型
・サービスレベル値：（平日・日中）3時間以内→4時間以
内

現状のサービスレベル定義では、特定の事業者のみ極めて優位となる
恐れがあるためです。

×

現行で実現できているサービスであり、必
要な要件です。

4/5



章 節 項

「インターネット接続回線等業務　一式　調達仕様書（案）」に対する意見及び回答（案）一覧

項目番号
頁

該当箇所

対象
番号

項目番号（事業者記載）
調達仕様書（案）

該当部分
修正案 理由・質問

対応内容・理由
対
応
可

27

別添資料2
DDoS対策

サービスに係
る要件

1 1 (1)

1　DDoS対策サービスの規模及び特性に関
する要件
(1)　 トラフィック容量

保護対象のWebサイトに対するDDoS攻撃を除いた正常
なトラフィック容量は、1Gbps（インターネット回線（本省イ
ンターネット接続用）及びインターネット回線（本省クラウ
ド接続用）：1Gbps、インターネット回線（バックアップセン
ターインターネット接続用）及びインターネット回線（バック
アップセンタークラウド接続用）：100Mbps）とすること。

（質問）
1Gbpsは瞬間的なトラフィックの 大値と認識しております。適切なサイ
ジングを行うために、保護対象のWebサイトだけのアウトバウンドの月間
通信総量（転送量）もしくは月間平均トラフィックの情報をいただけます
でしょうか。

－

保護対象サイトの月間通信総量について
は、閲覧資料を参照のこと。
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