
章 節 項

1
調達仕
様書

16 4 1 5 (3) ア (セ)

仕様書
５ 設計
(3) 移行計画書等の作成
ア 前提事項、制約事項等

ファイル共有サーバのデータについては、2022 年 1 月にオンプレミス環境のファイル共有サー
バに全量を移行すること。そのうちクラウドサービスに移行するデータについては、2022 年 2 月
末までの並行稼働期間中にクラウドサービスのファイル共有サービスに移行すること。なお、
2022 年 1月にオンプレミス環境のファイル共有サーバの稼働開始に当たっては、財務省本庁舎
のバックアップストレージも同時に稼働を開始すること。

文言削除 移行用のストレージを一時的にオンプレミスに全容量を配備することはコ
ストの増加につながることが想定されます。そのため、「オンプレミス環境
のファイル共有サーバに全量を移行すること」については、移行スケ
ジュール等を満たすことを前提に、削除頂くことが望ましいと考えます。

×

「第４章第１節５(3)移行計画書等の作成」の「ア　前提事項、制約事項等」
の(ケ)～(ス)について、以下のとおり、移行要件の基本的な考え方を見直
します。

(ケ)次期行政LANの稼働開始については、2021年10月にクラウドによる
サービスを開始し、2022年1月にオンプレミスによるサービスを開始するも
のとする。
(コ)2021年10月から2021年12月末までを並行稼働期間とし、原則として、
現行行政LANのサービスは2021年12月末までの運用を予定している。
(サ)現行行政LANのオンプレミス環境から次期行政LANのオンプレミス環
境に移行するデータについては、統合ディレクトリ情報を除いて、2021年
12月から2022年1月にかけての年末年始の閉庁日に一括移行を行うこと。
(シ)現行行政LANのオンプレミス環境から次期行政LANのクラウドサービ
スに移行するデータについては、統合ディレクトリ情報を除いて、2021年
10月から2021年12月末までの並行稼働期間中に段階移行を行うこと。
(ス)統合ディレクトリ情報については、2021年10月にクラウドサービス上の
統合ディレクトリと同期を開始すること。また、2021年10月にはオンプレミス
環境の次期行政LANの統合ディレクトリサーバを設置し、2021年12月から
2022年1月にかけての一括移行までの間にドメインの権限譲渡を行うこと。

2
調達仕
様書

48 4 2 10

調達仕様書
第４章 作業の実施内容
第２節 運用業務
１０ その他作業

受注者は、運用業務期間終了後速やかに、納入機器等一覧表に記載した機器等に含まれる
データの消去作業及び当該機器等の撤去作業を行うとともに、当該作業の実施後、データ消去
報告書及び撤去機器等一覧表を作成し、PJMOの承認を得ること。
データの消去作業及び当該機器等の撤去作業は、以下に示す点に留意して実施すること。
ア 消去作業は、原則として、財務省内で実施すること。
イ 財務省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、財務省外で作業を行うことも可とする。財務省外で作業を実
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。
ウ 消去の方法は、セキュリティ統一基準群に示された方法と同等の手段で実施することとし、情
報漏えいを発生させないようにすること。財務省としては、以下に示す消去の方法を想定してお
り、具体的な消去の方法は、PJMOと調整・協議のうえ、確定すること。
(ア) 消去方法について、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。
(イ) 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「エ」に示すデータ消去報告書に添付し提出すること。
(ウ) 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。
エ 消去作業完了後は、作業状況の写真を添付したデータ消去報告書（データの消去作業がで
きない場合には、データの読み取りを不可とするための処置（記憶装置の物理的な破壊等）を
行った旨の報告書）を速やかに提出し、PJMOの承認を得ること。
オ 機器等の設置時に準備したケーブル等の撤去を行うとともに、原則として、機器等の設置前
の状態に原状回復すること。

文言追加
「一部の機器のデータ消去等が不可な場合は、その理由や対処方法を財
務省と協議のうえ、必要な対処を行うこと。」

省内LANの資産になっていないもの（キャリアからのレンタル機器等）につ
いては左記の対応が困難と想定します。そのため、一部の機器について
は、財務省と協議のうえ、必要に応じて別の対応を行うことを許容して頂く
ことが望ましいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

受注者は、運用業務期間終了後速やかに、納入機器等一覧表に記載し
た機器等に含まれるデータの消去作業及び当該機器等の撤去作業を行
うとともに、当該作業の実施後、データ消去報告書及び撤去機器等一覧
表を作成し、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。

3
調達仕
様書

74 5 2 1 (4) オ (ウ)

第５章 作業の実施体制・方法
第２節 作業要員に求める資格等の要件
１ 設計・構築業務
(4) その他
オ 技術統括管理グループ及び基盤シス
テム関連グループ

(ウ) 採用するクラウドサービスの提供事業者が認定する資格 (ウ) 採用するクラウドサービスの提供事業者が認定する資格（クラウドサー
ビスの提供事業者が発行する資格がない場合は除く）

すべてのクラウドサービスの提供事業者が、認定資格を発行しているわけ
では無い為、左記のような但し書きのご記載をご検討下さい。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

(ウ) 採用するクラウドサービスの提供事業者が認定する資格（クラウドサー
ビスの提供事業者が発行する資格がない場合は除く）

4
調達仕
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76 5 2 2 (4) イ (ウ) G

第５章 作業の実施体制・方法
第２節 作業要員に求める資格等の要件
２ 運用業務及び賃貸借（保守業務を含
む）
(4) その他
イ 以下の各項目に該当する者を1名以上
含め、ヘルプデスク作業グループに従事
させること。
(ウ) 以下のAからGの業務経験を1年以上
有していること。

G DAT記憶装置等バックアップ媒体の交換作業業務 削除 手順等に従い作業を行えば、経験者でなくても対応可能な作業項目と考
えます。
業務経験の一覧からの削除のご検討をお願いいたします。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

G DAT記憶装置等バックアップ媒体の交換作業業務
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調達仕様書
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

（３）運用業務の実施部門が、ITサービスマネジメントシステム（ITSMS）に関する認証（ISO/IEC
20000-1:2018）を取得していること。又はISO/IEC 20000-1:2018に準拠したITサービスマネジメ
ントシステムを運用していること。

- 左記の要件については、運用業務の実施部門が運用作業を品質高く実
施することを目的とした要件と認識しています。当該案件特性を踏まえる
と、親会社・子会社等の幅広い知見を活用し、効果的な体制を構築するこ
とが望ましいと考えます。そのため、左記要件における「運用業務の実施
部門」が親会社・子会社等に該当することが想定されますが、この場合は
再委託先の親会社・子会社がITサービスマネジメントシステム（ITSMS）の
資格を保有することで左記条件を満たさすという認識でよろしいでしょう
か。

×

本要件は応札希望者が満たす要件です。
再委託先については、調達仕様書 「第９章　再委託に関する事項」を遵
守してください。
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調達仕様書
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

（４）運用業務の実施部門が、クラウドセキュリティ全体の管理策に重点をおいた、ISO/IEC
27017認証及び個人情報のマネジメントに重点をおいたISO/IEC 27018認証を実施しているこ
と。

（４）応札者が提案するクラウドサービスの提供事業者が、クラウドセキュリ
ティ全体の管理策に重点をおいた、ISO/IEC 27017認証及び個人情報の
マネジメントに重点をおいたISO/IEC 27018認証を実施していること。

左記の要件については、クラウドサービスのセキュリティを確保するための
要件と認識しています。当該案件においては、応札者がクラウドサービス
を活用して機器賃貸借を提供することが前提となっていることから、左記
の資格については、クラウドサービスの提供事業者が保有することが望ま
しいと考えます。

×

本要件は応札希望者が満たす要件です。
再委託先については、調達仕様書 「第９章　再委託に関する事項」を遵
守してください。

7
調達仕
様書

89 10 5 2

調達仕様書
第５節　サプライチェーンリスクへの対応

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2 役務従事者一覧」、「別紙3
機器等一覧」及び「別紙4 経歴、保有資格等」に本件特定役務にて従事すること予定する作業
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
記入のうえ、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。

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2 役務従
事者一覧」、「別紙3　機器等一覧」及び「別紙4 経歴、保有資格等」に本
件特定役務にて従事すること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）の情報を記入のう
え、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。

左記の要件については、本案件において、入札前に事前にサプライ
チェーンに係るリスクを払拭することが目的であると認識しています。本調
達においては、Microsoft365のクラウドサービスの利用が想定されます
が、当該クラウドサービスにおいては、通常機器等一覧の提示が困難と想
定されます。

○

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2　役務従
事者一覧」、「別紙3　機器等一覧」及び「別紙4　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）の情報を記入のうえ、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。

対
応
可

「財務省行政情報化ＬＡＮシステム（ネットワーク基盤）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

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
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対
応
可

「財務省行政情報化ＬＡＮシステム（ネットワーク基盤）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

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

8
調達仕
様書

89 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

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2 役務従事者一覧」、「別紙3
機器等一覧」及び「別紙4 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
を記入のうえ、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。

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2 役務従
事者一覧」、「別紙3 機器等一覧」及び「別紙4 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除く）の情報を記入の
うえ、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。

クラウドサービスとして提供される機器（サーバ、ネットワーク機器等）につ
いては、機器の特定が困難であり、クラウドサービスの提供事業者から開
示を得るのは現実的ではございません。
要件緩和のご検討をお願いいたします。

○

同上

9
別冊

要件定
義書

なし なし 現行行政LANの構成より、移行対象としてKMSホストがあるものと想定して
いますが、要件定義書にはその旨記載されていないため、移行漏れとな
ることが懸念されます。要件定義書の移行対象としてKMSホストについて
追記願います。

○

KMSホスト機能について、ご意見を踏まえ、以下の要件を追記するととも
に、移行対象として追加します。

・追加要件
（２）ソフトウェア製品の要件
ア サーバ（オ）統合ディレクトリソフトウェア
GG Microsoft製品のライセンス認証機能を有すること。

・移行対象の追加
図表4-13-1　移行対象データ一覧　項番5
統合ディレクトリ上のユーザ及び組織情報等データ
※Microsoftライセンス認証データを含む

10
別冊

要件定
義書

なし なし 現行行政LANの構成より、下記のネットワーク機器について記載がありま
せんので、要件定義書にはその旨記載されていないため記載漏れを懸念
しております。
必要である場合は、ご明示お願いします。

・財務局・税関ネットワーク接続回線用のWANルータ：財務省WANルータ
・事業継続回線用のWANルータ：本省接続ルータ、BC接続ルータ
・10Gインタフェースを持つサーバ用のスイッチ：サーバ接続10Gスイッチ
・外部監視センター接続回線(ルータ)接続用L2スイッチ：リモート保守接
続スイッチ

×

・財務局・税関ネットワーク接続回線用のWANルータ：財務省WANルータ
⇒「次期WAN回線業務」で別途調達予定です。

・事業継続回線用のWANルータ：本省接続ルータ、BC接続ルータ
⇒「次期インターネット接続回線等業務」で別途調達予定です。

・10Gインタフェースを持つサーバ用のスイッチ：サーバ接続10Gスイッチ
⇒ご提案のサーバ構成に合わせて、必要な機器をご提案ください。

・外部監視センター接続回線(ルータ)接続用L2スイッチ：リモート保守接
続スイッチ
⇒ご提案の外部監視センターに応じて、必要な機器をご提案ください。

また、ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

要件定義書
第４章第１１節2（2）　ハードウェア要件

調達対象となるハードウェアは「別紙8　賃貸借対象機器等一覧」に記載
のハードウェアを想定している。なお、構成及び数量は参考値であり、性
能、信頼性等に関する要件を満たすことを前提に、構成及び数量を提案
することも可とする。提案する構成に応じて追加で必要な機器等がある場
合には、提案に含めること。

11
別冊

要件定
義書

2 2 1 1 (1)

要件定義書
第２章 業務要件定義
図表2-1-1 基盤システムとして提供する
業務機能（オンプレミス）

項番45 DDoS対策 文言削除 調達仕様書では「インターネット回線サービス（インターネット接続用）、イ
ンターネット回線サービス（クラウド接続用）、外部 DNS サービ、DDoS 対
策サービス及び業務継続用回線サービスは、本調達と並行して調達予定
であるため、本調達範囲にDDoS対策は含まれない認識です。そのため、
左記文言を削除頂くことが望ましいと考えます。 ○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

要件定義書
第２章 業務要件定義
図表2-1-1 基盤システムとして提供する業務機能（オンプレミス）
項番45 DDoS対策

別紙9_機能一覧
項番45 DDoS対策

12
別冊

要件定
義書

9 2 2 1

1 サービスの利用者及び情報システム利
用者数

次期行政LANにおいては、職員による執務用端末の持ち出しを許可することにより、外出先や
自宅等からインターネットVPN接続にて行政LANに接続して利用することとするの文言に対し
て、指定したネットワーク以外へ端末を持ち出した場合、インターネットへの接続を制限を機能提
案させていただきます。

出張などで業務PCを社外へ持ち出す際、無料のWi-Fiスポットなどに接
続すると、通信内容や端末の情報を盗まれる可能性があります。
指定したネットワーク以外へPCを持ち出した場合に、インターネットへの接
続を制限することで、情報漏洩やウイルス感染などのリスクの軽減すること
が可能であること。

「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」記載の情報システム
セキュリティ責任者が接続許可を与えた通信回線以外に機関等の情報シ
ステムを接続しないこと。

政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン
P.306

×

ご懸念頂いているリスクに対する対策として、「VPN自動接続機能」を要件
としています。

13
別冊

要件定
義書

22 3 1 1 (2) ウ
(ア)
(イ)

ウ　行政文書の管理 ウ　行政文書の管理
(ア)導入背景
「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（平成31年3月25日）における「文書管理業
務の処理の自動化（本格的な電子的管理）」を受けて、行政文書の適切な管理を行うために、行
政文書の管理機能を導入する。

(イ）機能概要
　文書を格納する際にメタデータを付与する等の行政文書の管理を行うための機能を提供す
る。

「（イ）機能概要」以外に行政文書の管理機能についての導入機能はござ
いますでしょうか。

「行政文書の電子的管理についての基本方針（平成31年3月25日）」にお
ける「文書管理業務の処理の自動化（本格的な電子的管理）」にはメタ
データ付与以外に「①作成」「②整理・保存」「③集中管理」「④移管又は
廃棄」や「その他、電子的管理において充足すべき事項」という記載もあ
り、実現範囲を確認したいためです。 ×

要件定義書に記載のとおりです。

14
別冊

要件定
義書

24 3 1 1 (2) ケ
(ア)
(イ)

第３章 機能要件定義
第１節 機能に関する事項

ケ 一時的な省内外のコミュニケーションサービス
(ア) 導入背景
クラウドサービス事業者の障害等により、メール機能サービスが一時的に利用不可となった場合
においても、省内の利用者や省外の関係者との間でコミュニケーションの継続を図るために、代
替のメール機能として、一時的な省内外のコミュニケーションサービスを導入する。
(イ) 機能概要
A メール機能サービスが利用不可となった場合、Webメールによるメール送受信機能が継続可
能とする。
B メールアドレスは平常時と同じアドレスが利用できること。
C 14日間程度の期間において、過去の送受信メールが参照できること。
D メール機能サービスが障害等から復旧した際には、一時的な省内外のコミュニケーションサー
ビスで送受信したメール（添付ファイルを含む）を、メール機能サービスに同期可能とする。

文言追加
(ア) 導入背景
クラウドサービス事業者の障害等により、メール機能サービスが一時的に
利用不可となった場合においても、省内の利用者や省外の関係者との間
でコミュニケーションの継続を図るために、代替のメール機能として、一時
的な省内外のコミュニケーションサービスを導入する。
なお、一時的な省内外のコミュニケーションサービスはメール機能サービ
スの事業者とは別の事業者サービスを想定していることからクラウドサービ
スのセキュリティ対策要件は求めないが、必要なセキュリティ対策につい
て方式を提案すること。

一時的な省内外のコミュニケーションサービスにおいては、通常時に利用
するメール機能サービスの事業者とは別のサービスを利用することも想定
されます。その場合、シングルサインオンといったクラウドサービスのセ
キュリティ対策要件を満たすことが困難となる可能性があります。
そのため、左記のように文言追加いただくことが望ましいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

(ア) 導入背景
クラウドサービス事業者の障害等により、メール機能サービスが一時的に
利用不可となった場合においても、省内の利用者や省外の関係者との間
でコミュニケーションの継続を図るために、代替のメール機能として、一時
的な省内外のコミュニケーションサービスを導入する。
なお、一時的な省内外のコミュニケーションサービスは、電子メール機能
サービスを提供するクラウドサービス事業者とは別のクラウドサービス事業
者を想定していることから、実現が困難なセキュリティ対策要件がある場合
には、代替策を提案すること。

2/12



章 節 項

対
応
可

「財務省行政情報化ＬＡＮシステム（ネットワーク基盤）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

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

15
別冊

要件定
義書

24 3 1 1 (2) ケ (イ) D

第３章 機能要件定義
第１節 機能に関する事項
１ 機能一覧
(2) 新機能・機能強化
ケ 一時的な省内外のコミュニケーション
サービス
(イ) 機能概要

D メール機能サービスが障害等から復旧した際には、一時的な省内外のコミュニケーションサー
ビスで送受信したメール（添付ファイルを含む）を、メール機能サービスに同期可能とする。

D メール機能サービスが障害等から復旧した際には、一時的な省内外の
コミュニケーションサービスで受信したメール（添付ファイルを含む）を、
メール機能サービスに同期可能とする。

一時的な省内外のコミュニケーションサービスとしてご提案可能となるソ
リューションは複数ありますが、利用時に行われた送受信メールについ
て、「送信メール」を同期可能とするソリューションは製品／サービスを限
定する可能性があり、メール送信時のCC、BCCなどへ自身のメールアドレ
スを設定するなどの操作により、同期に代わることが実現できると考えま
す。

従って提案の幅を広げるためにも、要件から「送信メール」を同期対象外
とされる変更または、「送信メール」については利用者自身でCC、BCCに
設定する運用を想定するなどの記載へ変更願います。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

D メール機能サービスが障害等から復旧した際には、一時的な省内外の
コミュニケーションサービスで受信したメール（添付ファイルを含む）を、
メール機能サービスに同期可能とする。なお、メール送信時の留意事項
は、操作マニュアル等に記載すること。

16
別冊

要件定
義書

25 3 1 1 (2) シ (イ) E

第３章 機能要件定義
第１節 機能に関する事項
１ 機能一覧
(2) 新機能・機能強化
シ 条件付きアクセスサービス
(イ) 機能概要

E 上述のアクセスする利用者、アクセスする場所、デバイス及びアプリケーションの組み合わせ
に応じてリスクを評価し、アクセス許可、多要素認証の強制、アクセス禁止等の制御を可能とす
る。

文言削除 リスクを評価しアクセス許可、多要素認証の強制、アクセス禁止等の制御
を可能とする機能は費用の高騰が想定されるため、左記要件削除が望ま
しいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

第３章第１節１(2)シ(イ)　機能概要
E 上述のアクセスする利用者、アクセスする場所、デバイス及びアプリ
ケーションの組み合わせに応じて、アクセス許可、多要素認証の強制、ア
クセス禁止等の制御を可能とする。

第４章第１１節１(3)チ　条件付きアクセスサービス
(オ)　上述のアクセスする利用者、アクセスする場所、デバイス及びアプリ
ケーションの組み合わせに応じて、アクセス許可、多要素認証の強制、ア
クセス禁止等の制御ができること。

17
別冊

要件定
義書

43 4 4 1 (1) ア (イ)

ア　基盤システム
(イ)クラウドサービス

ア　基盤システム
（イ）クラウドサービス
　クラウドサービスのレスポンスタイムについては、別途調達する回線の状態により、大幅に異な
るため、本項目では規定しない。
　クラウドサービス接続用回線の開通後、クラウドサービスに関するレスポンスタイムを測定し、
PJMOに報告すること。その際、クラウドサービスの利用にあたり、十分なレスポンスがえられない
と考えられる場合、原因を究明するとともに、対応策について検討の上、PJMOと協議すること。

利用期間中にファイル容量の増加が見込まれると想定され、ファイル容量
増加に伴うレスポンスの低下がみられた場合も本要件は適用されるものと
考えて問題ないでしょうか。

ファイル共有サービスで行政文書の電子的管理を実施していく場合に、
ファイル容量は年々増加していくものと想定されます。
利用開始後の運用期間中にクラウドサービスにおいてもレスポンス低下が
みられる可能性もあると考えるためです。 ×

お見込みのとおりです。

18
別冊

要件定
義書

50 4 7 1 (1)

1 上位互換性
(1)システム基本ソフトウェアのバージョン
アップ時の対応

機能更新プログラムのような容量の大きいデータでも効率的に配布できる「キャッシュ配布」機能
の項目追加を提案させていただきます。

Windows 10の機能更新プログラムなど4GB以上のソフトウェアが配布時に
ネットワークの帯域幅を制限する機能やキャッシュ端末に同時接続できる
端末数を制限できる機能などを搭載し、ソフトウェア配布時のネットワーク
負荷を低減することが可能であること。

「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」記載の脆弱性が公表
された場合は、ソフトウェアのバージョンアップやセキュリティパッチの適用
により脆弱性対策を速やかに講ずることが重要である。

政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン
P.261

×

システム基本ソフトウェアの更新（パッチ適用等）に関する要件として、ダウ
ンロードおよび更新にかかる60分以内が満たせるのであれば、ご提案を
妨げるものではありません。

19
別冊

要件定
義書

50 4 7 1 (1)

従来のMicrosoft側提供のWindowsUpdateサーバーではMicrosoft365の更新プログラム配布が
できないため仕様書には記載がないがアップデートに関しては考慮が必要と思われるがその認
識で問題ないか？

端末にインストールされているMicrosoft365 / Office 2019の更新（アップ
デート）設定を制御したり、展開（インストール）設定することが可能である
こと。

Microsoft365の更新プログラム配布ができないため

×

60分の要件が満たせるのであれば、ご提案を妨げるものではありません。

20
別冊

要件定
義書

50 4 7 1 (1) イ

第４章 非機能要件定義
第７節 上位互換性に関する事項
１ 上位互換性

イ システム基本ソフトウェアの更新（パッチ適用等）を行う際は、更新ファイルのダウンロード及び
更新にかかる時間を60分以内とすること。

イ システム基本ソフトウェアの更新（パッチ適用等）を行う際は、更新ファイ
ルのダウンロード及び更新にかかる時間を60分以内を目途とすること。

「ダウンロードおよび更新にかかる時間」はお客様の回線状況やMicrosoft
のパッチ容量に依存するため、「60分以内を目途に」と要件緩和をお願い
します。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

イ システム基本ソフトウェアの更新（パッチ適用等）を行う際は、更新ファイ
ルのダウンロード及び更新にかかる時間は、60分以内を目途とすること。

21
別冊

要件定
義書

52 4 8 1 (4) イ

(4)移行性の確保 (4)移行性の確保
イ　将来他のクラウドサービスに移行可能となるように、業務データ等の移行の手段をクラウド
サービス事業者又は受注者で準備すること。

【修正提案】
イ　将来他のクラウドサービスに移行可能となるように、業務データ等の移
行の手段を受注者で準備すること。なお、必要に応じクラウドサービス事
業者との連携を行うこと。

契約主体は、貴省と受注者と考えられ、本調達の全体像を考慮した業務
データ等の移行手段の検討が必要と考えるためです。

×

「受注者で準備」の中に、クラウドサービス事業者との連携も含まれていま
す。

22
別冊

要件定
義書

58 4 10 3 (2) イ

要件定義書
イ ハードディスク上のファイルによるウィル
ス感染への対策

ウイルス対策ソフトウェアにより、ハードディスク内のファイルの検索を行い、ウイルスを検知した
場合は、隔離又は削除を行うこと。

文言追加
ただし、暗号化されたファイルは対象外とする。

Infocageによって暗号化されたファイルは一般的にスキャンの対象外とな
ることが想定されます。そのため、暗号化されたファイルは除外の文言を
追加いただくことが望ましいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

ウイルス対策ソフトウェアにより、ハードディスク内のファイルの検索を行
い、ウイルスを検知した場合は、隔離又は削除を行うこと。
ただし、暗号化されたファイル等のウイルスの検知が困難なファイルがある
場合には、当該ファイルを検知対象から除外する旨を設計書等に明記し
たうえで、PJMOと調整・協議のうえ、承認を得ること。

23
別冊

要件定
義書

59 4 10 3 (2) キ

3 情報セキュリティ対策
(2)端末

「USBメモリの有無は、各USBメモリの利用者もしくは管理責任者がUSBメモリを端末に挿入する
ことでその 終利用状況が管理台帳に反映され一括管理でき、USBメモリの棚卸の情報として
利用できること」の文言追加を提案させていただきます。

USBメモリを端末にて認識した際、利用したUSBメモリのプロダクトID、ベン
ダーID、シリアルナンバー、 終利用状況等を自動で収集し収集した情
報を利用して 終利用日時や 終使用ユーザの情報から棚卸しすること
が可能であること。

「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」記載の利用状況を記
載することが重要である。また、盗難・紛失が発生したことを速やかに把握
するために、適宜貸出簿等の内容を確認するとよい。
貸出簿等の記載事項としては、利用者及び所属、利用開始日時、利用終
了日時、機器名、利用する場所、利用目的といったものが考えられる。

政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン
P.306

×

本調達の情報セキュリティ要件が満たせるのであれば、ご提案を妨げるも
のではありません。

24
別冊

要件定
義書

59 4 10 3 (3) ア (イ)

（3）クラウドサービス
ア（イ）

以下の要件への修文をご提案します。

修文前）
不正アクセスと疑われる異常な振る舞いについてレポートする機能を有す
ること。

修文後）
不正アクセスと疑われる異常な振る舞いについて、自動的に傾向分析を
して脅威を検知し、レポートする機能を有すること。

不正アクセスと疑われる異常な振る舞いの検知は、セキュリティ上重要と
考えます。レポート機能のみの場合、検知漏れ等のリスクが増大し、インシ
デントの被害が大きくなるので、自動的に傾向分析をして脅威を検知でき
る仕組みが必要と考えます。

×

不正アクセスと疑われる異常な振る舞いを検知のうえで、レポートする機
能を想定しています。
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対
応
可

「財務省行政情報化ＬＡＮシステム（ネットワーク基盤）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
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25
別冊

要件定
義書

62 4 10 3 (11)

ア
イ
ウ
エ

要件定義書 (11) ハードディスクの持ち出しによる情報漏えい対策
故障又は賃貸借終了に伴い、サーバ、ストレージ、機器内のハードディスクを財務省から持ち出
す場合、以下に示すとおり、情報の消去を実施すること。
ア 消去作業は、原則として、財務省内で実施すること。
イ 財務省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、財務省外で作業を行うことも可とする。財務省外で作業を実
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。
ウ 消去の方法は、セキュリティ統一基準群に示された方法と同等の手段で実施することとし、情
報漏えいを発生させないようにすること。財務省としては、以下に示す消去の方法を想定してお
り、具体的な消去の方法は、PJMOと調整・協議のうえ、確定すること。
(ア) 記憶装置の故障の場合は、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) 賃貸借期間終了の場合は、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「(エ)」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。
エ 消去作業完了後は、作業状況の写真を添付したデータ消去報告書（データの消去作業がで
きない場合には、データの読み取りを不可とするための処置（記憶装置の物理的な破壊等）を
行った旨の報告書）を速やかに提出し、PJMOの承認を得ること。

文言追加
「一部の機器のデータ消去等が不可な場合は、その理由や対処方法を財
務省と協議のうえ、必要な対処を行うこと。」

省内LANの資産になっていないもの（キャリアからのレンタル機器等）につ
いては左記の対応が困難と想定します。そのため、一部の機器について
は、財務省と協議のうえ、必要に応じて別の対応を行うことを許容して頂く
ことが望ましいと考えます。

×

サーバ、ストレージ、機器内のハードディスクについては、省外への持ち
出し時の消去は必須要件です。

26
別冊

要件定
義書

77 4 11 1 (3) ク (イ)

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
１ クラウドサービスの構成
(3) クラウドサービス要件
ク 省内SNSサービス

(イ) 電子メールで招待することにより、省外のユーザもグループ参加が可能なこと。 (イ) 電子メールで招待することにより、省外のユーザもグループ参加が可
能であることが望ましい。

省内SNSサービスにおいて、「(イ)電子メールで招待することにより、省外
のユーザもグループ参加が可能なこと。」との要件は必須となるのでしょう
か。
必須でなければ、要件の緩和をご検討下さい。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

第３章第１節１(2)キ(イ)　機能概要
B　電子メールで招待することにより、省外のユーザもグループ参加可能
であることが望ましい。

第４章第１１節１(3)ク　省内SNSサービス
電子メールで招待することにより、省外のユーザもグループ参加が可能で
あることが望ましい。

27
別冊

要件定
義書

77 4 11 1 (3) ク (カ)

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
１ クラウドサービスの構成
(3) クラウドサービス要件
ク 省内SNSサービス

(カ) 共有されたファイル等をフォローすることにより、更新情報が取得できること。 (カ) 会話をフォローすることにより、更新情報が取得できること。 ファイルをフォローするというのは一般的ではなく、会話をフォローすると
いうのが一般的なSNSの使い方だと存じます。会話のフォローを行うことは
できますので、会話をフォローするという形に要件緩和をお願いします。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

会話をフォローすることにより、更新情報が取得できること。

28
別冊

要件定
義書

77 4 11 1 (3) ク (キ)

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
１ クラウドサービスの構成
(3) クラウドサービス要件
ク 省内SNSサービス

(キ) グループ単位でメール通知設定ができること。 (キ)ユーザ単位でメール通知設定ができること。 ＳＮＳの一般的な利用方法としても、ユーザ単位でのフォローとなりますの
で、「ユーザ単位でメール通知設定できること」に要件緩和をお願いしま
す。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

ユーザ単位でメール通知設定ができること。

29
別冊

要件定
義書

78 4 11 1 (3) ケ (セ)

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
１ クラウドサービスの構成
(3) クラウドサービス要件
ケ 省外への大容量ファイル送受信サービ
ス

(セ) 転送するファイルを格納するフォルダごとに、アップロードやダウンロード等のアクセス権を
ユーザ単位で設定可能であること。

(セ)  一時的なファイル受渡時のアクセス権の設定については、送受信を
行うユーザ本人と、送付先、および管理者のみが、閲覧可能となること。
また、永続的なファイル保管時のアクセス権の設定については、登録した
メンバおよび管理者のみが閲覧可能となること。

要件定義書の内容では、一時的なファイル受渡時、永続的なファイル保
管時どちらのアクセス権について言及しているか明確ではないと考えま
す。
そのため、左記のような記載で明記することをご検討願います。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

一時的な大容量ファイルの送受信時のアクセス権の設定については、送
受信を行うユーザ本人と、送付先、および管理者のみが、閲覧可能となる
こと。
また、永続的な大容量ファイルの共有時のアクセス権の設定については、
登録したユーザおよび管理者のみが閲覧可能となること。

30
別冊

要件定
義書

79 4 11 1 (3) ケ (テ)

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
１ クラウドサービスの構成
(3) クラウドサービス要件
ケ 省外への大容量ファイル送受信サービ
ス

(テ) 大容量ファイル転送サービスを利用する職員と省外の関係者をあわせて 大で20,000ユー
ザに対応できること。

(テ) 大容量ファイル転送サービスを利用する職員と省外の関係者をあわ
せて 大で20,000ユーザに対応できること。なお、財務省職員アカウント
としてXXXXユーザを準備すること。

財務省職員様の人数は2,800名との明記がありますが、『省外への大容量
ファイル送受信サービス』として契約するユーザ数の明記がありません。
ユーザ数の明記をご検討下さい。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、追加します。

2,500ライセンスを提供すること。

31
別冊

要件定
義書

81 4 11 1 (3) コ (ウ)

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
コ 一時的な省内外のコミュニケーション
サービス

(ウ) 14日間程度の期間において、過去の送受信メールが参照できること。 (ウ) 14日間程度の期間において、過去の送受信メールが参照できること。
ただし、庁内ドメイン内のメールについては対象外とする。

一時的な省内外のコミュニケーションサービスはOffie365以外のクラウド
サービスの利用が想定されます。その場合、当該クラウドサービスを経由
しない庁内ドメイン内のメールについては保存の対象外と考えられます。
そのため、文言修正頂くことが望ましいと考えます。
※庁内ドメイン内のメールについてはクラウドサービスを経由しない想定
です。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

第３章第１節１(2)ケ(イ)　機能概要
C　14日間程度の期間において、過去の送受信メールが参照できること。
ただし、省内ドメイン内のメールについては対象外とする。

第４章第１１節１(3)コ　一時的な省内外のコミュニケーションサービス
14日間程度の期間において、過去の送受信メールが参照できること。た
だし、省内ドメイン内のメールについては対象外とする。

32
別冊

要件定
義書

81 4 11 1 (3) コ (カ)

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
コ 一時的な省内外のコミュニケーション
サービス

(カ) winmail.dat形式の添付ファイルを参照できること。 文言削除 左記ファイルについては、Outlookでのみ参照することが可能と考えます。
そのため、一時的な省内外のコミュニケーションサービス利用時は仕組み
上winmail.datの形式を表示すること困難となると想定されます。そのため、
左記文言の削除を頂くことが望ましいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

winmail.dat形式の添付ファイルを参照できること。

33
別冊

要件定
義書

84 4 11 1 (3) ス (サ) E

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
１ クラウドサービスの構成
(3) クラウドサービス要件
ス スパムメール対策サービス

E 上位に複数のリレーサーバが存在する場合でも、オリジナルの接続元IPアドレスを判別可能な
機能を有すること。

削除 セキュリティ強度を意識せずに記載いただいた内容のままを実現すること
が可能であり、その場合にセキュリティホールとなるリスク（※）があると考え
ます。またクラウドサービスで求めるなりすまし対策が提供されず、後段の
オンプレミスなどでなりすまし対策を追加しなければならない場合に限定
された提案になってしまう可能性があると考えることから、提案の幅を広げ
るためにも削除をご検討ください。

※：オリジナルの接続元IPアドレスを判別を行うには、メールの配送/中継
経路を記録したReceivedヘッダを利用することになりますが、Receivedヘッ
ダ中に『正規のIPアドレスを記載したうえで、なりすましを行ったメールが、
攻撃者が取得した新規のクリーンなIPアドレスから送られてしまう』ような
ケースで正規のIPが送信経路に含まれているために問題ないと判定して
しまいセキュリティホールになってしまう可能性があると考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

上位に複数のリレーサーバが存在する場合でも、オリジナルの接続元IP
アドレスを判別可能な機能を有すること。

4/12



章 節 項

対
応
可

「財務省行政情報化ＬＡＮシステム（ネットワーク基盤）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

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

34
別冊

要件定
義書

91 4 11 2 (2) ア (ア) Ａ (Ｉ)

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
  (2) ハードウェア要件
ア 全般
(ア) ハードウェア・ソフトウェア設計に係る
要件
A サーバ共通

b 標的型攻撃等による機密データの外部流出を防止するため、機密性の高いデータについて
は、行政LANの中に設けた機密区画に格納することとし、機密区画内に専用の仮想デスクトップ
環境からのみアクセスできるよう制限を設けること。

削除 次期行政ＬＡＮシステムにおいて機密区間は構築対象には含まれていな
いと考えるため、要件の削除が妥当と考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

b 標的型攻撃等による機密データの外部流出を防止するため、機密性の
高いデータについては、行政LANの中に設けた機密区画に格納すること
とし、機密区画内に専用の仮想デスクトップ環境からのみアクセスできるよ
う制限を設けること。

35
別冊

要件定
義書

99 4 11 2 (2) ア (ア) C （C)

(2)ハードウェア要件
ア 全般
C 端末

PCの操作履歴に関して、端末からの「TCP通信」,「コマンドプロンプトやPowerShellから実行され
たコマンド」のログ取得の項目追加を提案させていただきます。

起動元プロセスに関するログ情報（ファイルパス、ハッシュ値など）を取得
し、コマンドプロンプトから実行されたコマンドに関するログを取得すること
が可能であること。

情報システムにおけるログとは、システムの動作履歴、利用者のアクセス
履歴、通信履歴その他運用管理等に必要な情報が記録されたものであ
り、悪意ある第三者等による不正侵入や不正操作等の情報セキュリティイ
ンシデント及びその予兆を検知するための重要な材料となるものである。

政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン
P.193

×

本調達の情報セキュリティ要件が満たせるのであれば、ご提案を妨げるも
のではありません。

36
別冊

要件定
義書

100 4 11 2 (2) ア (ア) Ｃ (G)

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
  (2) ハードウェア要件
ア 全般
(ア) ハードウェア・ソフトウェア設計に係る
要件
C 端末

c 機密区画への接続用に構築する仮想デスクトップ機能については、一律で仮想デスクトップ
環境を設計し、設定すること。

削除 次期行政ＬＡＮシステムにおいて機密区間は構築対象には含まれていな
いと考えるため、要件の削除が妥当と考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

c 機密区画への接続用に構築する仮想デスクトップ機能については、一
律で仮想デスクトップ環境を設計し、設定すること。

37
別冊

要件定
義書

106 4 11 2 (2) ウ (ア) E

要件定義書
２ ハードウェア構成
(2) ハードウェア要件
ウ ストレージ
(ア) 共有ストレージ

E ホストインタフェース
大 16Gbps 以上のファイバチャネルであること。

E ホストインタフェース
大 16Gbps 以上のファイバチャネルまたはイーサネットであること。

昨今ではイーサネットと比較しファイバチャネル接続の機能優位性が薄れ
ていると考えられ、イーサネットを用いても性能要件を満たすことが可能で
す。また、イーサネットを導入する場合は、ファイバチャネルと比較して、コ
ストの低廉が可能と考えます。そのため、システム全体の要件を満たす範
囲で、イーサネットについての提案も可能としていただけないでしょうか。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

E ホストインタフェース
大 16Gbps 以上のファイバチャネル又はイーサネットであること。

38
別冊

要件定
義書

108 4 11 2 (2) ウ (イ) Ａ

要件定義書
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
(イ) ディスクストレージ用スイッチ

(イ) ディスクストレージ用スイッチ
A ホストインタフェース

大 4Gbps 以上のファイバチャネルであること。

A ホストインタフェース
大 4Gbps 以上のファイバチャネルまたはイーサネットであること。

昨今ではイーサネットと比較しファイバチャネル接続の機能優位性が薄れ
ていると考えます。また、イーサネットを導入する場合はコストの低廉も期
待可能です。そのため、システム全体の要件を満たす範囲で、イーサネッ
トについての提案も可能としていただけないでしょうか。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

A ホストインタフェース
大 4Gbps 以上のファイバチャネル又はイーサネットであること。

39
別冊

要件定
義書

109 4 11 2 (2) ウ (ウ)
G
L

要件定義書
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
ウ　ストレージ
(ウ) バックアップストレージ

G 重複排除方式は、重複排除率が高い可変長方式(固定長は採用しない)、又は同等の重複排
除率を持つ方式とすること。

L 現行行政LANでは、ファイル暗号化システムを導入しており、個々のファイルは暗号化されて
いることから、ファイルサーバ内のファイルの重複排除は、有効に利かないことを考慮のうえ、重
複排除ストレージの物理容量を算定すること。

「G」の文言削除 重複排除率を高めるために可変長方式の方式指定をしておりますが、固
定長方式を採用しても粒度の細かいブロックサイズで重複排除を行って
いる場合、可変長方式同等の重複排除効率を見込めます。
可変長方式と指定する場合製品限定されることから、可変長方式の指定
を削除頂くことが望ましいです。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

G 重複排除方式は、重複排除率が高い可変長方式、又は同等の重複排
除率を持つ方式とすること。

40
別冊

要件定
義書

114 4 11 2 (2) オ

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
  (2) ハードウェア要件
   オ ネットワーク機器

オ ネットワーク機器
調達対象となるハードウェアは「別紙8 賃貸借等対象機器一覧」を想定している。

オ ネットワーク機器
調達対象となるハードウェアは「別紙8 賃貸借等対象機器一覧」を想定し
ている。なお、構成・数量は参考値であり、実構成、数量は提案も可とす
る。

ネットワーク機器等のハードウェアについては、UTM、ADC等の複数の機
能を持った機器での提案も考えられるため、別紙8に示す機器一覧の値
は想定の構成であると考えます。「構成・数量は参考値であり、実構成、数
量は提案も可とする」旨の補足で要件緩和をお願いします。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

要件定義書
第４章第１１節2（2）　ハードウェア要件

調達対象となるハードウェアは「別紙8　賃貸借対象機器等一覧」に記載
のハードウェアを想定している。なお、構成及び数量は参考値であり、性
能、信頼性等に関する要件を満たすことを前提に、構成及び数量を提案
することも可とする。提案する構成に応じて追加で必要な機器等がある場
合には、提案に含めること。

41
別冊

要件定
義書

115 4 11 2 (2) オ (ア) Ａ (Ｉ)

要件定義書
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
オ ネットワーク機器
(ア) L3 スイッチ

※その他L3スイッチ全般も同様

(I) 仮想ネットワーク
仮想ネットワーク機能を用いる場合は、以下の要件を満たすこと。
a 複数の仮想ネットワークを設定し、ネットワークを独立したネッ
トワークにスライス、制御する機能を有していること。
b 物理/仮想ネットワークの双方の可視化機能を有していること。
c 仮想ネットワーク上で、IPv4、IPv6 パケットのブリッジ、ルーテ
ィング転送をサポートしていること。
d GUI 上から仮想ネットワークの設定が可能であること。
e 仮想ネットワーク上に流れる通信フローを GUI 上から検索・確認できること。

文言削除 仮想ネットワークについては、本案件においては導入が必須要件ではな
いと考えます。左記の記載については、仮想ネットワークを導入する応札
者に限定する要件という認識でよろしいでしょうか。

×

お見込みのとおりです。

42
別冊

要件定
義書

115 4 11 2 (2) オ (ア) Ａ (L)

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
 (2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(ア) L3スイッチ
A バックボーンL3スイッチ
(L) セキュリティ機器連携機能

a セキュリティ製品と連携することで、不正な通信を行っている端末やサーバの遮断ができるこ
と、また遮断を行った端末やサーバのネットワークへの復旧もできること。

b 端末やサーバの遮断の仕組みを拠点ごとで一元制御できること。

削除 サーバーを対象とした、インシデント検出後の自動遮断機能については、
特定のサーバーが自動遮断されてしまうことで行政情報化LANシステム
全体の停止または他の障害等を発生させる懸念もあり、利用者様への
サービス提供という観点において重大な影響を与える恐れがあります。

このため、サーバー機器等については、導入する各種セキュリティ対策製
品により検出されたインシデントを運用管理者が個々に判断を行い、自動
遮断は行わずに当該機器以外の他サービスへの影響を鑑みて適切な機
器のみを遮断することが 適な対処になると考えるため、要件からサー
バーの除外をお願いいたします。

また端末についても自動遮断を行うかどうかはセキュリティ製品の検知精
度によっては利用者様へのサービス提供への影響を与える恐れがありま
すので、削除もしくは「望ましい」と要件緩和をお願いいたします。
なお、実装する場合はNW機器のみで実現する要件ではなく、端末、セ
キュリティ対策の要件としての記載が妥当と考えます。

○

サーバを対象とした自動遮断は要件から除外します。
端末を対象とした自動遮断は要件としますが、ネットワーク機器単体での
実現を要件とはしませんので、実現方法についてはご提案ください。

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

a セキュリティ製品と連携することで、不正な通信を行っている端末の遮断
ができること、また遮断を行った端末のネットワークへの復旧もできること。

b 端末の遮断の仕組みを拠点ごとで一元制御できること。
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可

「財務省行政情報化ＬＡＮシステム（ネットワーク基盤）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

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

43
別冊

要件定
義書

115 4 11 2 (2) オ (ア) Ａ (L)

要件定義書
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
オ ネットワーク機器
(ア) L3 スイッチ

(L) セキュリティ機器連携機能
a　セキュリティ製品と連携することで、不正な通信を行っている端末やサーバの遮断ができるこ
と、また遮断を行った端末やサーバのネットワークへの復旧もできること。

文言削除 左記の要件については、仮想ネットワークの導入が前提になっていると想
定されます。本案件においては仮想ネットワークの導入が必須要件では
ないと考えます。そのため、左記の記載については、仮想ネットワークを導
入する応札者に限定する要件という認識でよろしいでしょうか。

○

仮想ネットワークの導入を前提とした要件ではありません。

サーバを対象とした自動遮断は要件から除外します。
端末を対象とした自動遮断は要件としますが、ネットワーク機器単体での
実現を要件とはしませんので、実現方法についてはご提案ください。

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

セキュリティ製品と連携することで、不正な通信を行っている端末の遮断
ができること、また遮断を行った端末のネットワークへの復旧もできること。

44
別冊

要件定
義書

116 4 11 2 (2) オ (ア) Ａ (O)

要件定義書
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

設備
周囲温度が x～x℃の環境で稼働すること。
c 湿度が x～x%かつ結露のない環境で稼働すること。

文言削除 各機器ごとの温度・湿度での稼働要件を指定するのではなく、機器設置
拠点での温度・湿度の環境要件を満たすことが望ましいと考えます。

×

ワークグループスイッチ等、設置条件が異なる機器もあるため、機器ごと
の要件とします。

45
別冊

要件定
義書

118 4 11 2 (2) オ (ア) Ｂ (L)

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
(2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(ア) L3スイッチ
B フロアコアL3スイッチ

(L) セキュリティ機器連携機能
セキュリティ機器と連携することで、不正な通信を行っている端末やサーバの遮断・隔離をネット
ワーク機器で実現できること。

削除 番号12とも関連していますが、NW機器だけで実現する要件ではなく、端
末、セキュリティ対策の要件としての記載が妥当と考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

(L) セキュリティ機器連携機能
セキュリティ機器と連携することで、不正な通信を行っている端末の遮断・
隔離を実現できること。

46
別冊

要件定
義書

121 4 11 2 (2) オ (ア) C (L)

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
(2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(ア) L3スイッチ
C ファイアウォール接続L3スイッチ

(L) セキュリティ機器連携機能
セキュリティ機器と連携することで、不正な通信を行っている端末やサーバの遮断・隔離をネット
ワーク機器で実現できること。

削除 番号12とも関連していますが、NW機器だけで実現する要件ではなく、端
末、セキュリティ対策の要件としての記載が妥当と考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

(L) セキュリティ機器連携機能
セキュリティ機器と連携することで、不正な通信を行っている端末の遮断・
隔離を実現できること。

47
別冊

要件定
義書

124 4 11 2 (2) オ (ア) D (L)

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
(2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(ア) L3スイッチ
D 個別業務システム接続L3スイッチ

(L) セキュリティ機器連携機能
セキュリティ機器と連携することで、不正な通信を行っている端末やサーバの遮断・隔離をネット
ワーク機器で実現できること。

削除 番号12とも関連していますが、NW機器だけで実現する要件ではなく、端
末、セキュリティ対策の要件としての記載が妥当と考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

(L) セキュリティ機器連携機能
セキュリティ機器と連携することで、不正な通信を行っている端末の遮断・
隔離を実現できること。

48
別冊

要件定
義書

127 4 11 2 (2) オ (ア) E (L)

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
(2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(ア) L3スイッチ
E サーバLAN L3スイッチ

(L) セキュリティ機器連携機能
セキュリティ機器と連携することで、不正な通信を行っている端末やサーバの遮断・隔離をネット
ワーク機器で実現できること。

削除 番号12とも関連していますが、NW機器だけで実現する要件ではなく、端
末、セキュリティ対策の要件としての記載が妥当と考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

(L) セキュリティ機器連携機能
セキュリティ機器と連携することで、不正な通信を行っている端末の遮断・
隔離を実現できること。

49
別冊

要件定
義書

130 4 11 2 (2) オ (ア) F (L)

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
(2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(ア) L3スイッチ
F バックアップセンターL3スイッチ

(L) セキュリティ機器連携機能
セキュリティ機器と連携することで、不正な通信を行っている端末やサーバの遮断・隔離をネット
ワーク機器で実現できること。

削除 番号12とも関連していますが、NW機器だけで実現する要件ではなく、端
末、セキュリティ対策の要件としての記載が妥当と考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

(L) セキュリティ機器連携機能
セキュリティ機器と連携することで、不正な通信を行っている端末の遮断・
隔離を実現できること。

50
別冊

要件定
義書

140 4 11 2 (2) オ (イ) B

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
  (2) ハードウェア要件
   オ ネットワーク機器
   (イ) L2スイッチ

B クラウドサービス用インターネット接続L2スイッチ 削除 別紙8 賃貸借対象機器等一覧 に数量記載がありません。
不要であれば、削除願います。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

B クラウドサービス用インターネット接続L2スイッチ

51
別冊

要件定
義書

140 4 11 2 (2) オ (イ) B

要件定義書
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
イ L2SW
B クラウドサービス用インターネット接続
L2 スイッチ

要求全体 文言削除 インターネット向け接続機器と同一筐体を論理分割することでクラウド接続
向け機器機能も提供可能と考えます。そのため、左記要件の削除が望ま
しいと考えます。

○

同上

52
別冊

要件定
義書

141 4 11 2 (2) オ (イ) F

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
  (2) ハードウェア要件
   オ ネットワーク機器
   (イ) L2スイッチ

F 外部NW・運用実施者用L2スイッチ F 運用実施者用L2スイッチ 現行行政LANの構成の運用実施者スイッチのことと捉えてよろしいでしょう
か。名称に"外部NW”と付いている理由、HW的変更の有無がありましたら
ご教示ください。
（現行行政LANの構成の外部NW接続L2スイッチとリモート保守接続スイッ
チとの統合でしょうか）

×

別添資料1_ネットワーク構成図（次期想定）に示す通り、外部のネットワー
クを接続することを想定しています。その為の名称とお考え下さい。実際
の詳細な接続構成等は、ご提案によるものとなります。

53
別冊

要件定
義書

143 4 11 2 (2) オ (イ) G (A)

要件定義書
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
(2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(イ) L2スイッチ
G ワークグループスイッチ（24ポート）

(A) スイッチング容量
100Gbps以上であること。

(A) スイッチング容量
48Gbps以上であること。

スイッチの持つポート数以上のスイッチング容量を要件とすると費用の高
騰が想定されます。そのため、左記要件の修正が望ましいと考えます。

×

本調達の要件です。
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「財務省行政情報化ＬＡＮシステム（ネットワーク基盤）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

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

54
別冊

要件定
義書

145 4 11 2 (2) オ (イ) H (A)

要件定義書
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
(2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(イ) L2スイッチ
Hワークグループスイッチ（48ポート）

(A) スイッチング容量
100Gbps以上であること。

(A) スイッチング容量
96Gbps以上であること。

スイッチの持つポート数以上のスイッチング容量を要件とすると費用の高
騰が想定されます。そのため、左記要件への修正が望ましいと考えます。

×

本調達の要件です。

55
別冊

要件定
義書

161 4 11 2 (2) オ (オ) B (C)

要件定義書
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
B プロキシサーバ

d FTP リクエストの中継機能を有すること。 文言削除 左記要件を満たすことが可能な製品は限定される可能性があります。現
行設計書を閲覧した結果、「FTP/RTSPのプロキシサービスポートは使用
しないものとする。」との記載もあるため、当該要件を削除することが、製品
選定の幅を拡げることが望ましいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

FTP リクエストの中継機能を有すること。

56
別冊

要件定
義書

161 4 11 2 (2) オ (オ) B (C)

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
 (2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(オ) ネットワークアプライアンス
B プロキシサーバ
(C) 機能

f　RTSPリクエストの中継機能を有すること。 削除 RTSPプロトコルは現在のストリーミング配信におけるプロトコルの主流では
なく、次期行政LANにおいても利用する想定はないと考えられるため、要
件の削除または「望ましい。」の記載へ変更願います。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

RTSPリクエストの中継機能を有すること。

57
別冊

要件定
義書

161 4 11 2 (2) オ (オ) B (C)

要件定義書
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
B プロキシサーバ

f RTSP リクエストの中継機能を有すること。 文言削除 左記要件を満たすことが可能な製品は限定される可能性があります。現
行設計書を閲覧した結果、「FTP/RTSPのプロキシサービスポートは使用
しないものとする。」との記載もあるため、当該要件を削除することが、製品
選定の幅を拡げることが望ましいと考えます。

○

同上

58
別冊

要件定
義書

161 4 11 2 (2) オ (オ) B (C)

B　プロキシサーバ
（C）　機能　f

以下の要件の削除をご提案します。

RTSPリクエストの中継機能を有すること。

RTSPはストリーミングデータ用のプロトコルですが、既に主要なWebブラウ
ザでは直接対応していません。
現在ストリーミングデータはHTTPやHTTPSで通信するのが一般的であ
り、RTSPは使用されなくなっています。

また、P33の"2 使用プロトコル（2） 行政LAN～インターネット間"にもRTSP
は記載されておらず、本要件は必要ないと考えます。

○

同上

59
別冊

要件定
義書

167 4 11 2 (2) オ (オ) F (A)

要件定義書
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
(2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(オ) ネットワークアプライアンス
F インターネットファイアウォール

(A) 処理性能
a ファイアウォールパフォーマンスとして、30Gbps以上を有すること。

(A) 処理性能
a ファイアウォールパフォーマンスとして、16Gbps以上を有すること。

「インターネットファイアウォールは 8 ポート以上有すること。」という要件を
踏まえると、 大処理は1G×8（IF数）×2（上り下り）＝16Gbpsとなることか
ら、過剰要件を避けるために、左記要件への修正が望ましいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を変更します。

(A) 処理性能
a ファイアウォールパフォーマンスとして、16Gbps以上を有すること。

60
別冊

要件定
義書

169 4 11 2 (2) オ (オ) G

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
 (2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(オ) ネットワークアプライアンス

G クラウドサービス用インターネットファイアウォール 削除 別紙8 賃貸借対象機器等一覧 に数量記載がありません。
不要であれば、削除願います。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

G クラウドサービス用インターネットファイアウォール

61
別冊

要件定
義書

170 4 11 2 (2) オ (オ) H
(A)
（C）
(G)

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
(2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(オ) ネットワークアプライアンス
政府共通NWファイアウォール

(A) 処理性能
a ファイアウォールパフォーマンスとして、4Gbps以上を有すること。
b ファイアウォールのステートフルインスペクション及びそれに相当する機能利用時のスループッ
トとして、2Gbps以上を有すること。
c アプリケーションフィルタリング機能及びそれに相当する機能利用時のスループットとして、
2Gbps以上を有することが望ましい。
d 同時セッション数750,000以上、新規セッション数20,000／秒以上の処理能力を有すること。

(C)フィルタリング機能
d 可能な限り、HTTP、SMTP等の通信におけるプロキシとして動作することで、アプリケーション
の制御、認識等が可能となるアプリケーションゲートウェイ機能を有すること。これによらない場合
は、レイヤ4プロトコルの情報だけでは識別できない通信に対して、アプリケーションレベルでの
通信の可視化及び制御が可能なこと。
g アプリケーション認識機能を搭載し、1100種類以上のアプリケーションを認識できること。
h マルチレイヤに渡りパケットを正規化して解析することで、攻撃検出を回避する動きを検知する
機能を有すること。

(G) その他ネットワーク関連機能
b 複数のインターネット回線を同時に利用できる、マルチホーミング機能（インターネット外部へ
の接続（OutBound）を冗長化）を標準で有すること。

(A)処理性能の要件緩和、(C)-d、(C)-g、(C)-h、(G)-bについて文言削除 政府共通NWとの通信はインターネット通信と比較して、利用する機能は
限定的であると想定します。そのため、左記要件については、費用低廉の
ために削減が可能と想定します。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。
（A)
c アプリケーションフィルタリング機能及びそれに相当する機能利用時の
スループットとして、2Gbps以上を有することが望ましい。
（C)
d 可能な限り、HTTP、SMTP等の通信におけるプロキシとして動作するこ
とで、アプリケーションの制御、認識等が可能となるアプリケーションゲート
ウェイ機能を有すること。これによらない場合は、レイヤ4プロトコルの情報
だけでは識別できない通信に対して、アプリケーションレベルでの通信の
可視化及び制御が可能なこと。
g アプリケーション認識機能を搭載し、1100種類以上のアプリケーションを
認識できること。
h マルチレイヤに渡りパケットを正規化して解析することで、攻撃検出を回
避する動きを検知する機能を有すること。

(G) その他ネットワーク関連機能
b 複数のインターネット回線を同時に利用できる、マルチホーミング機能
（インターネット外部への接続（OutBound）を冗長化）を標準で有すること。

62
別冊

要件定
義書

170 4 11 2 (2) オ (オ) H (C)

要件定義書
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
H 政府共通 NW ファイアウォール

f 送信元を国別に分類したポリシーを適用することが可能なこと。 文言削除 本システムの特性を考慮すると、財務省⇔政府共通NW間通信において
は、日本以外との国との通信は想定されないため、当該要件は削除する
ことが望ましいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

送信元を国別に分類したポリシーを適用することが可能なこと。

63
別冊

要件定
義書

173 4 11 2 (2) オ (オ) J (A)

J　不正侵入防御装置
（A）　処理性能

以下の要件への修文をご提案します。

修文前）
IPSとして、250Mps以上の回線に対応すること。

修文後）
IPSとして、1Gbps以上の回線に対応すること。

P.34「図表3-6-1　責任分界点（財務省本庁舎）」では、不正侵入防御装
置は、インターネット経由での通信を監視する構成になっております。
また、P.278の「図表3-11-2　ネットワーク回線の要件」では、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）は共にネットワーク要件は1Gbpsとなっいます。
250Mbpsの性能では不正な通信を取りこぼす可能性があります。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

IPSとして、1Gbps以上の回線に対応すること。
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64
別冊

要件定
義書

173 4 11 2 (2) オ (オ) J (B)

要件定義書
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
J 不正侵入防御装置

d バックアップセンターに設置する不正侵入防御装置については、前述「第３章第６節１(1) 物理
インタフェース」に記載されたコネクタ形状に対応すること。機器本体で用意せずに、変換ケーブ
ル又はメディアコンバータをあわせて用意する形態でもよい。

文言削除 「第３章第６節１(1) 物理インタフェース」に不正接続侵入防御装置に関す
る条件の記載がありませんので、当該要件は削除することが望ましいと考
えます。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

バックアップセンターに設置する不正侵入防御装置については、前述「第
３章第６節１(1) 物理インタフェース」に記載されたコネクタ形状に対応する
こと。機器本体で用意せずに、変換ケーブル又はメディアコンバータをあ
わせて用意する形態でもよい。

65
別冊

要件定
義書

173 4 11 2 (2) オ (オ) J (C)

J 不正侵入防御装置
(C)不正侵入検知機能

「セキュリティ製品と連携することで、不正な通信を行っている端末やサーバの遮断ができるこ
と、また遮断を行った端末やサーバのネットワークへの復旧もできること。」の文言に対して、「感
染の疑いがある場合も管理者から手動で遠隔から隔離する機能を提供すること」を機能提案さ
せていただきます。

不正侵入検知／防止機能（IPS）を搭載したネットワーク機器と連携するこ
とで製品が検知した端末へのマルウェア侵入などの不審な動きを、素早く
アラートで通知し、どの端末で異常がおきているかを特定し自動的に遮断
することが可能であること。

「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」記載の機関等LAN
内での不正プログラム感染拡大やそれに伴う情報流出等が疑われる場合
には、被害の拡大を阻止する措置を直ちに講ずることが重要である

政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン
P.68

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

要件定義書
「第４章第１１節2（2）オ（オ）J(H)　隔離機能」

a　前述「(D)　検知機能」により不正を検知した際、ネットワーク機器と連携
して、自動的にネットワークから遮断できること。また、感染の疑いがある場
合も管理者から手動で遠隔隔離する機能を提供すること。

66
別冊

要件定
義書

173 4 11 2 (2) オ (オ) J (C)

J 不正侵入防御装置
(C)不正侵入検知機能

「侵入防止のために、不正なパケットの侵入を防ぐ機能を有すること。なお、他のネットワーク機
器と連携して実現してもよい。」の文言に対して、「syslogによる異常端末監視」と「SNMPトラップ
による異常端末監視」を機能提案させていただきます。

ウイルス対策ソフトウェアやエンドポイントプロテクション製品と連携し、ウイ
ルスや異常を検知した場合にアラートとして通知、またはネットワークから
自動的に遮断し、速やかな調査と安全性の確保を支援することが可能で
あること。

「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」記載の職員等は、情
報システム（支給外端末を含む）が不正プログラムに感染したおそれがあ
ることを認識した場合は、感染した情報システム（支給外端末を含む）の通
信回線への接続を速やかに切断するなど、必要な措置を講ずることが重
要である。

政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン
P.317

×

「他のネットワーク機器と連携して実現してもよい」の実現方法として、ご提
案を妨げるものではありません。

67
別冊

要件定
義書

175 4 11 2 (2) オ (オ) K

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
 (2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(オ) ネットワークアプライアンス

K クラウドサービス用不正侵入防御装置 削除 別紙8 賃貸借対象機器等一覧 に数量記載がありません。
不要であれば、削除願います。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

K クラウドサービス用不正侵入防御装置

68
別冊

要件定
義書

176 4 11 2 (2) オ (オ) L (D)

L　標的型攻撃通信監視装置
（D）検知機能
i

下記仕様原文を、修正案に変更することを意見として提出致します。
【原文】
i　電子メールの添付ファイル及び外部のWebサイトからダウンロードしたファイルにマルウェアの
疑いがあることを、本装置内にある保護された仮想環境（Sandbox)で動的解析を行うことで検知
できること。また、動的解析を実施する際には、インターネット接続を行わないこと。

i　電子メールの添付ファイル及び外部のWebサイトからダウンロードした
ファイルにマルウェアの疑いがあることを、保護された仮想環境（Sandbox）
で動的解析を行うことで検知できること。

クラウド含め、製品選定の幅を拡げる為。

×

標的型攻撃通信監視装置については、クラウド製品は想定していませ
ん。

69
別冊

要件定
義書

177 4 11 2 (2) オ (オ) L (D)

L　標的型攻撃通信監視装置
（D）検知機能
j

下記仕様原文を削除することを意見として提出致します。
【原文】
j　仮想環境（Sandbox）は、日本語OSに対応し、標的型攻撃通信の検知に特化した環境とするこ
と。

製品を限定せず、製品選定の幅を拡げる為。

×

本調達の要件です。

70
別冊

要件定
義書

177 4 11 2 (2) オ (オ) L (F)

L　標的型攻撃通信監視装置
（F）管理機能
a

下記仕様原文を削除することを意見として提出致します。
【原文】
a　検知の除外設定ができること。

a　検知の除外設定もしくは検知結果の変更が出来ること 製品を限定せず、製品選定の幅を拡げる為。

×

本調達の要件です。

71
別冊

要件定
義書

177 4 11 2 (2) オ (オ) L (H)

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
(2) ハードウェア要件
オ ネットワーク機器
(オ) ネットワークアプライアンス
L 標的型攻撃通信監視装置
(H) 隔離機能

a 前述「(D) 検知機能」により不正を検知した際、ネットワーク機器と連携して、自動的にネット
ワークから遮断できること。

a 前述「(D) 検知機能」により不正を検知した際、ネットワーク機器と連携し
て、自動的にネットワークから遮断できることが望ましい。

番号12とも関連していますが、端末、セキュリティ対策の要件としての記載
が妥当と考えます。ネットワーク機能と連携して自動的に遮断するほかに
も、端末自身のポート遮断による実現も考えられますので、「望ましい。」の
記載へ要件緩和お願いします。

×

端末を対象とした自動遮断は要件としますが、ネットワーク機器単体での
実現を要件とはしませんので、実現方法についてはご提案ください。

72
別冊

要件定
義書

178 4 11 2 (2) オ (オ) L (M)

L　標的型攻撃通信監視装置
（M）きょう体

下記仕様原文を削除することを意見として提出致します。
【原文】
EIA（米国電子工業会）規格に準拠する19インチサーバラック2U以内に収まること。

EIA（米国電子工業会）規格に準拠する19インチサーバラック3U以内に収
まること。

製品を限定せず、製品選定の幅を拡げる為。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

EIA（米国電子工業会）規格に準拠する19インチサーバラック3U以内に収
まること。

73
別冊

要件定
義書

187 4 11 2 (2) カ (イ) B (A)

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
カ　周辺機器
(イ)モノクロレーザプリンタ(A4)

B　印字
(A)半導体レーザ又はLED（発光ダイオード）と乾式電子写真方式を組合せたもの、又はこれと同
等の方式であること。

インクジェット方式を加えて頂く事をご提案いたします。 インクジェットプリンタのメリットとして、
イニシャルコスト・ランニングコストの低減
ウォームアップ時間の短縮、
ファーストプリントの速度向上、
低消費電力（ 大：約23W）があります。

今回、仕様緩和が難しい場合は、次期導入に向けインクジェットプリンタの
メリットなどを改めてご説明させて頂ければと思います。

何卒、宜しくお願い致します。

×

本調達の要件です。

74
別冊

要件定
義書

187 4 11 2 (2) カ (イ) B (B)

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
カ　周辺機器
(イ)モノクロレーザプリンタ(A4)

B　印字
(B)印字速度は、A4サイズを片面30頁/分以上及び両面25頁/分以上で印刷できること。

「両面15頁」との文言に変更お願いします。 対象機種の幅を広げるため仕様緩和のご検討をお願い致します。

×

本調達の要件です。

75
別冊

要件定
義書

187 4 11 2 (2) カ (イ) G (B)

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
（２）ハードウェア要件
　カ　周辺機器
 (ｲ)モノクロレーザープリンター（A4）P187
　Gハードウェア
　(B)無線LAN接続機能を有すること。

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
（２）ハードウェア要件
　カ　周辺機器
 (ｲ)モノクロレーザープリンター（A4）P187
　Gハードウェア
　(B)無線LAN接続機能を有すること。

(B)無線LAN接続機能を有すること。
　また無線LAN接続を行う場合、プリンタ利用者を制限するセキュリティ強
化機能を有すること。

当該プリンタはICカード認証対象外であることを踏まえ、本来プリンタの利
用を想定していない職員様が、無線LAN経由で印刷するセキュリティリス
クに配慮する必要があると考えるため。

×

本調達の要件としては不要です。
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76
別冊

要件定
義書

188 4 11 2 (2) カ (イ) H (A)

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
カ　周辺機器
(イ)モノクロレーザプリンタ(A4)

H　設備構成
(A)本体寸法は幅400mm、奥行450mm、高さ600mm以下であること。

幅425mm、奥行535mmに変更お願いします。 対象機種の幅を広げるため仕様緩和のご検討をお願い致します。

×

本調達の要件です。

77
別冊

要件定
義書

188 4 11 2 (2) カ (イ) L

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
カ　周辺機器
(イ)モノクロレーザプリンタ(A4)

L　その他
装置寿命が20万頁以上であること。

15万頁以上に変更お願いします。 対象機種の幅を広げるため仕様緩和のご検討をお願い致します。

×

本調達の要件です。

78
別冊

要件定
義書

189 4 11 2 (2) カ (ウ) B (A)

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
カ　周辺機器
(イ)カラーレーザプリンタ(A4)

B　印字
(A)半導体レーザ又はLED（発光ダイオード）と乾式電子写真方式を組合せたもの、又はこれと同
等の方式であること。

インクジェット方式を加えて頂く事をご提案いたします。 インクジェットプリンタのメリットとして、
イニシャルコスト・ランニングコストの低減
ウォームアップ時間の短縮、
ファーストプリントの速度向上、
低消費電力（ 大：約23W）があります。

今回、仕様緩和が難しい場合は、次期導入に向けインクジェットプリンタの
メリットなどを改めてご説明させて頂ければと思います。

何卒、宜しくお願い致します。

×

本調達の要件です。

79
別冊

要件定
義書

189 4 11 2 (2) カ (ウ) B (C)

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
カ　周辺機器
(イ)カラーレーザプリンタ(A4)

B　印字
(C)カラー印刷における印字速度は、A4サイズを片面45頁/分以上及び両面45頁/分以上であ
ること。

「片面35頁/分及び両面16頁/分」との文言に変更お願いします。 対象機種の幅を広げるため仕様緩和のご検討をお願い致します。

×

本調達の要件です。

80
別冊

要件定
義書

190 4 11 2 (2) カ (ウ) H (A)

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
カ　周辺機器
(イ)カラーレーザプリンタ(A4)

H
(A)オプションを含む本体寸法は幅700mm、奥行700mm、高さ815mm以下であること。

奥行755mmに変更お願いします。 対象機種の幅を広げるため仕様緩和のご検討をお願い致します。

×

本調達の要件です。

81
別冊

要件定
義書

190 4 11 2 (2) カ (ウ) K (C)

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
カ　周辺機器
(イ)カラーレーザプリンタ(A4)

K　セキュリティ　(C)
ICカード認証した際に、スプールされている自分の印刷ジョブをプリンタ本体のパネル上で選択
して出力させることができること。また不要な印刷データはパネル上から削除できること。

「プリンタ本体若しくはICカードリーダーのパネル上で」との文言に変更お
願いします。

対象機種の幅を広げるため仕様緩和の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。

K　セキュリティ
ICカード認証した際に、スプールされている自分の印刷ジョブをプリンタ
本体若しくはICカードリーダーのパネル上で選択して出力させることがで
きること。また不要な印刷データはパネル上から削除できること。

82
別冊

要件定
義書

203 4 11 3 (2) ア (キ)

3 ソフトウェア構成
(キ)稼働性能管理及びサーバ管理ソフト
ウェア

「サーバ及びストレージ機器のログ情報を収集し、特定のイベントを検知した場合、アラート等を
管理者に通知すること。」の文言に対して、共有フォルダに対して事前に指定した回数を超えた
アクセスが発生時のアラート通知を機能提案させていただきます。

マルウェアなどのウイルスが、アクセスを許可されているアプリケーションを
利用して、不正に共有フォルダへアクセスすることも考えられます。そのよ
うな状況を想定し、共有フォルダに対して事前に指定した回数を超えたア
クセスが発生したときに、管理者へアラート通知するように設定可能である
こと。

「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」記載の情報システム
セキュリティ責任者は、管理者権限の特権を持つ主体の識別コード及び
主体認証情報が、悪意ある第三者等によって窃取された際の被害を 小
化するための措置及び、内部からの不正操作や誤操作を防止するための
措置を講ずることが重要である。

政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン
P.191

×

エンドポイント側での実装を想定していますが、本調達の情報セキュリティ
要件が満たせるのであれば、ご提案を妨げるものではありません。

83
別冊

要件定
義書

213 4 11 3 (2) ア (サ) O

要件定義書
(サ) ファイル暗号化管理ソフトウェア

O ファイル共有サーバ上のフォルダごとに自動暗号化するポリシーを分けて設定できること。 O ファイル共有サーバ上のフォルダごとに自動暗号化有効/無効の設定
ができること。

Infocageを用いる場合、フォルダごとに自動暗号化のポリシー（自動暗号
化対象のファイル種類、編集・印刷等の権限設定等）は設定することは不
可となると想定します。そのため、フォルダごとに設定できるのは、自動暗
号化する、しないのみとなるため、左記の通り、要件の見直しが望ましいと
考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

O ファイル共有サーバ上のフォルダごとに自動暗号化有効/無効の設定
ができること。

84
別冊

要件定
義書

220 4 11 3 (2) ア (チ)

(チ)　インターネットコンテンツフィルタリン
グソフトウェア

以下の要件への修文をご提案します。

修文前）
Web（インターネット）上の有害情報へのアクセスを遮断する機能を提供す
る。

修文後）
Web（インターネット）上の有害情報へのアクセスを遮断する機能を提供す
る。なお、プロキシサーバにて実現することも可とする。

製品選定の選択肢を拡げるため、条件の緩和を御願い致します。
また、プロキシと同一機器で実現することにより、コスト削減、運用効率化
にも寄与します。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

要件定義書
第４章第１１節2（2）　ハードウェア要件

調達対象となるハードウェアは「別紙8　賃貸借対象機器等一覧」に記載
のハードウェアを想定している。なお、構成及び数量は参考値であり、性
能、信頼性等に関する要件を満たすことを前提に、構成及び数量を提案
することも可とする。提案する構成に応じて追加で必要な機器等がある場
合には、提案に含めること。

85
別冊

要件定
義書

221 4 11 3 (2) ア (チ) CC

(チ)　インターネットコンテンツフィルタリン
グソフトウェア
CC

以下の要件への修文をご提案します。

修文前）
管理者画面のログ確認画面上から、添付ファイル復元を含む
HTTP/HTTPSのPOSTデータの内容確認が可能であること。

修文後）
添付ファイル復元を含むHTTP/HTTPSのPOSTデータの内容確認が可能
であること。

製品選定の選択肢を拡げるため、条件の緩和を御願い致します。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

管理者画面から、添付ファイル復元を含むHTTP/HTTPSのPOSTデータ
の内容確認が可能であること。

86
別冊

要件定
義書

221 4 11 3 (2) ア (チ) DD

(チ)　インターネットコンテンツフィルタリン
グソフトウェア
DD

以下の要件への修文をご提案します。

修文前）
ボタン操作により、グループごとのフィルタリングルールをCSVやPDFに出
力し、印刷可能なこと。

修文後）
グループごとのフィルタリングルールをCSVやPDFに出力し、印刷可能な
こと。

製品選定の選択肢を拡げるため、条件の緩和を御願い致します。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

グループごとのフィルタリングルールをCSVやPDFに出力し、印刷可能な
こと。

87
別冊

要件定
義書

221 4 11 3 (2) ア (チ) EE

(チ)　インターネットコンテンツフィルタリン
グソフトウェア
EE

以下の要件の削除をご提案します。

管理画面の日本語表示が可能なこと。

製品選定の選択肢を拡げるため、条件の緩和を御願い致します。

×

本調達の要件です。
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88
別冊

要件定
義書

224 4 11 3 (2) ア (ト)

(ト)　ウイルスゲートウェイ(Web)ソフトウェア 以下の要件への修文（追加）をご提案します。

修文後）
なお、プロキシサーバにて実現することも可とする。

製品選定の選択肢を拡げるため、条件の緩和を御願い致します。
また、プロキシと同一機器で実現することにより、コスト削減、運用効率化
にも寄与します。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

要件定義書
第４章第１１節2（2）　ハードウェア要件

調達対象となるハードウェアは「別紙8　賃貸借対象機器等一覧」に記載
のハードウェアを想定している。なお、構成及び数量は参考値であり、性
能、信頼性等に関する要件を満たすことを前提に、構成及び数量を提案
することも可とする。提案する構成に応じて追加で必要な機器等がある場
合には、提案に含めること。

89
別冊

要件定
義書

224 4 11 3 (2) ア (ト) B

(ト)　ウイルスゲートウェイ(Web)ソフトウェア
B

以下の要件への修文をご提案します。

修文前）
ウイルスのパターンファイルがアップデートされた場合、提供元からの
「プッシュ」又は機器からの「フェッチ」にてアップデートを実行できること。
なお、「フェッチ」の場合にはパターンファイルの取得間隔を10分以内に
設定できること。

修文後）
ウイルスのパターンファイルがアップデートされた場合、提供元からの
「プッシュ」又は機器からの「フェッチ」にてアップデートを実行できること。
なお、「フェッチ」の場合にはパターンファイルの取得間隔を15分以内に
設定できること

製品選定の選択肢を拡げるため、条件の緩和を御願い致します。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

ウイルスのパターンファイルがアップデートされた場合、提供元からの
「プッシュ」又は機器からの「フェッチ」にてアップデートを実行できること。
なお、「フェッチ」の場合にはパターンファイルの取得間隔を15分以内に
設定できること。

90
別冊

要件定
義書

239 4 11 3 (2) ア (ム) E

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
３ ソフトウェア構成
(2) ソフトウェア製品の要件
ア サーバ
(ム) 添付ファイルの自動復号及び自動再
暗号化ソフトウェア

E 政府共通ネットワーク外にファイルを添付したメールを送信する際には、メール件名に特定の
キーワードを付与する等により、添付ファイルの暗号化要否を振り分ける機能を有すること。

E　政府共通ネットワーク外にファイルを添付したメールを送信する際に
は、メール件名に特定のキーワードを付与する等により、添付ファイルの
暗号化要否を振り分ける機能を有すること。
なお、利用者の手入力とした場合には半角・全角・記号、大文字、小文字
などキーワードの「ゆらぎ」が想定されるため、セキュリティ対策アドイン機
能への追加という形で、メール送信時に暗号化要否を選択可能なインタ
フェースを別途構築することが望ましい。

メール件名に特定のキーワードを付与する方法として、利用者がメール作
成時の件名に特定のキーワードを手入力する方法が考えられますが、利
用者の手入力とした場合には半角・全角・記号、大文字、小文字などキー
ワードの「ゆらぎ」が想定され、キーワード判定が複雑になるほど、本添付
ファイルの自動復号及び自動暗号化ソフトウェアの性能低下が懸念されま
す。

このため、セキュリティ対策アドイン機能への追加という形として、メール送
信時に暗号化要否を選択可能なインタフェースを別途構築することが「望
ましい」との記載へ追記願います。

この機能を追加することにより、利用者の手入力によるキーワードの「ゆら
ぎ」を防ぐことが可能となり、利用者の入力値認識ずれに伴う暗号化／非
暗号化の結果に関する問い合わせ／サポートの削減が期待できます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

E　政府共通ネットワーク外にファイルを添付したメールを送信する際に
は、メール件名に特定のキーワードを付与する等により、添付ファイルの
暗号化要否を振り分ける機能を有すること。
なお、利用者の手入力とした場合には半角・全角・記号、大文字、小文字
などキーワードの「ゆらぎ」が想定されるため、セキュリティ対策アドイン機
能への追加という形で、メール送信時に暗号化要否を選択可能なインタ
フェースを別途構築することが望ましい。

91
別冊

要件定
義書

265 4 11 3 (2) イ (ナ) Ａ

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
３ ソフトウェア構成
イ 全端末共通
(ナ) セキュリティ対策アドイン機能

(ナ) セキュリティ対策アドイン機能
A メール送信時に宛先や添付ファイルのチェックを促す機能を有すること。

(ナ) セキュリティ対策 アドイン機能
A メール送信時に宛先や添付ファイルのチェックを促す機能を有するこ
と。

Webメールを対象とする必要があることから、アドインのように端末に完結
した方式でのチェックを行うことができないことが想定されます。
そのため、アドインに限定されないような記載に要件への変更が望ましい
と考えます。

○

本要件は、電子メール機能サービスを利用する際のメールクライアントお
よびスケジューラ機能を想定した要件です。
一時的な省内外のコミュニケーションサービスも想定し、以下の要件を追
加します。

F 一時的な省内外のコミュニケーションサービスは、電子メール機能サー
ビスを提供するクラウドサービス事業者とは別のクラウドサービス事業者を
想定していることから、実現が困難なセキュリティ対策アドイン機能がある
場合には、代替策を提案すること。

92
別冊

要件定
義書

283 4 11 5 (1) オ

(ア)
(イ)
(ウ)
(エ)
（オ)
(カ)
(キ)
(ク)
(ケ)
(コ)

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
５ 施設・設備要件
(1) 運用施設・設備要件
オ 外部監視センター

(ア) 外部 監視センターは、財務省本庁舎以外の場所に設置する。
(イ) 外部 監視センターは、受注者、受注者の子会社又は受注者の親会社が運営すること。
(ウ) 外部 監視センターの施設は、ビル入館セキュリティ、ビル警備員常駐、ICカード入退出記
録、カメラ監視記録等による不正侵入が困難なセキュリティを要していること。
(エ) 外部 監視センターについては、十分な情報セキュリティを確保していることをあらかじめ財
務省に報告し、承認を得ること。
(オ) 外部 監視センターの施設は、可能な限り、地震等の自然災害による大規模災害を考慮し
た場所又は設備とすること。
(カ) 外部 監視センターと行政LANの間は、VPN回線等セキュリティ性が担保された回線経由に
よる接続とすること。
(キ) 外部 監視センターからの行政LANの監視については、セキュリティ機器のアラート情報を送
付する方式とすること。なお、当該方式を実現するに当たっては、情報セキュリティの確保に留
意すること。
(ク) 外部 監視センターで分析を行う場合、情報セキュリティのアナリストによる分析を含めるこ
と。分析結果は、PJMOが閲覧できる方法を確保すること。
(ケ) 外部 監視センターで、リスクが高いインシデントを検知した場合、速やかに運用作業者もし
くは運用作業者を管轄する責任者に連絡すること。
(コ) 外部 監視センター側の回線及び必要な機器は、受注者にて用意すること。

(ア) 外部 監視センターは、財務省本庁舎以外の場所に設置する。
 (イ) 外部 監視センターは、受注者、受注者の子会社又は受注者の親会
 社が運営すること。
(ウ) 外部 監視センターの施設は、ビル入館セキュリティ、ビル警備員常
駐、ICカード入退出記録、カメラ監視記録等による不正侵入が困難なセ
キュリティを要していること。
(エ) 外部 監視センターについては、十分な情報セキュリティを確保してい
ることをあらかじめ財務省に報告し、承認を得ること。
(オ) 外部 監視センターの施設は、可能な限り、地震等の自然災害による
大規模災害を考慮した場所又は設備とすること。
(カ) 外部 監視センターと行政LANの間は、VPN回線等セキュリティ性が
担保された回線経由による接続とすること。
(キ) 外部 監視センターからの行政LANの監視については、セキュリティ
機器のアラート情報を送付する方式とすること。なお、当該方式を実現す
るに当たっては、情報セキュリティの確保に留意すること。
(ク) 外部 監視センターで分析を行う場合、情報セキュリティのアナリストに
よる分析を含めること。分析結果は、PJMOが閲覧できる方法を確保するこ
と。
(ケ) 外部 監視センターで、リスクが高いインシデントを検知した場合、速
やかに運用作業者もしくは運用作業者を管轄する責任者に連絡するこ
と。
(コ) 外部 監視センター側の回線及び必要な機器は、受注者にて用意す
ること。

外部監視センターは多くの事業者がサービスとして提供しており、様々な
サービス内容があります。そうした中、本案件の外部監視センターを「受注
者、受注者の子会社または親会社が運営する」ものに限定すると、財務省
行政情報化LANの運用目的に 適なサービスを選定できない恐れがある
と考えております。
また、外部監視センターの運用にあたっては、セキュリティや作業連携の
面でのリスクを考慮しなければならないと考えておりますが、そちらについ
ては左記要件の（エ）および（ケ）で担保されていると考えております。
そのため、「(イ) 外部 監視センターは、受注者、受注者の子会社又は受
注者の親会社が運営すること。」の要件削除が望ましいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

(イ) 外部 監視センターは、受注者、受注者の子会社又は受注者の親会
社が運営すること。

10/12
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「財務省行政情報化ＬＡＮシステム（ネットワーク基盤）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

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

93
別冊

要件定
義書

291 4 13

第４章 非機能要件定義
第１３節 移行に関する事項
図表4-13-1 移行対象データ一覧

【移行対象データ】
電子メールデータ及びスケジュールデータ

【移行先】
電子メールメールボックスサーバ及びスケジュール管理サーバ

【移行先】
電子メール機能サービス

【移行概要】
システム利用者向け移行手順書に基づき、利用者が移行実施

【移行対象データ】
電子メールデータ及びスケジュールデータ

【移行先】
電子メールメールボックスサーバ及びスケジュール管理サーバ

【移行先】
電子メール機能サービス

【移行概要】
移行手順書に基づき、受注者が移行実施

電子メールサーバー上にある電子メールデータ及びスケジュールデータ
の移行概要として、移行主体は利用者自身となっておりますが、利用者主
体のメール・スケジュール移行とした場合には以下が懸念されるため、事
業者主体の移行となる記載への変更を推奨いたします。

１、利用者主体の移行とした場合、移行完了の判定をすることが困難とな
り、2022年1月1日以降もしばらくの間、現行メール関連機器を稼働させ続
ける必要性が懸念される。
２、利用者主体の移行とした場合、休職、外出（出向等も含む）により当面
不在となる職員の電子メールデータ及びスケジュールデータの移行主体
がおらず、移行漏れとなることが懸念される。※課室ごとの共有ユーザー
のメールデータについても同様
３、現行、新環境の利用者が相互に予定表参照できないことが懸念され
る。

なお、端末内に保管される個人メールフォルダ（アーカイブ）については、
必要に応じて手順書等による利用者主体での移行となります。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

【移行対象データ】
電子メールデータ及びスケジュールデータ

【移行先】
電子メールメールボックスサーバ及びスケジュール管理サーバ

【移行先】
電子メール機能サービス

【移行概要】
移行手順書に基づき、受注者が移行実施

94
別冊

要件定
義書

306 4 16 1 (1) ア (オ) Ａ

(Ａ)
(B)
(Ｃ）
(D)
(Ｅ)
(F)

要件定義書

第4章 非機能要件定義
第16節 運用に関する事項
１ 定常時対応
(1)運用サポート業務
ア ヘルプデスク業務

(オ) ヘルプデスク手順書に基づく設定等作業
A ヘルプデスク手順書に基づき、以下に示す設定等作業を行うこと。
(A) システム監視
a 歳入金連携システムについて、目視等による死活監視
b 歳入金連携システムのウイルス対策ソフトの稼働確認及び同ソフトの定義ファイルの更新に関
する確認作業
c 財務省本庁舎設置のサーバ及びネットワーク機器等に関する電源異常や温度異常等の目視
等による監視
(B) バックアップ処理の支援
a 歳入金連携システムのバックアップ媒体交換等、バックアップ処理の支援
(C) コンソール端末環境維持作業
a コンソール端末に導入されているウイルス対策ソフトの定義ファイルの更新に関する作業
(D) データのバックアップ媒体の交換・テープ装置のクリーニング
(E) 財務省本庁舎内の定時定点監視・巡回監視
(F) 端末の初期化 等

（左記作業を「１ 定常時対応 (2)業務運用支援」へ移動） 当該役務はヘルプデスク業務として実施することとなっておりますが、作
業内容を鑑みると運用要員による実施が適していると思われます。ヘルプ
デスク業務は一般的に利用者からの問い合わせや申請に対する窓口業
務を実施すると認識しており、システムの死活監視やバックアップ処理等
については、運用要員の方が作業ノウハウや実績があり、確実に実施でき
ると考えております。そのため、本要件は「１ 定常時対応 (2)業務運用支
援」業務として実施する旨での提案でも問題ないでしょうか。

×

要件定義書で提示する運用要件、サービスレベル等を満たす前提で、実
施体制は提案も可とします。

95
別冊

要件定
義書

318 4 16 1 (2) エ (ウ)

(2)業務運用支援
エ 機器等の脆弱性当への対応

緊急性が高いとPJMOが判断したものについては、パッチ等の公開日当日または翌日までに配
信を開始すること。の文言に対して、緊急性の高い更新プログラムを 優先で強制配布できる機
能を提案させていただきます。

脆弱性を突いた外部からの攻撃やマルウェア感染のリスクを 小限にす
るために、事前に予約したソフトウェア配布を保留にし、緊急性の高い更
新プログラムなどを 優先で配布することが可能であること。

「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」記載の情報セキュリ
ティインシデントを認知した場合には、 高情報セキュリティ責任者に早急
にその状況を報告するとともに、被害の拡大を防ぎ、回復のための対策を
講ずる必要がある。

政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン
P.66

×

本調達の情報セキュリティ要件が満たせるのであれば、ご提案を妨げるも
のではありません。

96
別冊

要件定
義書

331 4 17 1 (2)

第４章 非機能要件定義
第１７節 保守に関する事項
１ ハードウェアの保守要件
(2) ドライバ等の提供

OSは、Windows10のSAC（Semi Annual Channel）を採用するため、1年に1回程度の機能更新の
バージョンアップを実施する想定である。その際に、BIOS、ドライバ等のバージョンアップが必要
な場合においても、速やかに提供すること。

削除 BIOSおよび次期行政LAN端末機器に依存するドライバ等に関しては、
「端末調達事業者」による提示になると考えるため、要件の削除または、本
調達において導入したソフトウェア・機器に関するドライバ等に限られる記
載へ変更願います。 ○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

OSは、Windows10のSAC（Semi Annual Channel）を採用するため、1年に1
回程度の機能更新のバージョンアップを実施する想定である。その際に、
外来者用端末については BIOS、ドライバ等のバージョンアップが必要な
場合においても、速やかに提供すること。

97
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332 4 17 3 (1)

(1)保守に係る情報の通知 (1)保守に係る情報の通知
　クラウドサービスの機能の保守に係る情報を事前にPJMOに通知すること。特にクラウドサービ
スの停止や行政LANの設定変更が必要となる保守については、行政LANへの影響を十分に考
慮するとともに、原則として1か月前までに通知を行うこと。

「原則として1か月前までに通知を行うこと。」について、1か月前までの通
知が困難なものは判明次第通知を行うことも許容可能と考えて問題ない
でしょうか。

クラウドサービスにおいて1か月前通知が難しいものもあると考えられるた
めです

×

お見込みのとおりです。

98
別冊

要件定
義書

332 4 17 4

４　データの保守要件 4　データの保守要件
クラウドサービスのデータの復旧作業、更新作業等については、クラウドサービス事業者にて実
施する。

【修正提案】
クラウドサービスのデータの復旧作業、更新作業等については、受注者が
クラウドサービス事業者と連携し実施する。

契約主体は、貴省と受注者と考えられ、受注者主導のもとクラウドサービ
ス事業者と連携して対応する必要があると考えられるためです。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

クラウドサービスのデータの復旧作業、更新作業等については、受注者が
クラウドサービス事業者と連携し実施する。

99

別紙1
サービス
レベル
定義一

覧

1
9
23
27

別紙1 サービスレベル定義
(1)稼働率

クラウドサービス用インターネット接続L2スイッチ
クラウドサービス用インターネットファイアウォール
クラウドサービス用不正侵入防御装置

文言削除 左記のクラウドサービス用のネットワーク機器については稼働率にのみ要
件の記載があるため、削除することが望ましいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

クラウドサービス用インターネット接続L2スイッチ
クラウドサービス用インターネットファイアウォール
クラウドサービス用不正侵入防御装置

100

別紙8
賃貸借
対象機
器等一

覧

1

別紙8　賃貸借対象機器等一覧 なし 別紙8「構成・数量は参考値であり、実構成、数量は提案も可とする」 ネットワーク機器等のハードウェアについては、UTM、ADC等の複数の機
能を持った機器での提案も考えられるため、別紙8に示す機器一覧の値
は想定の構成であると考えます。「構成・数量は参考値であり、実構成、数
量は提案も可とする」旨の補足で要件緩和をお願いします。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

要件定義書
第４章第１１節2（2）　ハードウェア要件

調達対象となるハードウェアは「別紙8　賃貸借対象機器等一覧」に記載
のハードウェアを想定している。なお、構成及び数量は参考値であり、性
能、信頼性等に関する要件を満たすことを前提に、構成及び数量を提案
することも可とする。提案する構成に応じて追加で必要な機器等がある場
合には、提案に含めること。

101

別紙8
賃貸借
対象機
器等一

覧

4

別紙8　賃貸借対象機器等一覧

政府共通NW DMZL3スイッチ
政府共通NW 接続L2スイッチ
政府共通NWファイアウォール

バックアップセンターの数量：２ 削除 バックアップセンターの数量が入っていますが、バックアップセンターの政
府共通NWへの接続はありません。
調達仕様書、要件定義書にも次期行LANでBCに政府共通NW接続を追
加する等の記述がありません。
関連すると思われる、要件定義書 p.101のNTPについての記述において
も、BCから政府共通NWは本省経由で接続する記述になっています。

BCに政府共通NW接続を新たに提供するのであれば、新規の要件として
調達仕様書内にご明示お願いします。

○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

バックアップセンターの数量：２

11/12



章 節 項

対
応
可

「財務省行政情報化ＬＡＮシステム（ネットワーク基盤）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

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

102

別紙8
賃貸借
対象機
器等一

覧

4

別紙8　賃貸借対象機器等一覧

リモートアクセス装置

本省の数量：２ 削除 本省の数量が入っていますが、リモートアクセス(シンクライアント接続)は
バックアップセンターのみと想定しています。
（次期LANの本省は執務端末持ち出しによる対応となる）

リモート接続、VPN接続について、それぞれ要件となる接続先を調達仕様
書（別冊、別紙、別添含む）内でご明示お願いいたします。

○

「リモートアクセス装置」について、VPN接続のための装置と、仮想デスク
トップへの接続装置を兼ねる場合には、本省・バックアップセンタともに必
要となります。
VPN接続のための装置を別途ご提案いただく場合には、仮想デスクトップ
への接続のための装置は、バックアップセンタ側には不要となります。

ご意見を踏まえ、上に示した内容を明確化するため、要件に、以下に示
す内容を追記します。

リモートアクセス装置とは、電話回線や専用線、インターネットを介して、外
部ネットワークから内部ネットワーク又はコンピュータに接続するときに、ア
クセスの終端を行う装置のことである。次期行政LANでは、外部ネットワー
クからのアクセス手段として、VPN接続及び仮想デスクトップ接続を実現
するための機器を提供すること。なお、それぞれの接続について、個別に
提供することも可とする。その場合、いずれの機器も以下の要件を満たす
こと。

103

別紙8
賃貸借
対象機
器等一

覧

4

負荷分散装置 バックアップセンターの数量：２ 削除 バックアップセンターに数量が入っていますが、現行ではバックアップセン
ターの政府共通NWへの接続はありません。
調達仕様書、要件定義書にも次期行LANでBCに政府共通NW接続を追
加する等の記述がありません。
関連すると思われる、要件定義書 p.101のNTPについての記述において
も、BCから政府共通NWは本省経由で接続する記述になっています。

BCに政府共通NW接続を新たに提供するのであれば、新規の要件として
調達仕様書内にご明示お願いします。

×

次期バックアップセンターにおける負荷分散装置については、政府共通
NWへの接続を想定しているものではなく、システム構成上、必要な機器と
なります。

104

別紙8
賃貸借
対象機
器等一

覧

4

別紙8　賃貸借対象機器等一覧
(4)ネットワーク機器
L3スイッチ

政府共通NW DMZL3スイッチ
BC数量 2

政府共通NW DMZL3スイッチ
BC数量 0

要件定義書P35 図表3-6-3「責任分界点（バックアップセンター）」を拝見
すると、バックアップセンターから政府共通NWへは直接接続していないよ
うに見受けられるため、左記の機器については、バックアップセンターへ
の設置量は０と想定されます。 ○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

バックアップセンターの数量：２

105

別紙8
賃貸借
対象機
器等一

覧

4

別紙8　賃貸借対象機器等一覧
(4)ネットワーク機器
L2スイッチ

政府共通NW 接続L2スイッチ
BC数量 2

政府共通NW 接続L2スイッチ
BC数量 0

要件定義書P35 図表3-6-3「責任分界点（バックアップセンター）」を拝見
すると、バックアップセンターから政府共通NWへは直接接続していないよ
うに見受けられるため、左記の機器については、バックアップセンターへ
の設置量は０と想定されます。 ○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

バックアップセンターの数量：２

106

別紙8
賃貸借
対象機
器等一

覧

4

別紙8　賃貸借対象機器等一覧
(4)ネットワーク機器
ネットワークアプライアンス

政府共通NW ファイアウォール
BC数量 2

政府共通NW ファイアウォール
BC数量 0

要件定義書P35 図表3-6-3「責任分界点（バックアップセンター）」を拝見
すると、バックアップセンターから政府共通NWへは直接接続していないよ
うに見受けられるため、左記の機器については、バックアップセンターへ
の設置量は０と想定されます。 ○

ご意見を踏まえ、以下の要件を削除します。

バックアップセンターの数量：２

107

別紙8
賃貸借
対象機
器等一

覧

4

別紙8　賃貸借対象機器等一覧
(4)ネットワーク機器
L2スイッチ

ワークグループスイッチ（24ポート）
合計0
ワークグループスイッチ（48ポート）
合計176

ワークグループスイッチ（24ポート）
合計〇〇
ワークグループスイッチ（48ポート）
合計〇〇

すべてのワークグループスイッチを４８ポートとする場合、費用の高騰が想
定されます。そのため、必要に応じて24ポートのワークグループスイッチで
可能な台数を記載頂くことが望ましいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、ワークグループスイッチ（24ポート）及びワークグループ
スイッチ（48ポート）の数量を見直しています。

108

別紙8
賃貸借
対象機
器等一

覧

4

別紙8　賃貸借対象機器等一覧
(4)ネットワーク機器
ネットワークアプライアンス

回線振分け装置
合計4

文言削除 左記の回線振り分け装置で実現すべき機能については、他のHW及び
SWにおいて実現することが費用低廉に寄与すると考えます。そのため、
左記要件は削除頂くことが望ましいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

要件定義書
第４章第１１節2（2）　ハードウェア要件

調達対象となるハードウェアは「別紙8　賃貸借対象機器等一覧」に記載
のハードウェアを想定している。なお、構成及び数量は参考値であり、性
能、信頼性等に関する要件を満たすことを前提に、構成及び数量を提案
することも可とする。提案する構成に応じて追加で必要な機器等がある場
合には、提案に含めること。

109

別紙8
賃貸借
対象機
器等一

覧

5

別紙8　賃貸借対象機器等一覧
(5)周辺機器・その他機器

ソフトウェアトークン数 ソフトウェアトークン
数量:2750

ハードウェアトークン数の記載はありますがソフトウェアトークン数の記載が
ありません。要件を記載いただけないでしょうか。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

要件定義書
第４章第11節3(2)エ（ア）　ソフトウェアトークン

A　2,800ライセンスを提供すること

110

別紙15
ハード

ウェア要
件（サー

バ）

1

別紙15_ハードウェア要件（サーバ）
（2）性能区分ごとのサーバのハードウェア
要件（物理サーバ）

性能1　41.5kg / 57.4kg
性能2　12kg / 25kg
性能3　12kg / 25kg
性能4　12kg / 25kg 等

左記に示す重量以下であること。 サーバ性能ごとに電力量、重量の記載がありますが、提案製品により個別
のサーバ電力量や重量は変動すると考えます。そのため、各機器が左記
要件以下の重量等の機器を導入することを要件として頂くか、搭載する
ラック全体としての和で満たす要件とするか、明記頂くことが望ましいと考
えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

要件定義書
第４章第１１節2（2）　ハードウェア要件

調達対象となるハードウェアは「別紙8　賃貸借対象機器等一覧」に記載
のハードウェアを想定している。なお、構成及び数量は参考値であり、性
能、信頼性等に関する要件を満たすことを前提に、構成及び数量を提案
することも可とする。提案する構成に応じて追加で必要な機器等がある場
合には、提案に含めること。

111

別紙15
ハード

ウェア要
件（サー

バ）

1

別紙15_ハードウェア要件（サーバ）
（2）性能区分ごとのサーバのハードウェア
要件（物理サーバ）

性能1　28/56T Platinum 8280
性能2　10/20T Silver 4210
性能3　10/20T Silver 4210
性能4　6/6T Bronze 3204

左記に示す性能を満たすこと。 サーバ性能ごとにコア数・スレッド数の記載がありますが、提案製品により
個別のサーバ性能は変動すると考えます。そのため、各機器が左記要件
以上の性能であれば問題ない旨を明記頂く事が望ましいと考えます。

○

ご意見を踏まえ、以下のとおり、変更します。

要件定義書
第４章第１１節2（2）　ハードウェア要件

調達対象となるハードウェアは「別紙8　賃貸借対象機器等一覧」に記載
のハードウェアを想定している。なお、構成及び数量は参考値であり、性
能、信頼性等に関する要件を満たすことを前提に、構成及び数量を提案
することも可とする。提案する構成に応じて追加で必要な機器等がある場
合には、提案に含めること。
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