財務省WAN回線 一式 調達仕様書（案）に対する意見招請の結果について
該当箇所
番号
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調達仕様書

調達仕様書

調達仕様書

調達仕様書

調達仕様書

調達仕様書

調達仕様書

頁

2

17

17

19

20

20

20

項目番号
章
1

3

3

3

3

3

3

項目番号（事業者記載）

節
4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

修正案

第１章 調達案件の概要に関する事項
第４節 業務・情報システムの概要
２ 情報システム化の範囲
(2)財務局WAN

(2)

(5)

意見内容
調達仕様書（案）
該当部分

理由・質問

対応内容・理由

データ通信端末の交換及びソフトウェアの再インストール作業は貴局の多大な WAN回線サービスの提供に必要となる機器
る負荷がかかるため、現行で利用しているデータ通信端末をそのまま流用す については、提案していただく範囲としていま
ることは可能でしょうか。
す。

ア (ア)

第３章 作業の実施内容に関する事項
第１節 作業内容
１ 設計・開発等業務
(5)移行
ア 事前準備作業の実施
(ア)回線の開通に係る作業

「別添資料5 拠点情報一覧（財務局WAN）」に示す財務
省本省バックアップセンタにおいて、ネットワーク機器を設
置するに当たり、初期費用（システム受け入れ費用、ラッ
ク工事費用等）及び月額費用（ラック提供サービス費用
等）が必要となることから、受注者にて負担すること。な
お、次期行政LANの財務省本省バックアップセンタへの
移設後は、月額費用（ラック提供サービス費用等）は不要
となる。

「別添資料5 拠点情報一覧（財務局WAN）」に示す財務 公平性を保つため。
省本省バックアップセンタにおいて、ネットワーク機器を設
置するに当たり、初期費用（システム受け入れ費用、ラッ
ク工事費用等）及び月額費用（ラック提供サービス費用
等）が必要となることから、受注者にて負担すること。な
お、次期行政LANの財務省本省バックアップセンタへの
移設後は、月額費用（ラック提供サービス費用等）は不要
となる。上記、初期費用及び月額費用についてはPJMO
に確認すること。

初期費用（システム受け入れ費用、ラック工
事費用等）及び月額費用（ラック提供サービ
ス費用等）については、財務省本省バックアッ
プセンタとの費用調整も含めて、提案してい
ただく範囲としています。

ア (ア)

第３章 作業の実施内容に関する事項
第１節 作業内容
１ 設計・開発等業務
(5)移行
ア 事前準備作業の実施
(ア)回線の開通に係る作業

「別添資料5 拠点情報一覧（財務局WAN）」に示す東日
本データセンタ及び西日本データセンタにおいては、初期
費用（システム受け入れ費用等）、及びネットワーク機器
を設置した日から運用・サービス提供業務の開始日まで
の期間の月額費用（ラック提供サービス費用等）が必要と
なることから、受注者にて負担すること。なお、運用・サー
ビス提供業務の開始日以降は、月額費用（ラック提供
サービス費用等）は不要となる。

「別添資料5 拠点情報一覧（財務局WAN）」に示す東日 公平性を保つため。
本データセンタ及び西日本データセンタにおいては、初期
費用（システム受け入れ費用等）、及びネットワーク機器
を設置した日から運用・サービス提供業務の開始日まで
の期間の月額費用（ラック提供サービス費用等）が必要と
なることから、受注者にて負担すること。なお、運用・サー
ビス提供業務の開始日以降は、月額費用（ラック提供
サービス費用等）は不要となる。上記、初期費用及び月
額費用についてはPJMOに確認すること。

初期費用（システム受け入れ費用等）及び
ネットワーク機器を設置した日から運用・サー
ビス提供業務の開始日までの期間の月額費
用（ラック提供サービス費用等）については、
データセンタとの費用調整も含めて、提案して
いただく範囲としています。

第３章 作業の実施内容に関する事項
第１節 作業内容
１ 設計・開発等業務
(5)移行
ア 事前準備作業の実施
(ア)回線の開通に係る作業
A

移行作業は、平成30年12月上旬から中旬を想定してい
る。移行作業は、平成30年12月31日(月)までに実施する
こととする。

ア (ア) A

ア (ア)

F

ア (ア) G

イ (イ)

第３章 作業の実施内容に関する事項
第１節 作業内容
１ 設計・開発等業務
(5)移行
ア 事前準備作業の実施
(ア)回線の開通に係る作業
F

調達仕様書5頁の「図1-6-1 本調達及びこれと関連する調達における
作業の概要スケジュール」によると、財務省本省WANの「(1)設計・開発
等業務 オ 移行」は平成30年度8月から1月までとなっており、19頁記
載の期間と差異がある。期間の記載を統一頂きたい。

19頁「第３章第１節１(5)イ(ア)A」に記載の期
間は、現行財務省本省WANから次期財務省
本省WANへの移行作業（接続切替え）を行う
想定時期を示しています。
一方、「図1-6-1 本調達及びこれと関連する
調達における作業の概要スケジュール」は、
「第３章第１節１(5)移行」に係る全ての作業期
間を示しており、事前準備作業の実施、移行
実施結果報告書等の作成等に係る作業期間
も含まれています。
「図1-6-1 本調達及びこれと関連する調達に
おける作業の概要スケジュール」の「移行」に
対して、以下の補足を追記します。
----------※1 「第３章第１節１(5)移行」に係る全ての
作業期間を示す。
----------現行財務省WAN事業者においては、次期財務省本省
現行財務省WAN事業者においては、次期財務省本省
受注者が現行財務省WAN事業者の移行に伴う作業費用を負担する条 ご意見を踏まえ、以下の要件とします。
WANへの移行に伴う作業は想定していないため、移行に WANへの移行に伴う作業は想定していないため、受注者 件は、現行財務省WAN事業者の作業が、受注者の移行方式に起因して -----------現行財務省WAN事業者においては、次期財
伴う作業が必要になる場合、受注者にて必要な費用を負 が提案する移行方式を実施することによって、移行に伴う 必要となる場合のみとすることを明確にするため。
務省本省WANへの移行に伴う作業は想定し
担すること。
作業が必要になる場合、受注者にて必要な費用を負担す
ていない。なお、受注者は、PJMO及び現行
ること。
財務省WAN事業者と調整・協議のうえ、移行
に伴う作業が必要になる場合には、受注者に
て必要な費用を負担すること。
------------

第３章 作業の実施内容に関する事項
第１節 作業内容
１ 設計・開発等業務
(5)移行
ア 事前準備作業の実施
(ア)回線の開通に係る作業
G

現行行政LAN事業者においては、次期財務省本省WAN
への移行に伴い、以下の(A)から(E)までの作業を行う想
定である。なお、その他の作業が必要になる場合、受注
者にて必要な費用を負担すること。

第３章 作業の実施内容に関する事項
第１節 作業内容
１ 設計・開発等業務
(5)移行
イ 移行作業の実施
(イ)財務局WAN
A

移行作業は、平成30年12月中旬から平成31年1月中旬を
想定している。移行作業は、平成31年1月31日(木)までに
実施することとする。

A

1/3

現行行政LAN事業者においては、次期財務省本省WAN 受注者が現行行政LAN事業者のその他の作業費用を負担する条件
への移行に伴い、以下の(A)から(E)までの作業を行う想 は、現行行政LAN事業者のその他の作業が、受注者の移行方式に起因
定である。なお、受注者が提案する移行方式を実施する して必要となる場合のみとすることを明確にするため。
ことによって、その他の作業が必要になる場合、受注者に
て必要な費用を負担すること。

調達仕様書5頁の「図1-6-1 本調達及びこれと関連する調達における
作業の概要スケジュール」によると、財務局WANの「(1)設計・開発等業
務 オ 移行」は平成30年度9月から2月までとなっており、19頁記載の
期間と差異がある。期間の記載を統一頂きたい。

ご意見を踏まえ、以下の要件とします。
-----------現行行政LAN事業者においては、次期財務
省本省WANへの移行に伴い、以下の(A)から
(E)までの作業を行う想定である。なお、受注
者は、PJMO及び現行行政LAN事業者と調
整・協議のうえ、その他の作業が必要になる
場合には、受注者にて必要な費用を負担す
ること。
-----------20頁「第３章第１節１(5)イ(イ)A」に記載の期
間は、現行財務局WANから次期財務局WAN
への移行作業（接続切替え）を行う想定時期
を示しています。
一方、「図1-6-1 本調達及びこれと関連する
調達における作業の概要スケジュール」は、
「第３章第１節１(5)移行」に係る全ての作業期
間を示しており、事前準備作業の実施、移行
実施結果報告書等の作成等に係る作業期間
も含まれています。
「図1-6-1 本調達及びこれと関連する調達に
おける作業の概要スケジュール」の「移行」に
対して、以下の補足を追記します。
----------※1 「第３章第１節１(5)移行」に係る全ての
作業期間を示す。
-----------

財務省WAN回線 一式 調達仕様書（案）に対する意見招請の結果について
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意見内容
調達仕様書（案）
該当部分

修正案

理由・質問

受注者が現行財務省WAN事業者及び現行行政LAN事業者の移行に伴
う作業費用を負担する条件は、現行財務省WAN事業者及び現行行政
LAN事業者の作業が、受注者の移行方式に起因して必要となる場合の
みとすることを明確にするため。

対応内容・理由

第３章 作業の実施内容に関する事項
第１節 作業内容
１ 設計・開発等業務
(5)移行
イ 移行作業の実施
(イ)財務局WAN
F

現行財務省WAN事業者及び現行行政LAN事業者におい
ては、次期財務局WANへの移行に伴う作業は想定してい
ないため、移行に伴う作業が必要になる場合、受注者に
て必要な費用を負担すること。

現行財務省WAN事業者及び現行行政LAN事業者におい
ては、次期財務局WANへの移行に伴う作業は想定してい
ないため、受注者が提案する移行方式を実施することに
よって、移行に伴う作業が必要になる場合、受注者にて
必要な費用を負担すること。

第３章 作業の実施内容に関する事項
第１節 作業内容
１ 設計・開発等業務
(5)移行
イ 移行作業の実施
(イ)財務局WAN
G

現行財務局LAN事業者においては、次期財務局WANへ
の移行に伴い、以下の(A)から(G)までの作業を行う想定
である。なお、その他の作業が必要になる場合、受注者
にて必要な費用を負担すること。

現行財務局WAN事業者においては、次期財務局WANへ 受注者が現行財務局LAN事業者のその他の作業費用を負担する条件 ご意見を踏まえ、以下の要件とします。
の移行に伴い、以下の(A)から(G)までの作業を行う想定 は、現行財務局LAN事業者のその他の作業が、受注者の移行方式に起 -----------現行財務局LAN事業者においては、次期財
である。なお、受注者が提案する移行方式を実施すること 因して必要となる場合のみとすることを明確にするため。
務局WANへの移行に伴い、以下の(A)から(G)
によって、その他の作業が必要になる場合、受注者にて
までの作業を行う想定である。なお、受注者
必要な作業を負担すること。

第３章 作業の実施内容に関する事項
第１節 作業内容
２ 運用・サービス提供業務
(3)定常時の対応
ア システム監視の実施
(ウ)

監視方法について、回線終端装置及びWANルータから 監視方法について、回線終端装置やWANルータの障害を 監視は故障を速やかに検知できるために実施するものであるため、故
障を知得する方法は受注者側の提案に委ねていただけますでしょうか。
のアラームやSNMPトラップ受信、又はWANルータへの 知得できるような方法にて監視を行うこと。
監視内容を限定すると対応している機種の選択肢を狭める可能性があ
PING等による死活監視を可能とすること。また、WAN
ります。
ルータを設置しない拠点については、EthernetOAM等に
また、SNMPトラップはUDPを利用しているため、ネットワーク回線が不安
よる回線終端装置間の死活監視を可能とすること。なお、
定な場合にデータが欠損するなどの欠点があり、SNMPポーリングが良
回線終端装置及びWANルータからのアラーム受信と当
い場合などがあります。
該機器に対する死活監視の両方の方式による監視を実
施可能であることが望ましい。

第３章 作業の実施内容に関する事項
第１節 作業内容
２ 運用・サービス提供業務
(3)定常時の対応
ア システム監視の実施
(ウ)

監視方法について、回線終端装置及びWANルータから
のアラームやSNMPトラップ受信、又はWANルータへの
PING等による死活監視を可能とすること。

「アラーム」の対象は回線終端装置及びWANルータの双方でしょうか。 （番号10を参照）
「アラーム」について想定されているアラーム内容がありましたら確認さ
せてください。

第３章 作業の実施内容に関する事項
第１節 作業内容
２ 運用・サービス提供業務
(3)定常時の対応
ア システム監視の実施
(ウ)

WANルータを設置しない拠点については、EthernetOAM
等による回線終端装置間の死活監視を可能とすること。

WANルータを設置しない拠点についても他拠点の監視方法に可能な限 （番号10を参照）
りあわせるためにEtherOAM又は回線終端装置に接続のWANルータ（調
達対象外）に対するPINGによる死活監視にて監視させていただくことは
可能でしょうか。

第２章 機能要件の定義
第５節 外部インタフェースに関する事項
１ 物理インタフェース
(2)LANインタフェース

1000BASE-T（10BASE-T及び100BASE－TX対応）

ご意見を踏まえ、以下の要件とします。
-----------現行財務省WAN事業者及び現行行政LAN事
業者においては、次期財務局WANへの移行
に伴う作業は想定していない。なお、受注者
は、PJMO、現行財務省WAN事業者及び現行
行政LAN事業者と調整・協議のうえ、移行に
伴う作業が必要になる場合には、受注者にて
必要な費用を負担すること。
------------

は、PJMO及び現行財務局LAN事業者と調
整・協議のうえ、その他の作業が必要になる
場合には、受注者にて必要な費用を負担す
ること。
-----------監視方法に関する「アラームやSNMPトラップ
受信、又はWANルータへのPING等」や
「EthernetOAM等」の記載については、有効と
考えられる手段を例示したものとなります。
よって、これらと同等又はより良い監視方法
がありましたら、根拠を明確にしたうえで、提
案していただく範囲としています。

「別添資料3 回線情報一覧（財務省本省WAN）」において 一律1000BASE-Tとした場合、回線容量が100Mbps以下の拠点はWAN 当該項目は、「図2-5-1 責任分界点」の責任
「WANルータLAN側インタフェース」の項目に記載している 側とLAN側で通信速度に差が出てボトルネックとなり、LAN側の速度が 範囲外（行政LAN）側のインタフェース仕様を
ネットワークインタフェース
無駄になるので、それを避けるべく両方の通信速度を合わせるのが望ま 記載しています。
WANルータの要件は、「第３章第１１節１(2)エ
しいと考えられます。
また、別冊1 要件定義書（財務省本省WAN）P12 の「表3-11-2 財務省 WANルータ」の参照をお願いします。
本省WANルータの要件」において、項番3 分類 ネットワークインタ
フェースの要件との乖離が発生する可能性がございます。
1機種に絞られるとスペックの高い機種に合わせる必要があり、過剰な
スペックとなってしまうため、要件に沿っていれば拠点に設置するWAN
ルータの機種は異なっていても問題ないでしょうか。

第３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
１ ネットワーク構成
(2)財務省本省WANの要件
エ WANルータ
第３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
１ ネットワーク構成
(2)財務省本省WANの要件
エ WANルータ
表3-11-2 財務省本省WANルータの要件
項番16
分類 電源

最大消費電力が60W以下であること

(3)

第２章 機能要件の定義
第１節 機能に関する事項
２ 財務局WANに付随する管理機能
（3）月間データ通信量表示機能

(1)

第２章 機能要件の定義
第５節 外部インタフェースに関する事項
１ 物理インタフェース
(1)財務局LAN
イ LANインタフェース

データ通信端末の利用状況を把握するため
データ通信端末ごとの月間データ通信量について、運用 本項目の削除を希望致します。
に必要な要件となりますので、要件の修正は
期間中のデータを表示できるとともに、CSV形式にてデー
行いません。
タのダウンロードができること。なお、システム上での機
能提供が困難な場合については、PJMOの指示に基づ
き、速やかに書面又は電子データにて提出することで、
代用できるものとする。
1000BASE-T（10BASE-T及び100BASE－TX対応）
「別添資料6 回線情報一覧（財務局WAN）」において
一律1000BASE-Tとした場合、回線容量が100Mbps以下の拠点はWAN 当該項目は、「図2-5-1 責任分界点（財務局
「WANルータ1LAN側インタフェース」の項目に記載してい 側とLAN側で通信速度に差が出てボトルネックとなり、LAN側の通信速 WAN1）及び「図2-5-2 責任分界点（財務局
るネットワークインタフェース
度が無駄になるので、それを避けるべく両方の通信速度を合わせるの WAN2）」の責任範囲外（財務局LAN）側のイン
タフェース仕様を記載しています。
が望ましいと考えられます。
また、別冊2 要件定義書（財務局WAN）P17 の「表3-11-2 財務局WAN WANルータの要件は、「第３章第１１節１(2)
ルータ1の要件」において、項番3 分類 ネットワークインタフェースの要 カ WANルータ」の参照をお願いします。
件との乖離が発生する可能性がございます。

(2)

エ

イ

最大消費電力が70W以下であること
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ルータ選定に幅を持たせ、より良い提案を行いたいと考えております。

最低限必要となる要件として記載しており、
WANルータを1機種に限定する意図の要件で
はないため、拠点によって異なる機種であっ
ても問題はありませんが、提案の際は、あわ
せて根拠を明示していただくようお願いしま
す。
ご意見を踏まえ、以下の要件とします。
-----------「最大消費電力が70W以下であること」
------------

財務省WAN回線 一式 調達仕様書（案）に対する意見招請の結果について
該当箇所
番号

18

19

20

21

22

23

24

25

対象

別冊2
要件定義書
（財務局WAN）

別冊2
要件定義書
（財務局WAN）

別冊2
要件定義書
（財務局WAN）

別冊2
要件定義書
（財務局WAN）

別冊2
要件定義書
（財務局WAN）

別冊2
要件定義書
（財務局WAN）

別冊2
要件定義書
（財務局WAN）

別冊2
要件定義書
（財務局WAN）

頁

5

5

15

17～19

17

18

19

19

項目番号
章

2

2

3

3

3

3

3

3

節

5

5

11

11

11

11

11

11

1

1

1

1

1

1

1

1

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

エ

イ

ウ (オ)

カ

カ

カ

カ

カ

項目番号（事業者記載）

意見内容
調達仕様書（案）
該当部分

修正案

理由・質問

対応内容・理由

第２章 機能要件の定義
第５節 外部インタフェースに関する事項
１ 物理インタフェース
(1)財務局LAN
エ データ通信端末インタフェース

USB3.0 標準Aコネクタ

USB2.0または3.0 標準Aコネクタ

データ通信端末の速度が最大75Mbps以上と要件定義されており現在利
用されておりますが、USB2.0のデータ転送速度は480Mbpsのため、
USB2.0でも十分に利用できるものと考えられます。
USB3.0のみに指定すると対応機種がほぼ無いため。

当該項目は、「図2-5-1 責任分界点（財務局
WAN1）」の財務局LAN端末側のインタフェー
ス仕様を記載しています。
データ通信端末の要件は、「第３章第１１節１
(2)ウ データ通信端末」に記載したとおり、
「第２章第５節１(1)エ データ通信端末インタ
フェース」に接続可能であれば、USB2.0で
あっても問題はありません。

第２章 機能要件の定義
第５節 外部インタフェースに関する事項
１ 物理インタフェース
(2)行政LAN
イ LANインタフェース

1000BASE-T（10BASE-T及び100BASE－TX対応）

回線容量に対応したネットワークインタフェース

回線容量に対応したインタフェースが望ましいと考えられます。
また、財務省本省バックアップセンタのWANルータと一致させる必要が
あるため、1000BASE-Tに指定する場合は、設定変更が必要となりま
す。

第３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
１ ネットワーク構成
(2)財務局WAN
ウ データ通信端末
(オ)データ通信量

前述「A」のデータ通信量を分け合うことで～

前述「A」のデータ通信量を分け合うなどの方法で～

通信速度制限なしで利用する事が目的の為、分け合わなくとも通信制
限なしで利用可能なプランでの提案も想定される為。

当該項目は、「図2-5-2 責任分界点（財務局
WAN2）」の責任範囲外（行政LAN）側のインタ
フェース仕様を記載しています。
回線終端装置の要件は、「第３章第１１節１
(2)オ 回線終端装置」の参照をお願いしま
す。
ご意見を踏まえ、以下の要件とします。
-----------B 前述「A」のデータ通信量を分け合う等の方
法で、データ通信端末1,200式全体として、通
信速度の制限を受けることなくデータ通信が
可能であること。
------------

第３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
１ ネットワーク構成
(2)財務局WANの要件
カ WANルータ
第３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
１ ネットワーク構成
(2)財務局WANの要件
カ WANルータ
表3-11-2 財務局WANルータ1の要件
項番7
分類 スパニングツリープロトコル機能

1機種に絞られるとスペックの高い機種に合わせる必要があり、過剰な
スペックとなってしまうため、要件に沿っていれば拠点に設置するWAN
ルータの機種は異なっていても問題ないでしょうか。

最低限必要となる要件として記載しており、
WANルータを1機種に限定する意図の要件で
はないため、拠点によって異なる機種であっ
ても問題はありませんが、提案の際は、あわ
せて根拠を明示していただくようお願いしま
す。
IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1Qに準拠したスパニ IEEE802.1D、IEEE802.1wに準拠したスパニングツリープロ IEEE802.1Qはtag VLANに関するネットワーク規格であり、本項目には適 誤記であったことから、以下とおり要件を修正
します。
トコル機能を有すること。
しておりません。
ングツリープロトコル機能を有すること。
-----------「IEEE802.1D、IEEE802.1wに準拠したスパニ
ングツリープロトコル機能を有すること。」
------------

第３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
１ ネットワーク構成
(2)財務局WANの要件
カ WANルータ
表3-11-2 財務局WANルータ1の要件
項番16
分類 電源

最大消費電力が60W以下であること

最大消費電力が70W以下であること

ルータ選定に幅を持たせ、より良い提案を行いたいと考えております。

第３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
１ ネットワーク構成
(2)財務局WANの要件
カ WANルータ
表3-11-3 財務局WANルータ2及び財務局
WANルータ3の要件
項番7
分類 スパニングツリープロトコル機能

IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1Qに準拠したスパニ IEEE802.1D、IEEE802.1wに準拠したスパニングツリープロ IEEE802.1Qはtag VLANに関するネットワーク規格であり、本項目には適 誤記であったことから、以下とおり要件を修正
ングツリープロトコル機能を有すること。
トコル機能を有すること。ただし、財務局WANルータ3はそ しておりません。また財務局WANルータ3対象拠点は現状スパニングツ します。
-----------の限りではない。
リーを利用しておらず、過剰な機能であると考えられます。

第３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
１ ネットワーク構成
(2)財務局WANの要件
カ WANルータ
表3-11-3 財務局WANルータ2及び財務局
WANルータ3の要件
項番16
分類 電源

最大消費電力が60W以下であること

ご意見を踏まえ、以下の要件とします。
-----------「最大消費電力が70W以下であること」
------------

「IEEE802.1D、IEEE802.1wに準拠したスパニ
ングツリープロトコル機能を有すること。」
-----------また、ご意見を踏まえ、財務局WANルータ3に
ついては、スパニングツリーの要件を除外し
ます。なお、財務局WANルータ3の対象となっ
ていた東京財務事務所に関しては、スパニン
グツリー機能を有していることが望ましいた
め、財務局WANルータ2の対象とするよう要
件の見直しを行います。

最大消費電力が70W以下であること
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ルータ選定に幅を持たせ、より良い提案を行いたいと考えております。

ご意見を踏まえ、以下の要件とします。
-----------「最大消費電力が70W以下であること」
------------

