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経済産業省基盤情報システムサービス要求仕様書案に係る意見に対する回答

No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

1
調達仕
様書
p.4

118 1.4.1. (イ).g. 2

EMMではなく、Unified Endpoint
Management システム（略:UEM）
の方が良い。

UEM製品にて、PCとモバイルデバイス
を合わせて統合管理することにより、
運用も含めたトータルコストの削減に
加え、最新のセキュリティモデル
"Zero Trust Security"モデルに対応
する

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

2
調達仕
様書
p.4

118 1.4.1. (イ).g. 2

仕様書(案)、要件定義書(案)の全ての記載
内容を対象に、EMMの表記をUEMに修正いた
だけないでしょうか。

EMMとは、MDM＋MAM＋MCMの機能を持っ
た製品であり、PC管理は対象外の場合
がございます。
PC管理も対象であるUEM(Unified
Endpoint Management)製品にて、デバ
イスを統一的に管理しコストを削減す
ることが望ましいと考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

3

仕様書
5

129 1.4.4

3

サービス提供期間について、システム切替
は令和4年2月1日より前（週末）に実施す
る可能性が高いと考えております。切替日
から令和4年1月31日までの契約上の扱いを
明記願います。

切替日から令和4年1月31日までに障害
等によりサービス提供ができない事象
が発生した場合の契約上の扱いが定義
されていないため。

要求仕様書の「1.4.4. 契約期間」で令和4年2月
1日以降をサービス役務期間（有償期間）と明記
している。令和4年1月31日以前に次期システム
を事前に稼働することは契約後協議し決定する
こととなるが、稼働後に障害等が発生した場合
は、速やかに現行基盤システムへの切り戻し又
は改善措置を講じなければならない。受注者の
責により、業務に支障を与えた場合は、損害を
賠償する責任を負うため、業務影響を最小限に
抑えた移行の実施を受注者に求めている。
なお、サービス役務期間（有償期間）以前は、
SLAの対象期間外とする。

4 6 139

仕様書案
2. 調達に関連す
る事項 3

東京2020オリンピックを考慮した作業規制
等の概要を記載お願いします。

令和3年7月は、東京2020オリンピック
開催時期であり、本省等現場での作業
が行えないのではないかと危惧してお
ります。

現時点において、将来の規制等を予見すること
は困難である。
本省等現場での作業が行えない等の事象が発生
した場合には、当省と受注者とで協議を行った
上で実施することになる。

5

仕様書
7

173 2.3.2.(ア)

2

「受注者は現行基盤システムの停止や性能
劣化等を発生させないための対策を講ずる
こと。」となっていますが、責任の範囲を
明確にすべきと考えております。
「問題の発生を検知する仕組み、停止や性
能劣化等が発生した場合の原因調査及び対
策費用、現行基盤システム契約における損
害賠償やSLA違反等が発生した場合の費
用、現行基盤システム側で発生したコスト
負担を含む。」を追加願います。

作業範囲、責任範囲の明確化のため。 移行作業は、現行基盤システムの運用中の作業
となるため、移行支援業務受注者が現行基盤情
報システムからデータを抽出し、本調達の受注
者が、次期システムに移行することになる。作
業に当たっては、両事業者及び当省担当職員と
協議し、現行基盤システムに影響を与えないよ
う配慮して実施することになる。万が一、現行
基盤システムに本調達の受注者が影響を与えた
ことが明確になった場合においては、要求仕様
書4.2.c.に記載のとおり影響度合いも含め、三
者で対応を協議する。

6

仕様書
8

198 2.3.2.(ウ).(3)

1

運用期間中に行う他システムとの接続に関
しては、本システム構築時に判明している
他システム接続までを範囲内とし、それ以
降に必要となる他システム接続は本業務の
対象外としてください。

他システムの状況によって作業発生回
数と費用が異なり、見積もりをするこ
とが困難なため。

意見を踏まえ、要求仕様書の
「2.3.2.(ウ).(3)」を以下に修正する。

「他システムとのサーバ機器やPC、プリンタ等
との接続は受注者の責任で実施すること。現時
点での接続予定機器は「別紙2.要件定義書」に
て示すが、移行時点で新規に追加されている機
器の情報提供を当省から受けた上で、全機器を
次期基盤システムに接続すること。
他システム自体の動作確認は本調達の範囲外で
あるが、ネットワーク接続に必要な情報の提供
及び立会い、また接続できなかった場合の技術
的支援を行うこと。
また、接続するプリンタのドライバは当省より
提供するため、次期基盤システムで使用するセ
キュアPCへの導入は受注者が行うこと。
なお、運用期間中において発生するPC、プリン
タ等単独で動作する機器との接続に係る本調達
機器側の設定変更は本調達範囲内で行うものと
する。件数は月5件程度を想定している。」

7

仕様書
9

235 2.3.4.(ア).d

4

「機器等リスト」を貴省に提出する時期を
ご教示ください。なお、遅くとも提案書提
出前にご確認いただく必要があります。

提案内容、機能証明、見積もりに大き
く影響するため。

「機器等リスト」の提出時期は、入札公告時提
示する書類にて詳細を示す。

8

仕様書
9

241 2.3.4.(イ).a

1

以下の記載を追加願います。

「ただし、SaaS等クラウドサービスに関し
ては、提供元ベンダのWebを参照させるこ
とで対応することでもよい。」

SaaS型のクラウドサービスにおいては
不定期にバージョンアップが行われ画
面レイアウト変更や機能追加が発生す
る可能性があり、その都度マニュアル
の修正を行う形となると、回数や規模
感が見積もれないため。

意見を踏まえ、要求仕様書の「2.3.4.(イ).a」
を以下に修正する。

「成果物に修正等がある場合、更新履歴と修正
ページを示した上で修正後の全編を速やかに提
出すること。ただし、SaaS等クラウドサービス
に関しては、設計時点で利用している機能、画
面レイアウトを記載の上、提供元クラウドサー
ビスのWebページ等を示し、最新版の参照先を示
すことで対応することも可とする。ただし書の
場合において、受注者がその改版をモニタリン
グし、クラウドサービスにて利用している機能
が提供されなくなる等、大幅な見直しが発生す
るときはこの限りではない。」
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No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

9 10 262

仕様書案
2. 調達に関連す
る事項
2.3. 本調達の内
容、範囲及び成
果物
2.3.4. 成果物
(エ) 責任の所在
a.

3

本項は納入後の瑕疵担保期間(１年）経過
後も契約期間中の不具合に対応する義務を
規定しているものと理解しています。
令和２年４月施行予定の改正民法では、
「契約不適合担保責任」の責任追及期間が
大幅に延長されるため、権利主張期間を契
約期間終了時までと定めていただきたい。

費用に起因するため、従来同様に検収
後１年間、若しくは責任期間を明確に
提示するようお願いします。

本調達は、サービス役務であるため、契約期間
中に不具合等により契約不適合状態が発生した
場合、修正等の履行の追完により、随時対応す
る必要がある。契約期間終了後に成果物の不備
等が発覚するケースも想定されるため、契約期
間終了後１年間の責任年限を設ける。

意見を踏まえ、要求仕様書の「2.3.4.(オ)」に
契約不適合にかかる記載を追記する。
a. 受注者は、b.及びc.の責任を負うものとす
る。契約不適合責任期間は、契約期間終了後１
年間とする。
b. 本作業にて納入する全ての納入成果物につい
て、契約不適合責任を負う。
c. 納入成果物に契約不適合があった場合には、
本調達の受注者の負担と責任において関連する
納入成果物を修正の上 提出する

10 10 263

仕様書案
2.調達に関連す
る事項
2.3.本調達の内
容、範囲及び成
果物
2.3.4.成果物
（エ）責任の所
在
a

3

本項は納入後の瑕疵担保期間(１年）経過
後も契約期間中の不具合に対応する義務を
規定しているものと理解しています。
令和２年４月施行予定の改正民法では「契
約不適合担保責任」の責任追及期間が大幅
に延長されるため、権利主張期間を契約期
間終了時までと定めていただきたい。

従来同様に検収後１年間、若しくは責
任期間を明確に提示するようお願いし
ます。

本調達は、サービス役務であるため、契約期間
中に不具合等により契約不適合状態が発生した
場合、修正等の履行の追完により、随時対応す
る必要がある。契約期間終了後に成果物の不備
等が発覚するケースも想定されるため、契約期
間終了後１年間の責任年限を設ける。

意見を踏まえ、要求仕様書の「2.3.4.(オ)」に
契約不適合にかかる記載を追記する。
a. 受注者は、b.及びc.の責任を負うものとす
る。契約不適合責任期間は、契約期間終了後１
年間とする。
b. 本作業にて納入する全ての納入成果物につい
て、契約不適合責任を負う。
c. 納入成果物に契約不適合があった場合には、
本調達の受注者の負担と責任において関連する
納入成果物を修正の上 提出する

11

仕様書
10

263 2.3.4.(エ).a

4

損害賠償が発生する場合は、サービス料の
減額は発生しない認識でよいでしょうか。

損害賠償とサービス料の減額が重畳に
ならないように、ペナルティの範囲を
明確にするため。

損害賠償とサービス料の減額が同時に発生する
ことはあり得ます。
詳細は入札公告時に提示する契約書案を御確認
ください。

12

仕様書
10

268 2.3.4.(エ).b

1

以下の記載を削除願います。

「物品の製造者やサービス提供者の如何に
関わらず、受注者が最終責任を負うことと
し、自社製品・サービス以外の場合もこれ
を受注者と製造者・提供者間の契約等によ
り担保すること。」

クラウドサービスにおいて、障害時の
個別報告、詳細報告、サービス保証、
サービス機能、サポート内容、SLA基
準等はサービスベンダの規定に従う必
要があり、構築ベンダ側で保証するこ
とができないため。

要件の主旨（受注者が機能提供の最終責任を負
うこと）は変更しないが、意見を踏まえ、要求
仕様書の「2.3.4.(エ).b」を以下に修正する。

「納入した物品やサービス等の稼働・保守につ
いては、物品の製造者やサービス提供者の如何
に関わらず、受注者が最終責任を負うことと
し、自社製品・サービス以外の場合もこれを受
注者と製造者・提供者間の契約等により担保す
ること。
クラウドサービスを採用する場合には、何らか
の事由によりサービスが提供されなくなった場
合でも、同等のクラウドサービスを提供する、
オンプレミスで準備させる等の対応を行うこ
と。
なお、製造者・提供者からのサポートが確実に
受けられる体制を構築すること。」

13

仕様書
10

274 2.3.4.(エ).c

1

クラウドサービスについては対象外として
ください。

クラウドサービスのパッチ適用やバー
ジョンアップは、全ての情報が受注者
に提供されず、事前に貴省に提示する
ことができないため。

意見を踏まえ、要求仕様書の「2.3.4.(エ).c」
を以下に修正する。

「次期基盤システムに関する技術的問題点、機
器のバグ、パッチ及びバージョンアップ等に関
する情報を速やかに提供すること。また、パッ
チ、バージョンアップ等の適用を実施する場合
は、スケジュールを提示して当省の承認を受け
た上で、実施すること。なお、必要に応じて、
事前検証等を実施すること。クラウドサービス
において、上記対応が困難な場合には、機能変
更、パッチ及びバージョンアップ等の適用等に
ついて情報収集し、情報を把握した場合、実施
するスケジュールを確認のうえ、提供するサー
ビスへの影響を調査し、当省に提示をするこ
と。提供するサービスに影響がある場合は、担
当職員と協議のうえ、必要な対応を実施するこ
と。クラウドサービスが予告なく機能変更、
パッチ及びバージョンアップ等の対応を行った
ことが判明した場合には、速やかにサービスに
対する影響を確認し、担当職員と協議のうえ、
必要な対応を実施すること。」
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No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

14
仕様書
案
10

274 2.3.4.（エ）.c 1

”また、パッチ、バージョンアップ等の適
用を実施する場合は、スケジュールを提示
して当省の承認を受けた上で、実施するこ
と。”とありますが、クラウドサービスに
おいては可能な範囲で調整するという形に
要件を緩和するべきだと思料します。

弊社のクラウドサービスをはじめ、共
同利用が前提となっているクラウド
サービスにおいてはすべての変更につ
いて、実施スケジュールを指定するこ
とは困難であると認識しています。

意見を踏まえ、要求仕様書の「2.3.4.(エ).c」
を以下に修正する。

「次期基盤システムに関する技術的問題点、機
器のバグ、パッチ及びバージョンアップ等に関
する情報を速やかに提供すること。また、パッ
チ、バージョンアップ等の適用を実施する場合
は、スケジュールを提示して当省の承認を受け
た上で、実施すること。なお、必要に応じて、
事前検証等を実施すること。クラウドサービス
において、上記対応が困難な場合には、機能変
更、パッチ及びバージョンアップ等の適用等に
ついて情報収集し、情報を把握した場合、実施
するスケジュールを確認のうえ、提供するサー
ビスへの影響を調査し、当省に提示をするこ
と。提供するサービスに影響がある場合は、担
当職員と協議のうえ、必要な対応を実施するこ
と。クラウドサービスが予告なく機能変更、
パッチ及びバージョンアップ等の対応を行った
ことが判明した場合には、速やかにサービスに
対する影響を確認し、担当職員と協議のうえ、
必要な対応を実施すること。」

15 13 329

仕様書案
3.提供サービス
内容
3.1.サービス開
始及び機器の設
置等に関する前
提条件
c 3

「別紙4.情報管理体制様式」の「情報取扱
者名簿」において、個人情報の提供が必要
となることから、利用目的、必要性および
貴省での管理方法等を記載いただきたい。

個人情報であることから、記載されて
いる全ての情報を提供することが難し
い可能性があるため。

本調達においては、対外非公表の機密情報を扱
うため、受注者側にて情報取扱者以外に機密情
報を漏えいさせないための対応をとっているの
か判断するために情報管理体制の提出を求めて
いる。個人情報については、情報漏えいの際の
事後追跡の観点から、必要に応じて本人確認を
行う可能性があり、そのために必要な基礎情報
を提出させることとしている。また、提出され
た情報については、政府機関等の情報セキュリ
ティ対策のための統一基準及び行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律についての指
針に基づく管理体制と管理ルールの下、本調達
業務の関係者限りの情報として管理する。

16 13 329

仕様書案
3. 提供サービス
内容
3.1. サービス開
始及び機器の設
置等に関する前
提条件
c.

3

「別紙4.情報管理体制様式」の「情報取扱
者名簿」にて、個人情報（住所、生年月
日、パスポート番号）の記載が例示されて
います。個人情報の取り扱いが必要となる
ことから、情報利用目的と貴省内の管理方
法等を記載いただきたい。

個人情報のため情報提示の可否が生じ
ると考えます。そのため協議させてい
ただく可能性がございますので、予め
ご認識願います。

本調達においては、対外非公表の機密情報を扱
うため、受注者側にて情報取扱者以外に機密情
報を漏えいさせないための対応をとっているの
か判断するために情報管理体制の提出を求めて
いる。個人情報については、情報漏えいの際の
事後追跡の観点から、必要に応じて本人確認を
行う可能性があり、そのために必要な基礎情報
を提出させることとしている。また、提出され
た情報については、政府機関等の情報セキュリ
ティ対策のための統一基準及び行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律についての指
針に基づく管理体制と管理ルールの下、本調達
業務の関係者限りの情報として管理する。

17

仕様書
21

575 3.3.5.(ウ).b

2

総合テスト内容として、以下のテストは実
施する認識でよろしいでしょうか。
・ペネトレーション試験
・負荷試験
・運用事業者が実施する内容を想定した運
用試験
・災害時を想定した切替試験

本業務で実施すべきテスト項目について、
要件定義書等に明記願います。

作業内容を明確にするため。 意見のとおり。
その他、仕様書文中で参考としている「デジタ
ル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイ
ドブック（第3編575 第7章 設計・開発）Step.4
設計・開発・テストの管理」に実施が必要なテ
ストの例が提示されている。

18

仕様書
22

635 3.3.6.(エ).b

1

以下の通り修文願います。

「クラウドへ移行する際は極力業務影響を
与えることなく実施すること。」

クラウドサービスに限らず、データ移
行において完全性を保つためには、一
時的にアクセス停止する必要があり、
また切替においては現行サーバに導入
している製品のバージョンアップ等が
必要になる可能性もある。
完全に業務影響を与えることなく実施
することが不可能であることから、左
記のとおり修正いただきたい。

意見を踏まえ、要求仕様書の「3.3.6.(エ).b」
を以下に修正する。

「クラウドへ移行する際は、極力業務影響を与
えることなく実施すること。なお、業務影響の
発生が想定される場合は、事前に担当職員と協
議のうえ、必要な対応を実施すること。」

19

仕様書
26

760 3.4.6.(イ).a

1

SLA 項目については、値は協議のうえで決
定させてください。

各機能の設計内容によってレスポンス
等の値が大きく変わるため、構築時に
値を決定するべきものと考えるため。

基盤環境がクラウドサービスとなった場合、以
下のSLA項目については受注者側で保証すること
が困難と考えられるため、要求仕様書の「別紙
7.SLA項目一覧」に「協議の上で合意するものと
する。」を追記する。

・カテゴリが「障害対応」のもの
・カテゴリが「レスポンス」のもの

20 31 864

仕様書案
4.その他遵守事
項
4.4.情報管理体
制
4.4.1.情報管理
体制
a 3

「別紙4.情報管理体制様式」の「情報取扱
者名簿」において、個人情報の提供が必要
となることから、利用目的、必要性および
貴省での管理方法等を記載いただきたい。

個人情報であることから、記載されて
いる全ての情報を提供することが難し
い可能性があるため。

本調達においては、対外非公表の機密情報を扱
うため、受注者側にて情報取扱者以外に機密情
報を漏えいさせないための対応をとっているの
か判断するために情報管理体制の提出を求めて
いる。個人情報については、情報漏えいの際の
事後追跡の観点から、必要に応じて本人確認を
行う可能性があり、そのために必要な基礎情報
を提出させることとしている。また、提出され
た情報については、政府機関等の情報セキュリ
ティ対策のための統一基準及び行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律についての指
針に基づく管理体制と管理ルールの下、本調達
業務の関係者限りの情報として管理する。
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21 31 864

仕様書案
4. その他遵守事
項
4.4. 情報管理体
制
4.4.1. 情報管理
体制
a.

3

「別紙4.情報管理体制様式」の「情報取扱
者名簿」にて、個人情報（住所、生年月
日、パスポート番号）の記載が例示されて
います。個人情報の取り扱いが必要となる
ことから、情報利用目的と貴省内の管理方
法等を記載いただきたい。

個人情報のため情報提示の可否が生じ
ると考えます。そのため協議させてい
ただく可能性がございますので、予め
ご認識願います。

本調達においては、対外非公表の機密情報を扱
うため、受注者側にて情報取扱者以外に機密情
報を漏えいさせないための対応をとっているの
か判断するために情報管理体制の提出を求めて
いる。個人情報については、情報漏えいの際の
事後追跡の観点から、必要に応じて本人確認を
行う可能性があり、そのために必要な基礎情報
を提出させることとしている。また、提出され
た情報については、政府機関等の情報セキュリ
ティ対策のための統一基準及び行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律についての指
針に基づく管理体制と管理ルールの下、本調達
業務の関係者限りの情報として管理する。

22 31 885

仕様書案
4. その他遵守事
項
4.4. 情報管理体
制
4.4.2. 業務従事
者の経歴

3

業務従事者の「国籍」は、個人情報として
認識しております。情報の利用目的と貴省
内の管理方法等を記載いただきたい。

個人情報のため情報提示の可否が生じ
ると考えます。そのため協議させてい
ただく可能性がございますので、予め
ご認識願います。

本調達においては、対外非公表の機密情報を扱
うため、受注者側にて情報取扱者以外に機密情
報を漏えいさせないための対応をとっているの
か判断するために情報管理体制の提出を求めて
いる。個人情報については、情報漏えいの際の
事後追跡の観点から、必要に応じて本人確認を
行う可能性があり、そのために必要な基礎情報
を提出させることとしている。また、提出され
た情報については、政府機関等の情報セキュリ
ティ対策のための統一基準及び行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律についての指
針に基づく管理体制と管理ルールの下、本調達
業務の関係者限りの情報として管理する。

23 34 995

仕様書案
4. その他遵守事
項
4.5. セキュリ
ティに関する事
項
4.5.1. セキュリ
ティに関する全
般事項
o.

3

業務従事者の「国籍」は、個人情報として
認識しております。情報の利用目的と貴省
内の管理方法等を記載いただきたい。

個人情報のため情報提示の可否が生じ
ると考えます。そのため協議させてい
ただく可能性がございますので、予め
ご認識願います。

本調達においては、対外非公表の機密情報を扱
うため、受注者側にて情報取扱者以外に機密情
報を漏えいさせないための対応をとっているの
か判断するために情報管理体制の提出を求めて
いる。個人情報については、情報漏えいの際の
事後追跡の観点から、必要に応じて本人確認を
行う可能性があり、そのために必要な基礎情報
を提出させることとしている。また、提出され
た情報については、政府機関等の情報セキュリ
ティ対策のための統一基準及び行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律についての指
針に基づく管理体制と管理ルールの下、本調達
業務の関係者限りの情報として管理する。

24

仕様書
35

1023 4.7.1

3

以下の記載を追加願います。

「なお、構築期間以降に改定された場合
は、提案した製品構成の範囲で設計・設定
内容を考慮すること。」

構築期間以降に改定された場合は、提
案した製品構成の範囲で実現できない
可能性があり、費用が見積れず、また
工期のフィージビリティも確保できな
い。そのため、左記の通りの認識でよ
いか確認したい。

意見を踏まえ、要求仕様書の「4.7.1」を以下に
修正する。

「以下に示す各種ガイドライン（最新版）を遵
守すること。今後契約期間中に当該文書が改定
された場合には、それに従うこととするが、よ
り良い作業の進め方又は手法について提案があ
る場合には、担当職員に提案、協議の上、当該
提案に基づき実施してもよい。
なお、構築期間以降に改定された場合は、提案
した製品構成の範囲で設計・設定内容を考慮す
ること。」

25 37 1083

仕様書案
4. その他遵守事
項
4.7. その他特記
事項
4.7.4. 法律・規
格への準拠
b.

3

「民法の一部を改正する法律（平成２９年
法律第４４号）」の記載を追記願います。

誤記と考えます。 意見を踏まえ、要求仕様書の「4.7.4.b」を以下
に修正する。

「「民法（明治29年4月27日法律第89号）」、
「刑法（明治40年4月24日法律第45号）」、「著
作権法（昭和45年5月6日法律第48号）」、「不
正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成11
年8月13日法律第128号）」、「行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律（平成15年5月
30日法律第58号）」、「個人情報保護法」及び
「民法の一部を改正する法律（平成29年法律第
44号）」の関連法規を遵守すること。」

26 37 1097

仕様書案
4. その他遵守事
項
4.7. その他特記
事項
4.7.5. 下請負
a. (iv)

3

業務従事者の「国籍」は、個人情報として
認識しております。情報の利用目的と貴省
内の管理方法等を記載いただきたい。

個人情報のため情報提示の可否が生じ
ると考えます。そのため協議させてい
ただく可能性がございますので、予め
ご認識願います。

本調達においては、対外非公表の機密情報を扱
うため、受注者側にて情報取扱者以外に機密情
報を漏えいさせないための対応をとっているの
か判断するために情報管理体制の提出を求めて
いる。個人情報については、情報漏えいの際の
事後追跡の観点から、必要に応じて本人確認を
行う可能性があり、そのために必要な基礎情報
を提出させることとしている。また、提出され
た情報については、政府機関等の情報セキュリ
ティ対策のための統一基準及び行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律についての指
針に基づく管理体制と管理ルールの下、本調達
業務の関係者限りの情報として管理する。

27 40 1171

仕様書案
4.その他遵守事
項
4.8.その他

3

想定される本契約の最大延長期間を記載し
ていただきたい。

提供製品の保守可能期間を超える契約
延長となる可能性があり、契約期間中
と同額での提供が困難となります。

本調達期間終了時点における情勢変化等により
延長の可能性があることから本要件を記載して
いるところであり、実際に延長となる場合には
期間を含め契約が終了する前に一定期間の余裕
をもって協議することを想定している。
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No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

28 40 1172

仕様書案
4. その他遵守事
項
4.8. その他
a.

3

想定される本契約の最大延長期間を記載し
ていただきたい。

提供製品の保守可能期間を超える契約
延長となる場合、保守期間終了製品に
ついてはハードウェアやソフトウェア
の更新が発生することがあり、契約期
間月額と同額での提供が困難になるた
め。

本調達期間終了時点における情勢変化等により
延長の可能性があることから本要件を記載して
いるところであり、実際に延長となる場合には
期間を含め契約が終了する前に一定期間の余裕
をもって協議することを想定している。

29 1 11

1.3. 次期基盤シ
ステムの全体構
成
1.3.3. 基本事項

3

利用者に対する高度なユーザビリティを提
供する為にはバックエンドのITシステム間
のデータのワークフロー連携が必要です。
しかしながら、本資料ではITサービス単位
の要件の記載はございますが、基盤全体の
構成としてシステム間のデータのワークフ
ロー連携の考えが欠けているように感じま
す。ITサービスがワークフローに従って必
要なデータをシームレスに連携することが
必要と考えますが、いかがでしょうか？

各ITサービス間のデータのワークフ
ロー連携を行うことで、安定したIT
サービスを実現でき、”いつでも・ど
こでも・誰とでも”効率的な業務がで
きる環境に貢献できると考えた為。
(例：アンチウィルスソフトの検知ア
ラートを運用管理ツールに自動で取り
込みチケット起票する等）

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

30 1 28 1.3.3 b 4

「ISO27017等」は「政府情報システムにお
けるクラウドサービスの利用に係る基本方
針2018年（平成30年）6月7日」資料の
「4.1セキュリティクラウド認証等」記載
のいずれかの認証制度の認証を取得し、又
は監査フレームワークの取得があれば満た
される理解で良いでしょうか。

以下URLでは認証制度又は監査フレー
ムワークはISO27017と同等のものと考
えられるためです。

[参考URL]
https://cio.go.jp/sites/default/fi
les/uploads/documents/cloud_%20pol
icy.pdf

意見のとおり。

31 1 30 c 2

本章に記載の(i)～(xii)に加え、以下の内
容を追加したほうが良いと考えます。
「定期的に職員のクラウドサービス利用状
況を確認し、シャドーITと思われるサービ
スの特定、サービスのリスク確認、及び
データアップロード量等を特定できるこ
と」

翻訳サービス、ファイル変換サービス
等の利用等、意図せず情報漏洩を起き
てしまうケースが発生しています。
安全にクラウドサービスを利用するた
め、シャドーITの利用を検知し、それ
を修正してくことが必要だと考えま
す。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

32

別紙
2(要件
定義
書)
2

36 1.3.3.c.(ii)

3

以下の通り修文願います。

「受注者は、本業務のセキュリティ監視
サービスや運用支援に関するサービスを行
うにために必要なログを提供するクラウド
事業者を選定すること。若しくは、受注者
は、上記ログ検索機能を提供するクラウド
事業者を選定すること。」

「次期基盤システムのサービスに必要
な全てのログ」の定義があいまいであ
り、機能証明ができないため。
また、ログとしてはセキュリティ監視
や運用支援を行うために必要なログを
提供できれば問題ないものと考えてい
るため。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

33

別紙
2(要件
定義
書)
2

42 1.3.3.c.(iv)

1

以下の通り修文願います。

「暗号化に用いる暗号化鍵は、当省で管理
されることが望ましい。クラウド事業者の
内部に暗号化鍵を設置する場合は、暗号化
鍵を利用可能にするパスワード等の暗号化
鍵活性化キーを受注者若しくは担当職員が
管理できる構成が選択可能かを確認するこ
と。」

本要件を満たすクラウドサービスは非
常に限定的であり、提案製品の幅が大
きく狭まってしまうため。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

34 2 42 1.3.3.c.(iv) 4

クラウド事業者である弊社、マイクロソフ
トのクラウドサービスでは、すべての保管
データおよび通過データは弊社の暗号化鍵
で暗号化されています。これにより弊社お
よび正規の利用手段以外でのデータ利用が
できないことが保証されます。
また、主要なサービス上のメールや予定、
ファイルなどでお客様独自の暗号化鍵を使
用して暗号化を行うことが可能です。
サービス利用終了後、お客様の鍵を削除す
ることで保護対象となるデータを弊社が再
構築することができないことが保証されま
す。
クラウド事業者による業務データ等の不正
利用を防止するという目的を完全性をもっ
て実現する手段とはなっておりませんが、
弊社では不正利用ができない設計および運
用ルールを講じており、常に第三者機関の
評価を受けております。またトラブルサ
ポート等お客様のデータにアクセスする必
要が発生した場合においても、口頭でのコ
ミュニケーションや弊社の判断で勝手にア
クセスすることなく、お客様の明示的な許
可操作によってのみアクセス可能とする設
定が可能です。
上記の実装と運用で問題が無いと考えてお
りますがご確認をお願いいたします。

弊社のクラウドサービス利用時に、お
客様の暗号化鍵を使用して暗号化する
範囲は提供するサービスに関する暗号
化の実装のすべてではありません、ま
た要件の目的となっている、クラウド
事業者である弊社の不正利用を完全性
をもって排除する手段ではないため要
件充足性の確認が必要と判断しまし
た。

意見の件は、提案書等での具体的な提案内容を
確認した上で判断するが、別添１も参照のこ
と。

35 2 42 1.3.3.c(ⅳ) 1

本要件と「2.5.5(イ）(9)a.」と
「2.4.5.」の要件から、「2.5.12.」をク
ラウドサービスで選定した場合は全文検索
機能は取扱うデータ領域に応じて利用有無
を分ける必要があると理解しますが、全文
検索機能はサービスによっては分けられな
いものもあるため、緩和をお願いします。

クラウドサービス上で暗号化した業務
データ等の全文検索は可能ですが、暗
号化活性化キーや暗号化鍵の管理をク
ラウド事業者以外で管理する場合は、
全文検索機能ではなく、ファイル名・
フォルダ名の検索を可として頂きたい
ためです。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。
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36 1
46～
49

1.3.3. 基本事項
c(iv)
(暗号化に用いる
暗号化鍵は、当
省で管理される
か、クラウド事
業者の内部に暗
号化鍵を設置す
る場合は、暗号
化鍵を利用可能
にするパスワー
ド等の暗号化鍵
活性化キーは受
注者若しくは担
当職員が管理で
きる構成とする
こと。)

1

以下の記載に変更頂けませんでしょうか。

「暗号化に用いる暗号化鍵は、クラウド事
業者の責により安全に管理できる構成とす
ること。」

SaaSサービスにおいて、サービス設備
とつながる暗号化鍵を特定顧客に提示
もしくは顧客から展開されたもののみ
利用するという運用は、一律の品質が
保てなるうえ、且つセキュリティ製品
としてサービス提供事業者が把握でき
ない場所に重要情報がある事は致命的
なリスクと判定されかねないため。

本項目はSaaSサービスの提案不可に直
結する要件であると考えるため、要件
の緩和をお願いいたします。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

37 2 42 1.3.3.c.(iv) 4

お客様独自の暗号化鍵を使用する際に保管
場所は東日本リージョン、もしくは西日本
リージョンを指定可能ですが、詳細な所在
地やリージョン内での保管場所を開示して
おりません。これはクラウドサービス利用
者全体のセキュリティにかかる事項となり
ますのでご了承いただく必要がありますが
問題が無いかご確認をお願いいたします。

開示の詳細度について確認が必要と判
断しました。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

38 2 42 1.3.3.c.(iv) 4

各暗号化データの復号ポイントはストレー
ジはOS起動時、SSLは通信のエンドポイン
ト、メールや予定、ファイルなどお客様独
自鍵で暗号化されたデータはコンテンツ用
データベースから出る際となります。
”クラウド事業者により業務データ等が復
号されることがないこと”とありますが、
上記の通り、クラウドサービス利用中は
サービス内で自動的に復号されることによ
りお客様は利用できることになります。
サービス内で自動的に復号されることは問
題が無いと考えておりますがご確認をお願
いいたします。

クラウドサービスにおいて、お客様に
よる適正なサービス利用のための自動
的なデータ復号は適正な実装と考えて
おりますが、復号ポイントの所在はク
ラウド事業者内といえるため、要件の
充足性について確認が必要と判断しま
した。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

39 2 42

別紙2
1. システムの概
要
1.3. 次期基盤シ
ステムの全体構
成
1.3.3. 基本事項
c. (iv)

1

以下の記載の削除をお願いします。

「暗号化に用いる暗号化鍵は、当省で管理
されるか、クラウド事業者の内部に暗号化
鍵を設置する場合は、暗号化鍵を利用可能
にするパスワード等の暗号化鍵活性化キー
は受注者若しくは担当職員が管理できる構
成とすること。提案書においては、暗号化
鍵の保管場所、暗号化鍵活性化キーの管
理、暗号化して保管又は通過する業務デー
タ等の復号ポイントを明示し、クラウド事
業者により業務データ等が復号されること
がないことを記載すること。」

ユーザにて暗号化鍵の管理ができる
SaaSを提供するベンダーは非常に限ら
れています。SaaSを含むソリューショ
ンの提案を可能にし選定の幅を広げ、
全体コストの低減化を実現するため、
削除をお願いします。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

40 2 46 1.3.3.c.(iv) 4

「暗号化に用いる暗号化鍵は、当省で管理
される」という箇所に関して、暗号化鍵を
作成するクラウド事業者はクラウド事業者
内に鍵を設置せず、クラウド事業者の外部
に設置するという認識で大丈夫でしょう
か。

正しく仕様を把握するためです。
【別紙１】を参照ください。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

41 2 46 1.3.3.c.(iv) 3

同一クラウド事業者が業務データ及び暗号
鍵活性化キーを管理すると
クラウド事業者で論理的に復号可能となる
ため、業務データ等を保管しているクラウ
ド事業者内には配置しない仕様変更が必要
と考えます。

受注者若しくは貴省担当職員以外が取
り扱えないようにするために、暗号化
鍵活性化キーは同一クラウド事業者上
に設置せないことが重要と考えるため
です。
【別紙２】を参照ください。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

42 2 47 1.3.3.c.(iv) 4

「暗号化鍵を利用可能にするパスワード等
の暗号化鍵活性化キーは受注者若しくは担
当職員が管理できる構成とすること」とい
う内容は、貴省職員が業務データを保存・
閲覧・更新する都度、暗号化鍵活性化キー
を用いて暗号化と復号化が実施されるとい
う理解で問題ないでしょうか。

クラウド事業者が貴省の許可なく業務
データの閲覧・改ざん・窃取等をさせ
ないために、暗号化活性化キーを都度
使用する仕組みが重要だと考えるため
です。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

43

別紙
2(要件
定義
書)
2

49 1.3.3.c.(iv)

1

以下の記載を削除願います。

「提案書においては、暗号化鍵の保管場
所、暗号化鍵活性化キーの管理、暗号化し
て保管又は通過する業務データ等の復号ポ
イントを明示し、クラウド事業者により業
務データ等が復号されることがないことを
記載すること。」

クラウド事業者により業務データ等が
一切復号されることができない場合、
サービス内のデータをユーザに提供で
きないため、クラウドサービスが提案
できない状況となるため。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。
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No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

44 1
49～
52

1.3.3. 基本事項
c(iv)
(提案書において
は、暗号化鍵の
保管場所、暗号
化鍵活性化キー
の管理、暗号化
して保管又は通
過する業務デー
タ等の復号ポイ
ントを明示し、
クラウド事業者
により業務デー
タ等が復号され
ることがないこ
とを記載するこ
と。)

1

以下の記載に変更頂けませんでしょうか。

「提案書においては、暗号化鍵の保管場
所、暗号化鍵活性化キーの管理、暗号化し
て保管又は通過する業務データ等の復号ポ
イントを明示し、クラウド事業者により業
務データ等が復号されることがないことを
記載すること。
なお、〇〇などの理由により暗号化されな
いデータや、利用用途上復号が必須となる
機能(プロキシ等)については、クラウド事
業者として、電気通信事業法（昭和 59 年
法律第 86 号）第 4 条を遵守した取り扱
いを行うことで安全性が確保されたサービ
スを採用すること。」

Webのプロキシ機能において、HTTPSデ
コードのような復号化処理をクラウド
サービスで実現する場合、サービス設
備側での復号化が必要となります。此
方はプロキシサービスとしては当然の
挙動であり、サービス提供上欠かすこ
とのできない動作となります。

本項目についても、SaaSサービスの提
案不可に直結する要件であると考えら
れるため、要件の緩和をお願いいたし
ます。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

45 2 42 1.3.3.c.(iv) 1

42、43行目の"業務データ"の定義に付きま
して、職員のアドレスなどクラウドサービ
ス利用において提供が必須となるデータは
除外いただけませんでしょうか。

提案範囲を広げるためです。
一般的に、クラウドサービスを利用す
る上で、職員のアドレスや、端末のID
などの基礎情報提供は必須となりま
す。そのため、前もって受注者と担当
職員で合意のもと、当該情報について
は業務データの定義から外していただ
きたく存じます。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

46 2 42 1.3.3.c.(iv) 1

46行目の"暗号化に用いる暗号化鍵は"から
52行目までの文言を削除いただけますで
しょうか。

ユーザにて鍵管理ができるクラウドソ
リューションは非常に限られており、
製品の提案範囲を広げるため、文言の
削除を希望します。

本要件は、クラウド事業者に求めるものではな
く、受注者に求めるものである。各社の意見を
踏まえ、本要件は「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

47 2 53 1.3.3. c. (v) 1

53行目(v)から56行目までを削除いただけ
ますでしょうか。

一般的なクラウドベンダーでは、デー
タ破棄手法やデータ管理プロセスを明
示しておらず、データ消去の完全性を
示すことは難しいと考えております。
クラウドソリューションの提案範囲を
広げるため、文言の削除を希望しま
す。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。
業務データ等の消去を遅滞なく確実に実施す
る、又は全ての情報を利用不能かつ復元が困難
な状態にするクラウド事業者を選定する必要が
あるため。

48

別紙
2(要件
定義
書)
2

57 1.3.3.c.(vi)

1

以下の記載を削除願います。

「受注者は、職員の不適切な操作等を定義
した上で、担当職員を含めた職員ごとの操
作内容を分析し、不適切な操作等として検
知した場合には、担当職員に通知を行うこ
と。また、」

受注者は、「職員の不適切な操作」を
定義できず、実現が不可能と考えられ
るため。
また、当該要件を満たすためにサービ
スおよび作業体制が必要となるため、
大幅なコスト増が懸念されるため。

意見を踏まえ、「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

49 2 60 (vi) 3

以下の要件への修文をご提案します。

修文後）
未承認の設定変更やセキュリティ上望まし
くないと思われる設定等が確認された場合
には、その原因を調査するとともに、再発
防止策について担当職員に報告すること。

IaaS基盤における情報漏洩の大きな原
因は、ストレージのアクセス権など、
設定ミスによるものが多くなっていま
す。未然に事故を防ぐため、CISベン
チマーク等何らかの基準を基に、セ
キュリティの設定監査も行ったほうが
良いと考えます。

求める要件の範囲は現記載のとおりである。
よって、意見は採用しない。ただし、提案は妨
げない。

50 3 71

別紙2.要件定義
書
1.システムの概
要
1.3.次期基盤シ
ステムの全体構
成
1.3.3.基本事項
c.
（viii）

3

我が国に裁判管轄権があるクラウドサービ
スを採用すること、とありますが、特にセ
キュリティ基盤においてはクラウド事業者
が海外のケースが多く、(ix)と同様に「た
だし、業務データ等を含まない場合はこの
限りではない。」を追記して頂けないで
しょうか。

要件を満たすクラウド事業者の選択肢
がないため、提案自体ご困難となりま
す。

調査の結果、日本の法律が選択しうるクラウド
事業者がおり、一定程度事業者選択の余地もあ
り、当該要件で問題ないため、変更はしない。

51 3 71

別紙2
1. システムの概
要
1.3. 次期基盤シ
ステムの全体構
成
1.3.3. 基本事項
c. (viii)

1

「我が国に裁判管轄権があるクラウドサー
ビスを採用すること」の要件について、業
務データが含まれる場合のみに変更をお願
いいたします。

クラウドサービスの選定の幅を広げ全
体コストの低減を実現するため、修正
をお願いします。

調査の結果、日本の法律が選択しうるクラウド
事業者がおり、一定程度事業者選択の余地もあ
り、当該要件で問題ないため、変更はしない。

52 3 72 1.3.3. c. (ix) 1

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

クラウドサービスに保存される業務データ
等～中略～クラウドサービスを採用するこ
と。ただし、業務データ等を含まない場合
や、バックアップサイトに関しては、この
限りではない。

日本では地震や台風といった広範囲に
影響を及ぼす自然災害が発生するた
め、バックアップサイトに海外にある
リージョンを利用するという選択肢も
あります。バックアップサイトを含め
てデータセンタの拠点を国内に閉じる
必要はないと考えているため、意見さ
せていただきます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。
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No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

53 1
78～
80

1.3.3. 基本事項
c(xi)
(バックアップ環
境・災害対策環
境や業務データ
等の同期やバッ
クアップへの切
り替えの仕組み
も含めクラウド
事業者の標準
サービスとして
提供されている
こと。)

1

以下の記載に変更頂けませんでしょうか。

「サービス設備は冗長構成とし、単一障害
による影響が極力小さくなるような構成と
なっていること。また、バックアップ環
境・災害対策環境や業務データ等の同期や
バックアップへの切り替えの仕組みも含め
クラウド事業者の標準サービスとして提供
されていることが望ましいが、標準サービ
スとして提供できない場合は、別途個別の
運用手順などにより同様の仕組みを提供す
る構成でも可とする。」

耐障害性という意味では、即時性の観
点から、バックアップ環境の充実より
も、設備の冗長構成が確保されている
ことが重要と考えます。
また、バックアップ環境との切り替え
の仕組みについては、必ずしもサービ
ス標準で提供されずとも、オプション
機能や個別の運用手順により同等機能
が提供できれば良いと考えます。

十分な耐障害性を確保しつつ、クラウ
ドサービスの選定の幅を広げるため、
左記のような記載への変更をお願いい
たします。

意見を踏まえ、「別添1_基本事項（クラウド
サービス利用時）」のとおりとする。

54

別紙
2(要件
定義
書)
3

78 1.3.3.c.(xi)

4

災害対策環境を標準サービスとして提供が
必要な対象は、要件定義書「3.1.1.(オ).
災害時における機能」に該当する機能との
認識でよいでしょうか。

要件の対象を把握するため。 意見のとおり。

55 3
19～
29

1.3.3. 基本事項
c(xii)
(業務データ等の
バックアップ
は、データの完
全性やデータリ
カバリのコスト
のバランスを踏
まえ、同一クラ
ウドサービスの
内部で複数作成
するものとす
る。また、クラ
ウドサービスの
全体的な災害や
障害に備え、ク
ラウドサービス
とは別に外部で
も保管するこ
と。その際の
バックアップ
データの保管場
所は、クラウド
サービスと同様
に、我が国に裁
判管轄権がある
ことを前提とす
ること。)

3

以下の記載に変更頂けませんでしょうか。

「業務データ等のバックアップは、データ
の完全性やデータリカバリのコストのバラ
ンスを踏まえ、同一クラウドサービスの内
部で複数作成するものとする。また、クラ
ウドサービスの全体的な災害や障害に備
え、当該クラウドサービスとは別のクラウ
ドサービス、または外部にも、データを保
管すること。その際のバックアップデータ
の保管場所は、クラウドサービスと同様
に、我が国に裁判管轄権があることを前提
とすること」

「外部」とする保管先は、コストメ
リットがあれば、必ずしもクラウド
サービスでないものでなくても良いと
考えます。
ただし、別のサービスである必要があ
ると考えるため、左記のような記載へ
の変更を提案いたします。

必要となる情報セキュリティ対策であるため要
件としては残すが、要件を明確化することで過
大なコスト積算を防ぐ目的から、「別添1_基本
事項（クラウドサービス利用時）」のとおりと
する。

56

別紙
2(要件
定義
書)
3

81 1.3.3.c.(xii)

1

以下の記載を削除願います。

「また、クラウドサービスの全体的な災害
や障害に備え、クラウドサービスとは別に
外部でも保管すること。」

「同一クラウドサービスの内部で複数
作成する」という要件によりクラウド
サービスとして災害時の復旧は可能で
あると考える。さらに外部にデータを
バックアップするのは要求水準が過剰
であり、大幅なコスト増になるため。

必要となる情報セキュリティ対策であるため要
件としては残すが、要件を明確化することで過
大なコスト積算を防ぐ目的から、「別添1_基本
事項（クラウドサービス利用時）」のとおりと
する。

57 3 81 1.1.3.c.(xii) 1

当該要件中の以下の要件部分を削除もしく
は、業務継続計画上最低限必要なデータに
ついて等限定することを提案いたします。

また、クラウドサービスの全体的な災害や
障害に備え、クラウドサービスとは別に外
部でも保管すること。その際のバックアッ
プデータの保管場所は、
クラウドサービスと同様に、我が国に裁判
管轄権があることを前提とすること。

弊社の提供するOffice 365等のクラウ
ドサービスではお客様のデータは同一
リージョン内で三重化し、災害対策で
別リージョンにも複製を取ります。日
本では東日本リージョンと西日本リー
ジョン間で複製されます。そのために
相当に障害には強い構成となっており
ます。
また独自にデータのバックアップを取
得いただいた場合においても、お客様
が取得したバックアップデータをもと
に環境を復元するサービスは提供して
おりません。
グループウェアやファイル共有では大
量のデータを利用されることが想定さ
れるため、そのすべてのデータをさら
にバックアップすることは多大なコス
トが発生する懸念がありながら、迅速
な業務継続には有効ではないと思料い
たします。

必要となる情報セキュリティ対策であるため要
件としては残すが、要件を明確化することで過
大なコスト積算を防ぐ目的から、「別添1_基本
事項（クラウドサービス利用時）」のとおりと
する。

58 3 97 1.3.3. f. 1

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

次期基盤システムをオンプレミスで提供す
るに当たっては、～中略～利用及び設置要
件は、「3.1.1. データセンタ」に記載す
る要件を参照すること。

「3.1.1. データセンタ」にデータセ
ンタ内部の施設要件がありますが、一
般的なクラウドベンダーでは、データ
センタの施設構造を開示しておりませ
ん。クラウドソリューションの提案範
囲を広げるため、オンプレミスのみを
対象とした文言に修正を希望します。

本要件においては、データセンタの施設構造に
ついて開示を求めているものではないため、意
見は採用しない。

クラウドサービスに対しては、サービスの提供
に際して詳細の稼働及び監視用の条件について
開示されない場合も多い。クラウドサービスに
おいても、24時間365日稼働し、サービスが提供
されていれば、詳細の施設内の条件について機
能証明では求めない。

59

別紙
2(要件
定義
書)
4

136 1.3.3.k

1

以下の通り修文願います。

「基盤情報システムをクラウド上に構築す
る場合、政府機関のセキュリティ機器をク
ラウドのハウジング内又はデータセンタ内
又は接続するネットワーク経路上に設置
し、接続すること。」

一般的にクラウドサービス内に機器を
設置することは不可能と認識してい
る。本要件の意図としては、政府機関
のセキュリティ機器により貴省に必要
な通信の監視を行うものと想定してお
り、ネットワーク経路上に配置すれば
監視は可能と考えるため。

意見を踏まえ、要件定義書の「1.3.3.k」を以下
に修正する。

「基盤情報システムをクラウドサービス上に構
築する場合、政府機関のセキュリティ機器をク
ラウドのハウジング内又は受注者が提供する
データセンタ内に設置し、接続すること。」
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60 4 136 1.3.3.k 4

本要件は、ハイブリット（オンプレミス＋
クラウドサービス）で提案する場合に、オ
ンプレミス側のデータセンタやハウジング
内に政府機関のセキュリティ機器を配置す
るという理解で問題ないでしょうか。

クラウドサービスを選定するにあたっ
てはデータセンタ所在地を開示してい
ない場合や持ち込みでの機器設置等が
不可なものもあると思いますので、多
くのサービスが選定可能となるようご
検討をお願いします。

ハイブリット（オンプレミス＋クラウドサービ
ス）で提案する場合には、オンプレミス側の
データセンタやハウジング内に政府機関のセ
キュリティ機器を配置する認識で問題ない。

61

別紙
2(要件
定義
書)
6

192 1.3.4.(ア).a

4

政府共通ネットワークの回線はどこに敷設
されるものでしょうか。
また、接続可能になる時期はいつになりま
すでしょうか。

接続環境及び作業期間のフィージビリ
ティを確認したいため。

政府共通ネットワークの回線は、省内ではな
く、受注者が用意する場所に敷設する。
接続時期は、設計期間において当省が政府共通
ネットワークと調整をするため、各種支援を行
うこと。

62 7 227

別紙2.要件定義
書
1.システムの概
要
1.3.次期基盤シ
ステムの全体構
成
1.3.4.外部シス
テム及びネット
ワークとの接続
（オ）別途設置
する監視用機器
との接続に係る
責任分界点
a

4

貴省が用意される監視用機器は、弊社ラッ
ク内に設置されると想定しております。
設置要件が不明確なため、当該機器が必要
とするラックスペース、ラックマウント可
否、重量及び電源容量をご教示ください。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

63 8 247 1.3.5.(イ)a 4

クラウドサービスを選定する機能について
も本要件に合わせて700ユーザの増加を見
込んでおく必要はありますでしょうか。

特に、要件定義書案 P103 「2.5.12.
共有ストレージサービス (ア)g.利用
者は11,600人とすること。」と明記さ
れた要件もありますので、念のための
要件の確認となります。

要件に記載のとおりであり、要件を満たす提案
を求める。

64

別紙2
要件定
義書
P8

258

1.3.次期基盤ｼｽﾃ
ﾑの全体構成
1.3.6. 信頼性等
機能
（ア）脆弱性対
策機能

4

以下を要件として追加することをご提案し
ます。

「脆弱性の発覚からセキュリティパッチ適
用までの間、サーバ、端末、ネットワーク
においてポートの制御やサービスの停止な
ど
対策を行い、脆弱性をつく脅威、攻撃を防
ぐこと。」

ゼロデイ攻撃による重大機密漏洩や、
これを模した攻撃の早期拡散による被
害が増えています。
その中、脆弱性発見からメーカのパッ
チ配布、組織内で検証～パッチ適用の
リードタイムは変わらず存在し、その
間脅威・攻撃のリスクに無防備なまま
であることを防ぐ必要があるため。

意見を踏まえ、要件定義書の「1.3.6.(ア).i」
として以下を追加する。

「脆弱性の発覚からセキュリティパッチ適用ま
での間、サーバ、端末、ネットワークにおいて
ポートの制御やサービスの停止など対策を行
い、脆弱性をつく脅威、攻撃を防ぐこと。」

65
別紙2
P.8

265-
266

1.3.6. (ア) c 4

脆弱性検査はセキュリティに関する脆弱性
(例えば、DDOS攻撃の対象になりうる脆弱
性)だけではなく、システム稼働に影響を
及ぼす脆弱性(例えば、意図しないネット
ワークの切り替わりによるトラフィック中
断を引き起こすソフトウェア不具合)も含
める理解宜しいでしょうか。

セキュリティ脆弱性をついたサイバー
攻撃リスク、ソフトウェア脆弱性に起
因するシステム障害発生リスクを最大
限回避するためには、セキュリティに
関する脆弱性だけではなく、ソフト
ウェア脆弱性も含めて担保することが
肝要と考えます。

提案の範囲とし、意見を否定するものではな
い。

66
別紙2
P.8

268-
269

1.3.6. (ア) d 2

脆弱性による影響範囲を適切に判断するた
め「常に最新のインベントリ情報を把握し
た上で、脆弱性の影響範囲を調査し、メー
カーエンジニアと連携し推奨対処策案を提
供すること」という文言に修正頂けます
か。また定期的な報告の場が必要であれば
頻度をご教示ください。

常に最新の脆弱性情報を入手するため
には、常に最新のインベントリ情報
(OSバージョン等)を把握した上で、
メーカーエンジニアと連携し、設計及
び設定情報・他顧客における発生事例
を個別に鑑みた上での判断を行うこと
が肝要と考えます。

提案の範囲であり、要件を変更する必要はない
と判断し、意見は採用しない。

67
別紙2
P.8

270-
271

1.3.6. (ア) e 2

システム障害を回避するため、製造メー
カーと連携してソフトウェア脆弱性調査を
実施することが有用です。「公開されたセ
キュリティ脆弱性の情報がない段階におい
ては、ソフトウェア脆弱性情報を有する製
造メーカーと連携して調査を実施するこ
と」という文言を追加頂けますか。

公開されたセキュリティ脆弱性情報が
ない段階では、納品前・運用時にソフ
トウェア脆弱性情報を有する製造メー
カーと連携して採用されているOSの脆
弱性有無の調査を定期的に実施するこ
とが重要であると考えます。これによ
り、システム障害発生リスクを軽減す
ることが可能です。

提案の範囲であり、要件を変更する必要はない
と判断し、意見は採用しない。

68 9 274

別紙2
1. システムの概
要
1.3. 次期基盤シ
ステムの全体構
成
1.3.6. 信頼性等
機能
(ア) 脆弱性対策
機能

3

現時点で想定される「当省が指定する時
間」を記載していただきたい。

要件を明確にするため。 パッチ適用のタイミングは、脆弱性が与える影
響範囲によって異なるため、都度当省と協議す
るものとし、適用する時間を決定するものとす
る。

69 9 288 1.3.6. （ウ）c. 1

以下の通り文言を追記することを意見いた
します。

受注者が新規に構築するシステム基盤に関
しては、可用性を確保するために、～中略
～単一障害点（SPoF，Single Point of
Failure）がない設計とすること。

クラウドサービスでは、一般的に内部
のシステム構成を公開しておらず、業
務継続性はSLAとして定義しておりま
す。
基盤システム構成の設計要件が、クラ
ウドサービスを対象としないことを明
確にするために文言の修正を希望しま
す。

本要件においては、クラウドサービスベンダー
の構成について開示を求めているものではない
ため、意見は採用しない。

70

別紙
2(要件
定義
書)
9

293 1.3.6.(ウ).e

4

「当省が指定するサービス」とは、要件定
義書「3.1.1.(オ) 災害時における機能」
が該当する認識でよいでしょうか。

製品選定及び費用見積もりのために対
象を確定いただく必要があるため。

意見のとおり。
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71
別紙2
P.10

298 1.3.6. (エ) 2

「運用の対応簡便性やシステムの信頼性確
保のため、設計及び設定情報に対して製造
メーカーの知見を活かすことができるよう
な体制(例えば設計・設定情報へのレ
ビュー等)を準備すること」の文言を追加
頂けないでしょうか。

採用予定の技術の活用事例等を把握し
ている製造メーカーの知見を活用した
設計にすることは、運用の対応簡便性
やシステムの信頼性確保に繋がると考
えます。

要求仕様書の「4.1.1.g」において、「次期基盤
システムを構成する主要なソフトウェア、ハー
ドウェア、ソリューション製品、クラウドサー
ビス等の開発・提供元の者を「設計」、「環境
構築」の各工程の作業チームに参画させる等の
支援体制を構築すること。」としている。

72 9 300

1.3.6
信頼性等機能
(エ)信頼性機能

２．要
求水準
を上げ
よ

「b.各種ハードウェア機器については、原
則仮想化技術を基に集約し、可能な限り、
コストの低減に努めること。」

こちらについて、複合機/プリンターのラ
ンニングコスト低減を追加することをご提
案します。

ランニングコストの低減も見据えるこ
とで、使用期間中のトータルコストの
低減に、より効果があると考えており
ます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

73 9 303
1.3.6. （エ）
c.

1

以下の通り文言を修正いただき、職員アド
レスや、端末IDなど一般的にクラウドサー
ビスが取得するデータは、業務データの定
義から除外いただくことを意見いたしま
す。

本調達で取り扱う業務データの保存場所
は、明確かつ日本国法が及ぶ場所とするこ
と。

多くのクラウド事業者はデータ保存場
所を開示しておりません。また多くの
クラウドサービスが職員のアドレス
や、端末IDなどの基礎情報をクラウド
上に保存します。以上2点より、デー
タを業務データに変更し、業務データ
の定義を公文書などの重要データに限
定頂く事を意見します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

74 10 317
1.3.7.
a.

2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

各種ハードウェア～中略～コストの適正化
を図ること。また、HCIの利用やネット
ワーク機能をソフトウェアで提供する等、
可能な限り機器を減らすことで、総消費電
力量や空調費用、設置スペースの削減に配
慮していること。

本要件記載の趣旨は、仮想化技術によ
るハードウェアの費用やランニングコ
ストの適正化と考えておりますが、
サーバ仮想化以外にもHCIやネット
ワーク機器の仮想化など主流の仮想化
技術を使用することにより、電気代や
空調費用、設置スペース削減に繋がり
ます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

75 11 353

別紙2
1. システムの概
要
1.4. サービスの
開始及び機器の
設置等
1.4.2. 電源・空
調関連
b.

4

分電盤の空き状況を示す情報の開示をお願
いします。

分電盤の追加に係る見積費用の精緻化
のため。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

76 12 390

別紙2
1. システムの概
要
1.4. サービスの
開始及び機器の
設置等
1.4.3. 施設関係
(イ) 特許庁
g.

4

配線用遮断器及び、分電盤の空き状況を示
す情報の開示をお願いします。

配線用遮断器、及び分電盤の追加に係
る見積費用の精緻化のため。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

77 14 419 2.1.1. （ア） 2

（ア）基本要件に以下文言を追加頂けない
でしょうか。

管理画面から、将来のリソース不足予測
や、リソースの効率利用の状況など、サー
バ全体のヘルスチェックが可能であること
が望ましい。

管理画面からサーバ全体のヘルス
チェックを可能にすることで、運用効
率向上や、トラブルの事前予測が可能
であるためです。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

78 14 425

別紙2
2. システムの要
件定義
2.1. サーバ・ス
トレージ基盤
サービス
2.1.1. サーバ要
件
(ア) 基本要件
b.

1

提供サービスの中で、特にI/O負荷が高い
サービス（共有ストレージサービス、電子
メールサービス、等）の安定稼動を実現す
るため、「仮想環境外（物理サーバ、アプ
ライアンス装置等）に構築する場合は、担
当職員の承認の上で実装することを妨げる
ものではない。」の記述を追記していただ
きたい。

最適なシステム基盤を選定可能とする
ことで、全体コストの削減を実現する
ため。

要件は「サーバを原則、仮想化基盤上に構築
し、提供すること。」であり、各サービスに求
められる要件を満たせる範囲で、仮想環境外
（物理サーバ、アプライアンス装置等）での構
築を妨げるものではない。

79 14 434 2.1.1. （ア）d. 2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

担当職員が各種リソースの稼働状況を確認
できる管理画面を提供すること。また、管
理画面から各種リソース使用状況のレポー
トを生成できること。

"3.3.5. . リソース管理運用支援、
(オ) 、c." にリソース状態を分析
し、レポート形式で報告する要件が記
載されていたため、
記載内容を合わせました。

リソース管理運用支援で求めているレポート
は、事業者が手動で作成しても良い。
必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

80 14 436 2.1.1. （ア）e. 3

自動化したいオペレーションの内容を追記
頂けないでしょうか。

自動化の例として以下を想定している。
・事前作成した仮想マシンのカタログテン
プレートを利用し、仮想サーバを自動的に
作成。
・サーバのリソース状態レポートを日時や
取得項目に応じて自動で生成。

想定されている"オペレーションの自
動化"の内容を具体的に記載いただく
ことで、適切な提案が可能であるため
です。

オペレーションの自動化については、幅広い提
案を求めるものとしており、具体的に記載をす
ることにより、提案の幅が狭まることが危惧さ
れる。そのため、意見は採用しない。



11 / 63

No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

81 15 448
2.1.1.
(イ)

2

(イ)ネットワーク要件に、
以下文言を追加いただけないでしょうか。

各物理サーバに論理的なルーティング機能
を持たせることで、
仮想サーバ同士の通信におけるヘアピーニ
ングを削減し、効率的で最短距離の通信を
実現すること。

仮想環境にルーティング機能がない場
合は、同じ物理サーバ上の仮想サーバ
間の通信でも、物理サーバを1回出て
もどる、非効率な「ヘアピン通信」が
発生します。特定の経路にトラフィッ
クの負荷が集中し、レスポンスが遅く
なる等の問題を防ぐために意見させて
いただきました。

性能面については要件定義書の「1.3.6.(オ)」
で要件としており、本要件を前提として提案さ
れることを想定している。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

82 15 448 2.1.1.（イ）c. 2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。
--
物理サーバ群・ストレージ群の間のネット
ワーク通信がボトルネックとなる可能性の
ある物理サーバは、仮想化の集約率を下げ
る、論理的なルーティングを用い通信を最
適化するなどし、適切な構成とすること。
--

仮想環境にルーティング機能がない場
合は、同じ物理サーバ上の仮想サーバ
間の通信でも、物理サーバを1回出て
もどる、非効率な「ヘアピン通信」が
発生します。特定の経路にトラフィッ
クの負荷が集中し、レスポンスが遅く
なる等の問題を防ぐために意見させて
いただきました。

性能面については要件定義書の「1.3.6.(オ)」
で要件としており、本要件を前提として提案さ
れることを想定している。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

83 P15 456
(ウ)セキュリ
ティ要件

2

以下の要件の追加を提案致します。

・サーバー起動時、システム稼働中であっ
てもファームウェアの改ざんを検知し、シ
ステム運用を中断せずに復旧する仕組みを
有すること。
・正常性確認ロジックそのものが改ざんさ
れないことを保証できる仕組みであること

OSレベル以上で動く不正プログラム対
策ソフトウェアでは、ファームウェア
の改ざんを検知できないため、NISTの
ファームウェア復旧ガイドライン
(NIST SP800-193)にも記載があるよう
な、
対策、検知、復旧までの機能を有する
製品の調達をご検討ください。

提案されるシステム構成を踏まえて、適切なセ
キュリティ対策を講じていただくことにしてい
るため、要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

84 15 456
2.1.1.
(ウ)

2

(ウ) セキュリティ要件に、
以下文言を追加いただけないでしょうか。

侵入したマルウェアの拡散を防ぐため、OS
が感染した際も仮想サーバ単位でファイア
ウォール機能を有効にできること。また、
マルウェア感染した仮想サーバは、自動的
に一切の通信を不可にできること。

標的型攻撃の対策には、ネットワーク
の入口対策だけでは不十分であり、内
部対策としてマルウェアの感染後に内
部での感染を広げないような端末隔離
を実装することが望ましいと考えま
す。

提案されるシステム構成を踏まえて、適切なセ
キュリティ対策を講じていただくことにしてい
るため、要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

85 15 456 2.1.1.（ウ）b. 2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。
--
外部公開するサーバ群は、ファイアウォー
ル等により分離されたDMZに設置するこ
と。また、DMZ内部の通信についても、
サーバ単位で適切に通信を制御できるこ
と。
--

DMZにおいても、外部接続部分のファ
イアウォールのみではなく、内部対策
としてマルウェアの感染を広げないよ
うな仕組みを実装することが望ましい
と考えます。

提案されるシステム構成を踏まえて、適切なセ
キュリティ対策を講じていただくことにしてい
るため、要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

86

別紙
2(要件
定義
書)
15

472
475
477
494

2.1.1.(エ).(1)d
2.1.1.(エ).(1)e
2.1.1.(エ).(1)f
2.1.1.(エ).(3)

4

クラウドサービスを利用する場合には、
サーバ仮想化要件の物理構成に関してはク
ラウドサービス提供事業者側で管理するも
のであるため、本要件としてはサービス提
供状態および仮想サーバの設定／稼働監視
を行うことが可能であれば問題ありません
でしょうか。

本要件は物理機器で構成した際に特化
した内容と読み取れるが、クラウド
サービスで提供する場合、基盤の管
理、ハードウェアの監視についてはク
ラウドサービス提供者側で実施するも
のであり、利用者側はクラウドサービ
ス上の仮想サーバの管理・設定・監視
を行うこととなるため。

提示頂いた件については、要件に相当する管理
がなされているクラウドサービスであることを
示す提案書等での具体的な提案内容を確認した
上で判断する。

87 15 472 2.1.1.(エ)(1)d 3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

「仮想化基盤の初期設定、設定変更、稼働
監視等を一元管理する統合管理ツールを使
用し、仮想化基盤の管理用サーバを構築す
ること。なお、ハイパ ーバイザーを導入
するサーバとは異なる物理環境で構成する
こと。ただし、クラウドサービスを利用す
る場合は、クラウドベンダーの管理に則る
こととする。」

一般的なクラウドサービスにおいて、
要件と同等の管理ポータルがサービス
に含まれているため、原文のままです
と、追加での開発・管理サーバー構築
等が発生し、過剰な環境提供によりコ
スト増大に繋がるため、クラウド活用
によるコスト最適化や柔軟性の確保な
どのメリットを阻害すると思料いたし
ます。

本要件では提供する仮想化基盤ごとの初期設
定、設定変更、稼働監視等を一元管理すること
を求めており、システム全体としての一元管理
は求めていないため、意見は採用しない。

なお、修正提案頂いた件については、要件に相
当する管理がなされているクラウドサービスで
あることを示す提案書等での具体的な提案内容
を確認した上で判断する。

88 15 472
2.1.1. （エ）
(1) d.

1

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

仮想化基盤～中略～構築すること。なお、
サーバ障害時の影響を考慮し、管理用サー
バとその他のサーバは物理的に、又は論理
的に分けること。

記載内容の趣旨は、統合管理ツールの
可用性を担保する文言かと存じます。
一部メーカー製品は、統合管理ツール
をハイパーバイザー上にのみ導入でき
るため、現在の記載内容では、製品の
選択肢を不必要に狭めてしまうため文
言修正を希望します。

本要件では提供する仮想化基盤ごとのハード
ウェア監視について一元管理することを求めて
おり、システム全体としての一元管理は求めて
いないため、意見は採用しない。

89 15 475 2.1.1.(エ)(1)e 3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

「ハードウェア監視が可能な仕組みとし、
管理用サーバから一元的に確認できるこ
と。ただし、クラウドサービスを利用する
場合は、クラウドベンダーの管理に則るこ
ととする。」"

一般的なクラウドサービスにおいて、
クラウドサービス基盤のハードウェア
の監視はクラウドサービス提供者側で
実施し、サービス提供いたします。当
該要件により、追加での開発・管理
サーバー構築等が発生し、過剰な環境
提供によりコスト増大に繋がるため、
クラウド活用によるコスト最適化や柔
軟性の確保などのメリットを阻害する
と思料いたします。

本要件では提供する仮想化基盤ごとの負荷の確
認や障害検知について一元管理することを求め
ており、システム全体としての一元管理は求め
ていないため、意見は採用しない。

なお、修正提案頂いた件については、要件に相
当する管理がなされているクラウドサービスで
あることを示す提案書等での具体的な提案内容
を確認した上で判断する。
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90 15 477 2.1.1.(エ)(1)f 3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

「ハードディスクやメモリ、CPU 等の負荷
の確認や障害検知を管理用サーバから一元
的に確認できること。ただし、クラウド
サービスを利用する場合は、クラウドベン
ダーの管理に則ることとする。」"

'一般的なクラウドサービスにおい
て、要件と同等の管理ポータルがサー
ビスに含まれているため、原文のまま
ですと、追加での開発・管理サーバー
構築等が発生し、過剰な環境提供によ
りコスト増大に繋がるため、クラウド
活用によるコスト最適化や柔軟性の確
保などのメリットを阻害すると思料い
たします。

本要件では提供する仮想化基盤ごとの負荷の確
認や障害検知について一元管理することを求め
ており、システム全体としての一元管理は求め
ていないため、意見は採用しない。

なお、修正提案頂いた件については、要件に相
当する管理がなされているクラウドサービスで
あることを示す提案書等での具体的な提案内容
を確認した上で判断する。

91 16 490
2.1.1. （エ）
(2) f.

3

以下の文言を追加いただけますでしょう
か。

また、論理的なファイアウォールの機能
は、パフォーマンスの観点からハイパーバ
イザーのカーネルレベルで実装すること。

論理的なファイアウォールの機能を、
ハイパーバイザー内部のカーネルレベ
ルで実装することにより、ラインレー
トに近いスループットを得られ、ボト
ルネックとなることを防ぐことができ
ます。

提案の範囲とし、意見を否定するものではな
い。

92 16 490
2.1.1. （エ）
(2) f.

2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

任意のサービスを実装する仮想サーバ群お
よび仮想マシンごとに論理的なファイア
ウォール等を使用して、ネットワークセグ
メンテーションを設定できること。

マルウェアの感染拡大を防ぐため、同
じネットワークに接続されている仮想
サーバ同士でもネットワークを分離す
ることが有効なため、意見させていた
だきました。

提案の範囲とし、意見を否定するものではな
い。

93 16 492

別紙2
2. システムの要
件定義
2.1. サーバ・ス
トレージ基盤
サービス
2.1.1. サーバ要
件
(エ) サーバ仮想
化要件
(2) 論理構成
b.

1

以下の記載に修文をお願いいたします。

「システム障害時でも、仮想サーバの移動
等により、サービスを継続する高可用性を
実現すること。」

システム障害時に仮想サーバの停止、
起動を伴う移動が必要な高可用性機能
を提案可能とすることで、仮想基盤の
製品選定の幅を広げ、全体コストの低
減を実現するため。

必須要件であり、意見は採用しない。

94 16 492
2.1.1. （エ）
(2) g.

3

こちら、"物理サーバの障害時、仮想サー
バは他の物理サーバ上にてサービスを無停
止で継続できる"という理解で正しいで
しょうか。異なる場合は、具体的なイメー
ジをご教示ください。

文言の意図を理解した上で適切な提案
を行うためです。
こちらで記載されている"システム障
害時"の定義を明確にし頂き、提案す
る製品が要件を満たすことができるか
判断したいと考えております。

サービスが継続できる高可用性を求めた要件で
あり、意見のとおりと認識しているが、最終的
な判断は提案書等で具体的な提案内容を踏まえ
て実施する。

95 16 494 2.1.1.(エ)(3) 3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

(3) その他機能 a〜g について、「クラウ
ドサービスを利用する場合は、クラウドベ
ンダーの管理に則ることとする。」旨の記
載を追記お願いします。

当該要件「(3)その他機能」は、オン
プレミスの仮想化基盤の前提となって
おりますが、クラウド上の仮想サー
バー基盤は可用性・テナントIOPS制限
などの分離性が確保されているため、
「(3)その他機能」の要件は不要と思
料致します。当該要件により、クラウ
ド活用によるコスト最適化や柔軟性の
確保などのメリットを阻害するため、
クラウドサービス利用を考慮した修正
を提案します。

「(3)その他機能」は、提供する仮想化基盤で求
めている要件である。

クラウドサービスにおいても、相当する機能
（例：ネットワークとの接続速度を制御し品質
を維持するために分離性が確保されているた
め、QoS機能は不要）を提案いただければ本要件
を満たすものと判断できる。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

96

別紙
2(要件
定義
書)
16

501 2.1.1.(エ).(3).
f

4

本要件はクラウドサービスにおいては対象
外という認識でよいでしょうか。

本要件は物理機器で構成した際に特化
した内容と読み取れるが、クラウド
サービスで提供する場合は、特にスト
レージとの接続を意識する必要がない
ため。

「(3)その他機能」は、提供する仮想化基盤で求
めている要件である。

クラウドサービスにおいても、相当する機能
（例：ネットワークとの接続速度を制御し品質
を維持するために分離性が確保されているた
め、QoS機能は不要）を提案いただければ本要件
を満たすものと判断できる。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

97

別紙
2(要件
定義
書)
16

502 2.1.1.(エ).(3).
g

3

以下の通り修文願います。

「ネットワークとの接続について、QoS等
の接続品質の制御機能を有すること。」

ネットワークとの接続速度を制御し品
質を維持することが目的と認識してい
る。制御技術を限定して指定するので
はなく、制御できることを指定すべき
と考えるため。

本要件は意見のとおりネットワークとの接続速
度を制御し品質を維持することを目的としてい
る。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.1.1.(エ).(3).g」を以下に修正する。

「ネットワークとの接続について、QoS等の接続
品質の制御機能を有すること。」

98 16 505 2.1.2. （ア）a. 4

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

複数の物理ディスクを論理的なストレージ
リソースとして一元的に管理し、各仮想
サーバ単位でディスク容量や、可用性レベ
ルを設定できること。

仮想サーバの特性に応じて、個別に
ディスク容量や、可用性の設定ができ
ることが望ましいと考えます。

提案の範囲とし、意見を否定するものではな
い。

99 16 510 2.1.2. （ア）b. 4

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

管理端末からGUIベース及びCUIベースで、
リソース（ディスク容量等）の配置･分配
を仮想サーバごとに計画的に実行できるこ
と。～以下原文と同一～。

CPU、メモリ、ディスク容量等のリ
ソース配分は、仮想サーバ単位で設
定、変更ができることが望ましいと考
えます。

提案の範囲とし、意見を否定するものではな
い。
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100

別紙
2(要件
定義
書)
17

517 2.1.2.(ア).d

3

以下の通り修文願います。

「稼働後に物理ストレージを増設し、拡張
できるように構築すること。クラウドスト
レージを活用する場合には、要件に従い柔
軟に容量を拡張できること。」

本要件は物理的なストレージの設置を
前提とした内容に読み取れるが、本調
達の方針を踏まえ、クラウドサービス
の提案も可能としていただくことが望
ましいと考えられるため。

本要件の目的は、意見のとおり要件に従い柔軟
に要領を拡張できることのため、意見を踏ま
え、要件定義書の「2.1.2.(ア).d」を修正す
る。

「稼働後においても柔軟に容量を拡張できるこ
と。」

101 17 517 2.1.2.(ア).d 3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

「稼働後に物理ストレージを増設し、拡張
できるように構築すること。クラウドスト
レージを活用する場合には、要件に従い柔
軟に容量を拡張できること。」

物理的なストレージの設置を想定され
ているように読み取れるため、コスト
およびアーキテクチャの柔軟性といっ
たメリットを検討する上でクラウドス
トレージの選択肢も有効と考えられる
ため、表現を追記するべきと判断しま
した。

本要件の目的は、意見のとおり要件に従い柔軟
に要領を拡張できることのため、意見を踏ま
え、要件定義書の「2.1.2.(ア).d」を修正す
る。

「稼働後においても柔軟に容量を拡張できるこ
と。」

102 17 517 2.1.2. （ア）d. 2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。
--
稼働後に物理ストレージや物理サーバを増
設し、拡張できるように構築すること。
--

記載内容に修正することで、HCI製品
の提案が可能なため意見させていただ
きました。

本要件の目的は、要件に従い柔軟に要領を拡張
できることのため、要件定義書の
「2.1.2.(ア).d」を修正する。

「稼働後においても柔軟に容量を拡張できるこ
と。」

103 17 519
2.1.2. （ア）e.

2

以下の文言を追加することを意見いたしま
す。
--
仮想サーバのデータ領域となる物理スト
レージや物理サーバは、筐体冗長化により
単一障害点のない高可用性を実現するこ
と。
--

コンポーネント単位の冗長化ではな
く、ストレージの筐体間ミラーリング
やSDS(software defined storage)な
どにより、単一障害点のないシステム
構成とすることが望ましいと考えま
す。

提案の範囲とし、意見を否定するものではな
い。

104 17 523 2.1.2.(イ)b 3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

「物理ストレージ群を一元的に管理するた
めの管理ネットワークを整備すること。た
だし、クラウドベンダーが管理するスト
レージを利用する場合は、クラウドベン
ダーの管理に則ることとする。。」"

一般的なクラウドサービスにおいて、
クラウドサービス基盤のハードウェア
の監視はクラウドサービス提供者側で
実施し、サービス提供いたしますため
管理ネットワークについては不要と考
えます。

本要件では提供する物理ストレージ群ごとの
ハードウェア監視について一元管理することを
求めており、システム全体としての一元管理は
求めていない。

オンプレミス環境とクラウドサービス環境で分
離される場合、各々で一元管理できればよい。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

105 17 528 2.1.2(ウ) b 3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

「外部に公開すべきでないデータが格納さ
れたストレージ装置は DMZ で はなく、内
部セグメントに配置すること。ただし、ク
ラウドベンダーが管理するストレージを利
用する場合は、クラウドベンダーの管理に
則ることとする。」"

クラウドベンダーが管理しているスト
レージ装置を活用する場合には、スト
レージをクラウドベンダー側で制御す
ることになるため、お客様が区分けす
る必要はないため、クラウド利用を考
慮した記載に修正頂く必要があると考
えます。

内部セグメントの定義は省内のみに限定してい
ない。クラウドサービスにおいても、クラウド
閉域接続サービス経由かつ公開系セグメントと
分離されていればよい。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

106 17 530 2.1.2(ウ) c 3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

「外部公開する物理サーバ群に接続する物
理ストレージ群は、ファイアウォ ール等
により分離された DMZ に設置すること。
ただし、クラウドベンダーが管理するスト
レージを利用する場合はクラウドベンダー
の管理に則ることとする。」"

クラウドベンダーが管理しているスト
レージ装置を活用する場合には、スト
レージをクラウドベンダー側で制御す
ることになるため、お客様が区分けす
る必要はないため、クラウド利用を考
慮した記載に修正頂く必要があると考
えます。

本要件は、外部公開する物理サーバ群に対する
要件となっている。クラウド仮想化基盤の場合
においても、クラウド仮想化基盤上のDMZにおい
て提供すること。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

107 17 532 2.1.2(ウ) d 3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

「インターネット環境に接続する機能を提
供する物理サーバ群に接続する 物理スト
レージ群は、インターネットから実質的に
分離された専用のセグ メントに設置する
こと。ただし、クラウドベンダーが管理す
るストレージを利用する場合は、クラウド
ベンダーの管理に則ることとする。」"

クラウドベンダーが管理しているスト
レージ装置を活用する場合には、スト
レージをクラウドベンダー側で制御す
ることになるため、お客様が区分けす
る必要はないため、クラウド利用を考
慮した記載に修正頂く必要があると考
えます。

本要件は、外部公開する物理サーバ群に接続す
る物理ストレージ群に直接インターネットから
接続させないことを目的としている。

クラウドサービスにおいても、相当する機能
（例：通信制御しているため、インターネット
からの接続を制御している等）を提案いただけ
れば本要件を満たすものと判断できる。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

108 17 534
(ウ) セキュリ
ティ要件

2

「ディスクドライブやフラッシュモジュー
ル上のデータは暗号化すること。また、そ
の動作においてIO性能には影響を与えない
こと。」を e. として追加して頂きたい。

故意・過失にかかわらず、ユーザデー
タが適切に消去されずにディスクやフ
ラッシュが外部に流出しても、ドライ
ブやモジュール側で暗号化されていれ
ば、万が一の場合でもデータ流出を防
止できます。
※意見招請別紙-1-暗号化.pdf

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。
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109 17 541
(エ) ストレージ
仮想化要件

2

b. については、
「高速アクセスが必要と考えられる領域に
ついては、可変長インライン重複排除可能
なフラッシュストレージを活用し、容量コ
スト削減と性能向上を両立すること。」と
して頂きたい。

高速アクセスを実現する手段としてフ
ラッシュストレージは極めて有効な手
段ですが、可変長インライン重複排除
のようなコスト低減技術を活用してコ
ストとのバランスをとることがより望
ましいと考えます。
※意見招請別紙-2-重複排除.pdf

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

110 17 542 2.1.2. （エ）d. 2

以下の文言を追加することを意見いたしま
す。
--
フラッシュストレージを採用する場合は、
ラックスペースやランニングコスト低減が
見込めるHCI製品を提案することも可とす
る。
--

HCI製品を採用することで、ストレー
ジ筐体の費用、ラックスペース、電力
や空調費用などのランニングコスト低
減が見込めるため、意見させていただ
きました。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

111 17 543 2.1.2(エ)(1)c 3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

「物理ホストを介すことなくストレージ装
置内におけるデータコピー処理を実行でき
ること。 ただし、クラウドベンダーが管
理するストレージを利用する場合はクラウ
ドベンダーの管理に則ることとする。」"

クラウド上の仮想ホストのディスクは
一般的なストレージ装置に保存される
アーキテクチャではございません。ま
た、仮想化ホストで仮想ディスクのコ
ピーが作成されるわけではございませ
ん。よって、クラウド上のストレージ
利用を考慮した記載に修正頂く必要が
あると考えます。
なお、管理ディスクをご利用の場合
は、マイクロソフトが管理しているス
トレージ領域に仮想ディスクのコピー
であるスナップショットを作成する事
が可能です。

本要件は、ストレージ内のデータコピーを行う
際に物理ホスト経由で行わせないことにより、
提供するサービスへ影響を与えないことを目的
としている。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.1.2.(エ).(1).c」を以下に修正する。

「ストレージ内のデータコピーを行う際に提供
するサービスへ影響を与えないこと。」

112

別紙
2(要件
定義
書)
18

545 2.1.2.(エ).(1).
d

1

以下の記載を追加願います。

「なお、各サービスに最適なストレージを
個別に構成する場合は、それぞれを管理す
るツールを提供することでもよい。」

「2.1.2. ストレージ要件 (ア) 基本
要件」における以下の要件（行番号
508）と整合性をとるため。
「なお、物理ストレージ群を仮想化し
ない場合、各サービスに最適な SAN
ストレージと NAS ストレージで構成
し、それぞれで管理してもよい。」

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.1.2.(エ).(1).d」を以下に修正する。

「仮想化基盤の物理ストレージを一元管理する
管理ツールを提供すること。なお、各サービス
に最適なストレージを個別に構成する場合は、
それぞれを管理するツールを提供することでも
よい。」

113

別紙
2(要件
定義
書)
18

545
550

2.1.2(エ)(1)d
2.1.2(エ)(1)f

4

クラウドサービスを利用する場合には、ス
トレージ仮想化要件の物理構成はクラウド
サービス提供事業者者側で管理するもので
あるため、本要件としてはサービス提供状
態およびクラウドサービス上のストレージ
設定／稼働監視を行うことが可能であれば
問題ないでしょうか。

本要件は物理機器で構成した際に特化
した内容と読み取れるが、クラウド
サービスで提供する場合、基盤の管
理、ハードウェアの監視についてはク
ラウドサービス提供者側で実施するも
のであり、利用者側はクラウドサービ
ス上のストレージ設定・監視を行うこ
ととなるため。

本要件では提供する仮想化基盤ごとのストレー
ジを管理及び監視することを求めており、シス
テム全体としての一元管理は求めていない。

オンプレミス環境とクラウドサービス環境で分
離される場合、各々で一元管理や監視ができれ
ばよい。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

114 18 545 2.1.2(エ) (1)d 3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

「仮想化基盤の物理ストレージを一元管理
する管理ツールを提供すること。ただし、
クラウドベンダーが管理するストレージを
利用する場合は、クラウドベンダーの管理
に則ることとする。」"

クラウドベンダーが管理しているスト
レージ装置を活用する場合には、スト
レージをクラウドベンダー側で制御す
ることになるため、物理ストレージを
お客様が管理する必要はないため、ク
ラウド利用を考慮した記載に修正頂く
必要があると考えます。

本要件では提供する仮想化基盤ごとのストレー
ジを管理することを求めており、システム全体
としての一元管理は求めていない。

オンプレミス環境とクラウドサービス環境で分
離される場合、各々で一元管理できればよい。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

115 18 550 2.1.2(エ)(1) f 3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

「ストレージの負荷状態や容量監視が可能
な仕組みとすること。ただし、クラウドベ
ンダーが管理するストレージを利用する場
合は、クラウドベンダーの管理に則ること
とする。」"

物理層含め、ストレージ領域はクラウ
ドベンダーが管理しています。その領
域の負荷や、容量は利用者が管理する
必要はございません。仮想ディスク単
位の容量や負荷の監視は、お客様にて
実施頂く事が可能です。

本要件では提供する仮想化基盤ごとのストレー
ジを監視することを求めており、システム全体
としての一元管理は求めていない。

オンプレミス環境とクラウドサービス環境で分
離される場合、各々で監視できればよい。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

116 18 550
(エ) ストレージ
仮想化要件

2

「ストレージを構成するオンラインで交換
可能な冗長化コンポーネントに単発障害が
発生しても、IO性能が低下しないこと。」
を h. として追加して頂きたい。

サーバの物理構成要件と同じように性
能劣化の発生防止に関する事項を明示
し、通常起こりうる障害が発生しても
性能を維持することは、共通基盤の運
用において非常に重要な要件と考えま
す。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

117

別紙
2(要件
定義
書)
18

551 2.1.2(エ) (2)

3

論理構成 a〜dにつきまして、クラウド
サービスを利用する場合は対象外にしてい
ただくか、「クラウドベンダ側で管理して
いること。」と修文願います。

本要件は物理機器で構成した際に特化
した内容と読み取れるが、クラウド
サービスで提供する場合、物理層含
め、ストレージ領域の管理はクラウド
サービス提供者側で実施するものであ
り、利用者側は考慮する必要がないと
考えているため。

本要件では提供する仮想化基盤ごとに求めてい
る要件であり、システム全体としての一元管理
は求めていない。

オンプレミス環境とクラウドサービス環境で分
離される場合、各々で管理できればよい。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。
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118

18 551 2.1.2(エ) (2)

3

本システムは、クラウドサービスの最大活
用を目指しておられると理解しています。
よって、以下のようにクラウド仮想化基盤
（IaaS等）も考慮した記載として修正頂く
ことをご提案します。

(2) 論理構成 a〜d について、「クラウド
ベンダーが管理するストレージを利用する
場合は、クラウドベンダーの管理に則るこ
ととする。」旨の記載を追記をお願いしま
す。

一般的に、物理層含め、ストレージ領
域はクラウドベンダーが管理していま
す。お客様による管理等は不要なた
め、クラウド利用を考慮した記載に修
正頂く必要があると考えます。
仮想マシンに割り当てるディスクは、
容量や性能のご要件に応じて高性能な
ディスクや、通常ディスク等から選択
可能です。

本要件では提供する仮想化基盤ごとに求めてい
る要件であり、システム全体としての一元管理
は求めていない。

オンプレミス環境とクラウドサービス環境で分
離される場合、各々で管理できればよい。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

119 18 572 2.2.1. （ア）b. 2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。
--
また、セキュリティインシデントの拡大を
限定的にするために、利用者、部署、設置
場所、役割などのグループや、仮想サーバ
単位でネットワークを分離可能なマイクロ
セグメンテーション構成も可能とするこ
と。
--

マルウェアの感染拡大を防ぐためは、
同じネットワークに接続されている仮
想サーバ同士でもネットワークを分離
することが有効なため、意見させてい
ただきました。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

120 19 600

別紙2
2. システムの要
件定義
2.2. ネットワー
ク基盤サービス
2.2.1. 基本要件
(イ) LAN/回線共
通要件
(2) QoSサービス

1

QoSサービスをLAN/回線共通要件とする
と、LANで選定する機器にはQoSに対応して
いない機器もあるため、機器を限定するか
もしくは回線のみの要件としていただきた
い。

要件を明確にするため。 本要件は主にTV会議等の音声、映像に係る通信
について、相互接続に必要となる機器と回線を
通じて制御することを目的としている。なお、
拠点内全てのLAN機器で対応を求めるものではな
い。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.1.(イ).(2)」を以下に修正する。

「各拠点、拠点間におけるトラフィックは
Diffserv値、ToS値、CoS値等を利用して、優先
度、帯域制御を設定できること。」

121 20 639
①負荷分散サー
ビス

2

以下の文言の追加を提案いたします。
・VLANごとにルーティングテーブルや管理
ドメインを分割できるマルチテナント機能
を備えること

適切なネットワーク分離を1台の負荷
分散装置で実施することで、コストメ
リットが生まれてくるため。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

122 20 639
①負荷分散サー
ビス

2

以下の文言の追加を提案いたします。
・スクリプトベースの柔軟なルールを定義
可能であること

将来の要件拡張にも柔軟に対応できる
装置の導入を推奨のため

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

123 21 650

別紙2
2. システムの要
件定義
2.2. ネットワー
ク基盤サービス
2.2.2. 省内用
ネットワーク
(イ) LANサービ
ス
(1) 機能要件
② マルチキャス
ト

4

マルチキャストについて、貴省で想定する
使用形態（どこで、どのように）を具体的
に明記していただきたい。

要件の適用範囲を明確にすることで、
高機能な装置を適切に配置し、全体コ
ストの削減を実現するため。

ストリーミングサービスにおいて、トラフィッ
クをセキュアPCに効率的に転送することを目的
としているが、ストリーミングサービスをマル
チキャストを利用しない方法で提供する場合は
この限りでないため、要件を修正する。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.2.(イ).(1).
②」を以下に修正する。

「a.マルチキャスト転送に対応すること。な
お、ストリーミングサービスにおいてマルチ
キャストを利用しない方法で提供する場合はこ
の限りではない。

b.マルチキャストを利用する際は、マルチキャ
ストルーティングに際しては、最短経路を採用
する効率的な経路選択を実現する仕組みを実装
すること。」

124
別紙2
P.21-
23

-
2.2.2. (イ) (1)
③

2

“冗長構成として、環境に応じて1対1の
Active-Standby構成または、N対1の
Primary-Secondary構成が出来る機能を有
すること”の文言を新たに追加いただけな
いでしょうか。

将来の拡張を考慮し、初期導入時の機
器を活用し、無駄のない拡張を行うこ
とが可能です。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

125
別紙2
P.21-
23

-
2.2.2. (イ) (1)
③

2

“ハードウェア改造を検知する仕組みを持
つこと。”の文言を追加いただけないで
しょうか。

製造から導入までの間に意図しない
チップの埋め込みやプログラム改ざん
が行われるといった、サプライチェー
ンリスクに対応するために、本文言の
追加を提案します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

126 P21 659 ③無線LAN 2

仕様案：ファームウェアアップデート時に
は、部分的にAPのファームウェアをアップ
グレードさせることで無線LANのカバレッ
ジを維持できるライブアップグレード機能
を有すること

無線LANシステムの可用性向上のため
ご提案します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

127 P21 659 ③無線LAN 2

仕様案：コントローラにより無線APに接続
済端末に対しても負荷分散機能が働く仕組
みを有すること

無線LANシステムの安定性を高めるた
めご提案します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。
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128 21 666

別紙2
2. システムの要
件定義
2.2. ネットワー
ク基盤サービス
2.2.2. 省内用
ネットワーク
(イ) LANサービ
ス
(1) 機能要件
③ 無線LAN
d.

3

不正アクセスを防ぐことを、コア/ディス
トリビューションレイヤ等で無線LANコン
トローラからの意図しない通信による不正
トラフィックを検知することは無線LANの
要件ではない考えますので、他の機能で満
たしても良い旨を記載していただきたい。

製品選定の幅を広げ全体コストの低減
を実現するため、修正をお願いしま
す。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.2.(イ).(1).
③.d」を以下に修正する。

「無線を利用したリソースへのアクセス権限の
ない不正アクセスを防ぐため、コア／ディスト
リビューションレイヤ等で無線LANコントローラ
からの意図しない通信による不正トラフィック
を検知し、通信の遮断を行うこと。なお、他の
サービスで代替できる場合にはこの限りでな
い。」

129
別紙2
P.21-
22

675-
676

2.2.2. (イ) (1)
③ g

2

“干渉デバイスを検知”の文言を“干渉デ
バイスを視覚的に検知”に修正いただけな
いでしょうか。

検知方法の具体化を提案します。GUI
等で視覚的に見える化することによ
り、解析の負荷軽減及び、ユーザ様に
おいても理解がしやすい運用が可能と
なります。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

130 P21 679 ③無線LAN 2

仕様案：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax機能を
有すること

将来の無線LANシステムの機能拡張性
を考慮し、最新の無線規格をご提案し
ます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

131
別紙2
P.22

679-
682

2.2.2. (イ) (1)
③ i

2

“IEEE 802.11a/b/g/n/ac に対応”の文言
を“IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6)に
対応”に修正いただけないでしょうか。

今後見込まれるビデオ会議の利用シー
ンの拡大やクラウドの利用等によるト
ラフィックの増大に耐えうるネット
ワークを設計するためにも、Wifi6対
応製品の導入は必須であると考えま
す。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

132

別紙
2(要件
定義
書)
22

679 2.2.2.(イ).(1).
③.i

3

以下の通り修文願います。

「IEEE標準規格として、
IEEE802.11a/b/g/n/ac/axに対応してお
り、十分な帯域と安定した接続環境を確保
すること。」

今後の通信容量増大に向けて無線LAN
についても高速化対応が必要と考えて
おり、IEEE802.11axは仕様として追記
すべきと考えるため。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

133 P21 683 ③無線LAN 2

無線暗号化についてWPA3対応をご提案しま
す。

WPA3はWi-Fiアライアンスによりスタ
ンダード化された次世代の暗号方式と
なります。今後のセキュリティ拡張性
を担保するため、ご提案いたします。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

134 22 700

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.2.ネットワー
ク基盤サービス
2.2.2.省内用
ネットワーク
（イ）LANサービ
ス
（1）機能要件
③無線LAN
ｑ

3

PoE給電とは、IEEE802.3af（PoE）又は
IEEE802.3at（PoE Plus）に適合している
との認識でよろしいでしょうか。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

認識のとおり。

135
別紙2
P.23

-
2.2.2. (イ) (1)
④ (B)

2

“物理ネットワークにおいてリンク断等の
障害が発生した際に、使用可能な経路があ
る場合はこれを自動的に選択することで仮
想ネットワークの通信を継続できるこ
と。”の文言を追加いただけないでしょう
か。

(B)aの要件に加え物理ネットワークの
可用性を高めるだけでなく、仮想ネッ
トワークも用いた冗長化を取ることに
より、更に可用性を高めることがで
き、ネットワーク障害に強い環境を備
えることができます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

136
別紙2
P.23

-
2.2.2. (イ) (1)
⑥

2

“導入する機器はUTPポートにてリモート
からケーブル診断を行い、ケーブルの被疑
箇所を特定することができること。”の文
言を追加いただけないでしょうか。

ネットワーク基盤の障害と言っても、
ネットワーク機器だけとは限りませ
ん。ネットワーク機器間や端末を接続
するケーブルも診断することによりよ
り速い障害復旧が見込まれます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

137
別紙2
P.24

-
2.2.2. (イ) (1)
⑦ (A)

2

“設定情報やセキュリティルールを定型化
し適用することにより、有線・無線の区別
無くネットワーク全体の制御を行うこ
と。”の文言を追加いただけないでしょう
か。

有線・無線の区別なくネットワークを
一元的に管理することで、運用管理の
負荷軽減を実現し、コストの削減も寄
与します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

138
別紙2
P.24

-
2.2.2. (イ) (1)
⑦ (A)

2

“物理ネットワークの構成等をGUI画面で
マップ表示できること。また、構成変更が
行われた際には画面の更新等により変更が
反映されること。”の文言を追加いただけ
ないでしょうか。

GUIを用いた一元管理を行うことで、
視覚的に運用管理の負荷軽減を行った
り、障害切り分けの迅速化を実現する
ことができるようになります。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

139
別紙2
p.24-
25

-
2.2.2. (イ) (1)
⑦ (B)

2

“物理ネットワーク上に複数の仮想ネット
ワークを構築できること。”の文言を追加
いただけないでしょうか。

仮想ネットワークの構築により、物理
的に繋がっていても論理的には分離す
るなどの設定変更を端末上で行うこと
ができ、将来的なレイアウト変更や職
員・端末の増減についても柔軟に対応
が可能となります。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

140
別紙2
p.24-
25

-
2.2.2. (イ) (1)
⑦ (B)

2

“障害等の発生箇所がGUI画面上で容易に
特定できること。”の文言を追加いただけ
ないでしょうか。

障害が起こった際に必要となるのは、
発生箇所をいかに早く特定できるかで
す。画面上で発生箇所を特定できる仕
組みを必須とすることで、障害検知ま
での時間の短縮が実現できます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。
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No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

141 24 760

2.2.2. 省内用
ネットワーク
(イ) LANサービ
ス
(1) 機能要件
⑦ システム運用
(B)管理、運用に
関わる機能 a.

3

機器の異常を検知した際、その機器がどの
ITサービスと関連しているかを把握するこ
とが迅速な障害対応に必要です。その為に
は、ITサービスと構成情報の関連をマッピ
ングすることが必要かと考えますが、いか
がでしょうか？

ITサービスと構成情報の関連をマッピ
ングすることで、ITサービスの障害発
生時に迅速な対処・迅速なサービス復
旧が見込める為。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

142 24 770

別紙2
2. システムの要
件定義
2.2. ネットワー
ク基盤サービス
2.2.2. 省内用
ネットワーク
(イ) LANサービ
ス
(1) 機能要件
⑦ システム運用
(B) 管理、運用
に関わる機能
f.

4

本項で示される「オーバーフロー数」は
「破棄パケット率」と解釈しているが相違
ないか。

要件を明確にするため。 「オーバーフロー数」はネットワーク機器のイ
ンターフェースのキューを超過しドロップされ
たパケット数のことを示している。意見を踏ま
え、要件定義書の「2.2.2.(イ).(1).⑦.(B).f」
を以下に修正する。

「システムの容量の見直し及びネットワーク拡
張の計画に役立てられるよう、インターフェー
スごとに転送パケット数、転送バイト数、オー
バーフロー数（若しくは破棄パケット率）、エ
ラー数、使用率を一定時間取得できること。」

143

別紙
2(要件
定義
書)
25

780 2.2.2.(イ).(1).
⑧

4

「職員情報 DB 及び勤怠管理システム」と
の接続方法(イントラ用ブラウザ等)を記載
願います。

要件を明確にするため。 意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

144

別紙
2(要件
定義
書)
25

781 2.2.2.(イ).(1).
⑧.a

1

以下の通り修文願います。

「新規の接続を除く他システム（基盤情報
システムの調達外機器）との接続に係る本
調達機器側の設定変更は本調達範囲内で行
うものとし、」

他システムの状況によって作業発生回
数と費用が異なり、見積もりをするこ
とが困難なため。

意見を踏まえ、要求仕様書の
「2.3.2.(ウ).(3)」を以下に修正する。

「他システムとのサーバ機器やPC、プリンタ等
との接続は受注者の責任で実施すること。現時
点での接続予定機器は「別紙2.要件定義書」に
て示すが、移行時点で新規に追加されている機
器の情報提供を当省から受けた上で、全機器を
次期基盤システムに接続すること。
他システム自体の動作確認は本調達の範囲外で
あるが、ネットワーク接続に必要な情報の提供
及び立会い、また接続できなかった場合の技術
的支援を行うこと。
また、接続するプリンタのドライバは当省より
提供するため、次期基盤システムで使用するセ
キュアPCへの導入は受注者が行うこと。
なお、運用期間中において発生するPC、プリン
タ等単独で動作する機器との接続に係る本調達
機器側の設定変更は本調達範囲内で行うものと
する。件数は月5件程度を想定している。」

また、要件定義書の「2.2.2.(イ).(1).⑧.a」を
以下に修正する。

「運用期間中において発生するPC、プリンタ等
単独で動作する機器との接続に係る本調達機器
側の設定変更は本調達範囲内で行うものとす
る。ネットワーク接続に必要な情報の提供及び
立会い、また接続できなかった場合の技術的支
援に関する役割を明確にしておくこと。なお、
件数は月5件程度を想定している。」

145 25 788

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.2.ネットワー
ク基盤サービス
2.2.2.省内用
ネットワーク
（イ）LANサービ
ス
（1）機能要件
⑧他システムと
の接続
ｃ

4

本調達外のPC、公用タブレット及び公用ス
マートフォンは、「2.4.3.認証・検疫サー
ビス」「2.5.1.認証基盤サービス」等の本
調達で用意するサービスを利用すると想定
しております。
当該機器が利用するサービスが不明確なた
め、一覧等で情報を開示していただけない
でしょうか。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

意見のとおり、本調達外のPC、公用タブレット
及び公用スマートフォンは、要件定義書の
「2.4.3.認証・検疫サービス」「2.5.1.認証基
盤サービス」を利用する。

当該機器が利用するサービスは、閲覧資料
「（参考2）端末別サービス利用対応表」に示す
とおりであり、適切な構成を提案すること。

146
別紙2
P.25-
26

- 2.2.2. (イ) (2) 2

“機械学習により各機器の標準的な動作状
態を把握し、標準的な動作から逸脱したも
のを識別可能できること。”の文言を追加
いただけないでしょうか。

不正端末の接続や、不正な動きをする
端末の検知することで、ネットワーク
の安全性を高めることができます。ま
た、ネットワーク自身が学習を行うた
め、長期的に精度が向上いたします。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

147 26 842
2.2.2.（ウ）(1)
a.

2

(1) 基本要件に以下文言を追加いただけな
いでしょうか。

回線種類を問わず、トラフィック情報を一
元的に可視化できる管理画面を提供するこ
と。

運用効率向上のため、様々な種類の回
線状態を同じ管理画面から確認できる
ことが望ましいと考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。
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No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

148 27 845
2.2.2.（ウ）(1)
a. (i)

2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

拠点～中略～参照すること。各拠点とデー
タセンタとの間の回線は主副2回線以上を
提供し、アクティブ-アクティブの構成が
可能であること。また、業務継続性の観点
から、複数の事業者により回線が提供され
ること。

複数の回線を柔軟に利用し、サービス
の品質向上及びユーザ体感を向上する
ためです。
また、複数の回線事業者から回線提供
を受けることにより、業務継続性を高
めることができます。

コスト観点からも、（参考7）の利用
帯域より、有効な提案が可能かと存じ
ます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

149 27 860
2.2.2.（ウ）(1)
a. (viii)

2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。
--
トラフィック量、遅延、パケットロスなど
のトラフィック情報を任意のタイミングで
確認できること。
--

文言を意図を理解した上で適切な提案
を行うためです。
また、ベストエフォート回線において
も同様の情報を取得できることが望ま
しいと考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

150

別紙
2(要件
定義
書)
27

870 2.2.2.(ウ).(1).
a.(X)

4

回線接続サービス（閉域網）が対象で、イ
ンターネット接続サービスは対象外という
認識でよいでしょうか。

基本要件に記載されており、対象範囲
が不明確なため。

意見のとおり。

151

29 931 (エ)ネットワー
クセキュリティ
サービス

2

以下の機能追加をお願いいたします。
・攻撃者が利用する悪意のあるDNS通信に
対して、クラウドベースの脅威情報DBとリ
アルタイムに連携することにより、迅速か
つスケーラブルに新たな脅威を遮断するこ
とが可能であること。

現在のマルウェアの大半は、C&Cサー
バとの通信のために、DNSを利用して
います。また、DNSトンネリングのよ
うな技術も当たり前にマルウェアに組
み込まれており、セキュリティの観点
でDNS通信の監視および防御の機能は
必須と考えます。
(補足資料P.30)

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

152

29 931 (エ)ネットワー
クセキュリティ
サービス

2

以下機能の追加をお願いいたします。
・ファイアウォールサービスにおいてサン
ドボックスを利用したふるまい検知を行
い、未知のマルウェア対策を行うこと。

エンドポイントおよびインターネット
分離機能にふるまい検知は記載されて
おりますが、NW側で対策を行うことに
よりそもそも流入してくるマルウェア
（攻撃）が減少いたします。これによ
り、前述のエンドポイントやインター
ネット分離側に届く前に処理すること
が可能になります（攻撃面積の縮小効
果）。セキュリティ向上が見込めるだ
けでなく、運用負荷を大幅に下げるこ
とが可能です。
(補足資料P.26)

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

153

29 931 (エ)ネットワー
クセキュリティ
サービス

2

以下機能の追加をお願いいたします。
・通信のIPアドレスやポート番号に関わら
ず、アプリケーションを識別することが可
能であること。また、アプリケーション
ベースで通信制御が行えること。

昨今利用する大半の通信がHTTPや
HTTPSを利用するWebアプリケーション
となっています。ユーザーがどのよう
なWebアプリケーションを利用してい
るかを把握することが、次のセキュリ
ティ対策の検討を行う上で非常に重要
です。（把握できていないものは止め
られません）
(補足資料P.22)

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

154

別紙2
要件定
義書
P29

938

2.2. ﾈｯﾄﾜｰｸ基盤
ｻｰﾋﾞｽ
2.2.2.省内用ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ
（エ）ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭ
ﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ
①侵入検知防御
ｻｰﾋﾞｽ

4

以下を要件として追加することをご提案し
ます。

「脅威・攻撃の侵入及び拡散防止のため検
知及び防御は外部と内部間の通信のみなら
ず内部と内部間も対象とし、ラテラルムー
ブメント等の脆弱性をついた攻撃や未知の
脅威への対策を行うこと。」

巧妙な偽装やゼロデイ攻撃を外部と内
部の境界で確実に検知・防御するのは
困難ですが、内部侵入後のラテラル
ムーブメント検知と防御が、脅威や攻
撃の拡散、被害防止に有効です。この
ため「外部と内部」「内部と内部」の
双方を明記することをご提案します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

155
別紙2
P.29

938 2.2.2. (エ) ① 2

“オープンソースのSnort言語によるカス
タムシグニチャを作成し、このシグネチャ
による監視が行なえること。”の文言を追
加いただけないでしょうか。

ベンダー独自のシグネチャは、ブラッ
クボックス化されておりロジックが非
公開であることが多く、運用面で課題
が出るケースがあります。
たとえば何らかのインシデントを他者
に知らせる場合、その検知の根拠（ロ
ジック）を示さなくていはいけない場
合は、対応が困難となります。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

156 30 972
③インターネッ
トプロキシサー
ビス

4

(ix) 「Web閲覧の通信を復号し認証を取得
すること。」と記載があるがコンテンツ
フィルタリング装置と復号装置を分けて提
案することは可能か？

装置を分離することで、より柔軟な構
成が取れ、コストメリットが向上する
ことが考えられるため。

コンテンツフィルタリング装置と復号装置を分
けて提案することは可能である。

157 30 972
③インターネッ
トプロキシサー
ビス

1

・『a.「2.5.1.認証基盤サービス」と連携
したプロキシ制御を必要とし、プロキシは
セキュアPC用とは別にすること。』につい
て、必須項目から除外いただけないでしょ
うか？

オフィス365等のクラウドサービスの
利用に際しては、プロキシの同時セッ
ション数の問題や、パフォーマンス不
足によりボトルネックとなるケースが
多く、MicroSoftもオフィス365でプロ
キシを利用しない構成を推奨しており
ます。今後のクラウド利用を想定し、
プロキシを利用しない構成も提案可能
としていただけないでしょうか。
(補足資料P.28)

プロキシを介さない通信については、要件定義
書の「3.1.2.(ウ).b」の要件を用いて実現する
ことを想定している。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。
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158 30
973～
976

2.2.2. 省内用
ネットワーク
(エ) ネットワー
クセキュリティ
サービス
(2) 機能要件
③ インターネッ
トプロキシサー
ビス
a

4

公用タブレット、スマートフォンでの認証
の要否を要件に記載いただけますでしょう
か。

認証方法によって、製品選定・構成が
変わりますため、確認とさせてくださ
い。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.2.(エ).(2).
③.a」を以下に修正する。

「「2.5.1. 認証基盤サービス」と連携した、プ
ロキシ認証機能を提供すること。
公用タブレット及びスマートフォンもプロキシ
制御を必要とし、プロキシはセキュアPC用とは
別にすること。その際、公用タブレット及びス
マートフォンについては、証明書による機器認
証等の認証を行うこと。」

159 31 977 b 2

本章に記載の(i)～(x)に加え、以下の内容
を追加したほうが良いと考えます。
「シャドーITの確認結果等を基に、クラウ
ドサービスのリスクに応じてフィルタリン
グできること」

安全にクラウドサービスを利用するた
め、シャドーITの確認結果をもとに、
リスクに応じて制御できる仕組みが必
要だと考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

160

別紙
2(要件
定義
書)
31

983 2.2.2.(エ).(2).
③.(iv)

4

本サービスは主に職員様がセキュアPCから
インターネット閲覧するために必要と理解
していますが、その他のシステム等が利用
する想定はありますでしょうか。
利用する場合は、利用対象システムや用途
(外部サイトへのファイル転送、パッチダ
ウンロードなど)、規模・頻度等の情報を
開示願います。

製品選定、規模見積もりに必要な情報
のため。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

161
別紙2
P.31

1000-
1001

2.2.2. (エ) (2)
③ g

1

“記事投稿等の書込みを制限する機能を有
すること。”の文言を“対応しているサイ
トに対し、記事投稿等の書込みを制限する
機能を有すること。”に変更いただけない
でしょうか。

フィルタリング製品は、記事投稿等の
書き込み機能を有していても、制御で
きるサイトが特的のサイトに限定され
るケースがあります。'幅広い製品を
提案するため、修正を検討ください。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

162 2.2.2
1006
～
1013

(オ)インター
ネット分離サー
ビス(1)基本要件

2

以下のように要件を追記。
（前略）インターネットへのWebアクセス
やメール送受信において、（中略）イン
ターネット上のWebコンテンツ、主要な攻
撃手法に用いられるファイルタイプのメー
ル添付ファイルの実行環境を分離するサー
ビスを提供すること。

マルウェア侵入のトレンドはWebアク
セスよりもメールの添付ファイル。
Webコンテンツに加えて、主要な攻撃
手法に用いられるファイルタイプの
メール添付ファイルの実行環境を分離
するサービスが求められます。（詳細
は参考資料P8～P10参照）

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

163

別紙
2(要件
定義
書)
32

1015 2.2.2.(オ).(2).
a

1

「コンテナ技術」を「コンテナ技術等」に
修文願います。

仮想ブラウザ方式の実現方法はコンテ
ナ技術に限られない認識であり、本機
能の実現方法を限定すると提案可能な
製品が大幅に限定されてしまうため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.2.(オ).(2).a」を以下に修正する。

「インターネット分離の方式は、コンテナ技術
等を利用した仮想ブラウザ方式又は実行環境分
離方式のサービスを提供すること。」

164 32 1015
2.2.2. （オ）
(2) a.

1

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。
--
インターネット分離の方式は、コンテナ技
術を利用した仮想ブラウザ方式、実行環境
分離方式、仮想ブラウザの画面転送方式の
サービスを提供すること。
--

提案の幅を広げるためです。
画面転送方式による実装を妨げる意図
がない場合、文言を修正いただきたく
存じます。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.2.(オ).(2).a」を以下に修正する。

「インターネット分離の方式は、コンテナ技術
等を利用した仮想ブラウザ方式又は実行環境分
離方式のサービスを提供すること。」

165 32
1017～
1018

2.2.2. 省内用
ネットワーク
(オ) インター
ネット分離サー
ビス
(2) 機能要件
b

1

以下の内容に変更いただけませんでしょう
か。

「描画に必要な情報のみに変換する等、完
全性を保った状態で表示できること。」

Webサイトの構成の都合で描画崩れや
表示不可なものも存在するため、Web
コンテンツの改変等を行わず完全性を
保っての提供が難しい場合があり、製
品選定の幅が狭まり、かつコスト増の
要因となるため、条件の緩和をお願い
できますでしょうか。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.2.(オ).(2).b」を以下に修正する。

「Webコンテンツについては、完全性を保った状
態で表示できること。」

削除する部分は以下のとおり。
「の改変等を行わず」

166 32 1017

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.2.ネットワー
ク基盤サービス
2.2.2.省内用
ネットワーク
（オ）インター
ネット分離サー
ビス
（2）機能要件
ｂ

3

以下の文言を追記いただけないでしょう
か。

「なお、コンテナ技術を用いた場合はこの
限りではない。」

コンテナ技術を利用した仮想ブラウザ
方式では、本来のソースコードをでは
なくコンテナ技術独自のソースコード
に変更して表示されます。このため、
より良い提案を行うため修正をお願い
します。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.2.(オ).(2).b」を以下に修正する。

「Webコンテンツについては、完全性を保った状
態で表示できること。」

削除する部分は以下のとおり。
「の改変等を行わず」

167 32 1017
2.2.2. （オ）
(2) b.

2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。
--
Webコンテンツの改変等を行わず、Webブラ
ウザで閲覧可能な全てのWebページにおい
て完全性を保った状態で表示できること。
--

証明書が必要なサイトなど、特定の条
件でWebページが正しく表示ができな
いことが無いよう、文言の変更を希望
します。
本要件は、業務上必須であると考えま
す。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

168

別紙
2(要件
定義
書)
32

1024 2.2.2.(オ).(2).
f

4

本サービスで提供するブラウザとしては、
Internet Explorer、Google Chrome、
Firefoxとの認識でよろしいでしょうか。
提供すべきブラウザを明記願います。

要件定義書4483行目記載の通り、現行
システムではInternet Explorer、
Google Chrome、Firefoxが本サービス
として提供されている認識であり、次
期システムにおいても同様のブラウザ
での提供が必要と考えられるため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.2.(オ).(2).f」を以下に修正する。

「一般的なブラウザ（Microsoft Edge、Google
Chrome、Mozilla Firefox等）の画面表示と同等
にWebコンテンツが表示できること。」
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No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

169 32 1033

2.2.2. 省内用
ネットワーク
(オ) インター
ネット分離サー
ビス
(2) 機能要件
k

1

以下の内容に変更いただけませんでしょう
か。

「Webブラウザ上の情報を印刷できるこ
と。ただし、Excel、Powerpoint、PDF等の
ダウンロードファイルについては、ダウン
ロード後に印刷できればよい。」

一般的に通常のWebページは印刷可能
ですが、セーフビューワの印刷も含ま
れますと製品選定の幅が狭まり、かつ
コスト増の要因となってしまうため、
条件の緩和をお願いできますでしょう
か。

インターネット分離に係るものを含む他の要件
を満たすことが可能であれば、意見のとおりで
あるが、問題ないか否かについては、提案書等
での具体的な提案内容を確認した上で判断する
ものとなる。

170 32
1034～
1035

2.2.2. 省内用
ネットワーク
(オ) インター
ネット分離サー
ビス
(2) 機能要件
l

1

以下の内容に変更いただけませんでしょう
か。

「ファイルのダウンロード及びアップロー
ドを制御できること。」

一般的にURLヘッダでの情報をみて制
御することは可能ですが、Excelファ
イル、Wordファイルのようにファイル
種別での制御を行う場合、製品選定の
幅が狭まり、かつコスト増の要因と
なってしまうため、条件の緩和をお願
いできますでしょうか。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

171 32
1038～
1040

2.2.2. 省内用
ネットワーク
(オ) インター
ネット分離サー
ビス
(2) 機能要件
n

4

イントラネットやインターネット側によっ
てブラウザを変更するのではなく、ローカ
ルブラウザにてインターネット側のURLに
アクセスした場合は、PACファイルにより
自動でインターネット分離環境でブラウジ
ングを行う運用で問題ないでしょうか。

ローカルブラウザを利用してインター
ネット側のURLにアクセスした場合は
自動でインターネット分離環境でブラ
ウジングが可能です。
そのため、別途ブラウザを用意する必
要はございません。

インターネット分離に係るものを含む他の要件
を満たすことが可能であれば、意見のとおりで
あるが、問題ないか否かについては、提案書等
での具体的な提案内容を確認した上で判断する
ものとなる。

172 2.2.2
1041
～
1043

(オ)インター
ネット分離サー
ビス(1)基本要件
o

2

以下のように要件を追記。
（前略）C&Cサーバ等と接続・通信ができ
ないようファイアウォール等で防御するこ
と。また、防御をすり抜けた場合でも、端
末内の分離環境により、メール添付ファイ
ル、リンクからのWebアクセスを安全に実
行可能とする。

本来はファイアウォールでの防御とな
るが、防御がすり抜けたとしてもマイ
クロVMによる分離された実行環境のた
め、インターネット上のC&Cサーバ等
と通信されても問題ありません。また
標的型攻撃を分析するための有用な情
報となります。（詳細は参考資料
P9,12,17参照）

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

173 2.2.2
1044
～
1046

(オ)インター
ネット分離サー
ビス(1)基本要件
p

2

以下のように“等”を追記。
（前略）ホワイトリスト機能を使用した方
法等で、特定のWebサイトへの接続も可能
とすること。

本機能の実現方法を限定すると実装方
法も限定されてしまうため。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

174 33
1047～
1049

2.2.2. 省内用
ネットワーク
(オ) インター
ネット分離サー
ビス
(2) 機能要件
q

3

下記要件を削除もしくは必須ではない形に
変更いただけませんでしょうか。

「その場合は、グループやユーザごとに切
断までの時間（無制限を含む。）を設定で
きること。」

自動切断機能の提供にて、グループや
ユーザごとに制御を行う場合製品選定
の幅が狭まり、かつコスト増の要因と
なるため、条件の緩和をお願いできま
すでしょうか。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

175 33 1069

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(ア) 外部公開用
DNSサービス
(2) 機能要件
c

4

サブドメインの設定数のは想定はございま
すでしょうか。

一般的には無限にサブドメインを設定
可能な事は不可能だと考えられ、こち
らのおおよその設定数を確認させてい
ただくことで、不用意なコスト増の要
因を排除し、適切な費用を積算できる
と考えます。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(ア).(2).c」を以下に修正する。

「サブドメインの設定数は500程度設定できるこ
と。」

176 33 1069

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.2.ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3.省外用
ネットワーク
（ア）外部公開
用DNSサービス
（2）機能要件
c

1

以下の文言に修文いただけないでしょう
か。

「サブドメインの設定数は最大500個設定
できること。」

SaaS製品の場合、サブドメインの設定
数が無制限である製品は少なく、500
程度あれば十分と考えます。製品選定
の幅を広げ全体コストの低減を実現す
るため、修正をお願いします。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(ア).(2).c」を以下に修正する。

「サブドメインの設定数は500程度設定できるこ
と。」

177 34
1093～
1100

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(1) 基本要件
b

3

下記要件を削除いただけませんでしょう
か。

「期限による使用権の消去ができるこ
と。」

期限の設定や自動アカウント無効化を
導入する場合、仕組みの導入が必要で
ありコストの増加に繋がります。

意見を踏まえ、リモートアクセスのライセンス
については「別添4_リモートアクセスサービ
ス」のとおりとする。

178 34 1099
2.2.3.
(イ)(1)
b.

4

以下の通り文言を修正いただけませんで
しょうか。
--
なお、対象となるログインアカウントは、
申請により使用可能とし、期限により使用
不可とすること。
--

提案構成の範囲を広げるためです。
必ずしも明示的な使用権の付与や消去
をすることなく、同等の機能は実現可
能であると考えます。

意見を踏まえ、リモートアクセスのライセンス
については「別添4_リモートアクセスサービ
ス」のとおりとする。

179 34 1099
2.2.3.
(イ)(1)
b.

4

"b.リモートアクセスサービスに必要なラ
イセンス数"は、PCやスマートフォンのOS
ライセンスのみを指している認識である
が、間違いないでしょうか。(Windows10、
iOSなど)

対象のライセンスの種類を確認したい
ため。

本要件はOSやOSライセンスの数量ではなく、当
該サービスを利用する可能性のある利用者数と
同時接続数を示している。

「セキュアPC」用、「公用スマートフォン、タ
ブレット端末及び個人所有スマートフォン」
用、「個人所有PC」用の利用者は、同一とは限
らない。

なお、個人所有PCの場合はOSの種類によらず利
用できることを想定している。



21 / 63

No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

180 34 1104
2.2.3.（イ）(2)
① a.

4

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。
--
国内外のインターネット利用ができる環境
において、職員がリモートで次期基盤シス
テムにアクセスできること。
--

要件定義書(案)では、"国内外にかか
わらず"と記載しておりますが、イン
ターネットアクセスに規制がある国
や、通信インフラが整備されていない
国からはリモートアクセスができない
為、文言の修正を希望します。

要件の修正はしないが、意見のとおり。イン
ターネットアクセスに制限がある国や環境につ
いては、対象外である。

181 34 1108
2.2.3.（イ）(2)
① c.

3

以下の通り文言を修正頂けますでしょう
か。

暗号化した状態でのスループットが十分と
なるよう、「2.2.2（ウ）(2)②インター
ネット接続サービス」で提供されるイン
ターネット回線帯域を適切に提案するこ
と。

こちら、暗号化した状態でのスルー
プットが十分となるように、インター
ネット回線帯域を検討すること、とい
う理解で正しいでしょうか。
'文言を意図を理解した上で適切な提
案を行うため意見させて頂きます。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.3.(イ).(2).
①.c」を以下に修正する。

「暗号化した状態でのスループットは、
「2.2.2(ウ)(2)② インターネット接続サービ
ス」で提供される品質を損なわない性能を有す
ること。」

182 34-35
1111～
1113

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件
① 共通要件
d

3

下記要件を削除もしくは必須ではない形に
変更いただけませんでしょうか。

「アイドル状態が続いた場合には、クライ
アントとの接続を中央監視し任意のタイミ
ングでセッションの切断が行えるか又は自
動的にセッションを切断するための時間設
定ができること。」

セッション切断機能の提供にて、何を
もってアイドル状態とするかの判別が
難しく、また、中央監視し制御を行う
場合製品選定の幅が狭まってしまうた
め、条件の緩和をお願いできますで
しょうか。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.3.(イ).(2).
①.d」を以下に修正する。

「セッションを確立する製品においてアイドル
状態が続いた場合、クライアントとの接続を中
央監視し任意のタイミングでセッションの切断
が行える、又は自動的にセッションを切断する
ための時間設定ができること。ただし、通信プ
ロトコルとしてセッションを維持しない製品
（DTLS等）を利用する場合はこの限りではな
い。」

183 34 1111

別紙2
2. システムの要
件定義
2.2. ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件	
① 共通要件
d

1

以下の記載に修文をお願いいたします。

「セッションを確立する製品においてアイ
ドル状態が続いた場合、クライアントとの
接続を中央監視し任意のタイミングでセッ
ションの切断が行える、又は自動的にセッ
ションを切断するための時間設定ができる
こと。」

セッションを維持しないリモートアク
セス製品も提案可能とすることで、リ
モートアクセスサービスの製品選定の
幅を広げ、全体コストの低減を実現す
るため。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.3.(イ).(2).
①.d」を以下に修正する。

「セッションを確立する製品においてアイドル
状態が続いた場合、クライアントとの接続を中
央監視し任意のタイミングでセッションの切断
が行える、又は自動的にセッションを切断する
ための時間設定ができること。ただし、通信プ
ロトコルとしてセッションを維持しない製品
（DTLS等）を利用する場合はこの限りではな
い。」

184 34 1111
2.2.3.（イ）(2)
① d.

1

こちら、以下の通り文言を修正いただけま
すでしょうか。

セッションを確立する製品に関しては、ア
イドル状態が続いた場合には、クライアン
トとの接続を中央監視し任意のタイミング
でセッションの切断が行えるか又は自動的
にセッションを切断するための時間設定が
できること。

セッションを張らないタイプのリモー
トアクセスサービスも考えられると存
じます。
提案の幅を広めるため、意見させてい
ただきます。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.3.(イ).(2).
①.d」を以下に修正する。

「セッションを確立する製品においてアイドル
状態が続いた場合、クライアントとの接続を中
央監視し任意のタイミングでセッションの切断
が行える、又は自動的にセッションを切断する
ための時間設定ができること。ただし、通信プ
ロトコルとしてセッションを維持しない製品
（DTLS等）を利用する場合はこの限りではな
い。」

185 35 1114

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件
① 共通要件
e

3

本要件を削除または適切な項目へ移動いた
だけますでしょうか。

端末の管理自体はリモートアクセスで
はなく、エンドポイント管理の要件で
はないかと考えられます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。
サービスの提供形態によらず必要な要件を定義
している。

186 34 1114
2.2.3.（イ）(2)
① e.

4

こちら、物理的に省内に存在している端末
と省外に存在している端末が、区別なく一
つのソリューションで管理できること、と
いう理解で正しいでしょうか。

文言を意図を理解した上で適切な提案
を行うためです。

意見のとおり。

187 35

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件
① 共通要件

2

要件に以下を追加されては如何でしょう
か。
「一時的なネットワークの切断や切替時に
もVPNセッションを維持出来ること。」

VPN通信はフロア移動やWifi環境に
よってVPNセッションが切断され都度
張りなおす必要がある場合があり、職
員の利便性が悪くなってしまいがちで
す。

VPN製品の中には、通信環境が悪い状
態でもVPNセッションを維持する機能
を持った製品もあり、職員の利便性向
上のため、要件を追加しては如何で
しょうか。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

188 35
1118～
1121

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件
② セキュアPC要
件
b

4

Windowsログイン時に自動的にVPN接続を行
う構成を想定しています。
VPN接続を行ったうえでDNSサーバやDNSサ
フィックスの情報を読み取りVPNに流す通
信とローカルに流す通信を自動で振り分け
ることが可能です。
上記の構成で問題ないでしょうか。

本構成であれば、利用者は自動でVPN
接続を行うため、VPNを意識せず、セ
キュアな通信が可能です。

省内からのアクセスか省外からのリモートアク
セスか判別できること、リモートアクセス時の
セキュリティが保障できる範囲であれば、提案
は妨げない。

189

別紙
2(要件
定義
書)
35

1118 2.2.3.(イ).(2).
②.b

2

以下の通り修文願います。

「セキュアPCに設定されるDNSサーバ若し
くはDNSサフィックスの情報を基に、接続
するネットワークが省内若しくは省外かを
識別し、省外の場合にはインターネット接
続時に自動的に接続する機能を有している
こと。」

機能として一般的であることおよび利
用者の利便性を考慮し、自動的に接続
することが必須と考えられるため。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.3.(イ).(2).
②.b」を以下に修正する。

「セキュアPCに設定されるDNSサーバ若しくは
DNSサフィックスの情報を基に、接続するネット
ワークが省内若しくは省外かを識別し、省外の
場合にはインターネット接続時に自動的に接続
する機能を有していること。」
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190 35

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件
② セキュアPC要
件

2

要件に以下を追加されては如何でしょう
か。

「Windows端末に関してはOSログオン時に
Active Directory認証を利用し自動的に
VPNに接続出来ること。」

AD連携を行いOSログオン時に自動的に
VPN接続を行うことで、職員はVPN接続
を意識することなく、セキュアな通信
が可能となり利便性も向上します。

省内からのアクセスか省外からのリモートアク
セスか判別できること、リモートアクセス時の
セキュリティが保障できる範囲であれば、提案
は妨げない。

191 35

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件
② セキュアPC要
件

2

要件に以下を追加されては如何でしょう
か。

「ウイルス定義ファイルが古いデバイスは
接続先を制限する機能があること。」

端末の状態を確認し検疫の様な制御を
行う事で脆弱性のある端末をインター
ネット等に接続させないことが可能で
あり、セキュリティを高めることが可
能です。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

192 35 1124
2.2.3.（イ）(2)
③ a.

3

こちら、以下の通り文言を修正いただけま
すでしょうか。
--
リモートアクセス時であっても、省内での
利用時と同様のサービスが受けられるこ
と。
--

"同様のアクセス"という表現は、通信
フローをイメージします。記載の内容
の趣旨が、"省内外で同じ業務環境の
提供”を指しているのであれば、修正
を希望します。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.3.(イ).(2).
③.a」を以下に修正する。

「「（参考2）端末別サービス利用対応表」に示
したサービスを利用できること。」

193 35
1126～
1127

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件
③ 許可された公
用スマートフォ
ン、タブレット
端末及び個人所
有スマートフォ
ン
b

4

VDI構成等での利用を想定されていますで
しょうか。

一般的にローカルでの作業を行った場
合、端末に情報が残ってしまいます。

要件を満たすのであれば実現方法は提案によ
る。

194

別紙
2(要件
定義
書)
35

1126 2.2.3.(イ).(2).
③.b

1

以下の通り修文願います。

「情報を特定のアプリケーション内でのみ
扱えるようにし、操作終了時やサインアウ
ト時、リモートからワイプ指示を出した時
などには、キャッシュやアプリケーション
の削除など端末には情報が残らない仕組み
とすること。」

本要件は、個人用のアプリケーション
など省として管理ができないアプリ
ケーションを通じて、意図せず省内の
情報が漏洩することを防止するための
要件と認識しており、キャッシュの削
除以外にも防止策を例示し、防止手段
を柔軟に選択できるようにするべきと
考えるため。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」に統合するものとと
し、「2.2.3.(イ).(2).③.b」及び
「2.2.3.(イ).(2).③.c」は削除する。

195 35 1126

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.2.ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3.省外用
ネットワーク
（イ）リモート
アクセスサービ
ス
（2）機能要件
③許可された公
用スマートフォ
ン、タブレット
端末及び個人所
有スマートフォ
ン
b

1

以下の文言に修文いただけないでしょう
か。

「操作終了時には、キャッシュの削除など
端末には情報が残らない仕組みとする。ま
たは、キャッシュ情報が暗号化された状態
で端末内に保存されること。」

キャッシュが暗号化されていること
で、十分なセキュリティを確保してい
ると考えます。製品選定の幅を広げ全
体コストの低減を実現するため、修正
をお願いします。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」に統合するものとと
し、「2.2.3.(イ).(2).③.b」及び
「2.2.3.(イ).(2).③.c」は削除する。

196 35 1126
2.2.3.
（イ）.(2).③.b

3

以下のように修文することを提案いたしま
す。

情報を特定のアプリケーション内でのみ扱
えるようにし、
操作終了時やサインアウト時、リモートか
らワイプ指示を出した時などには、キャッ
シュやアプリケーションの削除など端末に
は情報が残らない仕組みとすること。

端末内で共存する、個人用のアプリ
ケーションなど省として管理ができな
いアプリケーションを通じて、意図せ
ず省内の情報が漏洩することを防止す
るための要件と認識しております。そ
のためキャッシュの削除以外にも防止
策を例示し、防止手段を柔軟に選択で
きるようにするべきと思料します。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」に統合するものとと
し、「2.2.3.(イ).(2).③.b」及び
「2.2.3.(イ).(2).③.c」は削除する。

197 35 1126

別紙2
2. システムの要
件定義
2.2. ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件	
③ 許可された公
用スマートフォ
ン、タブレット
端末及び個人所
有スマートフォ
ン
b.

1

以下の記載に修文をお願いいたします。

「操作終了時には、キャッシュの削除など
端末には情報が残らない仕組みとする、又
は端末内のキャッシュの情報がアプリケー
ション暗号化された上で端末内に保存され
ること。」

アプリケーション内でも暗号化するこ
とができればセキュリティ面では十分
かと思われます。製品選定の幅を広げ
全体コストの低減を実現するため、修
正をお願いします。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」に統合するものとと
し、「2.2.3.(イ).(2).③.b」及び
「2.2.3.(イ).(2).③.c」は削除する。
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198 35 1126
2.2.3.（イ）(2)
③ b.

1

以下の通り文言を修正いただけませんで
しょうか。
--
操作終了時には、キャッシュの削除など端
末には情報が残らない仕組みとするか、ア
プリ内部のキャッシュデータの暗号化等に
より十分なセキュリティを担保できる仕組
みとすること。
--

提案の幅を広げるためです。

セキュリティ面では、端末ストレージ
の暗号化に加え、アプリ内部でも暗号
化することができれば十分であると考
えます。

また、モバイルデバイスの特性上、
キャッシュを全く残さない場合に著し
くユーザ利便性を損なう恐れがありま
す。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」に統合するものとと
し、「2.2.3.(イ).(2).③.b」及び
「2.2.3.(イ).(2).③.c」は削除する。

199 35
1128～
1129

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件
③ 許可された公
用スマートフォ
ン、タブレット
端末及び個人所
有スマートフォ
ン
c

4

VDI構成等での利用を想定されていますで
しょうか。

一般的にローカルでの作業を行った場
合、端末に情報が残ってしまいます。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」に統合するものとと
し、「2.2.3.(イ).(2).③.b」及び
「2.2.3.(イ).(2).③.c」は削除する。

200

別紙
2(要件
定義
書)
35

1128 2.2.3.(イ).(2).
③.c

1

以下の通り修文願います。

「情報を特定のアプリケーション内でのみ
扱えるようにし、操作終了時やサインアウ
ト時、リモートからワイプ指示を出した時
などには、キャッシュやアプリケーション
の削除など端末には情報が残らない仕組み
とすること。」

本要件は、個人用のアプリケーション
など省として管理ができないアプリ
ケーションを通じて、意図せず省内の
情報が漏洩することを防止するための
要件と認識しており、キャッシュの削
除以外にも防止策を例示し、防止手段
を柔軟に選択できるようにするべきと
考えるため。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」に統合するものとと
し、「2.2.3.(イ).(2).③.b」及び
「2.2.3.(イ).(2).③.c」は削除する。

201 35 1128

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.2.ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3.省外用
ネットワーク
（イ）リモート
アクセスサービ
ス
（2）機能要件
③許可された公
用スマートフォ
ン、タブレット
端末及び個人所
有スマートフォ
ン
c

1

以下の文言に修文いただけないでしょう
か。

「メールの添付ファイル、ファイルサーバ
などからのファイルダウンロードについて
は、ローカルに保存されない。または、暗
号化して格納する仕組みとすること。」

暗号化されていることで、十分なセ
キュリティを確保していると考えま
す。製品選定の幅を広げ全体コストの
低減を実現するため、修正をお願いし
ます。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」に統合するものとと
し、「2.2.3.(イ).(2).③.b」及び
「2.2.3.(イ).(2).③.c」は削除する。

202 35 1128

別紙2
2. システムの要
件定義
2.2. ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件	
③ 許可された公
用スマートフォ
ン、タブレット
端末及び個人所
有スマートフォ
ン
c.

1

以下の記載に修文をお願いいたします。

「メールの添付ファイル、ファイルサーバ
などからのファイルダウンロードについて
は、ローカルに保存されない、又は暗号化
して格納する仕組みとすること。」

暗号化することができればセキュリ
ティ面では十分かと思われます。製品
選定の幅を広げ全体コストの低減を実
現するため、修正をお願いします。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」に統合するものとと
し、「2.2.3.(イ).(2).③.b」及び
「2.2.3.(イ).(2).③.c」は削除する。

203 35 1128
2.2.3.（イ）(2)
③ c.

1

以下の通り文言を修正いただけませんで
しょうか。
--
メールの添付ファイル、ファイルサーバな
どからのファイルダウンロードについて
は、ローカルに保存しないか、保存する際
には適切に端末上で暗号化されること。
--

提案の幅を広げるためです。

EMM機能により本要件を満たせるよう
になり、コスト観点からもより良い提
案が可能になります。

また、スマートフォンやタブレット端
末について、ローカルデータの使用を
完全に禁止すると、利便性を著しく損
なう恐れがあります。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」に統合するものとと
し、「2.2.3.(イ).(2).③.b」及び
「2.2.3.(イ).(2).③.c」は削除する。

204 35 1132
2.2.3.（イ）(2)
③ e.

1

本要件は削除いただきたく存じます。 EMMの機能ではなく、メールソフトの
機能であるためです。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.3.(イ).(2).
③.d」を修正する。

「公用スマートフォン、タブレット端末及び個
人所有スマートフォン外にメール送信などの
メール利用履歴が残せること。なお、電子メー
ルサービス等他のサービス機能にて、デバイス
に依らず利用履歴が残せる場合はこの限りでは
ない 」
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205 35 1132

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件
③ 許可された公
用スマートフォ
ン、タブレット
端末及び個人所
有スマートフォ
ン
e

4

端末に利用履歴を残す認識でしょうか。
以下要件と併せて構成を考慮しますと、
ローカルにてメールの送受信は行わない想
定でおります。
「2.2.3. 省外用ネットワーク (イ) リ
モートアクセスサービス (2) 機能要件 ③
許可された公用スマートフォン、タブレッ
ト端末及び個人所有スマートフォン c」

VDI上に残すことは可能です。 意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.3.(イ).(2).
③.d」を修正する。

「公用スマートフォン、タブレット端末及び個
人所有スマートフォン外にメール送信などの
メール利用履歴が残せること。なお、電子メー
ルサービス等他のサービス機能にて、デバイス
に依らず利用履歴が残せる場合はこの限りでは
ない。」

206 35 1134

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.2.ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3.省外用
ネットワーク
（イ）リモート
アクセスサービ
ス
（2）機能要件
④個人所有PC
ａ

1

個人所有PCは省内での利用は無く、省外の
み利用する想定であり、本項目は矛盾する
認識です。削除をお願いします。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

対応サービスは「（参考2）端末別サービス利用
対応表」の「その他（個人所有PC、出向先PC
等）」の欄にて〇が記載されているものは必須
として求めるものである。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.3.(イ).(2).
④.a」を以下に変更する。

「「（参考2）端末別サービス利用対応表」に示
したサービスを利用できること。」

207 35 1134

別紙2
2. システムの要
件定義
2.2. ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件	
④ 個人所有PC
a.

3

個人所有PCは省内では利用できないとこと
から、本項を削除していただきたい。

誤記と考えます。 対応サービスは「（参考2）端末別サービス利用
対応表」の「その他（個人所有PC、出向先PC
等）」の欄にて〇が記載されているものは必須
として求めるものである。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.2.3.(イ).(2).
④.a」を以下に変更する。

「「（参考2）端末別サービス利用対応表」に示
したサービスを利用できること。」

208 35
1136～
1137

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件
④ 個人所有PC
b

4

VDI構成等での利用を想定されていますで
しょうか。

一般的にローカルでの作業を行った場
合、端末に情報が残ってしまいます。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」に統合するものとと
し、「2.2.3.(イ).(2).④.b」及び
「2.2.3.(イ).(2).④.d」を削除する。

209 35 1138

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件
④ 個人所有PC
c

4

VDI構成等での利用を想定されていますで
しょうか。

一般的にローカルでの作業を行った場
合、印刷の制限を行うにはエンドポイ
ントでのセキュリティの設定が必要で
あり、個人所有のPCに実施されますで
しょうか。

次期基盤情報システム内のサービスを利用する
にあたり、例えば、共有ストレージ内にある
ファイルの内容などの印刷を個人所有PCに対し
てローカル接続しているプリンタから印刷でき
ないことを想定している。
次期基盤情報システムにおいて、個人所有PCの
ローカル環境まで制御することは想定していな
いが、要件が実現できるのであれば、その方法
については提案の範囲となる。

210 35
1139～
1140

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(2) 機能要件
④ 個人所有PC
d

4

VDI構成等での利用を想定されていますで
しょうか。

一般的にローカルでの作業を行った場
合、端末に情報が残ってしまいます。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」に統合するものとと
し、「2.2.3.(イ).(2).④.b」及び
「2.2.3.(イ).(2).④.d」を削除する。

211 36 1145

別紙2
2. システムの要
件定義
2.2. ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(3) セキュリ
ティ要件

3

個人所有PCに係るセキュリティ要件の記載
がありません。
①共通要件のみという認識で問題ないので
あれば、その旨、記載願います。

要件を明確にするため。 意見を踏まえ、個人所有PCに係るセキュリティ
要件は要件定義書の「2.2.3.(イ).(3).③」と同
様であるため、追加する。

③ スマートフォン及び公用タブレット用アプリ
ケーション

↓
③ スマートフォン、公用タブレット及び個人所
有PC要件

212 36
1149～
1153

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(3) セキュリ
ティ要件
① 共通要件
c

1

以下の内容に変更いただけませんでしょう
か。

「また、証明書鍵長は2,048bit以上に対応
し、通信鍵長は128bit以上に対応可能であ
ること。なお、次期基盤システムの運用中
に当該暗号方式が危殆化した場合は、より
強度な暗号方式に変更ができることが望ま
しい。」

AESが256bitの場合、演算処理に時間
がかかりVPNに負荷がかかるため、場
合によっては通信遅延が発生する可能
性がございます。
そのため、AESは128bit以上としては
如何でしょうか。
また、より強度な暗号方式へは直ぐに
対応できない場合があり、条件の緩和
をお願いしたく存じます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。
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213 36 1154

別紙2
2. システムの要
件定義
2.2. ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(3) セキュリ
ティ要件
① 共通要件
d.

1

以下の記載に修文をお願いいたします。

「リモートアクセスサービス利用時の暗号
化通信で使用する暗号化鍵については、定
期的、セッション単位等の方法による変更
ができること。」

通信に関する要件を明確にするため修
正をお願いします。

要件定義書の「2.2.3.省内用ネットワーク(イ)
リモートアクセスサービス」に含まれている要
件となるため、変更の必要はないと判断し、意
見は採用しない。

214 36 1154
2.2.3.（イ）(3)
① d.

4

本記載の内容に関して、SSL/TLS通信は、
共通鍵をセッション毎に生成(セッション
鍵)し、暗号化する(暗号鍵にする)ため、
通常のSSL/TLSを使用してリモートアクセ
ス通信を実施していれば、本要件を満たす
と考えておりますが、認識に相違ないで
しょうか。

要件の内容を明確にするためです。 共通鍵をセッションごとに生成(セッション鍵)
し、暗号化する(暗号鍵にする)SSL/TLSを使用し
てリモートアクセス通信を実施していれば、本
要件を満たす認識でよい。

215 36 1161

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(3) セキュリ
ティ要件
③ スマートフォ
ン及び公用タブ
レット用アプリ
ケーション
a

4

VDI構成等での利用を想定されていますで
しょうか。

一般的にローカルでの作業を行った場
合、端末に情報が残ってしまいます。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」を以下に修正する。

「情報を特定のアプリケーション内など特定の
領域内でのみ扱えるようにし、操作終了時やサ
インアウト時などには、キャッシュ、メールの
添付ファイル、ファイルサーバなどからダウン
ロードしたファイルの削除を実施し、端末には
情報が残らない仕組みとする。なお、統合コ
ミュニケーションサービスについては、端末内
データを暗号化することでもよい。」

216

別紙
2(要件
定義
書)
36

1161 2.2.3.(イ).(3).
③.a

1

以下の通り修文願います。

「情報を特定のアプリケーション内でのみ
扱えるようにし、操作終了時やサインアウ
ト時、リモートからワイプ指示を出した時
などには、キャッシュやアプリケーション
の削除など端末には情報が残らない仕組み
とすること。」

本要件は、個人用のアプリケーション
など省として管理ができないアプリ
ケーションを通じて、意図せず省内の
情報が漏洩することを防止するための
要件と認識しており、キャッシュの削
除以外にも防止策を例示し、防止手段
を柔軟に選択できるようにするべきと
考えるため。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」を以下に修正する。

「情報を特定のアプリケーション内など特定の
領域内でのみ扱えるようにし、操作終了時やサ
インアウト時などには、キャッシュ、メールの
添付ファイル、ファイルサーバなどからダウン
ロードしたファイルの削除を実施し、端末には
情報が残らない仕組みとする。なお、統合コ
ミュニケーションサービスについては、端末内
データを暗号化することでもよい。」

217 36 1161

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.2.ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3.省外用
ネットワーク
（イ）リモート
アクセスサービ
ス
（3）セキュリ
ティ要件
③スマートフォ
ン及び公用タブ
レット用アプリ
ケーション
a

1

以下の記載に修文をいただけないでしょう
か。

「デバイス内部にデータを残さない仕組み
とする。または、キャッシュ情報が暗号化
された状態で端末内に保存されること。」

キャッシュが暗号化されていること
で、十分なセキュリティを確保してい
ると考えます。製品選定の幅を広げ全
体コストの低減を実現するため、修正
をお願いします。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」を以下に修正する。

「情報を特定のアプリケーション内など特定の
領域内でのみ扱えるようにし、操作終了時やサ
インアウト時などには、キャッシュ、メールの
添付ファイル、ファイルサーバなどからダウン
ロードしたファイルの削除を実施し、端末には
情報が残らない仕組みとする。なお、統合コ
ミュニケーションサービスについては、端末内
データを暗号化することでもよい。」

218 36 1161
2.2.3.
（イ）.(3).③.a

3

以下のように修文することを提案いたしま
す。

情報を特定のアプリケーション内でのみ扱
えるようにし、
操作終了時やサインアウト時、リモートか
らワイプ指示を出した時などには、キャッ
シュやアプリケーションの削除など端末に
は情報が残らない仕組みとすること。

データを残さないことが目的ではな
く、端末内で共存する、省として管理
が困難なアプリケーションを通じて、
意図せず省内の情報が漏洩することを
防止するための要件と認識しておりま
す。防止策を限定して指定するのでは
なく、目的を要件とすることで防止手
段を柔軟に選択できるようにするべき
と思料します。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」を以下に修正する。

「情報を特定のアプリケーション内など特定の
領域内でのみ扱えるようにし、操作終了時やサ
インアウト時などには、キャッシュ、メールの
添付ファイル、ファイルサーバなどからダウン
ロードしたファイルの削除を実施し、端末には
情報が残らない仕組みとする。なお、統合コ
ミュニケーションサービスについては、端末内
データを暗号化することでもよい 」

219 36 1161
別紙2
2.2.3. (イ) (3)
③ a.

1

以下の記載に修文をお願いいたします。

「デバイス内部にデータを残さない仕組み
とする、又は端末内にキャッシュされる
データがアプリケーション暗号化された上
で端末内に保存されること。」

暗号化することができればセキュリ
ティ面では十分かと思われます。製品
選定の幅を広げ全体コストの低減を実
現するため、修正をお願いします。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」を以下に修正する。

「情報を特定のアプリケーション内など特定の
領域内でのみ扱えるようにし、操作終了時やサ
インアウト時などには、キャッシュ、メールの
添付ファイル、ファイルサーバなどからダウン
ロードしたファイルの削除を実施し、端末には
情報が残らない仕組みとする。なお、統合コ
ミュニケーションサービスについては、端末内
データを暗号化することでもよい。」
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220 36 1161
2.2.3.（イ）(3)
③ a.

1

以下の通り文言を修正いただけませんで
しょうか。
--
端末内にデータを残さないこと。又は、端
末内にキャッシュされるデータは適切に端
末上で暗号化されること。
--

提案の幅を広げるためです。
本要件緩和により、EMM機能で満たす
ことができます。セキュリティ面で
は、端末ストレージの暗号化とアプリ
内部の暗号化で担保します。また、モ
バイルデバイスでキャッシュを全く残
さない場合に著しくユーザ利便性を損
なう恐れがあります。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」を以下に修正する。

「情報を特定のアプリケーション内など特定の
領域内でのみ扱えるようにし、操作終了時やサ
インアウト時などには、キャッシュ、メールの
添付ファイル、ファイルサーバなどからダウン
ロードしたファイルの削除を実施し、端末には
情報が残らない仕組みとする。なお、統合コ
ミュニケーションサービスについては、端末内
データを暗号化することでもよい 」

221 36
1162～
1163

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(3) セキュリ
ティ要件
③ スマートフォ
ン及び公用タブ
レット用アプリ
ケーション
b

4

VDI構成等での利用を想定されていますで
しょうか。

一般的にローカルでの作業を行った場
合、端末に情報が残ってしまいます。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.a」を以下に修正する。

「情報を特定のアプリケーション内など特定の
領域内でのみ扱えるようにし、操作終了時やサ
インアウト時などには、キャッシュ、メールの
添付ファイル、ファイルサーバなどからダウン
ロードしたファイルの削除を実施し、端末には
情報が残らない仕組みとする。なお、統合コ
ミュニケーションサービスについては、端末内
データを暗号化することでもよい。」

222 36 1162

別紙2
2. システムの要
件定義
2.2. ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(3) セキュリ
ティ要件
③ スマートフォ
ン及び公用タブ
レット用アプリ
ケーション
a.

1

以下の記載に修文をお願いいたします。

「TLSを用いて通信の暗号化を行い、か
つ、端末内にキャッシュされるデータはア
プリケーション暗号化された上で端末内に
保存されるなど、セキュリティが維持され
た状態でメールが利用できること。」

暗号化することができればセキュリ
ティ面では十分かと思われます。製品
選定の幅を広げ全体コストの低減を実
現するため、修正をお願いします。

端末内の情報については、(3)セキュリティ要件
③a.に記載のとおりであり、本項では以下を削
除する。

「かつ、データを機器内に保持しない等、」

223 36 1162
2.2.3.（イ）(3)
③ b.

1

以下の通り文言を修正いただけませんで
しょうか。
--
TLSを用いて通信の暗号化を行い、かつ、
端末内にキャッシュされるデータがアプリ
ケーション内部において暗号化されるな
ど、セキュリティが維持された状態でメー
ルが利用できること。
--

提案の幅を広げるためです。
本要件緩和により、EMM機能で満たす
ことができます。セキュリティ面で
は、端末ストレージの暗号化とアプリ
内部の暗号化で担保します。また、モ
バイルデバイスでキャッシュを全く残
さない場合に著しくユーザ利便性を損
なう恐れがあります。

端末内の情報については、(3)セキュリティ要件
③a.に記載のとおりであり、本項では以下を削
除する。

「かつ、データを機器内に保持しない等、」

224 36
1164～
1166

2.2.3. 省外用
ネットワーク
(イ) リモートア
クセスサービス
(3) セキュリ
ティ要件
③ スマートフォ
ン及び公用タブ
レット用アプリ
ケーション
c

3

以下の内容に変更いただけませんでしょう
か。
「端末認証、ユーザー名、メールアカウン
ト、パスワードに加え、ログインごとに有
効なワンタイムパスワード又はマトリック
ス認証等を利用し、2要素以上の認証を講
じること。」

一般的には、iOS、Android端末をVPN
に接続する際は、標準で端末認証を行
い、かつ、ユーザー名、パスワードで
の複数要素での認証が可能な製品が多
く、貴省のように利用者が多い場合
は、ワンタイムパスワードやマトリッ
クス認証を取り入れると、コスト増の
大きな要因になると考えられます。

端末認証は、VPNクライアントで端末
ごとに自動生成され他の端末にはコ
ピーできないデバイスIDを利用するこ
とでセキュアな認証が可能であること
から、十分なセキュリティレベルを維
持できると言えると考えます。

端末は管理者が承認するまではVPNト
ンネルだけが使え、すべての通信はブ
ロックされますので、この機能を使
い、万が一端末紛失時にVPN接続され
たとしても通信をブロックすることが
可能です。

「意見」と「理由」が異なる内容であったた
め、意見提出者に意図を確認した。その結果、
「意見」欄は以下が正当である旨の回答を得
た。

「ユーザー名やメールアカウント、パスワード
に加え、端末認証認証等を利用し、2要素以上の
認証を講じること。」

本意見について検討を行ったが、必須の要件と
しての変更の必要はないと判断し、意見は採用
しない。
ただし、各社の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.c」を以下に修正する。

「主体認証機能としては、多要素認証が望まし
いがセキュリティが確保できる場合には多段階
認証でも可とする。固定式のパスワード、ワン
タイムパスワード、マトリクス認証、SMS認証、
機器認証、電子証明書、指紋認証、顔認証等の
うち２以上を組み合わせて用いることで高いセ
キュリティを確保し、かつ、利便性や運用容易
性が高く、多様な私物端末にも対応できる方式
を提案すること。」

225 36 1164

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.2.ネットワー
ク基盤サービス
2.2.3.省外用
ネットワーク
（イ）リモート
アクセスサービ
ス
（3）セキュリ
ティ要件
③スマートフォ
ン及び公用タブ
レット用アプリ
ケーション
c

1

以下の文言に修文いただけないでしょう
か。

「メールアカウント、パスワード、ログイ
ンごとに有効なワンタイムパスワード又は
マトリックス認証等を利用し、２要素以上
の認証を講じること。」

２要素認証のうち、１要素はメールア
カウント、パスワードは固定のように
見受けられます。製品が縛られるベン
ダーロックインになる可能性がありま
す。

各社の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.2.3.(イ).(3).③.c」を以下に修正する。

「主体認証機能としては、多要素認証が望まし
いがセキュリティが確保できる場合には多段階
認証でも可とする。固定式のパスワード、ワン
タイムパスワード、マトリクス認証、SMS認証、
機器認証、電子証明書、指紋認証、顔認証等の
うち２以上を組み合わせて用いることで高いセ
キュリティを確保し、かつ、利便性や運用容易
性が高く、多様な私物端末にも対応できる方式
を提案すること。」

226

別紙
2(要件
定義
書)
37

1177 2.3.1.(ア).(1).
b

2

以下の記載を追加願います。

「生体認証のなりすまし対策機能を実装し
ていること。」

昨今の情報セキュリティ対策の観点か
ら、指紋情報の複製等のなりすまし対
策が必要と考えられるため。

本意見は、「政府機関等の情報セキュリティ対
策のための統一基準（平成30年度版）」の遵守
事項となるため、必須の要件としての変更の必
要はないと判断し、意見は採用しない。
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227 37 1177

別紙2
2. システムの要
件定義
2.3. 執務基盤
サービス
2.3.1. クライア
ント基盤サービ
ス
(ア) 共通要件
(1) 基本要件
b.

3

削除をお願いします。 左記の要件が(ア)共通要件に記載され
ている一方、頁38 1222行目には(イ)
セキュリティ要件として以下の要件が
記載されています。
---
セキュアPCは、次期基盤システムのド
メインへログインする際に生体認証と
ID/Password等の生体認証とは異なる
認証を併せた多要素認証を行うこと。
また、スタンドアロンPCの認証方式に
ついては、生体による主体認証ではな
くID/Password方式とすること。

本要件を満たしていることを判断する
ために、(ア)共通要件には端末種別に
よらず共通して満たす必要がある要件
のみを記載していただきたい。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.3.1.(ア).b」
を以下に修正する。

「認証機能がPCに内蔵され、オフライン時にお
いても、ローカル環境へログインできるこ
と。」

削除箇所は、以下のとおり。

「主体認証の要素として、生体での認証ができ
ること。なお、」

228 37 1188

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.3.執務基盤
サービス
2.3.1.クライア
ント基盤サービ
ス
（ア）共通要件
（1）基本要件
f

3

クライアントOSのサポートモデルを明記し
て頂けないでしょうか。

本システム運用期間中に数回のOS機能
アップデート更新とアプリケーション
検証・改修支援等による運用保守コス
トの増大が想定されます。適切な見積
り検討のため、OSサポートモデルの選
定を要求仕様に明示して頂けないで
しょうか。

クライアントOSのサポートモデルを明記するこ
とで特定の製品を指すことになるため、意見を
採用しない。

229 37 1188

別紙2
2. システムの要
件定義
2.3. 執務基盤
サービス
2.3.1. クライア
ント基盤サービ
ス
(ア) 共通要件
(1) 基本要件
f.

3

クライアントOSのサポートモデルを明記し
ていただきたい。

本システムの要求仕様を満たすクライ
アントOSについて、Windows10
Enterpriseを想定しますが、OSサポー
トモデルとして長期サービスチャネル
(LTSC)又は半期チャネル(SAC)を選定
する必要があります。
「バージョンアップ作業を行うこと
で、常に最新の機能を利用可能なクラ
イアントライセンスを用意するこ
と。」の要件は半期チャネル(SAC)を
示すものと考えますが、SACによる運
用保守を行う場合は本システム運用期
間中に数回のOS機能アップデート更新
とアプリケーション検証・改修支援等
による運用保守コストの増大が想定さ
れます。
適切な見積り検討のため、OSサポート
モデルの選定を要求仕様に明示してい
ただきたい。

クライアントOSのサポートモデルを明記するこ
とで特定の製品を指すことになるため、意見を
採用しない。

230 2.3.1
1193
～
1194

(ア)共通要件
(2)機能要件
b.

3

バッテリの使用時間に加え、以下の機能を
有することを追加する。
・45分で約50%の高速充電が可能な機能を
有すること。
・過充電を防止する機能(100%まで充電せ
ずに、80%で充電を止める機能)を有するこ
と。

短時間での充電でバッテリ残量を回復
できることによりPCの利用時間の拡大
が可能となり、また過充電防止により
バッテリ寿命の短縮化を防止できるた
め。なお、過充電防止機能を入れた場
合は、バッテリー駆動時間はJEITA
Ver2.0で9時間以上とするのが望まし
いです。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

231

別紙
2(要件
定義
書)
37

1204 2.3.1.(ア).(2).
i

1

本要件を削除願います。 各種アプリケーションの設定は暗号化
されたドライブにのみ格納され、使用
者以外が各種アプリケーションの設定
にアクセス（バックアップ）すること
はできず、入替え、故障時を問わず、
本要件を使用者以外が実行することは
不可能であるため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.3.1.(ア).(2).i」を以下に修正する。

「入替え、故障時等にも各種アプリケーション
の設定をセキュアPCを配布時の状態に復旧でき
ること。なお、セキュアPCの再配布後に職員が
個人で設定する情報（お気に入りや辞書、設定
情報等）の復旧が行えるよう、任意のタイミン
グでバックアップ及びリストアができるツール
を用意すること。」

232 2.3.1 1205
(ア)共通要件
(2)機能要件
j.

2

以下のように要件を修正。
Bluetooth v5.0以上に準拠すること

より高速通信ができる上位version規
格を採用することにより、Bluetooth
デバイス利用の利便性が向上するた
め。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

233 37 1205

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.3.執務基盤
サービス
2.3.1.クライア
ント基盤サービ
ス
(ア) 共通要件
(2) 機能要件
j

1

Bluetooth4.1以上にして頂けないでしょう
か。

製品選定の幅を広げ全体コストの低減
を実現するため、修正をお願いしま
す。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

234 2.3.1 1207

(ア)共通要件
(3)ネットワーク
インタフェース
a.

2

以下のように要件を修正。
IEEE 802.11ax（WI-FI 6)に対応した無線
LANが利用できること。

受信だけでなく送信方向もマルチユー
ザー伝送が可能となり、総合的に通信
の高速化、安定化が図れるため。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。
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235 2.3.1
1217
～
1218

(イ) セキュリ
ティ要件
d.

2

以下のように要件を修正、追記。
（前略）TPM v2.0以上に準拠し、物理的に
独立したDiscreteタイプのchipであるこ
と。また、Common Criteria EAL4+の認定
を取得していること。

TPMには、ファームウェア上で実装さ
れるファームウェアTPMと専用HW上で
実装されるディスクリートTPMがあり
ますが、より改ざん/破壊リスクを減
らせるディスクリートTPMを推奨しま
す。また信頼性を高めるため、第三者
機関の認証を取得していることを推奨
します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

236 2.3.1
1242
～
1244

(イ) セキュリ
ティ要件
n.

2

以下のように要件を修正、追記。
（前略）改ざんの有無を検出する機能、お
よび、改ざん時は専用ストレージに暗号学
的に安全に保護されたバックアップコピー
から自動で復元する機能を持つこと。

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長
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。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

237 2.3.1 1249
(ウ) PC要件
c.

3

PC端末の重量は、のぞき見防止機能を搭
載、または、のぞき見防止偏光フィルター
を装着した状態で、1.05kg以下であるこ
と。

のぞき見防止機能をPC本体にHWで実装
した場合、モニターの重量がその分重
くなるため、本体重量はのぞき見防止
機能または、のぞき見防止偏光フィル
ターを加えた重量とするべき。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。
のぞき見防止偏光フィルターはPC重量には含め
ない。

238 39 1249 2.3.1(ウ)c 1

PC端末の重量を1.0kg以下ではなく、
1.25kg以下と緩和していただきたい。

13インチ以上の画面で1.0kg以下の機
種は限定され、金額も高価になる傾向
にある。
1.25kg以下であれば選択肢が増えて公
正かつ安価な仕様となるため。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

239 39 1249

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.3.執務基盤
サービス
2.3.1.クライア
ント基盤サービ
ス
(ウ) PC要件
c

1

PC端末の重量を1.2kg以下にして頂けない
でしょうか。

製品選定の幅を広げ全体コストの低減
を実現するため、修正をお願いしま
す。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

240 39 1250

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.3.執務基盤
サービス
2.3.1.クライア
ント基盤サービ
ス
（ウ）PC要件
ｄ

3

「電源供給用を含まずにUSB 3.0 ポートを
内蔵でTypeAポートを含め2ポート以上備え
ること。」とありますが、以下の文言に修
文いただけないでしょうか。

「セキュアPC用への電源供給用を含まずに
USB 3.0以上を内蔵で備えること。なお、
TypeAポートを含め2ポート以上備えるこ
と。」

USBポートTypeAは、一般的にUSB3.1以
上が搭載されており、USB3.0が固定と
なる条件は、ベンダーロックインにな
りかねないこと及び電源供給用が何に
対して電源供給用か不明確であり、要
件を明確にするため。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.3.1.(ウ).d」
を以下に修正する。

「電源供給用を含まずにUSB3.0以上のTypeAポー
トを１ポート、USB3.0以上のTypeAポート又は
TypeCポートを1ポート、あわせて2ポート以上内
蔵で備えること。」

241 39 1250 2.3.1.（ウ）.d 1
内蔵もしくはUSBハブ等を用いて、と修文
することを提案いたします。

USBのTypeAポートは古い規格となって
きており、現在ではTypeAポートが無
い機種や電源供給以外に2ポート無い
機種も多く、内蔵することを指定する
ことは適切な競争を阻害する恐れがあ
ると思料いたします。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.3.1.(ウ).d」
を以下に修正する。

「電源供給用を含まずにUSB3.0以上のTypeAポー
トを１ポート、USB3.0以上のTypeAポート又は
TypeCポートを1ポート、あわせて2ポート以上内
蔵で備えること。」

242 39 1250

別紙2

2. システムの要
件定義
2.3. 執務基盤
サービス
2.3.1. クライア
ント基盤サービ
ス
(ウ) PC要件
d.

3

以下の(1)または(2)の内容に修文をお願い
いたします。

(1)電源供給用ポートが必須の場合
電源供給用ポートを1ポート、それ以外に
USB3.0以上のTypeAポートもしくはTypeC
ポートを合わせて2ポート以上備えるこ
と。

(2)電源供給用ポートが必須でない場合
USB3.0以上のTypeAポートもしくはTypeC
ポートを合わせて2ポート以上備えるこ
と。

USBポートに係る仕様、特に電源供給
用ポートを含むのか不明確です。
電源供給用ポートが必須であれば、そ
の旨を記載願います。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.3.1.(ウ).d」
を以下に修正する。

「電源供給用を含まずにUSB3.0以上のTypeAポー
トを１ポート、USB3.0以上のTypeAポート又は
TypeCポートを1ポート、あわせて2ポート以上内
蔵で備えること。」

243 39 1256 2.3.1.（ウ）.h 1

取り付け穴が搭載されていることを限定す
るのではなく、盗難防止用ロック器具を取
り付ける等の対策が可能なこと、と修文す
ることを提案いたします。

盗難防止用ロック器具の取り付け穴が
無い機種も多く、手段を限定すること
は適切な競争を阻害する恐れがあると
思料いたします。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.3.1.(ウ).h」
を以下に修正する。

「盗難防止用ロック器具を取り付ける等の盗難
及び不正な持ち出しの対策が可能なこと。」

244 39 1262 2.3.2. （ア） 2

以下の通り文言を追加することを意見いた
します。

統合された一つの仮想環境監視ツールから
仮想デスクトップ及び仮想基盤の動作及び
性能異常を把握する事が出来ること。

仮想デスクトップを運用するにあたり
基本要件です。
仮想デスクトップ環境は複数のコン
ポーネントで構成される事から、それ
らを統合的に監視する事がシステム安
定稼働に必要な要件と考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

245 39 1262 2.3.2. （ア） 2

以下の通り文言を追加することを意見いた
します。

仮想環境監視ツールで、目的や用途に応じ
て監視項目の異なる画面を作成でき、さら
に、レポートを作成できること。また、運
用期間中に必要に応じて変更が可能なこ
と。

仮想デスクトップを運用するにあたり
基本要件です。

管理者毎に（運用者は性能監視、職員
様は主に利用状況など）監視の目的が
異なると考えられるため、監視項目を
カスタマイズできる事は有用で必要な
要件と考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。
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246 39 1262 2.3.2. （ア） 2

以下の通り文言を追加することを意見いた
します。

各仮想デスクトップ上で動作するアプリ
ケーションのプロセスを管理者が確認出
来、必要に応じ強制停止出来る事。

仮想デスクトップを運用するにあたり
基本要件です。
ユーザー状況の把握、トラブルシュー
ティング、セキュリティ対策において
有用で必要な要件と考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

247 39 1262 2.3.2. （ア） 2

以下の通り文言を追加することを意見いた
します。

メンテナンスやトラブルシューティングの
ため、各仮想デスクトップをリモートから
操作する機能を持つこと。その際、ユーザ
の操作画面を
共有して操作ができること。

仮想デスクトップを運用するにあたり
基本要件です。
ユーザー状況の把握、トラブルシュー
ティング、セキュリティ対策において
有用で必要な要件と考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

248

別紙
2(要件
定義
書)
39

1275 2.3.2.(ア).f

4

年間どの程度の変更作業が発生するのか、
過去実績をご教示願います。また、弊社で
は以下の作業内容を想定していますが認識
あっていますでしょうか。
---------------
①利用者から申請
②申請内容がセキュリティ観点で問題ない
か貴省セキュリティ部門に確認
③マスタイメージの作成、検証
④利用者側で検証
※問題があれば再度③を実施

⑤リリース
---------------

見積りに必要な情報が不足しているた
め。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

249 40 1281

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.3.執務基盤
サービス
2.3.2.個別業務
用仮想デスク
トップサービス
（イ）機能要件
（1）仮想デスク
トップ環境
ａ

3

オンプレミス型に限定した記載となってい
るため、以下の文言を追記いただけないで
しょうか。

「ただし、クラウドサービスを利用する際
は、この限りではない」

DaaSのようなクラウドサービスで実現
する場合は、当該要件に適合できない
ため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.3.2.(イ).(1).a」を以下に修正する。

「Intel XeonプロセッサーE5相当以上のCPUにお
いて、1コア当たり3仮想デスクトップ以下の割
当て程度とする。なお、現行システムのCPU、メ
モリ、ディスク容量を閲覧資料とするため、導
入するOSで求められる動作環境として問題のな
い構成を提案すること。」

250 40 1281
2.3.2
イ（1）

3

下記にて修正は可能でしょうか？

「Intel Xeon プロセッサーE5 もしくは
Gold相当以上の CPU において、1 コア当
たり 3 仮想デスクトップ以下の割当てと
すること。」

汎用性を担保した要件とすることでよ
り費用対効果の高いご提案が可能にな
ると思料いたします。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.3.2.(イ).(1).a」を以下に修正する。

「Intel XeonプロセッサーE5相当以上のCPUにお
いて、1コア当たり3仮想デスクトップ以下の割
当て程度とする。なお、現行システムのCPU、メ
モリ、ディスク容量を閲覧資料とするため、導
入するOSで求められる動作環境として問題のな
い構成を提案すること。」

251 40 1281
2.3.2. （イ）
(1) a.

2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

必要なCPUリソースを仮想デスクトップに
割当てる事。

こちら、業務上必要な性能が担保され
るのであれば、プロセッサーの種類や
CPUの世代、オーバーコミット率につ
いては指定する必要はないかと存じま
す。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.3.2.(イ).(1).a」を以下に修正する。

「Intel XeonプロセッサーE5相当以上のCPUにお
いて、1コア当たり3仮想デスクトップ以下の割
当て程度とする。なお、現行システムのCPU、メ
モリ、ディスク容量を閲覧資料とするため、導
入するOSで求められる動作環境として問題のな
い構成を提案すること。」

252 40 1283
2.3.2.（イ）(1)
b.

2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

1仮想デスクトップ当たりのメモリは4GB以
上とすること。Windows OSの場合は8GB以
上とすること。
また、メモリに関しては、オーバーコミッ
トしないこと。

一般的に、WindowsのVDI環境では8GB
以上のメモリが割り当てられることが
多いためです。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.3.2.(イ).(1).a」を以下に修正する。

「Intel XeonプロセッサーE5相当以上のCPUにお
いて、1コア当たり3仮想デスクトップ以下の割
当て程度とする。なお、現行システムのCPU、メ
モリ、ディスク容量を閲覧資料とするため、導
入するOSで求められる動作環境として問題のな
い構成を提案すること。」

253

別紙
2(要件
定義
書)
40

1284 2.3.2.(イ).(1).
c

2

1仮想デスクトップ当たりのディスク容量
の見直しをご検討ください。

Windows10のシステム要件（ディスク
容量）は32GB以上となっており、OS上
で様々なアプリケーションを稼働させ
ることを踏まえると、32GBではディス
ク容量が不足すると考えるため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.3.2.(イ).(1).a」を以下に修正する。

「Intel XeonプロセッサーE5相当以上のCPUにお
いて、1コア当たり3仮想デスクトップ以下の割
当て程度とする。なお、現行システムのCPU、メ
モリ、ディスク容量を閲覧資料とするため、導
入するOSで求められる動作環境として問題のな
い構成を提案すること。」

254 40 1285

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.3.執務基盤
サービス
2.3.2.個別業務
用仮想デスク
トップサービス
（イ）機能要件
（1）仮想デスク
トップ環境
ｄ

3

オンプレミス型に限定した記載となってい
るため、以下の文言を追記いただけないで
しょうか。

「ただし、クラウドサービスを利用する際
はメニュー変更等で対応できるサービスで
あること」

DaaSのようなクラウドサービスで実現
する場合は、当該要件に適合できない
ため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.3.2.(イ).(1).d」を以下に修正する。

「個別業務用仮想デスクトップサービス用に確
保しているリソース（CPU、メモリ、ディスクス
トレージ）の範囲内で、CPU、メモリ、ディスク
容量の割当てを柔軟に変更した仮想デスクトッ
プを用意できること。なお、リソースの割当て
については、担当職員と協議し決定するこ
と。」
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No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

255 40 1297
2.3.2.（イ）(2)
d.

3

本要件は、「仮想デスクトップで利用する
OSやアプリケーションは職員ごとに選択可
能であること。」という理解で正しいで
しょうか。

文言を意図を理解した上で適切な提案
を行うためです。

記載している要件が不明瞭であったため、意見
を踏まえ、要件定義書の「2.3.2.(イ).(2).d」
を以下に修正する。

「仮想デスクトップ環境を職員に割当てられる
こと。」

削除箇所は、以下のとおり。

「にインストールするOS及びアプリケーショ
ン」

256

別紙
2(要件
定義
書)
40

1306 2.3.2.(イ).(2).
i

4

個別業務用に仮想デスクトップを構築する
場合、運用中に利用者からの要望によりマ
スター種別が追加されることが多々あると
想定されます。現行システムの運用中に追
加したマスタイメージ数を含むと何種類程
度になるかご教示願います。

見積りに必要な情報が不足しているた
め。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

257 40 1308
(2) 仮想デスク
トップ配信

2

「仮想デスクトップを格納するストレージ
は、性能とコストのバランスを考慮し、イ
ンライン重複排除可能なオールフラッシュ
ストレージを活用すること。」を j. とし
て追加して頂きたい。

VDI環境は、十分な性能が提供できな
ければ、利用者の生産性低下に直結し
ます。フラッシュをコストバランスよ
く活用するには、インライン重複排除
のようなコスト低減技術の活用が一般
的です。※意見招請別紙-2-重複排
除 pdf

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

258 41 1320 2.3.2.（ウ） 2

以下の通り文言を追加することを意見いた
します。

仮想デスクトップ環境において、ウイルス
及びマルウェアに感染した際、影響を最小
化するため感染した仮想デスクトップを自
動および手動で隔離できること。隔離は、
OSが感染した際も正常に動作すること。

仮想デスクトップ環境では、境界型
ファイアウォールを通さず仮想環境内
で通信が発生する可能性があります。
仮想デスクトップ単位で不正な通信を
遮断する事は重要で必要な要件と考え
ます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

259 41 1320 2.3.2.（ウ） 2

以下の通り文言を追加することを意見いた
します。

仮想デスクトップ環境において、不正な通
信を迅速に発見できるように、仮想デスク
トップ単位でパケットの通過またはドロッ
プの履歴を可視化でき、迅速な調査を行え
るようにそれらのログ解析の仕組みを有す
ること。

仮想デスクトップ環境では、境界型
ファイアいウォールを通さず仮想環境
内で通信が発生する可能性がありま
す。仮想デスクトップ単位で不正な通
信を発見する事は重要で必要な要件と
考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

260 41 1325 （ア）基本要件 2

仕様案では5.0kWh以下となっております
が、2.0kWh以下でもよろしいかと思いま
す。

TEC値は年々水準が高まっております
ので、更に下げた数値が妥当かと思わ
れます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

261 41 1325 （ア）基本要件 4

複合機の液晶画面をサイネージとしてご利
用する方法をお勧めいたします。

単なる操作画面だけではなく、職員の
皆様への共通するご案内や注意喚起
等、ご利用シーンは多岐にわたりま
す。追加オプションなしでご利用可能
です。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

262 41 1325 (ア) 基本要件

２．要
求水準
を上げ

よ

排紙トレイは複数部数出力時、一部ずつず
らして排紙する機能を有していること。

働き方改革、業務効率化に寄与するか
ら

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

263 41 1325 2.3.3.(ア) 2

ペーパーレス化や業務効率化の観点で以下
要件の追加をご提案します。
・クラウドストレージを提案する場合は、
選定する複合機と連携し、業務効率化や
ペーパーレス化が図れる提案を実施するこ
と。

要求仕様書（案）1.4.1.(ア)②記載の
「デジタルワークスタイルを推進する
コラボレーション環境」に則り、クラ
ウドストレージサービスと複合機を連
携させることで情報資産の安全かつ効
果的な共有の仕組みの実現になると考
えるためです。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

264 42 1356
2.3.3
複合機サービス
(ア) 基本要件

１．要
求水準
を下げ
よ

「DHCPクライアント機能を提供するこ
と。」

こちらの文言につきまして、機能として不
要であれば削除願います。

機器選択の幅を広げ、競争力を上げる
ために仕様変更をご提案します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

265 42 1368 （ア）-v 4

エラーメッセージの種類によって起きてい
る事象が識別できることとありますが、ト
ナー切れ、紙詰まり、用紙切れ 等一般的
な使用時でのメッセージと考えてよいで
しょうか。

お客様ご要望詳細の確認となります。 意見のとおり。

266 42 1373 （ア）-x 4
複合機の利用状況の報告とありますが、報
告する内容の範囲を教えてください。

ご要望される内容によって御見積が変
わるためです。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

267 42 1376

2.3.3
複合機サービス
(イ)機能要件
(１)プリンタ機
能

３．修
文せよ

「a.印字方式は、電子写真方式と同等の性
能を提供すること。 」

こちらについて以下文言としていただけま
すよう願います。
「a.印字方式は、電子写真もしくはインク
ジェット方式とすること。」

インクジェット方式の特性として、低
消費電力があげられます。要件定義書
（案）9頁（ウ）業務継続性機能とい
う観点において、災害発生時の限られ
た電力供給の際にも稼働させやすい
点。また10頁1.3.7環境要件aの機器の
総消費電力量の削減に貢献可能である
点。以上からインクジェット方式を追
記することをご提案します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。
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268 43 1383 （1）-e 3

最近の複合機、プリンタではフォントによ
る置換えはしません。よって内容の削除も
しくは「印刷時、プリンタ搭載フォントに
よる置換を行わないこと」に修文お願いい
たします。

この機能はPCの性能が低い時代にPCの
処理をプリンタで代替するための設定
でした
現在はPCが高性能となっておりPC側で
置換することが前提となっておりドラ
イバにも設定がなくなっております。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.3.3.(イ).(1).e」を以下に修正する。

「印刷時、プリンタ搭載フォントによる置換を
行わないこと。A3、A4、B4及びB5判の普通紙及
び再生紙に両面印刷ができること。」

削除部分は、以下のとおり。

「設定ができる」

269 43 1401

2.3.3
複合機サービス
(イ)機能要件
(２)コピー機能

１．要
求水準
を下げ
よ

「e.1枚目のコピー出力時間は、モノクロ
利用時において、5.5秒以下（レディ時）
であること。」

こちらについて以下の通り緩和いただけま
すようお願い致します。
「e.1枚目のコピー出力時間は、モノクロ
利用時において、5.6秒以下（レディ時）
であること。」

機器選択の幅を広げ、競争力を上げる
ために仕様変更をご提案します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

270 43 1405 (3) FAX機能

２．要
求水準
を上げ

よ

短縮ダイヤル用の専用ハードボタンに対応
していること。

働き方改革、業務効率化に寄与するか
ら

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

271 43 1405 (3) FAX機能

２．要
求水準
を上げ

よ

走査線密度は600×600dpiに対応している
こと。

働き方改革、業務効率化に寄与するか
ら

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

272 44 1412
(4) スキャナ機
能

２．要
求水準
を上げ

よ

本体のみの機能でスキャン文書をWordと
Excelフォーマットに変換が可能であるこ
と

働き方改革、業務効率化に寄与するか
ら

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

273 44 1418 （4）-e 3

弊社複合機では機器内に保存した読み取り
データは電子メールでメールアドレスに送
ることはできません。「電子メールで個人
の指定するメールアドレスに送信、又は
Webブラウザ、専用ソフト等により個人の
指定する場所に保存できること」に修文お
願いいたします。

スキャンしたデータを直接メールで送
ることは可能です。複合機に保存した
データの引き取りは、Webブラウザで
の引き取りが一般的となります。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.3.3.(イ).(4).e」を以下に修正する。

「スキャンデータを、電子メールで個人の指定
するメールアドレスに送信できること。」

以下は削除する。
他、Webブラウザ又は専用ソフト等により個人の
指定する場所（サーバ上のフォルダ等）に保存
できる

274 44 1426
(4) スキャナ機
能

２．要
求水準
を上げ
よ

スキャナドライバは、TWAINに対応し、複
合機本体のハードディスクに一時的に保存
するためのフォルダからデータをひっぱる
ことができること。またそれぞれのフォル
ダに対して、任意にパスワード設定および
データの自動削除スケジュールが設定でき
ること。

働き方改革、業務効率化に寄与するか
ら

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

275 45 1449 （ｳ）-b 4

USB接続等が容易にできない対策とありま
すが、USBポートを物理的につぶすことを
想定されていますでしょうか。

ご要望される内容によって御見積が変
わるためです。

USBポートを物理的につぶすことは想定してませ
ん。

276 45 1463 （ｳ）-h 4

複合機をインターネットに直接接続しない
こととありますが、複合機メーカーのリ
モートメンテナンス（遠隔監視）でイン
ターネットに接続する際はお客様のファイ
アウォール等を経由しての通信であれば大
丈夫でしょうか。

弊社のリモートメンテナンスの仕組み
を導入させていただきたいためです。

セキュリティポリシ上、複合機からのインター
ネット接続を禁止している。
ただし、当省と協議の上、ファイアウォール、
インターネットプロキシ等を経由するなどし、
リモートメンテナンスで必要な通信に限定する
ことができればインターネット通信を許可する
場合がある。

277 46 1506 （2）-b 4

簡便な方法でフロアプリンタの選択ができ
ること。グルーピングの詳細は協議とあり
ますが、単純にクライアントPCにて選択で
きるプリンタの数を増やすということでよ
ろしいでしょうか。それともソフトを用い
てのLF印刷（どこでも印刷）を想定されて
いますでしょうか。

ご要望される内容によって御見積が変
わるためです。

単純にクライアントPCにて選択できるプリンタ
の数を増やすことを想定している。

278 46 1509

2.3.4
フロアプリンタ
サービス
(ア) フロアプリ
ンタ共通要件
(2) 機能要件

３．修
文せよ

「予め指定した有効期限を超過した印刷
ジョブを自動的に削除できること。」

こちらの文言につきまして、機能として不
要であれば削除願います。若しくは以下文
言を追記願います。「印刷ジョブがプリン
タ本体に残らない機種については、対象外
とする」

機器選択の幅を広げ、競争力を上げる
ために仕様変更をご提案します。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.3.4.(ア).(2).c」を以下に修正する。

「予め指定した有効期限を超過した印刷ジョブ
を自動的に削除できること。ただし、印刷ジョ
ブがプリンタ本体に残らない機種についてはこ
の限りではない。」

279 47 1516 （１）基本要件 2

仕様案では毎分30枚以上（片面）ですが毎
分40枚以上でもよろしいかと思います。

A3タイプのモノクロは比較的高速です
ので40枚程度のスピードが妥当かと思
われます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

280 47 1527

2.3.4
(ウ) フロアプリ
ンタ（カラー）
要件

３．修
文せよ

「a. カラーレーザー方式又はカラーLED方
式であること。」

こちらについて以下文言を追加願います。
「若しくはカラーインクジェット方式であ
ること」

インクジェットプリンターの特性とし
て、低消費電力があげられます。要件
定義書（案）9頁（ウ）業務継続性機
能という観点において、災害発生時の
限られた電力供給の際にも稼働させや
すい点。また10頁1.3.7環境要件aの機
器の総消費電力量の削減に貢献可能で
ある点。以上からインクジェット方式
を追記することをご提案します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。
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281 47 1528

2.3.4
(ウ) フロアプリ
ンタ（カラー）
要件

３．修
文せよ

「b. A4用紙でモノクロ印刷、カラー印刷
ともに毎分30枚以上（片面）の印刷が可能
なこと。」

こちらについて以下文言を追加願います。
「インクジェット方式の場合は、モノク
ロ・カラー：約24ipm（A4縦）／最速：約
35枚/分（A4）以上の印刷が可能なこ
と。」

機器選択の幅を広げ、競争力を上げる
ために仕様変更をご提案します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

282 47 1532 （１）基本要件 1

幅640mm×奥行699mm以下とありますが、幅
750mm×奥行750mm以下まで緩和いただけま
すでしょうか。

カラープリンターの重量を固定させる
ために、キャスター以外に3か所の固
定用の爪があり、その寸法を合わせた
場合は緩和していただく必要がありま
す。
固定用の爪を寸法に入れる必要がない
場合はそのままで結構です。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.3.4.(ウ).(1).e」を以下に修正する。

「幅640mm×奥行き699mm以下であること。キャ
スターを外付けで提供する場合、外付けされた
機器もサイズに含めるものとする。なお、固定
用の機器については含まない。」

283 47 1532

2.3.4
(ウ) フロアプリ
ンタ（カラー）
要件

１．要
求水準
を下げ
よ

「e. 幅640mm×奥行き699mm以下であるこ
と。」

こちらについて以下内容に緩和いただきた
い。
「幅780mm×奥行き880mm以下であるこ
と。」

機器選択の幅を広げ、競争力を上げる
ために仕様変更をご提案します。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.3.4.(ウ).(1).e」を以下に修正する。

「幅640mm×奥行き699mm以下であること。キャ
スターを外付けで提供する場合、外付けされた
機器もサイズに含めるものとする。なお、固定
用の機器については含まない。」

284 48 -

2.4.2. マルウェ
ア等対策サービ
ス
(ア) 基本要件

2

以下の要件の追加を希望する。
「検知された検体の調査を行う場合、日本
国外に持ち出すことなく、日本国内で調査
が行われること。」

検知される検体は業務に関連するファ
イルであることもあり、機密性の高い
情報が含まれる可能性が懸念されるた
め、国外への持ち出しなく行われる必
要があると考える。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

285 48 1570 2.4.2. （ア） 1

2.4.2. マルウェア当対策サービス （ア）
基本要件に、以下の要件を追加することを
意見いたします。
--
緊急時にOSアップデートを強制配布できる
こと。
--

セキュリティ観点から、OSのアップ
デートを強制する機能を有しているこ
とが望ましいと考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

286 49 1573 2.4.2.（ア） b. 4

本要件はセキュアPCのみを対象としてお
り、スマートフォン、タブレット端末には
不要という理解で正しいでしょうか。

文言を意図を理解した上で適切な提案
を行うためです。

各端末で求めるマルウェア等対策サービスで求
める機能は以下のとおり。

■マルウェア等対策サービスで求めている機能
①既知のマルウェア対策（定義ファイルパータ
ンマッチング）
②未知のマルウェア対策（振る舞い検知）
③EDR（マルウェア侵害の検知対応）

■各端末で求めるマルウェア等対策サービスに
おける機能
・セキュアPC：①、②、③
・スタンドアロンPC：①
・スマートデバイス：なし

意見を踏まえ、要件定義書の「2.4.2.」を「別
添3_マルウェア等対策」のとおりとする。

287 2.4.2
1576
～
1579

マルウェア等対
策サービス
(ア)基本要件
c

2

以下のように要件を修正、追記。
先頭の“侵入した”は削除し、“マルウェ
ア等の感染防止策として、感染前、あるい
は、感染後に感染源を検知し、不正通信を
監視及び遮断すること。（後略）”

マイクロVM（端末内仮想化）による端
末内での実行環境分離方式のため、OS
本体への感染前に脅威情報（脅威詳細
情報、侵入経路等）を検知することが
可能となり、トリアージ等の対応時間
を大幅に短縮することが可能です。
（詳細は参考資料P12,17参照）

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

288 49 1576 2.4.2.（ア） c. 2

以下の通り、文言を修正することを意見い
たします。

侵入したマルウェア等の感染防止策とし
て、感染源を検知し、不正通信を監視及び
遮断すること。また、マルウェア等の侵入
及び拡大防止等の観点から論理的に仮想
ネットワークのセグメンテーションで分け
る方式を採用すること。

マルウェアに感染した際の対応とし
て、より柔軟性が高く、即時に実行可
能な論理的なセグメンテーションに限
ることが望ましいと考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

289 2.4.2
1580
～
1581

マルウェア等対
策サービス
(ア)基本要件
d

2

以下のように要件を追記。
（前略）機能を提供すること。また、脅威
分析の効率を向上させるため、EDRと合わ
せて、EDRで収集することが難しい感染前
の脅威情報を収集できることが望ましい。

EDRと端末内分離環境を組み合わせる
ことで、EDRの課題となる過検知、誤
検知やノイズを減らし、インシデント
発生時の迅速な分析、対応を行うこと
が可能となります。（詳細は参考資料
P20参照）

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

290 49 1580 d 3

以下の要件への修文をご提案します。

修文後）
エンドポイントにおけるマルウェア侵入時
の検知・対応（EDR: Endpoint Detection
and Response）を目的とした機能を提供す
ること。また、敏速に対応できるように、
MITRE ATT&CK等のフレームワークをもとに
分析できること。

攻撃者からすると従来のファイルハッ
シュやIPアドレスのレピュテーション
情報による検知を欺くのは容易です。
しかしながら、攻撃の戦略や戦術を変
更するのは容易ではなく、これらをま
とめたフレームワークを利用すること
で検知や分析を精度よく実施できると
考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。
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291

別紙
2(要件
定義
書)
49

1580 2.4.2.(ア).d

3

「エンドポイント」とはセキュアPCとの認
識でよいでしょうか。
上記認識でよければ、対象を明確にするた
め、以下の通り修文願います。

「セキュアPCにおけるマルウェア侵入時の
検知・対応（EDR: Endpoint Detection
and Response）を目的とした機能を提供す
ること。」

要件を明確にするため。 EDRの対象としては、セキュアPCのみではなく
サーバも含まれるため、意見は採用しない。

要件については要件定義書の「2.4.2.(イ)」及
び「2.4.2.(ウ)」を参照すること。

292 49 1580 2.4.2.（ア） d. 4

本要件はセキュアPCのみを対象としてお
り、スマートフォン、タブレット端末には
不要という理解で正しいでしょうか。

文言を意図を理解した上で適切な提案
を行うためです。

EDRの対象としては、セキュアPCとサーバであ
り、スマートフォン、タブレット端末には不要
である。

293 49 1582

別紙2
2. システムの要
件定義
2.4. セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.2. マルウェ
ア等対策サービ
ス
(ア) 基本要件
e.

3

「Webフィルタリングによる検知並びに遮
断」として必要な機能要件を明記していた
だきたい。

要件を明確にするため。 意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

294 49 1582 2.4.2.（ア） 2

以下文言を追加いただけないでしょうか。

侵入したマルウェアの拡散を防ぐため、OS
が感染した際も仮想サーバ単位でファイア
ウォール機能を有効にできること。また、
マルウェア感染した仮想サーバは、自動的
に隔離できること。

標的型攻撃の対策には、内部対策も必
要と考えており、マルウェアの感染後
に内部での感染を広げないような端末
隔離を実装することが望ましいと考え
ます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

295 49 1582 2.4.2.（ア） e. 2

以下の通り、文言を原文の後に追記するこ
とを意見いたします。

Web 経由～中略～遮断が行えること。
さらに、内部対策(不正侵入したマルウェ
アから機密情報を守る対策)として、マル
ウェア感染した仮想サーバは、自動的に隔
離できること。

標的型攻撃の対策には、内部対策も必
要と考えており、マルウェアの感染後
に内部での感染を広げないような端末
隔離を実装することが望ましいと考え
ます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

296 49 1591 2.4.2.（ア） g. 1

以下の通り、文言を修正することを意見い
たします。

マルウェア等対策ソフトウェアは常駐可能
で、リアルタイムでのマルウェア等対策を
行えること。

実行されるファイル（プロセス）を監
視していれば、マルウェア等対策とし
ては十分と考えます。共有ストレージ
上のファイルを定期的にスキャンする
よりも、プロセスが起動するたびに確
認する方式のほうが効率的かつセキュ
アであると考えます。

意見を踏まえ、本要件は「別添3_マルウェア等
対策」のとおりとする。

297 49 1591 2.4.2.(ア）.g

1週間に1回以上もしくは、アップロード
時、ファイル利用時、ダウンロード時等に
毎回スキャンすること、と修文することを
提案いたします。

”1週間に1回以上のスキャン”よりも
"アップロード、開く、実行、ダウン
ロードといったイベント時に毎回実行
される方が安全が確保されると考えて
おります。より上位の手段が選択でき
るように定期的なスキャン以外の方法
が選択できるような表現とすべきと資
料いたします。

意見を踏まえ、本要件は「別添3_マルウェア等
対策」のとおりとする。

298

別紙
2(要件
定義
書)
49

1594 2.4.2.(ア).g

1

以下の通り修文願います。

「1週間に1回以上もしくは、アップロード
時、ファイル利用時、ダウンロード時の毎
回スキャンすること」

製品選定の幅を広げるため。
利用者がファイル操作するタイミング
（アップロード、ダウンロード、開
く・実行）でスキャンが実行されるこ
とで、未スキャン状態のファイルを利
用することがなく、セキュリティとし
ても問題ないものと考えられるため。

意見を踏まえ、本要件は「別添3_マルウェア等
対策」のとおりとする。

299
別紙2
P.50

1591-
1596

2.4.4. (ア) g 1

“ただし、「2.5.12. 共有ストレージサー
ビス」上の暗号化（「2.4.5(イ)(1)領域暗
号化機能」による暗号化は除く。）されて
いないファイルに関しては、1 週間に 1
回以上、スキャンを行えること。”の文言
を削除頂けないでしょうか。

幅広い製品提案を可能とすることでコ
スト削減につながると考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

300 2.4.2
1597
～
1598

マルウェア等対
策サービス
(ア)基本要件
h

2

以下のように要件を修正、追記。
マルウェア等を検出した場合、組織に影響
を与えない処理をした上で、できるだけ詳
細な脅威情報を取得するともに、結果を担
当職員に電子メールで通知できること。

マイクロVM（端末内仮想化）による端
末内での実行環境分離方式のため、感
染前に検知可能であり、その場合無害
化の必要はありません。管理サーバか
ら管理者へメール通知可能。マルウェ
アが含まれるファイルをブラックリス
ト化することが可能です。（詳細は参
考資料P17参照）

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

301
別紙2
P.50

1661-
1662

2.4.4. (ア) n 1

“パターンファイルの不具合が判明した場
合等、適切なパターンファイルにロール
バックすることができること。”の文言を
削除頂けないでしょうか。

幅広い製品提案を可能とすることでコ
スト削減につながると考えます。

意見を踏まえ、本要件は「別添3_マルウェア等
対策」のとおりとする。
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302 50 1611 2.4.2.（ア） n. 1

以下の通り文言を修正いただけますでしょ
うか。

パターンファイルの不具合が判明した場合
等、適切なパターンファイルに更新できる
こと。

パターンファイルに不具合があった場
合でも、ロールバックすることはセ
キュリティの観点から望ましくないと
考えます。

意見を踏まえ、本要件は「別添3_マルウェア等
対策」のとおりとする。

303 50 1613

別紙2
2. システムの要
件定義
2.4. セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.2. マルウェ
ア等対策サービ
ス

3

自動で隔離する場合は手動で隔離する必要
はないため、「手動又は自動でLANからの
隔離を行うことができること。」の誤りで
はないか。それとも検知条件によって「手
動」か「自動」の何れかによる設定を選択
できるようにという要件か。それであれば
そのように記載頂きたい。

誤記と思われるため 意見を踏まえ、本要件は「別添3_マルウェア等
対策」のとおりとする。

304 50 1613 2.4.2.（ア） o. 1

以下の通り文言を修正いただけますでしょ
うか。

マルウェア等に感染した疑いのある機器
（サーバ（仮想サーバを含む）、端末等）
を検知、認知等した場合、手動又は自動で
LANからの隔離を行うことができること。

影響範囲の大きさやシステムの重要性
によって自動隔離を行うか、手動での
隔離を行うかを選択できることが望ま
しいと考えます。

意見を踏まえ、本要件は「別添3_マルウェア等
対策」のとおりとする。

305 2.4.2
1626
～
1627

マルウェア等対
策サービス
(ア)基本要件
q(ii)

2

以下のように要件を追記。
（前略）検査すること。加えて、マルウェ
ア対策ソフトウェアでの検査をすり抜けた
場合でも、マルウェアは端末内の分離環境
で安全に実行、または、検査することが望
ましい。

マルウェア対策ソフトが検知できない
場合でもUSBメモリ内の特定種類（オ
フィス、PDF、EXE、動画等）のファイ
ルはマイクロVM（端末内仮想化）内で
検査を行った後実行できるためさらに
安全性が高まります。（詳細は参考資
料P11,12参照）

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

306 51 1639 2.4.2.（イ） 2

以下の文言を追加いただけますでしょう
か。

重要サーバ類専用のセグメント内の通信に
関して、仮想マシン間の通信もファイア
ウォールによる通信制御を実施すること。

重要サーバがマルウェア感染した場合
に備え、重要サーバ専用セグメント内
部での感染を広げないために、セグメ
ント内部においても通信制御の機能を
実装することが望ましいと考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

307 51 1659 2.4.2.（イ） f. 2

以下の通り文言を修正いただけますでしょ
うか。

マルウェアに感染した仮想サーバを隔離
し、自動的に一切の通信を不可にできるこ
と。

マルウェア検知後の対応漏れや、対応
の遅れによる、セキュリティインシデ
ント拡大を防ぐために自動隔離を可能
にすることが望ましいと考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

308 51 -

2.4.2. マルウェ
ア等対策サービ
ス
(ウ) セキュアPC
系マルウェア等
対策

2

以下の要件の追加を希望する。
「不正プログラムの駆除を行う場合は、不
正プログラムが作成したファイルやレジス
トリも含めて削除する機能を有するこ
と。」

不正プログラムの駆除を行う場合に、
単純な駆除では不正プログラムが作成
したファイルやレジストリ設定が残る
場合が懸念される。そのようなファイ
ルも削除し、極力感染前の状態に戻せ
ることが望ましいと考える。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

309 51 1661

別紙2
2. システムの要
件定義
2.4. セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.2. マルウェ
ア等対策サービ
ス
(ウ) セキュアPC
系マルウェア等
対策
a.

4

セキュアPCに対するマルウェア対策を講じ
ることと記載されている。
本項記載の要件はスタンドアロンPCは対象
外と認識してよいか。

本サービスの適用対象を明確にするた
め。
「2.4.10. 持込媒体ウイルススキャン
専用PC」には当該PCのウイルス対策要
件が記載されているが、本項と内容が
異なっている、また、「2.5.21.災害
用PC」、「2.5.22. プレゼンテーショ
ン用PC」にはウイルス対策要件が記載
されていません。

各端末で求めるマルウェア等対策サービスで求
める機能は以下のとおり。

■マルウェア等対策サービスで求めている機能
①既知のマルウェア対策（定義ファイルパータ
ンマッチング）
②未知のマルウェア対策（振る舞い検知）
③EDR（マルウェア侵害の検知対応）

■各端末で求めるマルウェア等対策サービスに
おける機能
・セキュアPC：①、②、③
・スタンドアロンPC：①
・スマートデバイス：なし

意見を踏まえ、本要件は「別添3_マルウェア等
対策」のとおりとする。

310 51 1662 2.4.2.（ウ） b. 2

以下の通り、文言を追記及び修正すること
を意見いたします。

緊急時の各種ソフト強制配布（OSパッチ/
マルウェア等対策/各種アプリケーション
など）機能を有すること。また、OSパッチ
については、担当者の承認を経てから適用
する機能を有すること。

OSパッチについては、アプリケーショ
ンや外部デバイスなどとの互換性の観
点から、担当者の承認を経てから適用
できることが望ましいと考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

311 51
1664,
1665

2.4.2. マルウェ
ア等対策サービ
ス
(ウ) セキュアPC
系マルウェア等
対策

2

「即時に防止するため、パターンマッチ及
び振る舞いによる検知及び遮断が行えるこ
と。」
上記要件を以下の要求水準への変更を希望
する。
「即時に防止するため、パターンマッチ及
び端末上での振る舞いによる検知及び遮断
が行えること。」

即時防止を行う上でファイルを外部サ
ンドボックス等へ持ち出すと即時性が
失われることが懸念される。
端末外部から持ち出さずに端末上での
振る舞い検知、防止を行える必要があ
ると考える。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。
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No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

312 2.4.2
1664
～
1666

マルウェア等対
策サービス
(ウ)セキュアPC
系マルウェア等
対策
c

2

以下のように要件を追記。
先頭の“侵入した”は削除し、“マルウェ
ア等の拡散防止やセキュアPCにおける調査
活動等を、侵入前、または、侵入後に、即
時に防止するため、パターンマッチ及び振
る舞い、または、アプリケーション封じ込
めによる検知及び遮断が行えること。”

マイクロVM（端末内仮想化）による端
末内での実行環境分離方式のため、侵
入前に検知可能です。（詳細は参考資
料P12,17参照）

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

313 2.4.2
1667
～
1668

マルウェア等対
策サービス
(ウ)セキュアPC
系マルウェア等
対策
d

2

以下のように要件を追記。
（前略）入口対策を講ずること。また、従
来の階層型防御機構をすり抜ける脅威につ
いても考慮できること。

階層防御をすり抜けた脅威に対して
も、マイクロVM（端末内仮想化）にて
端末内で入り口対策可能です。（詳細
は参考資料P9,10参照）

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

314 51 1669

2.4.2. マルウェ
ア等対策サービ

ス
（ウ）セキュア
PC系マルウェア

等対策
e

3

以下の内容に変更頂けませんでしょうか。

「標的型攻撃の可能性がある電子メールを
職員が識別できるよう、以下の機能を有し
ていること。
・メールの件名に任意の文字列を追加でき
ること。
・危険な可能性があるメールとして職員の
メールボックスとは別の、専用隔離領域に
保管できること。
・隔離領域で、送信ドメイン認証結果がア
イコンにより明瞭に判別できること。」

要件を明確にするため。

標的型攻撃対策として、なりすまし対
策という観点からは送信ドメイン認証
が有効となります。

件名に文字列の追加をする方法も一般
的ですが、利用者の方が自身の環境に
メールを受信する前に、隔離環境で確
認できる方法がよりセキュアであると
考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

315 51 1669

別紙2.要件定義
書

2.システムの要
件定義

2.4.セキュリ
ティ基盤サービ

ス
2.4.2.マルウェ
ア等対策サービ

ス
（ウ）セキュア
PC系マルウェア

等対策
ｅ

4

「標的型攻撃の可能性がある電子メールを
職員が識別できること。」とありますが、
Outlook等のメールソフトウェア上ではな
く、専用のセキュリティ対策システム上で
職員が識別できるという認識でよろしいで
しょうか。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

提案の範囲とし、意見を否定するものではな
い。

316 51 1669

別紙2
2. システムの要
件定義
2.4. セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.2. マルウェ
ア等対策サービ
ス
(ウ) セキュアPC
系マルウェア等
対策
e.

4

標的型攻撃に用いるメールは高度化されて
おり、職員が識別するのは困難と考えま
す。
本項の記載から端末に導入するソフトウェ
アでの実装を想定していると認識していま
すが、より高度な専用エンジンを搭載して
ゲートウェイで実装する方が望ましと考え
ます。「2.4.4. メールセキュリティサー
ビス」での実装でも良い旨を記載していた
だきたい。

本機能を導入するのであれば、端末よ
りメールゲートウェイに導入した方
が、機能面とコスト面で優位性がある
と思われるため。

提案の範囲とし、意見を否定するものではな
い。

317 51 1675 2.4.2.（ウ） g. 3

以下の通り文言を修正いただけますでしょ
うか。

受信メールに添付された実行ファイルに対
して、振る舞い検知による対策を実施する
こと。

受信メールそのものではなく、添付さ
れた実行ファイルの挙動を確認するこ
とができれば十分であると考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。
マルウェアは、実行ファイル以外にofficeファ
イル等も考えられるため。

318 51 1677

別紙2
2. システムの要
件定義
2.4. セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.2. マルウェ
ア等対策サービ
ス
(ウ) セキュアPC
系マルウェア等
対策
h.

4

「(ウ) セキュアPC系マルウェア等対策」
に記載されている要件のうち、「公用タブ
レット、公用スマートフォン」で満たす必
要がある要件を記載していただきたい。

公用タブレット、公用スマートフォン
に関するウイルス対策の要件が不明確
なため。

各端末で求めるマルウェア等対策サービスで求
める機能は以下のとおり。

■マルウェア等対策サービスで求めている機能
①既知のマルウェア対策（定義ファイルパータ
ンマッチング）
②未知のマルウェア対策（振る舞い検知）
③EDR（マルウェア侵害の検知対応）

■各端末で求めるマルウェア等対策サービスに
おける機能
・セキュアPC：①、②、③
・スタンドアロンPC：①
・スマートデバイス：なし

意見を踏まえ、本要件は「別添3_マルウェア等
対策」のとおりとする。

319 51 1677 2.4.2.（ウ） h. 3
本要件は削除いただきたく存じます。 本箇所に記載する要件としては不適切

であると考えます。
意見を踏まえ、本要件は「別添3_マルウェア等
対策」のとおりとする。

320
別紙2
P.54

1732-
1735

2.4.3. (イ) c
(iv)

1

“当該セキュアPCに次期基盤システムへの
接続には利用禁止ソフトウェア等のアンイ
ンストールを要する旨の表示を行うこ
と。”の文言を“アンインストールの必要
性を担当職員が判断できること。”に変更
いただけないでしょうか。

幅広い製品を提案するため、削除を検
討ください。
自動アンインストールの機能まで必要
となると別のシステムが必要となり、
コストが上がります。

本要件はアンインストールの機能までは求めて
おらず、「アンインストールが必要である旨の
表示」ができればよいため、意見は採用しな
い。
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321 53 1738

2.4.4. メールセ
キュリティサー

ビス
（ア）基本要件

a

2

以下の内容に変更頂けませんでしょうか。

「インターネットとのメール送受信におけ
るスパム/ウィルスメールへの対策や、
メール誤送信を防ぐため、(イ)に示す機能
を有すること。」

送信側に対しても受信側と同様に、ウ
イルスメール/スパムメールばらまき
の脅威や誤送信情報漏えいの対策が必
要と考えられるためです。

なお、クラウドサービスにおいては、
送受信に対するスパム/ウィルス対策
はごく一般的であり、費用に大きく影
響のあるものではないことから、必須
要件とされることを推奨いたします。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

322
別紙2
P.55

1740 2.4.4. (イ) 2

“添付ファイルおよびメール本文中に含ま
れるURL情報を基に、フィッシングサイト
など悪性URLを判定できること。”の文言
を追加いただけないでしょうか。

2019年末に猛威をふるったEmotetは
メール本文にURLを記載し、アクセス
したユーザーが感染する仕組みでし
た。今後、メール本文中のURL判定機
能の重要性は増していくものと想定さ
れます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

323

別紙2
要件定
義書
P53

1741

2.4. ｾｷｭﾘﾃｨ基盤
ｻｰﾋﾞｽ
2.4.4.ﾒｰﾙｾｷｭﾘﾃｨ
ｻｰﾋﾞｽ
（イ）ｽﾊﾟﾑﾒｰﾙ対
策機能

4

以下を要件として追加することをご提案し
ます。

「メールを介したフィッシングサイトへの
誘導を防ぐため、表示されるログインペー
ジのシンボルマークやイメージ等の画像解
析、ログインページのOCR解析等のスキャ
ン機能を有すること。」

金融機関の2要素認証突破など従来の
メール対策ではユーザID/PW、情報窃
取が防ぎきれない
ため、昨今各社が実装しているAIを活
用した画像解析、スキャン機能の導入
を明記することをご提案します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

324 53 1741
メールセキュリ
ティサービス

4

１時間あたりの処理量（メール数）の記載
をお願いします。

メールセキュリテイサービスのサイジ
ングを行うためにどの程度の処理能力
が必要かを判断する材料が必要です。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

325 53 1744

2.4.4. メールセ
キュリティサー

ビス
（イ）機能要件
（1）スパムメー

ル対策機能
b

2

以下の内容に変更頂けませんでしょうか。

「スパム/ウィルスメールを介したマル
ウェア等の侵入・流出を防止するために、
4社以上のメールフィルタリングエンジン
による検知及び遮断が行えること。
また、検知したメールに対して、隔離/破
棄/受信拒否/タグ付け 等の処理を行える
こと。」

メールセキュリティサービスは、精度
向上のために複数のセキュリティベン
ダのエンジンを扱うのが一般的です
が、スパム・ウィルスそれぞれに複数
エンジンを用いることで、すり抜けを
大幅に削減できることから、最低でも
計4社以上のエンジンが必要と考えま
す。

また、それらの検知に際して、すべて
のメールを破棄・受信拒否することは
誤判定のリスクも伴うため、隔離・タ
グ付け等の処理選択を行える機能が必
要であると考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

326 54 1755

2.4.4. メールセ
キュリティサー

ビス
（イ）機能要件
（1）スパムメー

ル対策機能
c. (iii)

3

以下の内容に変更頂けませんでしょうか。

「電子メール本文中に含まれる語彙の分析
を機械学習により行い、一定のしきい値を
超えた値を示す電子メールをスパムメール
と判定する。」

ベイズ理論は既に破られており、判定
の抜け穴作りに利用されてしまうこと
から、判定手法としては推奨できかね
ます。

セキュリティ対策としてより効果が認
められる、機械学習等の方法による判
定方法に変更すべきと考えます。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.4.(イ).(1).c.(iii)」を以下に修正す
る。

「電子メール本文中に含まれる語彙の分析を機
械学習等により行い、一定のしきい値を超えた
値を示す電子メールをスパムメールと判定す
る。」

327 54 1757

2.4.4. メールセ
キュリティサー

ビス
（イ）機能要件
（1）スパムメー

ル対策機能
c. (iv)

2

以下の内容に変更頂けませんでしょうか。

「電子メールに含まれる情報を基に、送信
ドメイン認証を行い、送信ドメイン認証が
行えなかった電子メールをスパムメールと
判定する。
なお、送信ドメイン認証として、
SPF,DKIM,DMARC による手法を用いるこ
と。」

送信ドメイン認証に関しては複数の技
術が普及しており、それらを網羅的に
チェックし、判定することが重要であ
ると考えます。
SPFによる認証を通過する迷惑メール
も増えており、DKIM、DMARC等と併せ
て複合的に検査することで、危険な
メールのすり抜けを未然に防止するこ
とができます。
なお、これらの送信ドメイン認証技術
は広く一般に普及しているものであ
り、費用に大きく影響のあるものでは
ないことから、必須要件とされること
を推奨いたします。

同項の(v)に、「SPF、DKIM、SenderID、S/MIME
等の仕組みを有すること」を記載しているた
め、要件の変更は行わない。

328 54 1759

2.4.4. メールセ
キュリティサー

ビス
（イ）機能要件
（1）スパムメー

ル対策機能
c. (v)

3

以下の内容に変更頂けませんでしょうか。

「経路上での盗聴の対策として、TLSに対
応していること。また、メール送信者のな
りすまし、改ざんを発見するために、
SPF、DKIM、DMARC等の仕組みを有するこ
と。」

要件を明確にするため。

DMARC：SPF/DKIMと並んで、送信ドメ
イン認証のフレームワークとして比較
的新しく、一般的な技術であるためで
す。
TLSによる経路暗号化：盗聴対策とし
て一般的に有効な手法であるためで
す。
S/MIME：クライアント側で実施する内
容であるため、電子メールサービスの
機能として記載頂けないでしょうか。

経路暗号化については「2.5.4.(イ).(1).f」及
び「2.5.4.(イ).(1).g」を参照のこと。
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329 54 1761
メールセキュリ
ティサービス

1

「フリーメールであるかを判定すること」
を削除願います。

フリーメール判別は脅威の侵害防止と
ならず、フリーメール利用ユーザーに
紛れた攻撃者の特定に結びつきませ
ん。提案可能製品を狭め優れた製品・
サービスの提案機会を損う本要件の削
除を提案します。また我が国の中小零
細企業等はフリーメールを一般的に利
用しています。

必須の要件としての削除の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

330 54 1768

2.4.4. メールセ
キュリティサー

ビス
（イ）機能要件
（1）スパムメー

ル対策機能
e

4

'下記要件を削除もしくは必須ではない形
に変更いただけませんでしょうか。

「なお、SPFレコードとして登録するグ
ローバルIPアドレスは、当省に割当てる独
自のアドレスを用いること。」

クラウドサービスでの提供となる場
合、貴省独自のIPアドレスを割り当て
ることはお客様専用の設備を個別に構
築することとほぼ同義であり、過剰な
設備投資となることから、コストに大
きく影響の出るものと考えます。

また、貴省独自のアドレスを用いない
ことでのデメリットも特にないと思わ
れます。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.4.(イ).(1).e」を以下に修正する。

「なりすまし及び不正中継を防ぐため、受信し
た電子メールのSPFチェック等ができること。ま
た、上位DNSサーバに当省が指定したドメインの
SPFレコードが登録できること。
なお、SPFレコードとして登録するグローバルIP
アドレスは、当省に割当てる独自のアドレスを
用いること。クラウドサービスによる提供等に
おいて当該対応が出来ない場合には、当省にな
りすました電子メールが、当該電子メールサー
ビスを利用する他の利用者から送信されないよ
うな仕組みを備えた上で、当省の送信元ドメイ
ン認証が問題なく行えるよう対応すること。」

331

別紙
2(要件
定義
書)
54

1768 2.4.4.(イ).(1).
e

4

本要件は、サービスで提供するグローバル
IPアドレスを他社と共用せず、貴省向けに
個別に割り当てる必要がある、という理解
でよろしいでしょうか。

要件を明確にするため。 意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.4.(イ).(1).e」を以下に修正する。

「なりすまし及び不正中継を防ぐため、受信し
た電子メールのSPFチェック等ができること。ま
た、上位DNSサーバに当省が指定したドメインの
SPFレコードが登録できること。
なお、SPFレコードとして登録するグローバルIP
アドレスは、当省に割当てる独自のアドレスを
用いること。クラウドサービスによる提供等に
おいて当該対応が出来ない場合には、当省にな
りすました電子メールが、当該電子メールサー
ビスを利用する他の利用者から送信されないよ
うな仕組みを備えた上で、当省の送信元ドメイ
ン認証が問題なく行えるよう対応すること。」

332 2.4.4 1773
メールセキュリ
ティサービス

3

「判定を行った手法」の文言削除をお願い
いたします。

判定を行った手法を公開することは一
般的ではない。その情報を公開した場
合、その情報がスパムやマルウェアの
改良に悪用される可能性があるため。

判定を行った手法は当省への報告を意図してい
る。当省への報告は不特定多数の対象者に手法
を「公開」することには当たらないため、変更
の必要はないと判断し、意見は採用しない。

333 2.4.4 1775
メールセキュリ
ティサービス

1

「受信した電子メールのエンベロープの
fromと当該電子メールのヘッダ情報、送信
元ホストのIPアドレス、DNSサーバのSPF、
DKIM、DMARCの各レコード情報を基に、送
信元のホストを詐称している電子メールに
ついてこれを検知し、前述d.及びf.と同様
の処理を実施できること。」に文言修正を
お願いいたします。

メールのヘッダ情報で判断するのは一
般的ではない（対応している製品が限
定される）。SPF, DKIM, DMARCを使う
詐称識別であればRFCに準拠してお
り、他ベンダーでも一般に対応可能な
方法である認識のため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.4.(イ).(1).g」を以下に修正する。

「受信した電子メールのエンベロープのfromと
当該電子メールのヘッダ情報、送信元ホストの
IPアドレス、DNSサーバのSPF、DKIM、DMARC等の
レコード情報を基に、送信元のホストを詐称し
ている電子メールについて、これを検知し、前
述d.及びf.と同様の処理を実施できること。」

送信元ホストのIPアドレス、DNSサーバのSPF、
DKIM、DMARC等のレコード情報を基に判断する機
能は、一般製品に備えられている機能であり、
製品選定の限定にはならないと判断している。

334 54 1780

2.4.4. メールセ
キュリティサー

ビス
（イ）機能要件
（1）スパムメー

ル対策機能
i

3

以下の内容に変更頂けませんでしょうか。

「不審なメールが職員に届いた場合は、セ
キュリティサービス提供者側で用意する届
出用窓口(メールアドレス)に申告すること
で、今後の精度向上に寄与できるような仕
組みとすること。」

'すり抜けたスパムメールに対し、一
定の場所にメールを格納するだけでは
意味がないと考えます。
メールセキュリティサービスを提供す
る事業者に対し、誤判定を申告するこ
とで、今後の精度向上に繋げることが
でき、日々進化するスパムメールへの
対策を強化させることができると考え
ます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

335 54 1780

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.4.セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.4.メールセ
キュリティサー
ビス
（イ）機能要件
（1）スパムメー
ル対策機能
ｉ

4

「不審なメールの届出専用のメールボック
ス（迷惑メールボックス）を設定し、職員
から届出（転送）される不審なメールを格
納できること。」とありますが、専用メー
ルボックスとはOutlook等のメールソフト
ウェアのメールボックスではないという認
識でよろしいでしょうか。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

要件として求めているのは、不審なメールの届
出の機能を提供することであり、実現可能であ
れば、記載の方法でも良い。
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336 55 1791

2.4.4. メールセ
キュリティサー

ビス
（イ）機能要件
（2）電子メール
誤送信防止機能

b

2

以下の内容に変更頂けませんでしょうか。

「添付ファイルに対して、自動的にパス
ワード付きアーカイブファイルへ圧縮処理
を行うこと。また、設定するパスワードに
は、任意のパスワードポリシ（例：文字
数、数字、大文字、小文字、記号などの組
合せ）が適用できること。ただし、既にパ
スワード付きZIP化されたファイルに対し
ては対象外とすることが望ましい。」

既に暗号化された添付ファイルに対
し、さらにパスワードを付与すること
は、受信者側の利便性を著しく損なう
ことから、既にパスワード付きzipと
なっているファイルについては対象外
にできることが望ましいと考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

337 55 1797

2.4.4. メールセ
キュリティサー

ビス
（イ）機能要件
（2）電子メール
誤送信防止機能

d

3

以下の内容に変更頂けませんでしょうか。

「確認が完了した場合には電子メールの送
信ができること。その際、送信だけでな
く、キャンセルも選択できることが望まし
い。」

要件を明確にするため。

本記載のみですと送信しか選択できな
いようにも読めますが、誤送信防止の
観点からは、確認した時点で"送信","
キャンセル" どちらもできる必要があ
ると考えるため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.4.(イ).(2).d」を以下に修正する。

「確認が完了した場合には電子メールの送信が
できること。その際、送信だけでなく、キャン
セルも選択できることが望ましい。」

338 55 1798

2.4.4. メールセ
キュリティサー

ビス
（イ）機能要件
（2）電子メール
誤送信防止機能

e

2

以下の内容に変更頂けませんでしょうか。

「電子メール送信後に、一定時間内であれ
ば職員により送信キャンセルできること。
保留時間は、5～60分のうち1分単位で指定
可能であること。
また、一時保留の対象として"宛先数","添
付ファイル数","メールサイズ"による指定
が可能であることが望ましい。」

要件を明確にするため。

本記載のみですと、送信キャンセルが
できれば特に間隔の指定は無い、と
いった記述にも読めますが、製品に
よっては"指定可能な間隔は〇秒のみ"
といったものも存在します。
誤送信防止の観点からは、お客様のセ
キュリティポリシーに合わせ、柔軟に
保留時間の設定できる必要があると考
えます。

また、本機能をすべての利用者のすべ
ての送信メールを対象にする場合、
メール送信における即時性に欠ける可
能性があることから、対象とするメー
ルを"宛先数が〇以上の場合"、"添付
ファイル数が〇以上の場合"、"メール
サイズが〇以上の場合"等、条件を指
定することで、利便性を維持しつつ、
情報漏洩などのリスクが高いメールに
対してのみ適用する方法が一般的と
なっているため、本機能が実装されて
いることが望ましいと考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

339 56 1816 2.4.5.(イ)(1)b. 4

クラウドサービスにアクセスして暗号化を
実施する場合、セキュアPCの操作により暗
号化及び復号化が意識することなく実施さ
れれば問題ないと考えてよいでしょうか。

クラウドサービスに業務データを配置
した際にクラウドサービス側で暗号化
処理が行われれば本要件は満たせると
理解できるからです。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.5.12.(イ).(1).g」を以下に修正する。

「a.の暗号化については、利用者が意識して何
らかの操作を行うことなく、自動的に処理を施
せることとする。また、データ領域内及びセ
キュアPCまでの通信経路内はファイル単位でも
暗号化状態が維持されること。なお、「2.5.12.
共有ストレージサービス」についてクラウド
サービスで構成する場合には、「1.3.3.(c)」に
て示される暗号化要件を満たすこととする。」

なお、意見として頂戴した構成で要件を満たす
かどうかについては、提案書等での具体的な提
案内容を確認した上で判断する。

340 56 1835

別紙2
2. システムの要
件定義
2.4. セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.5. 情報漏え
い対策サービス
(イ) 機能要件
(2) 外部デバイ
ス制御機能
a.

3

セキュアPCに対する外部デバイスの利用制
限対象として「(参考9)貸出機器一覧」に
含まれる以下のデバイスを利用制限対象か
ら除外していただきたい。
・無線ヘッドセット
・外部ディスプレイ
・可搬式（省外用）テレビ会議端末
・プロジェクタ
・スクリーン
・海外用電源変換アダプタ
・VGA-HDMI変換プラグ

「(参考9)貸出機器一覧」の中に、情
報漏えいリスクに直接関与しない外部
デバイスや、セキュアPC上で個体認識
できない外部デバイスが含まれている
ため、制限対象デバイス一覧を別途記
載すべきだと考えます。

本要件の意図は、記録領域を有するもの、記録
機能を有するものを制限することが目的となる
ので、意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.5.(イ).(2).a」を以下に修正する。

「セキュアPCに対して、外部デバイス（記録領
域を有するもの、記録機能を有するもの等）の
利用を制限できること。なお、外部デバイスの
ID（個体識別番号）、ユーザグループ（所属
等）、ユーザ（職員）、HDD/CD/USBメモリ等の
デバイス種別により管理及び制御ができるこ
と。また、スマートフォン及びタブレットの接
続制限も可能とすること。」

341

P56 1842 (3) 資料閲覧制
限機能

2

以下の要件の追加を提案致します。
「各システムのアクセス時にも、アクセス
経路や機密性など条件に応じて、生体認証
を追加で必要とする機能を有する事」を要
件として追加が必要になると考えます。

政府機関等の対策基準策定のためのガ
イドラインでは、
「ファイルに記録された情報へのアク
セスを制御するサー
バにおいて主体認証を受けたユーザの
みが、暗号化されたファイルに記録さ
れた情報
に対し、与えられた権限の範囲でアク
セス可能となる制御」と明記されてい
るため。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。
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342 57 1869

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.4.セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.5. 情報漏え
い対策サービス
（イ）機能要件
 (3) 資料閲覧制
限機能
k

3

要件を満たす製品は、現行事業者が開発保
守を実施している製品のみであり、現行事
業者の優位な要件となっておりますので条
件の緩和をお願いいたします。

「～機能制限及び｢有効期限設定｣等の権限
を設定できることが望ましい。」

本件は、現行事業者しか対応できない
仕様であり、調達における公平性に欠
けると考えます。

意見を踏まえ、「2.4.5.（イ）.(3) .k」を
以下に修正する。

「「2.5.4. 電子メールサービス」と連携し、送
信メール作成時に、「転送禁止」「印刷禁止」
の機能制限及び｢有効期限設定｣等の権限を設定
できること。」

343 57 1874
2.4.6. Web改ざ
ん防止対策機能

2

（イ）機能要件に以下の文言の追加を提案
いたします。
・誤検知を防止する機能を提供すること
（例：ステージング機能による通信をブ
ロックすることなくポリシに不都合が無い
かを確認できる機能など）

誤検知により、利用者の利便性が低下
することを防止できる機能を有してい
る必要があると考えるため。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

344 58 1890
Web改ざん防止対
策機能

1

「シグネチャ及びパターン等の更新を必要
とせず、ホワイトリスト方式による」 を
削除願います。

ホワイトリスト方式はWebアプリ等の
改修都度、設定見直しが発生し運用負
荷が高まり主流ではありません。Web
改ざん機能の多くは運用利便性と強度
を重視しシグネチャ＋ブラックリスト
方式を主流としています。本要件は優
れた製品・サービスの選定機会を損な
うため削除を提案します。

各者の意見を踏まえ、「2.4.6.(イ).c」を以下
に修正する。

「シグネチャ及びパターン等の更新若しくは、
ホワイトリスト方式による未知の攻撃を防御で
きること。」

345

別紙
2(要件
定義
書)
58

1890 2.4.6.(イ).c

1

以下の通り修文願います。

「シグネチャ及びパターン等の更新もしく
は、ホワイトリスト方式による未知の攻撃
を防御できること。」

未知の攻撃防御のためには、「シグネ
チャ及びパターン等の更新」による対
応が的確かつ運用コストの削減が可能
と考えられるため。

各者の意見を踏まえ、「2.4.6.(イ).c」を以下
に修正する。

「シグネチャ及びパターン等の更新若しくは、
ホワイトリスト方式による未知の攻撃を防御で
きること。」

346 58 1911

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.4.セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.8.セキュリ
ティ監視サービ
ス
（ア）基本要件
a

4

「各機器のログを収集、検索し、相関的に
分析すること」とありますが、想定される
監視デバイス等毎のログ量（サイズまたは
件数）または、現行の監視デバイス等毎の
ログ量（サイズまたは件数）の実績はどの
程度なのか不明確なため、情報を開示して
いただけないでしょうか。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

347 59 1921

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.4.セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.8.セキュリ
ティ監視サービ
ス
（ア）基本要件
ｄ

4

「次期基盤システムで利用するサービスへ
のアクセス等のログを収集保存し、不適切
なアクセスを検知した場合、担当職員に通
知できること」とありますが、現行のセ
キュリティインシデントのアラート数の実
績がどの程度なのか不明確なため、情報を
開示していただけないでしょうか。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

当該情報は、攻撃者に対し当省がインシデント
として把握できているか否かの材料となる情報
に当たるため、開示は控えさせていただく。

348 59 1926 表 2.4.8.1 3

共有ストレージサービスや大容量ファイル
交換サービスの必要なログは、サービス上
の操作等に関する証跡が必要な内容と考え
ますので要件追記をお願いします。

例)
共有ストレージサービス/大容量ファイル
交換サービス
利用者の操作ログ及び監査ログ等証跡を追
うことが可能なログ

「表 2.4.8.1 取得すべきログ一覧」
に共有ストレージサービスや大容量
ファイル交換サービスの記述がないた
めです。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.4.8.(ア).d」
を以下に修正する。

「次期基盤システムで利用するサービスへのア
クセス等のログを収集・保存し、不適切なアク
セスを検知した場合、担当職員に通知できるこ
と。（Webプロキシサーバ、DNSキャッシュサー
バ、認証サーバ、DHCPサーバ、Webサーバ等）
取得するログは「表 2.4.8.1 取得すべきログ一
覧」を参照すること。本一覧に記載しているロ
グは、「政府機関等の対策基準策定のためのガ
イドライン（平成30年度版）」にある「情報シ
ステムのセキュリティ要件」において、標的型
攻撃の早期発見・初期調査とWebサイトからの情
報窃取や改ざんの早期発見・初期調査を目的と
して監視対象に推奨されているログであるが、
記載しているログ以外に不適切なアクセスを検
知するために必要なログを取得すること。」

349 62 1999

2.4.8. セキュリ
ティ監視サービ
ス
(イ) 機能要件
(2)統合リスク管
理機能

3

統合リスク管理機能として、NISTのサイ
バーセキュリティフレームワーク（CSF）
に沿った対応が出来ることが望ましいと考
えますが、いかがでしょうか？

セキュリティインシデント対応のグ
ローバル標準に則った対応をすること
で、網羅的かつ迅速なセキュリティイ
ンシデント対応が可能となる為。

提案の範囲とし、意見を否定するものではな
い。
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350 62 1999

2.4.8. セキュリ
ティ監視サービ
ス
(イ) 機能要件
(2)統合リスク管
理機能

3

脆弱性情報と資産情報の突合・リスト化、
対応の優先度判定、対象部門及びシステム
ユーザーへの通知は人手を介さず、全て自
動で行えることが望ましいと考えます。

脆弱性を突いた脅威への効果的な対処
法では、迅速な脆弱性対応が重要で
す。人手を介すことで対応が長期化
し、その間にサイバー攻撃に合うリス
クが高まります。自動化を行うことで
そのリスクを低減することが可能で
す。

提案の範囲とし、意見を否定するものではな
い。

351

別紙
2(要件
定義
書)
62

2000 2.4.8.(イ).(2).
a

1

定期的に手動収集して一元管理する方法で
も問題ないでしょうか。

要件を明確にするため。
また、本要件を自動的に行う場合、製
品が大幅に限定されるほか、費用の大
幅増が懸念されると考えられるため。

提案の範囲とし、意見を否定するものではな
い。

352 62 2019

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.4.セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.9.エンター
プライズモビリ
ティ管理（EMM）
サービス
a

4

「個人所有スマートフォン（ iOS、
Android端末を想定）等）ごとの要件につ
いては、「（参考10）使用端末ごとのエン
タープライズモビリティ管理（EMM）の機
能と要件」を参照すること。」とあります
が、参考10に個人所有スマートフォン要件
の記載がないため、追記いただけないで
しょうか。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

「（参考10）使用端末ごとのエンタープライズ
モビリティ管理（EMM）の機能と要件」のスマー
トフォンには、公用スマートフォン及び個人所
有スマートフォンが含まれる。

353 62 2019

2.システムの要
件定義
2.4. セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.9. エンター
プライズモビリ
ティ管理（EMM）
サービス
a

4

「（参考10）使用端末ごとのエンタープラ
イズモビリティ管理（EMM）の機能と要
件」に個人所有スマートフォンの記載をお
願いいたします。

要件を明確にするため。 「（参考10）使用端末ごとのエンタープライズ
モビリティ管理（EMM）の機能と要件」のスマー
トフォンには、公用スマートフォン及び個人所
有スマートフォンが含まれる。

354 62 2023 2.4.9. a. 3

次期基盤システムで利用されるデバイスの
種類ごとの細かい要件については、落札後
に落札業者と相談の上決定されるという認
識で正しいでしょうか。

参考資料10を閲覧させていただきまし
たが、一部OSの機能として難しいもの
（特定のベンダーの製品の機能によら
ないもの）も見受けられました。
参考10はあくまで参考資料であって、
必ずしもそのまま要件として採用され
るものではないという認識で正しいで
しょうか。

意見のとおり。

355 63 2027

別紙2
2. システムの要
件定義
2.4. セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.9. エンター
プライズモビリ
ティ管理（EMM）
サービス
(ア) 基本要件
a.

4

ライセンス購入形態がユーザ数（アカウン
ト数）とデバイス数の２つ存在する場合、
ユーザ数によってはデバイスよりも費用を
おさえられる事があります。
ライセンス数を見積もる場合、ユーザ数で
カウントする場合は11,600ユーザ、デバイ
ス数でカウントする場合は17,700デバイス
が必要という理解でよいでしょうか。

EMMサービスに必要な適切なライセン
ス数を提供するためを正確に読み取る
ため。

意見のとおり。

356 63 2027 2.4.9.（ア） a. 4

本要件は、本調達ではユーザー数11600人
で、17,700デバイスのEMMサービスが必要
という理解でよろしいでしょうか？

EMMサービスに必要なライセンスをお
見積りする際に、管理対象の端末を持
つユーザー数もしくは、デバイス数を
明確にする必要が御座います。

意見のとおり。

357

63 2033 2.4.9.(ア).d

1

以下の通り修文願います。

「管理対象のデバイスはセキュアPC、公用
タブレット、公用スマートフォン、個人所
有スマートフォン（iOS、Android 7.0以上
は必須）とする。」

Androidに関しては、機種ごとの差分
が小さく、制御可能な項目の多い
Android Enterpriseに対応している
Android 7.0以上の端末でなければ管
理できないため。

Android 6.0以前に対しては、2020年3月末時点
でサポートを終了しているサービスが多いた
め、対象範囲から除外する。OSサポート期間中
の場合は対象範囲とする。意見を踏まえ、要件
定義書の「2.4.9.(ア).d」を以下に修正する。

「管理対象のデバイスはセキュアPC、公用タブ
レット、公用スマートフォン、個人所有スマー
トフォン（OSサポート期間中のiOS、Androidは
必須）とする。なお、OSの種類やバージョンご
とに実現可能な内容が異なる場合には担当職員
と協議し決定すること。」

358 62 2033 2.4.9.（ア） d. 1

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

管理対象のデバイスはセキュアPC、公用タ
ブレット、公用スマートフォン、個人所有
スマートフォン（iOS、Android 7.0以上は
必須）とする。

Androidは、機種ごとの差分が小さ
く、制御可能な項目の多いAndroid
Enterpriseに対応している端末を対象
とすることが望ましいと考えます。
Android 7.0以上からAndroid
Enterpriseが利用可能です。

Android 6.0以前に対しては、2020年3月末時点
でサポートを終了しているサービスが多いた
め、対象範囲から除外する。OSサポート期間中
の場合は対象範囲とする。意見を踏まえ、要件
定義書の「2.4.9.(ア).d」を以下に修正する。

「管理対象のデバイスはセキュアPC、公用タブ
レット、公用スマートフォン、個人所有スマー
トフォン（OSサポート期間中のiOS、Androidは
必須）とする。なお、OSの種類やバージョンご
とに実現可能な内容が異なる場合には担当職員
と協議し決定すること。」
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359

別紙
2(要件
定義
書)
63

2038 2.4.9.(イ).(1)

3

対象OSおよび用途ごとに要件を分けて記載
願います。

モバイルデバイス管理（MDM）機能は
OSメーカーが公開している管理手法に
依存し、OSの種類やバージョン毎に実
現可能な内容が異なるのが一般的であ
り、詳細な機能要件はOSやデバイス種
別ごとに記載しなければ、使用予定が
ない機能についても準備することを求
められていることとなり、余分なコス
トが発生すると考えられるため。
また、公用スマートフォン・タブレッ
トとBYODデバイスでは通常管理手法が
異なり、制御できる機能も異なるため
実際には制御をかけられない場合も発
生すると考えられるため。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.4.9.(ア).d」
を以下に修正する。

「管理対象のデバイスはセキュアPC、公用タブ
レット、公用スマートフォン、個人所有スマー
トフォン（OSサポート期間中のiOS、Androidは
必須）とする。なお、OSの種類やバージョンご
とに実現可能な内容が異なる場合には担当職員
と協議し決定すること。」

360 63 2038
2.4.9.
（イ）.(1)

4

管理対象OSおよび管理手法もしくは用途ご
とに要件を分けて記載するように修文する
こと、もしくは参考資料で提示することを
提案いたします。

モバイルデバイス管理（MDM)機能は管
理対象となるOSのメーカーが公開して
いる管理手法に依存するため、OSの種
類やバージョン毎にできることが異な
ります。そのため詳細な機能要件はOS
やデバイス種別ごとに記載しなけれ
ば、使用予定がない機能についても準
備することを求められていることとな
り、余分なコストが発生することにな
ります。
また、公用とBYODでは通常管理手法が
異なり、制御できる機能も異なるため
実際には制御をかけられない場合も発
生すると考えられます。
そのため、対象OSおよび用途ごとに要
件を分けて記載するべきと思料しま
す。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.4.9.(ア).d」
を以下に修正する。

「管理対象のデバイスはセキュアPC、公用タブ
レット、公用スマートフォン、個人所有スマー
トフォン（OSサポート期間中のiOS、Androidは
必須）とする。なお、OSの種類やバージョンご
とに実現可能な内容が異なる場合には担当職員
と協議し決定すること。」

361 62 2038 2.4.9.（イ）(1) 2

以下の文言を追記されては如何でしょう
か。

2.5.6 に記載の総合コミュニケーション
サービスが大規模障害等で不安定になった
際も、各モバイルデバイスに対してプッ
シュ通知等を送付可能であること。

総合コミュニケーションサービスが不
安定となった際に、EMMにて最低限の
連絡を職員様に伝える機能は有用かと
存じます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

362 62 2038 2.4.9.（イ）(1) 2

以下の文言を追記されては如何でしょう
か。

EMMサービスで収集されている情報およ
び、管理外の情報を各ユーザーが確認可能
であること。

EMMサービスの基本機能でございま
す。個人所有のスマートフォンにEMM
サービスをインストールする際の心理
的なハードルを下げ、サービス普及に
資すると考えます

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

363 62 2038 2.4.9.（イ）(1) 2

以下の文言を追記されては如何でしょう
か。

ユーザからの問い合わせ対応時に、担当者
がリモートからデバイスにアクセスしトラ
ブルシュートができること。また、その際
にユーザの承諾を得る仕組みを有するこ
と。

ユーザからの問い合わせ対応があった
際に、リモートからデバイス状況を確
認し、問題を修正できる機能は運用上
有用であると考えます。

EMMサービスとして実現すべき必須要件としては
必要がないと考えるため、意見は採用しない
が、提案は妨げない。

364 63 2041
2.4.9.（イ）(1)
b.

3

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

認証基盤サービスと連携し、職員が使用し
ているデバイスの状況（位置情報や証明書
のインストール状況、コンプライアンス状
況など）を一元的に管理できること。

文言を意図を理解した上で適切な提案
を行うためです。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

365

別紙
2(要件
定義
書)
63

2043 2.4.9.(イ).(1).
c

3

以下の通り修文願います。

「公用タブレット、公用スマートフォン、
個人所有スマートフォンにおいて、root化
検知を行えること。root化されていない端
末のみ提供サービスを利用可能とするこ
と。」

本機能はタブレットおよびスマート
フォンの要件と認識しているため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).c」を以下に修正する。

「公用タブレット、公用スマートフォン、個人
所有スマートフォンにおいて、root化検知を行
えること。root化されていない端末のみ提供
サービスを利用可能とすること。」

366 63 2043
2.4.9.
（イ）.(1).c

3

スマートフォンおよびタブレットについて
は、と追記する形で修文することを提案い
たします。

当機能はスマートフォンおよびタブ
レットの要件と認識しています。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).c」を以下に修正する。

「公用タブレット、公用スマートフォン、個人
所有スマートフォンにおいて、root化検知を行
えること。root化されていない端末のみ提供
サービスを利用可能とすること。」

367 63 2045
2.4.9.（イ）(1)
d.

3

以下の通り文言を修正いただけますでしょ
うか。

リモートによるロック及びデバイス内の企
業領域のデータの削除ができること。ま
た、コンプライアンス違反時のデータ削除
は自動で実施出来ること。

文言を意図を理解した上で適切な提案
を行うためです。

また、違反時の作業は自動化も可能で
あることが望ましいと考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。
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368

別紙
2(要件
定義
書)
63

2045 2.4.9.(イ).(1).
d

1

以下の通り修文願います。

「公用タブレット、公用スマートフォン、
個人所有スマートフォンにおいて、リモー
トによるロック及びデバイス内の特定領域
のデータの削除ができること。」

セキュアPCはWindowsを想定しており
ますが、WindowsのMDM機能については
「ロック」がなく実現不可能であるた
め。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).d」を以下に修正する。

「デバイス内の全領域又は業務で使用している
特定の領域のリモートによるデータ削除ができ
ること。加えて、公用タブレット、公用スマー
トフォン、個人所有スマートフォンにおいて
は、リモートによるロックもできること。」

369 63 2045
2.4.9.
（イ）.(1).d

3

スマートフォンおよびタブレットについて
は、と追記する形で修文することを提案い
たします。

当機能はスマートフォンおよびタブ
レットの要件と認識しています。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).d」を以下に修正する。

「デバイス内の全領域又は業務で使用している
特定の領域のリモートによるデータ削除ができ
ること。加えて、公用タブレット、公用スマー
トフォン、個人所有スマートフォンにおいて
は、リモートによるロックもできること。」

370 63 2045
2.4.9.
（イ）.(1).d

3

スマートフォンおよびタブレットの要件と
分離し、Windowsについては以下の要件案
を提案いたします。

Windows端末については、リモートによる
再起動の強制によるロック及びデバイス内
の全領域のデータの削除ができること。

当機能は主にスマートフォンおよびタ
ブレットの要件と認識していますが、
Windowsにおいて同様の要件を実現す
る場合の要件案について提案いたしま
す。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).d」を以下に修正する。

「デバイス内の全領域又は業務で使用している
特定の領域のリモートによるデータ削除ができ
ること。加えて、公用タブレット、公用スマー
トフォン、個人所有スマートフォンにおいて
は、リモートによるロックもできること。」

371 2.4.9 2048

エンタープライ
ズモビリティ管
理（EMM）サービ
ス

3

「f. 一定の複雑性のあるパスワードの使
用を強制できること。また、職員がパス
ワードを規定回数以上の誤入力を行った場
合に、利用を自動的にワイプできるよう設
定できること。」に変更いただきたい。

iOSやAndroidのOSにはパスワード間違
いの閾値にロックという動作はなく、
ワイプの動作のみが準備されている仕
様のため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).f」を以下に修正する。

「一定の複雑性のあるパスワードの使用を強制
できること。また、デバイス利用のためのパス
ワード入力試行回数を設定することで、デバイ
スの第三者による不正な利用と業務情報漏えい
を防止できるようにすること。」

372 63 2054
2.4.9.
（イ）.(1).h

4

AirDropはiOSの機能名となります。管理対
象OSおよび管理手法もしくは用途ごとに要
件を分けて記載するように修文すること、
もしくは参考資料で提示することを提案い
たします。

モバイルデバイス管理（MDM)機能は管
理対象となるOSのメーカーが公開して
いる管理手法に依存するため、OSの種
類やバージョン毎にできることが異な
ります。そのため詳細な機能要件はOS
やデバイス種別ごとに記載しなけれ
ば、使用予定がない機能についても準
備することを求められていることとな
り、余分なコストが発生することにな
ります。
また、公用とBYODでは通常管理手法が
異なり、制御できる機能も異なるため
実際には制御をかけられない場合も発
生すると考えられます。
そのため、対象OSおよび用途ごとに要
件を分けて記載するべきと思料しま
す。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).h」を以下に修正する。

「設定した管理ポリシに従って、デバイス制御
（USB、カメラ、Bluetooth、AirDrop、Wi-Fi等
の使用許可・不許可）ができること。なお、OS
の種類やバージョンごとに実現可能な内容が異
なる場合には担当職員と協議し決定するこ
と。」

373 64 2057

別紙2
2. システムの要
件定義
2.4. セキュリ
ティ基盤サービ
ス
(イ) 機能要件
(1) モバイルデ
バイス管理
（MDM）機能の要
件
j.

3

以下の記載に修文をお願いいたします。

「インターネットプロキシサービスと連携
し、URLフィルタリングで悪意のあるWebサ
イトへのアクセスをブロックできるこ
と。」

Webサイトへのアクセスはインター
ネットプロキシサービスで一元的に管
理することが望ましいと考えるため修
正をお願いします。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).j」を以下に修正する。

「URLフィルタリングで悪意のあるWebサイトへ
のアクセスをブロックできること。なお、本要
件はインターネットプロキシサービスと連携し
実現することでもよい。」

374 64 2057
2.4.9.
（イ）.(1).j

1

必須の要件から削除することを提案いたし
ます。

モバイルデバイスでのURLフィルタリ
ングの実現は、追加で必要なサーバー
やライセンス等のコストがかかり、
フィルター管理の運用負荷もかかると
認識しています。一方で様々なWebサ
イトやWebAPIで同様の情報や機能を提
供しているため、セキュリティやガバ
ナンスに対する寄与は限定的となると
認識しております。よって必須の要件
とするべきではないと思料します。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).j」を以下に修正する。

「URLフィルタリングで悪意のあるWebサイトへ
のアクセスをブロックできること。なお、本要
件はインターネットプロキシサービスと連携し
実現することでもよい。」

375 64 2059
2.4.9.（イ）(1)
k.

2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

プロファイルで設定した管理ポリシに従っ
て、禁止アプリケーションの検知、アラー
ト、制限の強いプロファイルの自動適用等
が行えること。

アラート発報までではなく、対応の自
動化までできることが望ましいと考え
ます。
多数のデバイスすべてに対して、手動
での対応ではセキュリティリスクが高
まる危険性があります。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).k」を削除する。

「プロファイルで設定した管理ポリシに従っ
て、禁止アプリケーションの検知、アラートが
行えること。」
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376 64 2059
2.4.9.
（イ）.(1).k

1

本要件を削除することを提案いたします。 無数に存在するアプリケーションの中
から禁止アプリケーションを定義し管
理し続けることは困難であり、BYODデ
バイスでは利用者が嫌厭することも想
定されます。どのようなアプリケー
ションがデバイス内に共存していても
安全に利用できるように、モバイルア
プリケーション管理（MAM）機能に
よって業務で利用するアプリケーショ
ン側でセキュリティ対策を行うべきで
あり、本要件は必須の要件とするべき
ではないと思料します。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).k」を削除する。

「プロファイルで設定した管理ポリシに従っ
て、禁止アプリケーションの検知、アラートが
行えること。」

377 64 2069
2.4.9.（イ）(1)
p.

1

以下の通り文言を修正いただけますでしょ
うか。

デバイス管理は、対象デバイスがインター
ネットまたは次期基盤システムと接続して
いる時に行えること。

デバイスを本庁やデータセンタ経由で
クラウドに接続する方式だけではな
く、デバイスから直接クラウド(=イン
ターネット)に接続する方式を認める
ことで、回線使用量低減と、最短距離
でのアクセスを実現できます。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).p」を以下に修正する。

「デバイス管理は、対象デバイスがインター
ネット又は次期基盤システムと接続している時
に行えること。」

ただし、「デバイスから直接クラウド(=イン
ターネット)に接続する方式を認める」こととは
異なる。MDMとしては、リモートワイプ等がイン
ターネット接続でも機能する必要があるため。

378 64 2069
2.4.9.
（イ）.(1).p

1

本要件を削除することを提案いたします。 MDMでは許可されたサービスについて
は常時接続し利用することを想定して
います。
接続している時という限定を行うこと
で実現手段が限られるとともに利用者
の利便性も下がることが懸念されま
す。
そのため、本要件は必須の要件とする
べきではないと思料します。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).p」を以下に修正する。

「デバイス管理は、対象デバイスがインター
ネット又は次期基盤システムと接続している時
に行えること。」

379 64 2071
2.4.9.（イ）(1)
q.

3

本要件は、必ずしもEMMの機能として実現
するべきものでは無いと考えますが、EMM
以外の製品の機能として実現することも可
でしょうか。

Windows端末において、一般的なEMM
サービスでは機能として提供出来ない
と考えております。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(1).q」を以下に修正する。

「公用タブレット、公用スマートフォン、個人
所有スマートフォンにおいて、画面キャプチャ
の制限が行えること。」

380 64 2072
2.4.9.（イ）(1)
r.

2

以下の通り文言を修正することを意見いた
します。

デバイスの位置情報を可能な範囲で確認で
きること。また、位置情報に関しては、取
得し閲覧可能な設定と、取得するが閲覧不
可能な設定が可能であること。

個人所有端末など、詳しい位置情報の
取得が適切でない端末も対象であるた
め、位置情報に関しては、
1. 取得し、管理者コンソールから位
置を特定可能。
2. 取得するが、管理者コンソールか
らの確認は不可。
3. 取得しない。
の設定が可能であること必要と考えま
す。

本要件は必須とし、変更しない。ただし、提案
は妨げない。

381 64 2072
2.4.9.
（イ）.(1).r

1

本要件を削除することを提案いたします。 利用者のプライバシー保護を考慮する
と、位置情報の取得は推奨できませ
ん。個人はAppleやGoogleのサービス
を利用することで自身の管理するデバ
イスの位置を確認することが可能なた
め紛失時の捜索は可能となります、そ
のため。当該要件は削除することを提
案いたします。

本要件は必須とし、変更しない。

382

別紙
2(要件
定義
書)
64

2073 2.4.9.(イ).(2)

3

対象OSおよびアプリケーションごとに要件
を分けて記載願います。

モバイルアプリケーション管理
（MAM）機能はOSメーカーやアプリ
ケーションメーカーが公開している管
理手法に依存し、一般的にOSの種類や
バージョン毎に実現可能な内容が異な
る。そのため詳細な機能要件はOSやデ
バイス種別、アプリケーション種別ご
とに記載しなければ、使用予定がない
機能についても準備することを求めら
れていることとなり、余分なコストが
発生することになると考えられるた
め。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.4.9.(ア).d」
を以下に修正する。

「管理対象のデバイスはセキュアPC、公用タブ
レット、公用スマートフォン、個人所有スマー
トフォン（OSサポート期間中のiOS、Androidは
必須）とする。なお、OSの種類やバージョンご
とに実現可能な内容が異なる場合には担当職員
と協議し決定すること。」

383 64 2073
2.4.9.
（イ）.(2)

4

管理対象OSおよび管理手法もしくは用途ご
とに要件を分けて記載するように修文する
こと、もしくは参考資料で提示することを
提案いたします。

モバイルアプリケーション管理（MAM)
機能は管理対象となるOSやアプリケー
ションのメーカーが公開している管理
手法に依存するため、OSの種類やバー
ジョン毎にできることが異なります。
そのため詳細な機能要件はOSやデバイ
ス種別ごとに記載しなければ、使用予
定がない機能についても準備すること
を求められていることとなり、余分な
コストが発生することになります。
また、公用とBYODでは通常管理手法が
異なり、制御できる機能も異なるため
実際には制御をかけられない場合も発
生すると考えられます。
そのため、対象OSおよび用途ごとに要
件を分けて記載するべきと思料しま
す。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.4.9.(ア).d」
を以下に修正する。

「管理対象のデバイスはセキュアPC、公用タブ
レット、公用スマートフォン、個人所有スマー
トフォン（OSサポート期間中のiOS、Androidは
必須）とする。なお、OSの種類やバージョンご
とに実現可能な内容が異なる場合には担当職員
と協議し決定すること。」
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384 64 2075

別紙2
2. システムの要
件定義
2.4. セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.9. エンター
プライズモビリ
ティ管理（EMM）
サービス
(イ) 機能要件
(2) モバイルア
プリケーション
管理（MAM）機能
の要件
b.

1

以下の記載に修文をお願いいたします。

「デバイスごと、またはアプリケーション
単位等で暗号化された安全な通信が行える
こと。」

アプリケーション単位での暗号化通信
ではなく、デバイスごとの暗号化通信
であってもセキュリティ上は問題ない
と考えられます。
製品選定の幅を広げ全体コストの低減
を実現するため、修正をお願いしま
す。

「アプリケーション単位等」としており、アプ
リケーション単位に限定しているものではない
ため、要件の変更は行わない。

385 64 2075
2.4.9.（イ）(2)
b.

1

以下の通り文言を修正いただけますでしょ
うか。

デバイスごと、またはアプリケーション単
位等で暗号化された安全な通信が行えるこ
と。

アプリケーション単位での暗号化通信
は必ずしも必須ではないと考えます。
また、一般的なEMMサービスでは
Windows環境でアプリケーション単位
の暗号化通信は出来ないと考えます。

「アプリケーション単位等」としており、アプ
リケーション単位に限定しているものではない
ため、要件の変更は行わない。

386 64 2080
2.4.9.
（イ）.(2).d

1

可能な範囲で確認できること、のように要
件を緩和することを提案いたします。

取得できる情報はOSによって異なりま
す。また個人が管理者のBYODデバイス
か、省が管理者となっているデバイス
かで取得できる情報が異なります。
そのため、対象OSおよび用途ごとに要
件を分けて記載するか、要件を緩和す
るべきと思料します。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.4.9.(ア).d」
を以下に修正する。

「管理対象のデバイスはセキュアPC、公用タブ
レット、公用スマートフォン、個人所有スマー
トフォン（OSサポート期間中のiOS、Androidは
必須）とする。なお、OSの種類やバージョンご
とに実現可能な内容が異なる場合には担当職員
と協議し決定すること。」

387 64 2086
2.4.9.（イ）(2)
f.

2

以下の通り文言を修正いただけますでしょ
うか。

デバイスごとに推奨するアプリケーション
を提示する機能を有すること。また、ユー
ザが使用頻度の高いアプリケーションをお
気に入りとして登録できること。

"要求仕様書（案）記載の実現方針の
うち、41行目の利便性、快適性の向上
"を実現することから、利用者の利便
性も考慮することが好ましいと考えま
す。
利用者が頻繁に利用するアプリケー
ションを、利用者自身が管理する機能
が必要と考え 意見いたします

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

388

別紙
2(要件
定義
書)
64

2087 2.4.9.(イ).(3)

3

対象OSおよびアプリケーションごとに要件
を分けて記載願います。

モバイルコンテンツ管理（MCM）機能
はOSメーカーやアプリケーションメー
カーが公開している管理手法に依存
し、一般的にOSの種類やバージョン毎
に実現可能な内容が異なる。そのため
詳細な機能要件はOSやデバイス種別、
アプリケーション種別ごとに記載しな
ければ、使用予定がない機能について
も準備することを求められていること
となり、余分なコストが発生すること
になると考えられるため。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.4.9.(ア).d」
を以下に修正する。

「管理対象のデバイスはセキュアPC、公用タブ
レット、公用スマートフォン、個人所有スマー
トフォン（OSサポート期間中のiOS、Androidは
必須）とする。なお、OSの種類やバージョンご
とに実現可能な内容が異なる場合には担当職員
と協議し決定すること。」

389 64 2087
2.4.9.
（イ）.(3)

4

管理対象OSおよび管理手法もしくは用途ご
とに要件を分けて記載するように修文する
こと、もしくは参考資料で提示することを
提案いたします。

モバイルコンテンツ管理（MCM)機能は
管理対象となるOSやアプリケーション
のメーカーが公開している管理手法に
依存するため、OSの種類やバージョン
毎にできることが異なります。そのた
め詳細な機能要件はOSやデバイス種別
ごとに記載しなければ、使用予定がな
い機能についても準備することを求め
られていることとなり、余分なコスト
が発生することになります。
また、公用とBYODでは通常管理手法が
異なり、制御できる機能も異なるため
実際には制御をかけられない場合も発
生すると考えられます。
そのため、対象OSおよび用途ごとに要
件を分けて記載するべきと思料しま
す。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.4.9.(ア).d」
を以下に修正する。

「管理対象のデバイスはセキュアPC、公用タブ
レット、公用スマートフォン、個人所有スマー
トフォン（OSサポート期間中のiOS、Androidは
必須）とする。なお、OSの種類やバージョンご
とに実現可能な内容が異なる場合には担当職員
と協議し決定すること。」

390

別紙
2(要件
定義
書)
65

2091 2.4.9.(イ).(3).
b

4

以下の通り修文願います。

「セキュアPCにおいて、内部ストレージの
ユーザ領域を、任意のタイミングで
「2.5.12．共有ストレージサービス」上の
個人データ領域に同期が行えること。」

本要件は、要件定義書「2.5.12.共有
ストレージサービス」の個人データ領
域への同期が行えることを意図してい
ると理解しており、本サービスの場所
を限定しない要件記載が適切と考えら
れる。

また、ログオン時に同期する場合、同
期するデータ量によってはPCの起動性
能や通信帯域に影響を及ぼすことが懸
念されるため、ログオン時に同期する
必要性がなければ任意のタイミングで
同期できることが望ましいと考えられ
る。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(3).b」を以下に修正する。

「セキュアPCにおいて、内部ストレージのユー
ザ領域を、任意のタイミングで「2.5.12．共有
ストレージサービス」上の個人データ領域に同
期が行えること。」

391 65 2091
2.4.9.
（イ）.(3).b

3

データセンタの職員の個人ドライブではな
く、共有ストレージサービスの個人領域へ
の同期が行えることを期待した要件となる
ように修文することを提案いたします。

現行環境を想定した要件となっている
と認識しております。
次期環境の要件に沿った表現に修文す
るべきと思料します。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(イ).(3).b」を以下に修正する。

「セキュアPCにおいて、内部ストレージのユー
ザ領域を、任意のタイミングで「2.5.12．共有
ストレージサービス」上の個人データ領域に同
期が行えること。」
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392 65 2094
2.4.9.（イ）(3)
c.

3

以下の通り、文言を修正いただけますで
しょうか。

指定したデバイスの業務領域のデータを削
除できること。

要件の意図を理解し、適切な提案を行
うためです。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9(イ).(3).c」を以下に修正する。

「指定したデバイスの特定の領域のデータを削
除できること。」

393

別紙
2(要件
定義
書)
65

2095 2.4.9.(ウ)

3

対象OSおよびアプリケーションごとに要件
を分けて記載願います。

モバイルデバイスのセキュリティ要件
はOSやアプリケーション、制御方式に
よって実現できる内容が異なるため、
詳細な機能要件はOSやデバイス種別、
アプリケーション種別ごとに記載すべ
きと考えられる。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.4.9.(ア).d」
を以下に修正する。

「管理対象のデバイスはセキュアPC、公用タブ
レット、公用スマートフォン、個人所有スマー
トフォン（OSサポート期間中のiOS、Androidは
必須）とする。なお、OSの種類やバージョンご
とに実現可能な内容が異なる場合には担当職員
と協議し決定すること。」

394 65 2095 2.4.9.（ウ） 4

管理対象OSおよび管理手法もしくは用途ご
とに要件を分けて記載するように修文する
こと、もしくは参考資料で提示することを
提案いたします。

モバイルデバイスのセキュリティ要件
は管理対象となるOSやアプリケーショ
ンのメーカーが公開している管理手法
に依存するため、OSの種類やバージョ
ン毎にできることが異なります。その
ため詳細な機能要件はOSやデバイス種
別ごとに記載しなければ、使用予定が
ない機能についても準備することを求
められていることとなり、余分なコス
トが発生することになります。
また、公用とBYODでは通常管理手法が
異なり、制御できる機能も異なるため
実際には制御をかけられない場合も発
生すると考えられます。
そのため、対象OSおよび用途ごとに要
件を分けて記載するべきと思料しま
す。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.4.9.(ア).d」
を以下に修正する。

「管理対象のデバイスはセキュアPC、公用タブ
レット、公用スマートフォン、個人所有スマー
トフォン（OSサポート期間中のiOS、Androidは
必須）とする。なお、OSの種類やバージョンご
とに実現可能な内容が異なる場合には担当職員
と協議し決定すること。」

395

別紙
2(要件
定義
書)
65

2098 2.4.9.(ウ).b

1

以下の通り修文願います。

「情報を特定のアプリケーション内でのみ
扱えるようにし、操作終了時やサインアウ
ト時、リモートからワイプ指示を出した時
などには、キャッシュやアプリケーション
の削除など端末には情報が残らない仕組み
とすること。」

本要件は、個人用のアプリケーション
など省として管理ができないアプリ
ケーションを通じて、意図せず省内の
情報が漏洩することを防止するための
要件と認識しており、キャッシュの削
除以外にも防止策を例示し、防止手段
を柔軟に選択できるようにするべきと
考えるため。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(ウ).b」を以下に修正する。

「情報を特定のアプリケーション内など特定の
領域内でのみ扱えるようにし、操作終了時やサ
インアウト時などには、キャッシュ、メールの
添付ファイル、ファイルサーバなどからダウン
ロードしたファイルの削除を実施し、端末には
情報が残らない仕組みとする。なお、統合コ
ミュニケーションサービスについては、端末内
データを暗号化することでもよい。」

396 65 2098 2.4.9.（ウ）b. 1

以下のように修文することを提案いたしま
す。

情報を特定のアプリケーション内でのみ扱
えるようにし、
操作終了時やサインアウト時、リモートか
らワイプ指示を出した時などには、キャッ
シュやアプリケーションの削除など端末に
は情報が残らない仕組みとすること。

データを残さないことが目的ではな
く、端末内で共存する、省として管理
が困難なアプリケーションを通じて、
意図せず省内の情報が漏洩することを
防止するための要件と認識しておりま
す。防止策を限定して指定するのでは
なく、目的を要件とすることで防止手
段を柔軟に選択できるようにするべき
と思料します。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(ウ).b」を以下に修正する。

「情報を特定のアプリケーション内など特定の
領域内でのみ扱えるようにし、操作終了時やサ
インアウト時などには、キャッシュ、メールの
添付ファイル、ファイルサーバなどからダウン
ロードしたファイルの削除を実施し、端末には
情報が残らない仕組みとする。なお、統合コ
ミュニケーションサービスについては、端末内
データを暗号化することでもよい。」

397 65 2098

別紙2
2. システムの要
件定義
2.4. セキュリ
ティ基盤サービ
ス
2.4.9. エンター
プライズモビリ
ティ管理（EMM）
サービス
(ウ) セキュリ
ティ要件
b.

1

以下の記載に修文をお願いいたします。

「デバイス内部にドキュメントを残さない
仕組みとする、又は端末内にキャッシュさ
れるデータがアプリケーション暗号化され
た上で端末内に保存されること。」

暗号化することができればセキュリ
ティ面では十分かと思われます。
製品選定の幅を広げ全体コストの低減
を実現するため、修正をお願いしま
す。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(ウ).b」を以下に修正する。

「情報を特定のアプリケーション内など特定の
領域内でのみ扱えるようにし、操作終了時やサ
インアウト時などには、キャッシュ、メールの
添付ファイル、ファイルサーバなどからダウン
ロードしたファイルの削除を実施し、端末には
情報が残らない仕組みとする。なお、統合コ
ミュニケーションサービスについては、端末内
データを暗号化することでもよい。」

398 65 2098 2.4.9.（ウ）b. 1

以下の通り文言を修正いただけませんで
しょうか。

デバイス内部にドキュメントを残さない仕
組みを導入すること。又は、端末内に
キャッシュされるデータがストレージ暗号
化およびアプリケーション暗号化された上
で端末内に保存されること。

提案の幅を広げるためです。
本要件緩和により、EMM機能で満たす
ことができます。セキュリティ面で
は、端末ストレージの暗号化とアプリ
内部の暗号化で担保します。また、モ
バイルデバイスでキャッシュを全く残
さない場合に著しくユーザ利便性を損
なう恐れがあります。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の
「2.4.9.(ウ).b」を以下に修正する。

「情報を特定のアプリケーション内など特定の
領域内でのみ扱えるようにし、操作終了時やサ
インアウト時などには、キャッシュ、メールの
添付ファイル、ファイルサーバなどからダウン
ロードしたファイルの削除を実施し、端末には
情報が残らない仕組みとする。なお、統合コ
ミュニケーションサービスについては、端末内
データを暗号化することでもよい。」
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399

別紙
2(要件
定義
書)
65

2099 2.4.9.(ウ).c

1

以下の通り修文願います。

「セキュアPCにおいて、マルウェア等を検
知し、防御することが可能であること。ま
た、スマートフォンにおいて、マルウェア
等による管理者権限の奪取や、正規のアプ
リケーションサイト以外からのアプリケー
ションのダウンロードを防ぐこと。」

スマートフォン向けには、「マルウェ
ア等を検知し、防御する」を満たす適
切なアプリケーションがないと考えら
れるため。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.4.9.(ウ).c」
を以下に修正する。

「セキュアPCにおいて、マルウェア等を検知
し、防御することが可能であること。また、ス
マートフォン及びタブレットにおいて、マル
ウェア等による管理者権限の奪取や、正規のア
プリケーションサイト以外からのアプリケー
ションのダウンロードを防ぐこと。」

400

別紙
2(要件
定義
書)
65

2121 2.4.10.(イ).(iv
)

1

以下の通り修文願います。

「アクセス又は実行したファイルに対する
マルウェア等の存在確認（リアルタイムス
キャン）ができること。」

アクセス時ではなく、実行時にマル
ウェアチェックが実行されるタイプの
製品を含め、様々な製品を提案可能と
するため。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。
実行時にマルウェア等のチェックを実行するの
みのタイプの製品が提案された場合には、利用
時に都度ファイルの実行が必要となり、職員の
利便性が低下するため。

401 66 2135

別紙2
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.1.認証基盤
サービス
（ア）基本要件
c

3

「別紙2 - 1.3.5. 拡張性機能 - (イ)利用
者の増加への対応」の記載で「ピーク時で
700台を想定しており」と記載されていま
す。認証基盤サービスの利用者数14,300人
は、この700名を含めた人数であるか明記
して頂けないでしょうか。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

「ピーク時で700台を想定しており」は利用者の
数ではなく人事異動時に一時的に増加するセ
キュアPCの数である。利用者の総数は14,300人
から変わらない。

402 69 2135

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.1. 認証基盤
サービス
(ア) 基本要件
c.

3

「別紙2 - 1.3.5. 拡張性機能 - (イ)利用
者の増加への対応」の記載でピーク時で
700台を想定する記載があるが、認証基盤
サービスの利用者数14,300人はピーク時利
用者増加の700名を含めた人数であるか明
記していただきたい。

要件を明確にするため。 「ピーク時で700台を想定しており」は利用者の
数ではなく人事異動時に一時的に増加するセ
キュアPCの数である。利用者の総数は14,300人
から変わらない。

403

P67 2181 (3) シングルサ
インオン

2

以下の要件の追加を提案致します。
生体認証は、FIDO 2.0に準拠する事を要件
として追加が必要になると考えます。

世界標準(W3C,2019/3勧告)となりまし
たWebAuthn/FIDO2に準拠する事で、安
全かつベンダーロックインを排除する
標準化認証方式への対応を担保できる
ため。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

404 67 2182
2.5.1.（イ）(3)
a.

2

以下の通り文言を修正いただけますでしょ
うか。

セキュアPC、公用タブレット及びスマート
フォンからシングルサインオンが可能であ
ること。

要求仕様書（案）記載の実現方針のう
ち、92行目"セキュリティ水準の維
持・向上と利便性の向上を両立"を実
現することから、モバイルデバイスか
らも、アプリケーションへのシングル
サインオンを必須とする必要があると
考えます。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

405

別紙
2(要件
定義
書)
67

2184 2.5.1.(イ).(3).
b

4

「当省が指定する他のシステム」が必要と
する「次期基盤システム」へのインタ
フェースを具体的に提示願います。

連携する他システムとのインタフェー
スが不明のため、実現可否が判断でき
ないため。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

406 67 2184

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.1. 認証基盤
サービス
(イ) 機能要件
(3) シングルサ
インオン
b.

4

シングルサインオンについて「他のシステ
ムにおいても、同様の仕組みが利用可能な
こと。」の記載があるが、現時点で想定さ
れる他システムの種別、数を記載していた
だきたい。
またシングルサインオン対象となる他シス
テムの認証方式パターン（リバースプロキ
シ型、エージェント型、等）を要求仕様書
または閲覧資料にて提示していただきた
い。

要件を明確にするため。 意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

407 67 2189

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.1.認証基盤
サービス
（イ）機能要件
（3）シングルサ
インオン
ｄ

4

現行基盤システムでクラウドサービスとの
連携に利用しているSAMLについて必須とさ
れていますが、SAMLを用いて連携している
サービスが不明確なため、一覧等で情報を
開示していただけないでしょうか。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。
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408 68 2204

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.1. 認証基盤
サービス
(イ) 機能要件
(4) 簡易シング
ルサインオン
a.

4

簡易シングルサインオンについて「当省が
指定するアプリケーションに適用し、職員
が選択・設定できること。」の記載がある
が、職員が選択・設定できるとはどのよう
な利用シーンであるかを、要求仕様書また
は閲覧資料にて提示していただきたい。

要件を明確にするため。 簡易シングルサインオンが可能なシステムにつ
いて、ログイン情報を除いて必要な情報を予め
設定しておき、職員は当該システムへのログイ
ン情報のみを設定することで利用ができるよう
になることを想定しているため、意見を踏ま
え、要件定義書の「2.5.1.(イ).(4).a」を以下
に修正する。

「イントラネットや政府共通システム等のWebイ
ンターフェースのアプリケーションのログイン
認証時に、予め設定したID及びパスワードを自
動入力する等の簡易的なシングルサインオン機
能を提供し、当省が指定するアプリケーション
の情報を適用しておくこと。その上で、職員が
利用するアプリケーションについて選択・ログ
イン情報を設定できること。この場合、ID及び
パスワードのセキュリティが確保されるこ
と。」

409 69 2224

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.1. 認証基盤
サービス
(ウ) セキュリ
ティ要件
c.

4

多要素認証を行う対象とその判定方法を明
確にするため、多要素認証の対象（全ての
セキュアPC・スタンドアロンPC・公用ス
マートフォン・個人所有PC/スマートフォ
ンが対象か、または特定の機器のみが対象
か）と判定方法（接続元が外部か否か等）
を記載していただきたい。

多要素認証の利用シーンと要件を明確
化するため。

セキュアPC及びスタンドアロンPCの認証につい
ては、2.3.1(イ).gを参照。
公用スマートフォン・個人所有PC/スマートフォ
ンの認証については、2.2.3(イ)(3).③.cを参
照。

410 69 2233

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.2. 利用者認
証サービス
(ア) 基本要件

4

利用者認証サービスで管理するアカウント
数は、職員のアカウントと職員以外のアカ
ウントを含め合計で「14,300人」との認識
で問題ないか。
また、この認識で問題ない場合の管理対象
アカウント数は以下の認識で相違ないか。
・職員のアカウント：11,600名
・職員外のアカウント：2,700名

要件を明確にするため。 認識のとおり。

411 69 2234

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.2.利用者認
証サービス
（ア）基本要件
a

4

利用者認証サービスの管理対象となるアカ
ウント数は、職員のアカウントと職員以外
のアカウントを含め「14,300人」との認識
で問題ないでしょうか。
また問題ない場合、管理対象アカウント数
は、以下認識で相違ないか。
・職員のアカウント：11,600名
・職員外のアカウント：2,700名

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

認識のとおり。

412 69 2234

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.2.利用者認
証サービス
（ア）基本要件
a

3

異動申請などを行う対象利用者は「経済産
業省及び特許庁職員11,600名」なのか、認
証基盤サービスで記載のある「利用者数は
14,300人」なのか明記して頂けないでしょ
うか。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

14,300人が対象となる。

413 69 2250

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.2. 利用者認
証サービス
(ア) 基本要件
b.

4

職員以外のアカウント（委託事業者、研修
員、その他業務で利用する特殊なアカウン
ト）は、「職員情報DB及び勤怠管理システ
ム」で管理していない認識で相違ないか。
職員以外のアカウントの源泉は「職員情報
DB及び勤怠管理システム」ではなく、利用
者認証サービスでのアカウントの登録・更
新・削除の機能が必要との認識でよいか。

要件を明確にするため。 意見のとおり。

414 70 2278

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.2. 利用者認
証サービス
(イ) 機能要件
c.

4

「他のシステムに提供できるようにするこ
と。」の記載があるが、現時点で想定され
る他システムの種別、数を記載していただ
きたい。
また提供するデータ様式や提供方式（CSV
形式で特定の共用フォルダへの定期格納
等）を要求仕様書または閲覧資料にて提示
していただきたい。

見積費用の精緻化のため 意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

415

別紙
2(要件
定義
書)
70

2288 2.5.2.(イ).e.(i
i)

4

BYODサービスに関しては対応するサービス
要件が記載されていませんが、リモートア
クセスサービスのことでよいでしょうか。

要件の確認のため。 誤記のため、要件定義書の
「2.5.2.(イ).e.(ii)」を以下に修正する。

「電子メールボックス及び電子メールアカウン
トの発行・削除・有効化・無効化が自動的にで
きること。」

削除部分は以下のとおり。

「なお、本自動連携は、BYODサービスに対して
も実施すること。」
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416

別紙
2(要件
定義
書)
71

2295 2.5.2.(イ).e.(v
)

4

ここで記載されている「機材管理システ
ム」とは「2.6.3 貸出機器管理ツール」の
ことを指していますでしょうか。

「機材管理システム」という名称はこ
こでしか記載されておらず、同一のも
のであるのかを明確にしたいため。

誤記のため、要件定義書の
「2.5.2.(イ).e.(v)」を削除する。

「基盤情報システムPC等の貸出機器管理システ
ムと情報を自動連携し、貸与状況を管理できる
こと。」

417 71 2320

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.2. 利用者認
証サービス
(イ) 機能要件
l.

4

自動承認とは、承認者なしで申請できるこ
ととの認識で相違ないか。

要件を明確にするため。 意見のとおり。

418

別紙
2(要件
定義
書)
71

2324 2.5.2.(イ)

4

特許庁業務系システムのデータをベースに
した情報連携は不要でしょうか。もし必要
ということであれば、連携内容を要件に追
記願います。

要件の確認のため。 要件定義書の「2.5.2.(イ).o」に記載のとおり
であり、意見は採用しない。

419 72 2334

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.3.クライア
ントソフトウェ
アサービス
（ア）基本要件
d

4

本要件定義書内で各ソフトウェアのライセ
ンス数の整合性が取れてないように見受け
られます。必要なライセンス数について、
正しい情報を確認させてください。

下記の通り、全PC台数は13,260台とな
り、必要なライセンス数も13,260が正
しいと考えます。

・セキュアPC ：
12,300台
・災害用PC  ：100
台
・持込媒体ウイルス

スキャン専用PC  ：130
台
・プレゼンテーショ専用PC ：30台
・個別業務用仮想デスクトップ：700
台
----------------------------------
--

合計：13,260台

意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.3.(ア).d」
を以下に修正する。

「各ソフトウェアのライセンスは、特に指定が
ない場合はセキュアPC、スタンドアロンPC及び
個別業務用仮想デスクトップの台数分
（12,560）のライセンスを提供すること。ライ
センス数を記載しているものについては、アプ
リケーションの配信等により、特定の職員、組
織、グループに対して利用できるようにするこ
と。なお、セキュアPCのピーク時対応（700台
分）において、別にライセンス適用が必要な場
合は、700を足したライセンスを提供するこ
と。」

内訳は以下のとおり。

・セキュアPC ：11,600台
・災害用PC  ：100台
・持込媒体ウイルス

スキャン専用PC  ：130台
・プレゼンテーショ専用PC ：30台
・個別業務用仮想デスクトップ：700台
------------------------------------

合計：12,560台

420 72 2334

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.3. クライア
ントソフトウェ
アサービス
(ア) 基本要件
d.

4

本要件定義書内で各ソフトウェアのライセ
ンス数の整合性が取れてない可能性がある
ため、必要なライセンス数について、正し
い情報を確認させてください。

ライセンス数の正しい数量が読み取れ
ず、要件定義書内で整合性を欠いてい
る可能性があるため。

頁5 149行目と頁36 1171行目の記述か
ら「スタンドアロンPC」は以下の端末
を指しており、その台数は260台と理
解しました。
・災害用PC：100台、持込媒体ウイル
ススキャン専用PC ：130台、プレゼン
テーショ専用PC ：30台
また、頁39 1275行目の記述から「個
別業務用仮想デスクトップ」の台数は
700台と理解しました。従って、全て
のPC台数は、12,300+260+700=13,260
台が正しいと考えます。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.3.(ア).d」
を以下に修正する。

「各ソフトウェアのライセンスは、特に指定が
ない場合はセキュアPC、スタンドアロンPC及び
個別業務用仮想デスクトップの台数分
（12,560）のライセンスを提供すること。ライ
センス数を記載しているものについては、アプ
リケーションの配信等により、特定の職員、組
織、グループに対して利用できるようにするこ
と。なお、セキュアPCのピーク時対応（700台
分）において、別にライセンス適用が必要な場
合は、700を足したライセンスを提供するこ
と。」

内訳は以下のとおり。

・セキュアPC ：11,600台
・災害用PC  ：100台
・持込媒体ウイルス

スキャン専用PC  ：130台
・プレゼンテーショ専用PC ：30台
・個別業務用仮想デスクトップ：700台
------------------------------------

合計：12,560台

421

別紙
2(要件
定義
書)
74

2404 2.5.3.(イ).(6)

4

複数種類のブラウザを提供する必要がある
場合は、ブラウザの種類を明記願います。

ブラウザによっては閲覧できないサイ
ト等がある認識のため、利用するブラ
ウザを明確にしていただく必要がある
と考えられるため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.5.3.(イ).(6).a」を以下に修正する。

「「政府情報システムにおいてサービス提供の
対象とすべき端末環境及びWebブラウザの選定に
関する技術レポート」（2019 年（平成 31 年）
3 月 28 日内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合
戦略室）の「今後サポートすべきブラウザ」に
ある中から３種類以上のWebブラウザを利用でき
ること 」
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422 75 2430
(11) PDFファイ
ル閲覧編集機能

３．修
文せよ

PDFファイルの作成、閲覧、編集、保存
（他の各ソフトウェアにて印刷機能を用い
てPDF形式で出力できる機能を含む。）が
できるソフトウェアを1000ライセンス以上
提供すること。ただし、閲覧機能は全職員
がビューワ又は他のソフトウェアから利用
できること。
編集とは以下の機能を指す
・Microsoft Office等から変換した電子文
書をひとつに束ねる、ばらす、ページ順の
変更、ページ追加、ページ取り出しができ
ること。
複数ページの文書に対し、付箋の貼り付け
機能を有していること。付箋は文書の表示
時に上下左右任意の場所にはみ出し表示さ
れ、閲覧者が付箋をクリックすることで付
箋の貼り付けられたページに表示が切替わ
ること。また付箋の上に任意のテキスト
（文字）を書き込むことができること。
・文字認識（OCR）機能を有し、複合機等
のスキャナー機器で読み込んだイメージ
データ上の文字、数字等のテキスト抽出が
できること。
・墨消し機能の有し、指定箇所に透過の
マーキングを付与することができ、ワンク
リックで透過部分を黒塗りへ変換できるこ
と
・傾き補正機能を有し、複合機等のスキャ
ナー機器で読み込んだイメージデータの角
度を指定して傾きを補正することができる
こと

働き方改革、業務効率化およびペーパ
レス化に寄与するから

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

423 77 2500

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.3.クライア
ントソフトウェ
アサービス
（イ）機能要件
（15）その他
ｂ

4

貴省が使用権を有しているソフトウェア情
報をベンダーが開示できないことが考えら
れます。
一覧等で情報を開示していただけないで
しょうか。

本件は、現行事業者しか知り得ない情
報であり、調達における公平性に欠け
ると考えます。

当省で使用権を有しているソフトウェアは存在
しないため、次期基盤情報システムで必要なも
のは含めること。

424 77 2510
2.5.4.（ア）(1)
b.

1

以下の通り文言を修正いただけませんで
しょうか。

スマートフォン及び公用タブレットにおい
て、通信の暗号化、端末内データの暗号化
等のセキュリティを維持した状態で電子
メールの送受信等を行う機能を提供するこ
と。

提案の幅を広げるためです。
本要件緩和により、EMM機能で満たす
ことができます。セキュリティ面で
は、端末ストレージの暗号化とアプリ
内部の暗号化で担保します。また、モ
バイルデバイスでキャッシュを全く残
さない場合に著しくユーザ利便性を損
なう恐れがあります。

本件は、端末にダウンロードされたデータが、
端末紛失時に第三者により参照等されることを
懸念したものであり、暗号化だけでは情報漏え
いの懸念が払拭できないため、キャッシュ情報
が暗号化された状態で端末内に保存されること
は許容できない。よって意見は採用しない。

425

別紙
2(要件
定義
書)
77

2514 2.5.4.(ア).(1).
d

4

本要件は、セキュアPCに導入する電子メー
ルソフトウェア上で、階層型アドレス帳を
呼び出しメールアドレスを表示・検索させ
る機能という認識でよいでしょうか。

要件の確認のため。 意見のとおり。

426

別紙
2(要件
定義
書)
78

2522 2.5.4.(ア).(1).
g.(i)

4

全利用者の電子メール送受信総数につい
て、スパムメール等、フィルタリングして
いるメールを含む、1日の送信件数・受信
件数についても情報提供願います。

製品・サービス選定や費用見積もりに
必要な情報のため。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

427

別紙
2(要件
定義
書)
78

2537 2.5.4.(ア).(2).
a

4

本要件は、電子メールソフトウェア上で階
層型アドレス帳を呼び出し、職員情報を表
示させる機能という認識でよいでしょう
か。

要件の確認のため。 意見のとおり。

428

別紙
2(要件
定義
書)
78

2541 2.5.4.(ア).(2).
b.(i)

4

本要件は、電子メールソフトウェア上で階
層型アドレス帳を呼び出し、メーリングリ
ストを表示させる機能という認識でよいで
しょうか。

要件の確認のため。 意見のとおり。

429

別紙
2(要件
定義
書)
79

2581 2.5.4.(ア).(4).
e

4

本要件は、Webブラウザ又は専用アプリ
ケーションから階層型アドレス帳を呼び出
し、メールアドレスを表示・検索させる機
能という認識でよいでしょうか。

要件の確認のため。 意見のとおり。
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430 80 2610
2.5.4.（イ）(1)
d.

1

以下の通り文言を修正いただけませんで
しょうか。

公用スマートフォン及び個人所有スマート
フォンにおいて、通信の暗号化、端末内
データの暗号化等のセキュリティを維持し
た状態で電子メールの送受信等を行う機能
を提供すること。

提案の幅を広げるためです。
本要件緩和により、EMM機能で満たす
ことができます。セキュリティ面で
は、端末ストレージの暗号化とアプリ
内部の暗号化で担保します。また、モ
バイルデバイスでキャッシュを全く残
さない場合に著しくユーザ利便性を損
なう恐れがあります。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

431

別紙
2(要件
定義
書)
82

2658 2.5.5.(ア).d

1

本要件は削除いただくか、もしくは具体的
な頻度、本業務において実施すべき作業内
容、支援内容を明記願います。

要件内容が不明瞭であり、見積もりが
困難なため。
また、運用管理事業者との作業範囲、
分担も曖昧で責任分解点が不明確にな
るため。

提供されるサービスについては、導入だけでな
く利用促進のための教育・研修や啓蒙活動等も
あわせて講じることが重要であり、実施回数
は、少なくとも、要件定義書「3.3.2(オ)(2)③
～⑤」に規定する回数を想定している。
コンサルテーションについては、年２回程度の
ポータルの見直し、職員の利便性向上に向けた
技術支援を想定している。
なお、具体的にはサービスの内容などを踏ま
え、実施方法や回数は提案すること。

432 82 2663

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.5.グループ
ウェアサービス
（ア）基本要件
f

3

移行または、再構築の対象となるコンテン
ツの種類、データ量等について、要求仕様
書または閲覧資料にて開示して頂けないで
しょうか。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

「（参考6）現行基盤情報システムリソース」で
は他のサービスも含め関連の情報を記載してい
るが、これに加えて意見で求める諸情報は、入
札公告時、資料閲覧の対象とする。

433 82 2663

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.5. グループ
ウェアサービス
(ア) 基本要件
f.

3

移行又は再構築の対象となるコンテンツの
種類、数量、データ量等について、要求仕
様書または閲覧資料にて提示していただき
たい。

見積費用の精緻化のため 「（参考6）現行基盤情報システムリソース」で
は他のサービスも含め関連の情報を記載してい
るが、これに加えて意見で求める諸情報は、入
札公告時、資料閲覧の対象とする。

434

別紙
2(要件
定義
書)
83

2693 2.5.5.(イ).(2)

2

以下の記載を追加願います。

「本機能をアプリケーション開発により提
供する場合、検証環境を用意すること。」

本機能に関して、運用期間中に機能拡
張をされる場合、事前に担当職員様に
動作を確認いただく必要があると考え
られる。
本機能をアプリケーション開発により
提供する場合には、事前確認のための
検証環境が必要になると考えられるた
め。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

435

別紙
2(要件
定義
書)
83

2693 2.5.5.(イ).(2)

4

求められる性能値に関する要件はあります
でしょうか。

構成見積もりに必要なため。 求めている要件について、通常の利用時に支障
なく動作することを前提としており、特に性能
値については要件としていない。

436

別紙
2(要件
定義
書)
83

2693 2.5.5.(イ).(2)

2

スマートフォン及び公用タブレットで(2)
ナレッジシェア機能の閲覧が必要な場合に
は、要件に追加願います。

要件を明確にするため。 意見を踏まえ、「（参考2）端末別サービス利用
対応表」を修正する。

437

別紙
2(要件
定義
書)
83

2704 2.5.5.(イ).(2).
e

3

以下の通り修文願います。

「職員の利用状況に応じてポイント算定が
でき、当該ポイントを、職員情報に反映が
可能なこと。」

「職員に反映可能」という表現が明確
ではないため、左記のように定義いた
だきたい。

誤記のため、要件定義書の
「2.5.5.(イ).(2).e」を以下に修正する。

「職員の利用状況に応じてポイント算定がで
き、当該ポイントを、職員情報に反映が可能な
こと。」

438

別紙
2(要件
定義
書)
83

2720 2.5.5.(イ).(4)

2

電子掲示板機能にテンプレートの準備は必
要でしょうか。
必要な場合はテンプレート数などについて
要件に追加願います。

要件を明確にするため。 テンプレート機能がある場合は最低１つ準備す
ることを想定している。追加提案については妨
げない。

439

別紙
2(要件
定義
書)
83

2720 2.5.5.(イ).(4)

2

スマートフォン及び公用タブレットで(4)
電子掲示板機能の閲覧が必要な場合には、
要件に追加願います。

要件を明確にするため。 意見を踏まえ、「（参考2）端末別サービス利用
対応表」を修正する。

440

別紙
2(要件
定義
書)
84

2732 2.5.5.(イ).(5)

2

電子会議室機能にテンプレートの準備は必
要でしょうか。
必要な場合はテンプレート数などについて
要件に追加願います。

要件を明確にするため。 テンプレート機能がある場合は最低１つ準備す
ることを想定している。追加提案については妨
げない。

441

別紙
2(要件
定義
書)
84

2732 2.5.5.(イ).(5)

2

スマートフォン及び公用タブレットで(5)
電子会議室機能の閲覧が必要な場合には、
要件に追加願います。

要件を明確にするため。 意見を踏まえ、「（参考2）端末別サービス利用
対応表」を修正する。
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442

別紙
2(要件
定義
書)
87

2842 2.5.5.(イ).(11)
.c

4

本要件は、「2.5.5.(イ)(3)職員名簿機
能」を指している認識でよいでしょうか。
また、利用者情報とは、「2.5.5.(イ)(3)
職員名簿機能」として表示させる氏名、所
属、役職、電子メールアドレス、電話番号
の情報を指している認識でよいでしょう
か。

要件の確認のため。 意見のとおり。

443

別紙
2(要件
定義
書)
89

2904 2.5.6.(イ).(1).
①.g

4

「当省が有するアドオン製品」の具体的な
製品を提示願います。

要件を明確にするため。 意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.6.(イ).(1).
①.g」は削除し、「2.5.6.(イ).(1).①.h」を以
下に修正する。

「外部アプリケーションとの連携機能を有する
場合には、担当職員が個別に許可した外部アプ
リケーションのみを連携することができるよ
う、制御が可能なこと。」

444 89 2904

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.6. 統合コ
ミュニケーショ
ンサービス
(1) ビジネス
チャット機能
① 共通機能
g.

4

貴省が有するアドオン製品などの想定する
外部アプリケーションが必要とする連携機
能（利用プロトコルやAPI等）の情報を、
要求事項を要求仕様書または閲覧資料にて
提示していただきたい。

要件を明確にするため。 意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.6.(イ).(1).
①.g」は削除し、「2.5.6.(イ).(1).①.h」を以
下に修正する。

「外部アプリケーションとの連携機能を有する
場合には、担当職員が個別に許可した外部アプ
リケーションのみを連携することができるよ
う、制御が可能なこと。」

445

別紙
2(要件
定義
書)
89

2908 2.5.6.(イ).(1).
①.h

4

「管理者にて個別に許可した外部アプリ
ケーション」に関して、具体的な製品の情
報があれば提示願います。

要件を明確にするため。 意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.6.(イ).(1).
①.g」は削除し、「2.5.6.(イ).(1).①.h」を以
下に修正する。

「外部アプリケーションとの連携機能を有する
場合には、担当職員が個別に許可した外部アプ
リケーションのみを連携することができるよ
う、制御が可能なこと。」

446 89 2908

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.6. 統合コ
ミュニケーショ
ンサービス
(1) ビジネス
チャット機能
① 共通機能
h.

4

貴省が有するアドオン製品などの想定する
外部アプリケーションが必要とする連携機
能（利用プロトコルやAPI等）の情報を、
要求事項を要求仕様書または閲覧資料にて
提示していただきたい。

要件を明確にするため。 意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.6.(イ).(1).
①.g」は削除し、「2.5.6.(イ).(1).①.h」を以
下に修正する。

「外部アプリケーションとの連携機能を有する
場合には、担当職員が個別に許可した外部アプ
リケーションのみを連携することができるよ
う、制御が可能なこと。」

447

別紙
2(要件
定義
書)
90

2946 2.5.6.(イ).(3).
e

4

ホワイトボード機能とは、特定の参加者を
画面共有する機能なのか、参加者が自由に
文字や図を書き込める仮想的なボード）の
機能なのか、どちらを意図していますで
しょうか。

要件を明確にするため。 参加者が自由に文字や図を書き込める仮想的な
ボードを意図している。

448

別紙
2(要件
定義
書)
91

2968 2.5.7.(ア).b

1

「マイク2台」と修正願います。 20名程度の会議室の集音であればマイ
ク2台とすることで、テレビ会議端末
の選択の幅が広がると考えられるた
め。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.7.(ア)」を
以下に修正する。

「a.省内用として全国12拠点間において、専用
の会議室（最大20名程度収容）にテレビ会議用
機器（ディスプレイ、マイク、スピーカ）を設
置し、音声、動画での通信ができ、資料及び画
面の共有ができること。

b.省内用は一式当たり、固定式の大型ディスプ
レイ（50インチ以上）2台、マイク2台以上、ス
ピーカ1台を想定している。

d.省外用は一式当たり、可搬式のキャスター付
きモニタスタンドを備えた大型ディスプレイ
（50インチ以上）1台、マイク2台以上、スピー
カ1台を想定している。」

449 91 2970

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.7.テレビ会
議サービス
（ア） 基本要件
ｃ

3

省外（海外機関等）用のディスプレイ、マ
イク、スピーカの2式の配備場所が不明確
なため、国内拠点に設置する場合にはその
旨の記載をお願いします。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.7.(ア)」を
以下に修正する。

「c.省外（海外機関等）用はディスプレイ、マ
イク、スピーカを2式、本省内に設置し、音声、
動画での通信ができ、資料及び画面の共有がで
きること。」
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450 91 2970

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.7. テレビ会
議サービス
(ア) 基本要件
c.

3

省外（海外機関等）用のテレビ会議用機器
の設置場所の記載をお願いいたします。

要件を明確にするため。 意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.7.(ア)」を
以下に修正する。

「c.省外（海外機関等）用はディスプレイ、マ
イク、スピーカを2式、本省内に設置し、音声、
動画での通信ができ、資料及び画面の共有がで
きること。」

451

別紙
2(要件
定義
書)
91

2972 2.5.7.(ア).d

1

「マイク2台」と修正願います。 20名程度の会議室の集音であればマイ
ク2台とすることで、テレビ会議端末
の選択の幅が広がると考えられるた
め。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.7.(ア)」を
以下に修正する。

「a.省内用として全国12拠点間において、専用
の会議室（最大20名程度収容）にテレビ会議用
機器（ディスプレイ、マイク、スピーカ）を設
置し、音声、動画での通信ができ、資料及び画
面の共有ができること。

b.省内用は一式当たり、固定式の大型ディスプ
レイ（50インチ以上）2台、マイク2台以上、ス
ピーカ1台を想定している。

d.省外用は一式当たり、可搬式のキャスター付
きモニタスタンドを備えた大型ディスプレイ
（50インチ以上）1台、マイク2台以上、スピー
カ1台を想定している。」

452 91 2975

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.7.テレビ会
議サービス
（ア） 基本要件
e

3

「省外（海外機関等）とインターネット経
由のテレビ会議を行えること。」とありま
すが、海外機関等の外部との会議につい
て、同時接続数が不明確なため、要件を明
確にしていただけませんでしょうか。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため

意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.7.(ア).f」
を明確化も含めて以下のように修正する。

「HD720p、30fps以上の画質にて、最大12拠点の
同時接続が可能なこと。加えて拠点以外からの
参加者8名以上の同時接続が可能なこと。」

453 91 2975

別紙2
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.7.テレビ会
議サービス
（ア） 基本要件
e.

3

省外（海外機関等）とのインターネット経
由のテレビ会議について、想定される最大
同時接続数、開催会議数を記載していただ
きたい。

要件を明確にするため。 意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.7.(ア).f」
を明確化も含めて以下のように修正する。

「HD720p、30fps以上の画質にて、最大12拠点の
同時接続が可能なこと。加えて拠点以外からの
参加者8名以上の同時接続が可能なこと。」

454
別紙2
P.95

3000
2.5.7.（イ）
e(ⅱ)

1

本項目を削除いただけないでしょうか。 本機能をサポートしようとすると、別
途専用スピーカーを準備する必要があ
り、コストが上がります。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.5.7.(イ).(1).e.(ii)」を削除する。

「ステレオサラウンド」

455
別紙2
P.95

3012 2.5.7.（イ）h 1

"光学もしくはデジタルズーム"に変更いた
だけないでしょうか。

昨今では長期利用による故障を防ぐた
め、カメラの首振りをさせないデジタ
ルカメラのラインナップが増えており
ます。提案製品の幅を広げるためにも
要件の緩和をお願いいたします。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.5.7.(イ).(1).h」を以下に修正する。

「カメラは、4倍程度の光学ズーム又はデジタル
ズームが可能であること。」

456 92 3012

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.7.テレビ会
議サービス
（イ）機能要件
（1）TV会議装置
h

3

「カメラは、4倍程度の光学ズームが可能
であること。」とありますが、以下の文言
に修文いただけないでしょうか。

「カメラは、4倍程度の光学ズームまた
は、デジタルズームが可能であること。」

製品選定の幅を広げ全体コストの低減
を実現するため、修正をお願いしま
す。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.5.7.(イ).(1).h」を以下に修正する。

「カメラは、4倍程度の光学ズーム又はデジタル
ズームが可能であること。」

457 92 3012

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.7. テレビ会
議サービス
(イ) 機能要件
(1) TV会議装置
h.

1

以下の記載に修文をお願いいたします。

「h. カメラは、4倍程度の光学ズームもし
くはディジタルズームが可能であるこ
と。」

ズームの倍率的には変わりませんの
で、提案機種の幅を広げるためにも左
記変更をお願い致します。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.5.7.(イ).(1).h」を以下に修正する。

「カメラは、4倍程度の光学ズーム又はデジタル
ズームが可能であること。」
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458 93 3037

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.7.テレビ会
議サービス
（イ）機能要件
（3）テレビ会議
用プロキシ型
ファイアウォー
ル
ａ
（ⅳ）

3

「テレビ会議端末が、省外の機関のテレビ
会議端末とインターネット経由で1対1接
続、多対多接続を同時に複数開催可能とす
ること。」と記載がありますが、MCUを経
由しての同時開催会議数が不明確なため、
要件を明確にしていただけませんでしょう
か。

要件を明確にし、より良い提案を行う
ため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.5.7.(イ).(3).a.(ⅳ)」を以下に修正する。

「テレビ会議端末が、省外の機関のテレビ会議
端末とインターネット経由で1対1接続、多対多
接続を同時に複数開催可能とすること。また、
省内拠点間用テレビ会議端末については、多地
点接続装置（MCU）を経由してのみ省外の機関の
テレビ会議端末との接続を可能とすること。な
お、多地点接続装置（MCU）経由の接続として
は、最大12拠点の同時接続と省外からの参加者8
名以上の同時接続が可能なこと。」

459 93 3037

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.7. テレビ会
議サービス
(イ) 機能要件
(3) テレビ会議
用プロキシ型
ファイアウォー
ル
a. (iv)

3

テレビ会議端末について、多地点接続装置
（MCU）を経由しての同時開催会議数が不
明のため、記載をお願いいたします。

要件を明確にするため。 意見を踏まえ、要件定義書の
「2.5.7.(イ).(3).a.(ⅳ)」を以下に修正する。

「テレビ会議端末が、省外の機関のテレビ会議
端末とインターネット経由で1対1接続、多対多
接続を同時に複数開催可能とすること。また、
省内拠点間用テレビ会議端末については、多地
点接続装置（MCU）を経由してのみ省外の機関の
テレビ会議端末との接続を可能とすること。な
お、多地点接続装置（MCU）経由の接続として
は、最大12拠点の同時接続と省外からの参加者8
名以上の同時接続が可能なこと。」

460 99 3253

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.10.ストリー
ミングサービス
（イ）機能要件
（1）配信機能
ｂ

3

以下の文言に修正いただけないでしょう
か。

「エンコーダから送出されるライブスト
リームを中継し、ネットワークに送信でき
ること。」

651行目では「マルチキャスト転送に
対応すること。なお、IaaS等のクラウ
ドサービス内のLANはこの限りではな
い。」とあり、クラウドサービスを利
用したストリーミングサービスの場合
は矛盾が生じますます。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.5.10.(イ).(1).b」を以下に修正する。

「エンコーダから送出されるライブストリーム
を中継し、マルチキャスト等を利用し効率的に
ネットワークに送信できること。なお、IaaS等
のクラウドサービスにて実現する際はこの限り
ではない。」

461 99 3253

別紙2
2. システムの要
件定義
2.5. 執務支援
サービス
2.5.10. スト
リーミングサー
ビス
(イ) 機能要件
(1) 配信機能
b

1

以下の記載に修文をお願いいたします。

「b.エンコーダから送出されるライブスト
リームを中継し、ネットワークに送信でき
ること。」

「b. エンコーダから送出されるライ
ブストリームを中継し、マルチキャス
トにてネットワークに送信できるこ
と。」の記載について、省内用ネット
ワークのマルチキャスト機能要件(651
行目)に「a. マルチキャスト転送に対
応すること。なお、IaaS等のクラウド
サービス内のLANはこの限りではな
い。」の記載があり、クラウドサービ
ス利用時に影響があるため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.5.10.(イ).(1).b」を以下に修正する。

「エンコーダから送出されるライブストリーム
を中継し、マルチキャスト等を利用し効率的に
ネットワークに送信できること。なお、IaaS等
のクラウドサービスにて実現する際はこの限り
ではない。」

462

別紙
2(要件
定義
書)
101

3290 2.5.11.(ア).e

4

教材の作成は何のソフトを利用することを
想定されていますでしょうか。例えば
PowerPoint等で作成した場合にSCORM形式
への変換が必要という認識でよいでしょう
か。

作成された教材を取り込む方法を確認
したいため。

2.5.3(イ)(2)オフィススイート機能」で作成さ
れることを想定している。

463

別紙
2(要件
定義
書)
102

3351 2.5.12.(ア).c

1

以下の通り修文願います。

「前述のフォルダ（個人データ領域を除
く）に対して、アクセス権をグループごと
等に設定、変更、削除できること。個人
データ領域については、各個人がアクセス
可能なようアクセス権を付与すること。」

個人データ領域は、割り当てられた領
域に対する各個人のアクセス権付与で
十分であると考えられるため。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.12.(ア).c」
を以下に修正する。

「前述のフォルダ（個人データ領域を除く。）
に対して、アクセス権をグループごと等に設
定、変更、削除できること。個人データ領域に
ついては、各個人がアクセス可能となるように
アクセス権を付与すること。」

464

別紙
2(要件
定義
書)
103

3361 2.5.12.(ア).h

1

本要件は、共有ストレージサービスに限定
せず公用スマートフォン及び公用タブレッ
トを用いて省外からファイル共有する機能
を実現することでも可、としていただけま
すでしょうか。
また、専用のフォルダとはアクセス権制御
をおこなったフォルダとの理解でよいで
しょうか。

ファイル共有の方法は共有ストレージ
サービス以外でも可能と考えており、
最適な構成を提案可能とするため。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.12.(ア).h」
を以下に修正する。

「セキュアPC、公用スマートフォン及び公用タ
ブレットを用い、省外からファイル共有を行う
ための専用の共有フォルダを提供すること。本
要件は他サービスにて代替して提供することも
可とする。
なお、共有フォルダは省内の局課室ごとに作成
し、アクセス権を管理できること。」

465 103 3361 2.5.12.（ア）h. 3

以下の通り文言を修正いただけませんで
しょうか。

セキュアPC、～中略～提供すること。ファ
イルキャッシュは適切に暗号化され、公用
スマートフォン、公用タブレットの企業領
域に保存されること。なお、共有フォルダ
は省内の局課室ごとに作成し、アクセス権
を管理できること。

"要求仕様書（案）記載の実現方針の
うち、41行目の利便性、快適性の向上
"を実現することから、オフラインで
も閲覧可能である機能が必要と考えま
す。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。
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466 103 3370 2.5.12.(イ)d 4

本要件は、未使用のデータ領域(空き容量)
を不足しているデータ領域(増設が必要な
領域)に柔軟に割り当てられるようにする
ことを想定した内容と想定します。
データ領域の容量に制限がなければ本要件
は満たされると理解して問題ないでしょう
か。

要件を明確に把握するためです。 意見のとおり。

467 104 3410

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.13.外部公開
用Ｗｅｂサービ
ス
（ア）Ｗｅｂホ
スティング機能
（2）機能要件
①Ｗｅｂホス
ティング機能
ｅ

3

「C#」と「C++」で仕様が異なっているた
め、要件を統一していただけないでしょう
か。

「「Perl」、「C#」、「Java（サーブ
レット、JSP）」及び「PHP」で開発さ
れたプログラムが稼働する環境を提供
すること。」とありますが、3466行で
は「「Perl」、「C++」、「Java
（サーブレット、JSP）」及び「PHP」
で開発されたプログラムが稼働する環
境を提供すること。」とあります。

意見を踏まえ、要件定義書の
「2.5.13.(ア).(2).②.k」を以下に修正する。

「「Perl」、「C#」、「Java（サーブレット、
JSP）」及び「PHP」で開発されたプログラムが
稼働する環境を提供すること。ただし、既存の
プログラムの稼働保証は求めない。
なお、導入するバージョンは当省と協議の上、
決定すること。」

468 115 3779 2.5.14.(イ).a 4

送受信機能という記載ですが、省内外で
ファイル共有が可能となる機能を提供すれ
ば問題ないと理解して良いでしょうか。

要件を明確に把握するためです。 意見のとおり。

469

別紙
2(要件
定義
書)
115

3788 2.5.14.(イ).g.

1

以下の記載を削除願います。

「セキュアPC内の特定のフォルダとの同期
ができること。」

大容量ファイル交換サービスとセキュ
アPC内のフォルダと同期させてしまう
と、省外ユーザからアップロードされ
たファイルを直接端末に保存すること
になってしまい、ウイルス等のセキュ
リティリスクが発生する可能性がある
ため。
また、本要件により提案できる製品・
サービスが大幅に制限される可能性が
あるため。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.14.(イ).g」
を削除する。

「セキュアPC内の特定のフォルダとの同期がで
きること。」

470 116 3802 2.5.14.(ウ).e 4

共有したいファイル、共有したい相手の
メールアドレスを指定し、パスワード付き
でファイルを共有でき、共有した際に相手
のメールアドレスに通知ができれば問題な
いと考えてよいでしょうか。

要件を明確に把握するためです。 意見のとおり。

471

別紙
2(要件
定義
書)
117

3838 2.5.15.(ア)

4

メールマガジンにおいて、新規登録や更
新、退会画面等の複数の登録フォームが必
要と想定されますが、必要となるフォーム
数の想定をご教示ください。

ライセンス費用等のコスト算出をする
ために必要な情報であるため。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

472

別紙
2(要件
定義
書)
119

3907 2.5.16.(ア)

4

外部向けアンケートにおいて、必要となる
アンケートフォーム数の想定をご教示くだ
さい。

ライセンス費用等のコスト算出をする
ために必要な情報であるため。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

473

別紙
2(要件
定義
書)
119

3907 2.5.16.(ア)

4

外部向けアンケートにおいて、アンケート
を配信するユーザをグループ化する必要は
ありますか。その場合、想定されるグルー
プ数をご教示ください。

ライセンス費用等のコスト算出をする
ために必要な情報であるため。

意見で求める諸情報は、入札公告時、資料閲覧
の対象とする。

474 122 3996

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.17.経済産業
局業務支援サー
ビス
（エ）構築作業
要件
ａ

3

以下の文章を追加で記載いただけないで
しょうか。

「導入するミドルウェア・アプリケーショ
ンについては設計時に担当職員と協議して
決定すること。」

資料閲覧にて「（参考6）現行基盤情
報システムリソース」を拝見したとこ
ろ、保守サポートの期限が次期基盤シ
ステムの契約期間内に終了するものが
記載されていたため。

「（参考6）現行基盤情報システムリソース」は
現行システムのものであり、次期システムの提
案時には変更の可能性があるものについては、
後継となる製品を提案すること。ただし、提案
した製品以外の対応が必要になる場合も考えら
れるため、要件定義書「2.5.17.(エ).a」を以下
に修正する。

「基本的なOSの初期設定（コンピュータ名の設
定、Administratorのパスワード設定、ネット
ワーク設定、ドメイン参加等）、ミドルウェ
ア・アプリケーション（データベース、資産管
理ソフト、セキュリティ対策ソフト）、アクセ
ス制御、バックアップ設定については本業務の
作業範囲とする。なお、導入するミドルウェ
ア・アプリケーションについては設計時に担当
職員と協議して決定すること。」

475 123
4030
4032
4035

2.5.18.
(イ) (iv)(v)
(vi)

3

該当項目のみ、仮想サーバを"仮想マシン"
と記載している、他と統一して"仮想サー
バ"に修正してはいかがでしょうか。

文章内の言葉に統一性を持たせるた
め。

誤記のため、「2.5.18.(イ).(iv)」
「2.5.18.(イ).(v)」及び「2.5.18.(イ).(vi)」
を以下に修正する。

(iv)「冗長構成のサーバを搭載した仮想サーバ
は、それぞれが異なる物理サーバ上で稼働する
よう設計すること。」
(v)「1台の物理サーバが故障した状況において
も、全ての仮想サーバを稼働させる構成とする
こと。その際、仮想CPU及びメモリのオーバーコ
ミットが発生しない構成とすること。」
(vi)「システムの停止やダウンタイムなしで、
必要に応じて仮想サーバへCPU、メモリ、ディス
ク、NIC等のデバイス追加ができること。」



55 / 63

No. 頁番号 行番号 項目 種類 意 見 理 由 回答

476 123 4046

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.5.執務支援
サービス
2.5.18.個別業務
システム用リ
ソース提供サー
ビス
（エ）構築作業
要件
ａ

3

資料閲覧にて「（参考6）現行基盤情報シ
ステムリソース」を拝見したところ最新の
ＯＳでは動作保証がないミドルウェアが記
載されていましたので、以下の文章を追加
で記載いただけないでしょうか。

「導入するＯＳについては設計時に担当職
員と協議して決定すること。」

提案の幅を広げ、より提案を行うた
め。

「（参考6）現行基盤情報システムリソース」は
現行システムのものであり、次期システムの提
案時には変更の可能性があるものについては、
後継となる製品を提案すること。ただし、提案
した製品以外の対応が必要になる場合も考えら
れるため、要件定義書「2.5.17.(エ).a」を以下
に修正する。

「基本的なOSの初期設定（コンピュータ名の設
定、Administratorのパスワード設定、ネット
ワーク設定、ドメイン参加等）は本業務の作業
範囲とする。なお、導入するOSについては設計
時に担当職員と協議して決定すること。」

477 124 4083 b. 1

バッテリ及びUSBバスパワーとあります
が、「及び」を「又は」に変更していただ
けないでしょうか。

USBバスパワーでの接続となり、バッ
テリ稼働は行いませんので、仕様の緩
和をお願いします。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.20.b」を以
下に修正する。

「バッテリ又はUSBバスパワーでの動作が可能で
あること。」

478 124 4084

2.5.20.
モバイルスキャ
ナ貸出しサービ
ス

１．要
求水準
を下げ
よ

「c. 複数枚の原稿を簡便に読み取りでき
る機能・仕組み等を有すること。」

こちらの文言につきまして、機能として不
要であれば削除願います。

機器選択の幅を広げ、競争力を上げる
ために仕様変更をご提案します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

479 124 4090 h. 1

幅313mm×奥行き48mm×高さ57mmですが、
奥行きと高さが逆の寸法を認めていただき
たい。（例：幅313mm×奥行き57mm×高さ
48mm）

ご提案機器は高さよりも奥行きが少し
長くなります。
ご提案機：幅312.5mm×奥行き56.5mm
×高さ40mm

意見を踏まえ、要件定義書の「2.5.20.h」を以
下に修正する。

「外形寸法は、幅313mm×奥行き48mm×高さ57mm
以内又は幅313mm×奥行き57mm×高さ48mm以内で
あること。

480 125 4119

2.6. システム運
用ツール
2.6.1. インシデ
ント管理ツール

3

予め定義したワークフローに従い、他シス
テムへ必要なデータを自動的に連携・更新
出来る機能を備えることが望ましいと考え
ます。

様々な機器・サービスが導入される本
基盤においては、システム運用が複雑
化することが予想されます。その結
果、障害発生時の対応が遅れ、ITサー
ビス復旧に時間を要することが懸念さ
れます。予め定義したワークフローに
従い、システム間の連携を自動で行う
ことで、運用負荷を抑え、迅速なIT
サービス再開が可能です。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

481 125 4119

2.6. システム運
用ツール
2.6.1. インシデ
ント管理ツール

3

本項は、2.2.2. 省内用ネットワーク(イ)
LANサービス(1) 機能要件⑦システム運用
と連動することが望ましいと考えます。
(例：機器の異常を示すイベントとインシ
デント管理ツールが連動することで、機器
の障害をインシデント管理ツールで自動で
インシデント化し、プロアクティブな障害
対応が可能)

機器の障害発生を元に、インシデント
として起票、管理、対応する一連のプ
ロセスにおいて、人手を介さずにシス
テム的な連携をすることで迅速な障害
対応・ITサービス再開が可能です。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

482

別紙
2(要件
定義
書)
125

4121 2.6.1.a.(i)

4

当該要件に記載されているSLAとは、別紙
7(SLA項目)上の、最終回答時間遵守率及び
2次エスカレーション対応時間の認識でよ
いでしょうか。

インシデント管理ツールで一覧化でき
るSLA項目は左記2点程度となるため、
その他のSLA管理は含まないことを明
示していただきたい。

認識のとおり、当該項目でのSLAは最終回答時間
遵守率及び2次エスカレーション対応時間を指し
ている。

483 126 4133

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.6.システム運
用ツール
2.6.2.電話シス
テム

3

PBX（電話システム）に接続する電話用公
衆回線は調達範囲外でしょうか。
電話用公衆回線が別調達であればその旨を
明記していただき、PBXに接続する回線
数、回線種別を記載していただけますで
しょうか。

要件を明確にするため。 各者の意見を踏まえ、サービスデスク（運用管
理事業者が実施）が利用する電話システムは本
調達からは除外するため、本要件は「別添5_電
話システム」のとおりとする。

484 126 4133

別紙2
2. システムの要
件定義
2.6. システム運
用ツール
2.6.2. 電話シス
テム

4

PBX（電話システム）に収容する電話公衆
回線は本調達とは別調達と認識してよいで
しょうか。また、調達されるPBX接続電話
回線の種別、数量について記載をお願いい
たします。

要件を明確にするため。 各者の意見を踏まえ、サービスデスク（運用管
理事業者が実施）が利用する電話システムは本
調達からは除外するため、本要件は「別添5_電
話システム」のとおりとする。

485

別紙
2(要件
定義
書)
126

4134 2.6.2.a

1

折り返し電話による外線発信は運用管理業
者で実施することになると思われますが、
本仕様の場合外線発信費用を本調達の受注
者にて負担することとなると考えられま
す。その場合、外線発信の発信数は運用管
理業者次第となることから、受注者のリス
クとなりうるため、電話システムについて
は運用管理業者側で準備すべきと考えま
す。
上記を踏まえ、本要件を削除願います。

運用管理事業者が利用する規模により
コストが変動するため、本業務でコス
ト試算ができないため。

各者の意見を踏まえ、サービスデスク（運用管
理事業者が実施）が利用する電話システムは本
調達からは除外するため、本要件は「別添5_電
話システム」のとおりとする。

486

別紙
2(要件
定義
書)
126

4141 2.6.2.b.(v)

4

全着信の録音が必要となる想定でよいで
しょうか。また、通話録音保管期間を明記
願います。

本業務における見積もりに影響するた
め。

改めて検討の結果、通話の録音は不要としたの
で、本要件は「別添5_電話システム」のとおり
とする。

487

別紙
2(要件
定義
書)
126

4147 2.6.2.c

4

受付対応に必要な人数は何席程度を想定さ
れていますでしょうか。

本業務における見積もりに影響するた
め。

各者の意見を踏まえ、サービスデスク（運用管
理事業者が実施）が利用する電話システムは本
調達からは除外するため、本要件は「別添5_電
話システム」のとおりとする。
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488

別紙
2(要件
定義
書)
126

4147 2.6.2.c

4

電話機又はソフトフォンはいくつ用意する
必要がありますでしょうか。必要数に関し
て明記願います。

本業務における見積もりに影響するた
め。

各者の意見を踏まえ、サービスデスク（運用管
理事業者が実施）が利用する電話システムは本
調達からは除外するため、本要件は「別添5_電
話システム」のとおりとする。

489

別紙
2(要件
定義
書)
126

4148 2.6.2.d

4

本要件に関しては、物理的に独立させるだ
けでなく、論理的に分離することでも可
能、という理解でよいでしょうか。

物理的に独立させると、電話用として
回線・NW機器・端末全て業務用と別に
単独で用意する必要があり、コスト増
になるため。
また、ユーザ支援用端末と電話端末の
２台併用は運用上煩雑になると考えら
れるため。

各者の意見を踏まえ、サービスデスク（運用管
理事業者が実施）が利用する電話システムは本
調達からは除外するため、本要件は「別添5_電
話システム」のとおりとする。

490 126 4148

別紙2.要件定義
書
2.システムの要
件定義
2.6.システム運
用ツール
2.6.2.電話シス
テム
d

3

「本省ネットワークから独立しているこ
と。」とありますが、以下の文言に修文い
ただけないでしょうか。

「本省ネットワークから物理的もしくは論
理的に独立していること。」

提案の幅を広げ、より良い提案を行う
ため。

各者の意見を踏まえ、サービスデスク（運用管
理事業者が実施）が利用する電話システムは本
調達からは除外するため、本要件は「別添5_電
話システム」のとおりとする。

491 127 4170
2.6.4. IT資産管
理プラット
フォーム

3

本項の目的が明確でないと感じます。何を
実現するためのIT資産管理プラットフォー
ムかを明確化すべきと考えます。弊社とし
ては、インシデント発生時や脆弱性情報が
公開された際、IT資産情報を管理している
ことで影響範囲の特定、影響具体の把握を
迅速に行うことが目的と認識しております
が、いかがでしょうか？

目的によってご提案する内容が異なる
為。

意見のとおり。

492 127 4170
2.6.4. IT資産管
理プラット
フォーム

3

本項は、2.6. システム運用ツール2.6.1.
インシデント管理ツールと連携することが
望ましいと考えます。(例：インシデント
発生時に、収集された構成情報によって
サービスとインフラの関連性を可視化し、
インシデント対応の優先度やエスカレー
ションが容易になる)

IT資産の構成情報を元にしたインシデ
ント対応が行えることで、情報に基づ
く適切な意思決定・対応が可能になる
為。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

493 127 4170
2.6.4. IT資産管
理プラット
フォーム

3

コンプライアンスを考慮し、クラウドサー
ビスの実際の利用状況についても可視化で
きることが望ましいと考えます。

IT資産はオンプレミスの機器だけでな
くクラウドサービスも含めることで網
羅的な管理が実現できる為。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

494

別紙
2(要件
定義
書)
127

4170 2.6.4

1

以下の通り修文願います。

「a. サーバ装置、端末等について、自動
収集が可能な項目（利用しているOSやソフ
トウェアの種類、バージョン等）は自動で
収集、管理できること。その他必要な情報
は手動で登録できること。
b. 貸出機器などの利用状況について、管
理できること。」

ディスプレイやアプライアンス機器
等、IT資産情報を自動で収集できない
装置があり、それらについては手動で
の収集が必要と考えられるため。
また、ワークフロー機能との連携のた
めには、個別にアプリケーション開発
が必要であり、コストが大幅増となる
ため。

意見を踏まえ、要件定義書の「2.6.4.a」を以下
に修正する。

「サーバ装置、端末等について、自動収集が可
能な項目（利用しているOSやソフトウェアの種
類、バージョン等）は自動で収集、管理等でき
ること。また、自動で更新する機能を有すると
ともに、更新状況を収集できること。その他必
要な情報は手動で登録できること。」

なお、「「2.5.5(イ)(10) ワークフロー機能」
と連携し、貸出機器などの利用状況について、
管理できること。」の要件については、本ツー
ルが別調達である運用管理事業者の利用も想定
していることから、運用管理事業者の業務の利
便性を図る必要があり、できる限り手作業は排
除しツールの機能として実装する必要があるた
め要件としては残すこととする。

495 127
4170〜
4176

2.6.4 2

脆弱性情報に基づきOSの修正ファイルを
適用する仕組みとしてパッチ配信サーバー
を提供すること。また、同サーバー側から
一括で管理対象サーバー群が各々抱える脆
弱性の検査、管理対象サーバー群に対する
修正ファイルの適用、監査機能とそのレ
ポート作成の機能を有すること。

脆弱性が発生した際、脆弱性情報とそ
れを解決する修正ファイル入手、該当
するシステムの特定、適用の実施が必
要である。一連の作業を人手で行なう
のは多大は労力を要するため、それを
実現する運用管理の仕組みが必要と考
える。先に述べた自動化の仕組みと連
携できればなお良い。

意見の前半は、「3.3.6.(カ)ソフトウェア及び
セキュリティパッチの更新サービス」を実現す
るための手段であり、「2.6.4 IT資産管理プ
ラットフォーム」の機能に取り込むものではな
いことから、修正しない。
意見の後半については、パッチ配信サーバとの
連携する機能は有効であることから提案は妨げ
ない。

496 127
N/A
（新規
追加）

2.6.5 ITインフ
ラ自動化ツール
（新規追加）

2

OSやアプリケーションのアップデートや
各種機器設定における人的ミスの低減、確
実な管理情報の収集を行う為にITインフラ
自動化が可能な機能を提供すること。その
際、管理対象に対してエージェントを用い
ず、機器に応じた設定変更など運用管理に
要する作業を実現すること。

スキル不足や人的ミスによる作業時間
増加や作業品質低下は運用に多大な影
響を与える。一方クラウド利用など運
用要求は増大している。そこで、保守
作業等の時間効率化や品質向上を実現
し、様々な管理対象をベンダー非依存
で運用できるITインフラ自動化ツール
の導入を提案する。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

497 128 4180 3.1.1. 3

本要件は、クラウドサービスを提供するた
めのデータセンタについては対象では無い
という理解で正しいでしょうか。

要件を正しく理解し、提案を行うため
です。
一般的なクラウド事業者は、データセ
ンタの内部構成まで開示していないた
め、クラウドサービスでは本要件を満
たすことは困難であると考えます。

意見のとおり。
ただし、クラウドサービスの利用に当たって
は、「1.3.3.c」に示す各号を満たすこと。
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498 130 4257

別紙2.要件定義
書
3.その他事項
3.1.施設・設備
機能
3.1.1.データセ
ンタ
（ウ）接続機器
ａ

3

「貴省の以下機器をデータセンタ内に設置
し接続すること」とありますが、どこまで
を見込めばよいか不明確なため、以下の文
言を追記いただけないでしょうか。

「ただし、当該機器の設計、構築、用意、
設置、運用、保守、監視等は本調達の範囲
外とする。」

要件を明確にし、より良い提案を行い
ため。

意見を踏まえ、要件定義書の「3.1.1.(ウ).a」
を以下に修正する。

「当省の以下の機器をデータセンタ内に設置し
接続すること。ただし、当該機器の設計、構
築、用意、設置、運用、保守、監視等は本調達
の範囲外とする。」

499 133 4340 3.1.2. 1

”（イ）クラウド閉域接続サービス”と”
（ウ）ADC”の要件が定義されているが、
持ち出し利用やモバイルデバイス等につい
ては必須要件としないよう、要件を緩和す
ることを提案します。

BYODのスマートフォン等でメール等を
利用する際などにも必須要件としてし
まうと、多くのデバイスで同時利用す
ることが予想され、大きなキャパシ
ティが必要となり過大なコストがかか
ると想定されます。また、利便性が抑
制されることで結果として利用されず
シャドウITを用いて業務を行う等のリ
スクも発生します。
現在の新型コロナ対応等の社会情勢を
鑑み、職員全員が同時に利用してもパ
フォーマンス等で問題とならないよう
に実現する必要があると思料いたしま
す。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

500

別紙
2(要件
定義
書)
133

4344 3.1.2.(ア).b

4

本要件は災害対策の要件と見受けられま
す。本要件を満たす必要があるのは、
「3.1.1.(オ) 災害時における機能」に該
当する機能との認識でよいでしょうか。

要件の対象を明確にするため。 意見のとおり。

501

別紙
2(要件
定義
書)
133

4348 3.1.2.(イ).a

1

以下の通り修文願います。

「省内用ネットワークからセキュアPC・ス
マートフォンを用いてクラウドサービス上
に配置されているファイル、メールやグ
ループウェア等の業務データにアクセスす
る場合、各データセンタから閉域網を経由
しクラウドサービスに接続する構成とする
こと。」

本要件は、省内からクラウドサービス
上のファイル、メールやグループウェ
ア等の業務データにアクセスする場合
の要件と認識しているため。端末から
直接業務データへのアクセスをするも
のではないクラウドサービスに関して
は、閉域網接続を行えるサービスはほ
とんど存在しない認識であり、大幅に
製品の幅を制限してしまうと考えられ
る。
また、省外からクラウドサービスを利
用する場合については、本要件ではな
く「2.2.3.(イ)リモートアクセスサー
ビス」の要件が明記されております。
さらにマルチクラウド接続可能な閉域
接続サービスについて存在を確認でき
ず、クラウドサービスが一切提案でき
ないため。

意見を踏まえ、クラウド閉域接続サービスにつ
いては「別添2_クラウドサービスとの接続」の
とおりとする。

502 133 4348
3.1.2.
(イ) a.

1

以下の通り文言を修正いただけますでしょ
うか。
--
各データセンタとクラウドサービス間は、
閉域網で接続する構成とすること。
--

文言を意図を理解した上で適切な提案
を行うためです。
(実際には、各データセンタ→閉域網
→クラウド接続サービス→クラウド
サービス)

本記載内容がモバイルデバイスからの
ローカルブレイクアウトを禁止する文
言ではないことを確認させてくださ
い。

意見を踏まえ、クラウド閉域接続サービスにつ
いては「別添2_クラウドサービスとの接続」の
とおりとする。

503

別紙
2(要件
定義
書)
133

4355 3.1.2.(イ).d

1

以下の通り修文願います。

「クラウド閉域接続サービスを利用できな
いクラウドサービスのうち、ブラウザで利
用できるものは「2.2.2(オ) インターネッ
ト分離サービス」を使用すること、それ以
外は「2.2.2.(ウ)②インターネット接続
サービス」を用いて接続することも可とす
る。」

「2.2.2(オ) インターネット分離サー
ビス」はWebブラウザとして利用する
サービスと認識しており、Webブラウ
ザ以外のアプリケーションを用いるク
ラウドサービスについても提案可能と
していただくべきと考えているため。

意見を踏まえ、クラウド閉域接続サービスにつ
いては「別添2_クラウドサービスとの接続」の
とおりとする。

504 133
4361～
4364

3.1.2. クラウド
サービスとの接

続
(イ) クラウド閉
域接続サービス

f

4

以下文言に記載されている「既に利用して
いるクラウドサービス（職員情報DB及び勤
怠管理システム）」のクラウドサービスを
ご教示ください。

クラウド閉域接続サービスを経由して、既
に利用しているクラウドサービス（職員情
報DB及び勤怠管理システム）への接続が可
能であること。

要件を明確にするため。

本記載のみですと、既に利用している
クラウドサービスが不明の為、AWSや
Azure等クラウドサービスの名称・品
目を明確にしていただけますでしょう
か。

クラウドサービスによっては閉域での
接続が出来ない場合がございます。

意見を踏まえ、クラウド閉域接続サービスにつ
いては「別添2_クラウドサービスとの接続」の
とおりとする。

なお、「職員情報DB及び勤怠管理システム」の
資料については、要求仕様書4.7.6. 閲覧資料に
記載のとおり、入札公告時の閲覧資料の対象と
なっている。

505

別紙
2(要件
定義
書)
133

4361 3.1.2.(イ).f

1

本要件は実現が不可能であるため削除願い
ます。

別業務で導入されている職員情報DB及
び勤怠管理システムへの接続方法が不
明であり、本業務で提供する閉域網を
用いてこれらのシステムへの接続を保
証するのは不可能なため。
また、今後貴省で追加されるクラウド
サービスに関しても、本業務で提供す
る閉域網を用いて接続できることを保
証するのは不可能なため。

意見を踏まえ、クラウド閉域接続サービスにつ
いては「別添2_クラウドサービスとの接続」の
とおりとする。

なお、「職員情報DB及び勤怠管理システム」の
資料については、要求仕様書4.7.6. 閲覧資料に
記載のとおり、入札公告時の閲覧資料の対象と
なっている。
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506 133 4361

別紙2.要件定義
書
3.その他事項
3.1.施設・設備
機能
3.1.2.クラウド
サービスとの接
続
（イ）クラウド
閉域接続サービ
ス

4

既に利用しているクラウドサービスが不明
確なため、具体的にどのようなクラウド
サービスなのか、情報を開示していただけ
ないでしょうか。

本件は、現行事業者しか知り得ない情
報であり、調達における公平性に欠け
ると考えます。

意見を踏まえ、クラウド閉域接続サービスにつ
いては「別添2_クラウドサービスとの接続」の
とおりとする。

なお、「職員情報DB及び勤怠管理システム」の
資料については、要求仕様書4.7.6. 閲覧資料に
記載のとおり、入札公告時の閲覧資料の対象と
なっている。

507

別紙
2(要件
定義
書)
134

4366 3.1.2.(ウ).a

1

以下の通り修文願います。

「クラウド閉域接続サービスの利用にあ
たっては、Webアクセスに限らず全ての通
信をADC経由となるよう構成すること。」

要件定義書4355行目記載の通り、本業
務ではクラウド閉域接続サービスを用
いないクラウドサービスも許容されて
いる認識であり、そうしたサービスを
提案可能とするため。

意見を踏まえ、クラウド閉域接続サービスにつ
いては「別添2_クラウドサービスとの接続」の
とおりとする。

508 134 4366
3.1.2.
(ウ) a.

1

以下の通り文言を修正いただけませんで
しょうか。

クラウドサービスへの～中略～構成するこ
と。
公用および個人のスマートフォン/タブ
レット端末からは直接インターネット経由
で各クラウドサービスに接続する構成も可
とする。

本記載内容では、省内外に関わらず全
てのデバイスにおいて直接インター
ネット経由でのクラウド接続を認めな
い構成となってしまいます。トラ
フィックのWAN回線圧迫や、プロキシ
SVの負荷増大に繋がり、クラウド
ファーストの弊害となるため、修正を
頂きたく意見致します。

意見を踏まえ、クラウド閉域接続サービスにつ
いては「別添2_クラウドサービスとの接続」の
とおりとする。

509

別紙
2(要件
定義
書)
134

4368 3.1.2.(ウ).b

1

'以下の通り修文願います。

「クラウド閉域接続サービスの利用にあ
たっては、ADCにてアプリケーション識別
を行い、クラウドサービスへの通信をクラ
ウド閉域接続サービスにブレイクアウトさ
せること。」

要件定義書4355行目記載の通り、本業
務ではクラウド閉域接続サービスを用
いないクラウドサービスも許容されて
いる認識であり、そうしたサービスを
提案可能とするため。

意見を踏まえ、クラウド閉域接続サービスにつ
いては「別添2_クラウドサービスとの接続」の
とおりとする。

510

別紙
2(要件
定義
書)
135

4427 3.2.1.(ア).b.(i
ii)

4

移行対象データに、「既存のコンテンツ
データ」とありますが、導入する年度の履
修状況等のデータについても移行対象に含
まれるという認識でよいでしょうか。

システム切替タイミングが年度の途中
であるため。

認識のとおりで問題ない。

511

別紙
2(要件
定義
書)
136

4436 3.2.1.(ア).d.(i
)

4

「グループウェアシステム」の移行データ
には、ナレッジシェア機能のデータも含ま
れる認識でよいでしょうか。

移行対象範囲の確認のため。 認識のとおりで問題ない。

512 136 4438

別紙2.要件定義
書
3.その他事項
3.2.移行に関す
るサービス
3.2.1.移行範囲
（ア）移行デー
タＡ（受注者が
移行を行うも
の）
ｅ

4

現行システムから移行するアクセスログ
は、どのような機器のアクセスログで、移
行対象容量はどの程度必要なのか不明確な
ため、情報を開示していただけないでしょ
うか。

要件を明確にし、より良い提案を行い
ため。

対象のアクセスログについては、外部公開用Web
サービス及びイントラサービスのアクセスログ
を指し、現状の容量は、（参考13） Webサーバ
アクセスログデータ量に示している。次期シス
テムではそれぞれのアクセスログ解析機能にお
いて参照できればよい。

513 136 4438

別紙2
3. その他事項
3.2. 移行に関す
るサービス
3.2.1. 移行範囲
(ア) 移行データ
A（受注者が移行
を行うもの）
e.

4

現行システムから移行される調査対象アク
セスログについて、対象機器、ログ種別、
データサイズを、要求仕様書または閲覧資
料にて提示していただきたい。

要件を明確にするため。 対象のアクセスログについては、外部公開用Web
サービス及びイントラサービスのアクセスログ
を指し、現状の容量は、（参考13） Webサーバ
アクセスログデータ量に示している。次期シス
テムではそれぞれのアクセスログ解析機能にお
いて参照できればよい。

514 136 4456

別紙2
3. その他事項
3.2. 移行に関す
るサービス
3.2.1. 移行範囲
(ア) 移行データ
A（受注者が移行
を行うもの）
g. (ii)

4

共有ストレージ内のデータが、現行システ
ムの情報漏えい対策サービスにより暗号化
されている場合、当該データは復号して次
期システムに移行し、次期システム側で暗
号化する必要があると考えます。
当該データ移行の復号作業は、現行事業者
が実施する旨を記載していただきたい。

現行システムにおける復号作業が調達
範囲になる場合、現行事業者以外は対
応が困難になる可能性があり、調達の
公平性を保つため。

意見を踏まえ、要件定義書の「3.2.1.(ア).a」
を以下に修正する。

「現行基盤システムで使用している以下b.から
j.のデータを次期基盤システムの同種のサービ
スで継続して利用できるよう移行すること。移
行対象のデータの復号については、別途現行事
業者と契約する業務（経済産業省基盤情報シス
テム構築に係る移行支援（仮））の中で、実施
する。また、（略）」

515

別紙
2(要件
定義
書)
138

4504 3.2.2.f

1

以下の通り修文願います。

「移行時のデータは暗号化すること。また
物理的な手段でデータ移行する場合は、複
数の情報に分割してそれぞれ異なる経路及
び手段を用いること。」

「複数の情報に分割してそれぞれ異な
る経路及び手段を用いる」に関して
は、物理的な手段でデータ移行する場
合の要件と理解している。ネットワー
ク経由でデータ移行する場合は通信時
の暗号化が適切に行われていれば、情
報の分割及び複数経路での移行は効果
がないうえ、技術的にも不可能と考え
られる。

意見を踏まえ、要件定義書の「3.2.2.f」を以下
に修正する。

「移行時のデータは暗号化すること。また、物
理的な手段でデータ移行する場合は、複数の情
報に分割してそれぞれ異なる経路及び手段を用
いること。ただし、閉域網を利用した場合は、
単一経路を用いることを可とする。」

516 138 4504

別紙2.要件定義
書
3.その他事項
3.2.移行に関す
るサービス
3.2.2.移行方法
ｆ

3

「移行時のデータは暗号化すること。ま
た、複数の情報に分割してそれぞれ異なる
経路及び手段を用いる。」に、以下の文を
追記いただけないでしょうか。

「なお、閉域網を利用した場合において
は、単一の経路を用いることを可能とす
る。」

セキュアな環境である閉域網を利用し
てデータ移行を行う場合は、複数の経
路を用意するのはコスト増になると考
えるため。

意見を踏まえ、要件定義書の「3.2.2.f」を以下
に修正する。

「移行時のデータは暗号化すること。また、物
理的な手段でデータ移行する場合は、複数の情
報に分割してそれぞれ異なる経路及び手段を用
いること。ただし、閉域網を利用した場合は、
単一経路を用いることを可とする。」
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517 138 4504

別紙2
3. その他事項
3.2. 移行に関す
るサービス
3.2.2. 移行方法
f.

1

以下の記載に修文をお願いいたします。

「f. 移行時のデータは暗号化すること。
また、複数の情報に分割してそれぞれ異な
る経路及び手段を用いる。ただし、閉域網
を利用した場合は、単一経路を用いること
を可とする。」

閉域網を利用した環境による必要なセ
キュリティを担保することが可能であ
り、対策の選定幅を広げ全体コストの
低減を実現するため、修正をお願いし
ます。

意見を踏まえ、要件定義書の「3.2.2.f」を以下
に修正する。

「移行時のデータは暗号化すること。また、物
理的な手段でデータ移行する場合は、複数の情
報に分割してそれぞれ異なる経路及び手段を用
いること。ただし、閉域網を利用した場合は、
単一経路を用いることを可とする。」

518
別紙2
P.138-
139

4538-
4539

3.3.1.h 2

システムの重大障害発生時の対応を強化す
るため、「保守担当者と機器製造メーカー
が連携して対応可能となるような体制(例
えばメーカーの専任担当者等)を準備する
こと」という文言を追加頂けないでしょう
か。

運用スタッフだけでなく機器製造メー
カーの開発部門も交えて迅速に解決に
あたる体制が肝要と考えます。特に新
規の不具合発生時において、上記の連
携は非常に重要です。

意図されている要件は、要求仕様書の
「2.3.4.(エ).b」に記載があるため参照するこ
と。

519

別紙
2(要件
定義
書)
139

4557 3.3.2.(ア).b

1

セキュアPCのキッティング作業は、運用管
理事業者側の作業範囲に含めていただけま
すようお願いいたします。

キッティングの作業と貸出業務は密接
に関わってくるため、単一の事業者に
て完結することが運用上望ましいもの
と考えられる。特に人事異動時はPCの
貸出・回収サイクルとそれに伴った
キッティング計画の密な連携が必要と
なると推察されるが、指揮命令系統が
違うと迅速な対応の阻害要因となる可
能性がある。
そのため、本調達ではキッティング手
順の作成・改版及びマスターイメージ
の提供・更新までを調達の範囲とし、
作業については運用管理業務にて実施
いただくべきと考える。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

意見のとおり、PCの貸出・回収サイクルとそれ
に伴ったキッティング計画の密な連携は必要で
あるが、運用管理事業者の業務として、システ
ムや機器に対して直接的な設定等の作業は除外
しているため、キッティング作業は本調達の業
務範囲とする。

520

別紙
2(要件
定義
書)
139

4557 3.3.2.(ア).b

4

別紙2(P139 4558行)ではセキュアPCのキッ
ティングについてはシステム運用窓口で行
い拠点職員の負荷軽減策を講じること、と
なっていますが、別紙6の※1では地方局に
ついては地方局担当職員が機器のキッティ
ングを実施となっています。

運用窓口で行うキッティング機器の対象は
貴省本省分のみと考えてよいでしょうか。

本業務の見積もりを行うため、対象を
明確化したいため。

意見を踏まえ、要件定義書の「3.3.2.(ア).b」
を以下に修正する。

「セキュアPCのキッティング作業は、本省のシ
ステム運用窓口で行うこととする。地方局につ
いては地方局の担当職員でもキッティング作業
を行えるようキッティング作業に関する手順化
や負荷軽減策を講じること。」

あわせて、別紙６の「2ページ目の※1」を以下
に修正する。

「※1 本省及び特許庁内においては、運用管理
事業者が窓口を設置し、貸与品の授受・管理す
る。なお、地方局においては地方局の担当職員
が貸与品の授受・管理を実施する。キッティン
グ作業も行うとした場合には、作業に関する手
順化や負荷軽減策を講じること。」

521 139 4570

別紙2
3. その他事項
3.3. 運用支援に
関するサービス
3.3.2. 共通要件
(ア) システム運
用窓口の設置
e.

3

本項で示される「省内で利用できるスペー
ス」の拠点・建屋を要件定義に明示してい
ただきたい。
また、別途調達される「運用管理事業者」
が利用するスペースが本要求定義書上の
「省内で利用できるスペース」に含まれる
場合は、その旨を記載していただきたい。

適切な運用体制を検討するため。 意見を踏まえ、要件定義書の「3.3.2.(ア).e」
を以下に修正する。

「省内で利用できるスペースは、経済産業省別
館内に 58.3㎡×3区画を想定している。（本ス
ペースに運用管理事業者が利用する分は含まれ
ない。）また、必要となる以下の当省の設備の
貸出しは可能である。ただし、貸出し可能な各
設備の数量は担当職員と協議の上、決定するこ
と。（略）」

522

別紙
2(要件
定義
書)
140

4588 3.3.2.(ア).g

3

以下の通り修文願います。

「次期システムの運用開始3か月程度は、
定型的な対応では対処しきれない問い合わ
せが多く発生すると見込まれるため、担当
職員の指示のもと、運用管理事業者と連携
して対応すること。」

指揮命令系統を明確にするため。 意見を踏まえ、要件定義書の「3.3.2.(ア).g」
を以下に修正する。

「次期システムの運用開始3か月程度は、定型的
な対応では対処しきれない問い合わせが多く発
生すると見込まれるため、担当職員の指示のも
と、運用管理事業者と連携して対応するこ
と。」

523 140 4600

別紙2
3. その他事項
3.3. 運用支援に
関するサービス
3.3.2. 共通要件
(イ) 問い合わせ
対応サービス
c.

2

以下の文章に修文をお願いいたします。

「c. 問い合わせの内容に応じて、システ
ム運用窓口及び運用管理事業者から遠隔操
作等での対応が可能なこと。」

システム操作方法の問い合わせ対応等
については、運用管理事業者が直接問
い合わせ元のセキュアPC画面を遠隔操
作で確認できることが、効果的な解決
手段となることから、運用管理事業者
の窓口からの遠隔操作を可能とするこ
とが望ましいと考えます。

意見を踏まえ、要件定義書の「3.3.2.(イ).c」
を以下に修正する。

「問い合わせの内容に応じて、システム運用窓
口及び運用管理事業者から遠隔操作等での対応
が可能なこと。」

524

別紙
2(要件
定義
書)
141

4638 3.3.2.(オ).(1).
f

1

以下の通り修文願います。

「継続して利用する教育・研修資料は、常
に最新の状態に更新すること。対象ツール
がSaaS型の場合は、SaaS等クラウドサービ
スに関しては、提供元ベンダのWebを参照
させることで対応することでもよい。」

SaaS型のクラウドサービスにおいては
不定期にバージョンアップが行われ画
面レイアウト変更や機能追加が発生す
る可能性があり、その都度マニュアル
の修正が必要な場合、回数、規模感の
想定が困難であり、見積もりができな
いため。

意見を踏まえ、要件定義書の
「3.3.2.(オ).(1).f」を以下に修正する。

「継続して利用する教育・研修資料は、常に最
新の状態に更新すること。ただし、SaaS等クラ
ウドサービスに関しては、提供元クラウドサー
ビスのWebページ等を示し、最新版の参照先を示
すことで可とする。」
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525 145 4758

別紙2
3. その他事項
3.3. 運用支援に
関するサービス
3.3.2. 共通要件
(ク) 運用管理業
務の引継ぎ
c.

4

運用管理事業者へ引き継ぐべき情報の中で
「当省のローカルルール」については、
「4.7.6 閲覧資料」等のどの文書に記載さ
れているかご明示ください。

要件を明確にするため。 当省のローカルルールについて改めて確認した
ところ、引継等には不要であることを確認した
ため、意見を踏まえ、要件定義書の
「3.3.2.(ク).c」を以下に修正する。

「上記分離範囲に相当する部分は、以下の内容
を運用管理事業者に引継ぎを完了すること。
・業務内容と運用手順
・次期基盤システムの技術要素
・コンプライアンス及びセキュリティ教育」

削除部分は、以下のとおり。

「・当省のローカルルール」

526

別紙
2(要件
定義
書)
146

4807 3.3.3.(イ).c

1

本要件に関して、公用端末（スマートフォ
ン、タブレット）は対象外としてくださ
い。

公用端末は調達範囲外であり、責任範
囲の明確化のため。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。

527

別紙
2(要件
定義
書)
149

4875 3.3.5.(エ).(1).
a

3

以下の通り修文願います。

「データセンタ内、またクラウドサービス
内にバックアップの取得を行うこと。」

本要件の目的は、障害発生時にサービ
スを迅速に復旧できることと認識して
いる。
サービスをクラウド上の仮想マシンで
提供する場合、要件定義書
1.3.3.c.(xii)記載の通り、クラウド
サービス内部でバックアップを取るこ
ととなっており、クラウドサービス内
のバックアップデータから迅速に復旧
することが望ましいと考えられる。

意見を踏まえ、要件定義書の
「3.3.5.(エ).(1).a」を以下に修正する。

「バックアップ対象は、各サービスのシステム
領域及びデータ領域とし、データセンタ内又は
クラウドサービス内にバックアップの取得を行
うこと。」

528

別紙
2(要件
定義
書)
149

4875 3.3.5.(エ).(1).
a

4

「バックアップ対象は、各サービスのシス
テム領域及びデータ領域とし」とあります
が、具体的なバックアップ対象は設計時に
貴省と協議して決定する理解でよいでしょ
うか。

バックアップ対象の決定方法につい
て、確認したいため。

意見のとおり。

529

別紙
2(要件
定義
書)
149

4883 3.3.5.(エ).(1).
c

3

以下の通り修文願います。

「セキュアPCの特定領域に保存されたデー
タについて、定期的に「2.5.12.共有スト
レージサービス」の個人ドライブに自動ま
たは手動でバックアップできる仕組みを提
供すること。」

本要件の目的は、故障時に備えセキュ
アPC内に保存したデータをバックアッ
プすることだと認識している。
バックアップ対象のデータ量によって
は、定期的に「自動」でバックアップ
を実行することにより、PC性能や通信
帯域への影響など業務影響が懸念され
るため、任意のタイミングで「手動」
でのバックアップが望ましいと考えら
れる。
また、共有ストレージサービスの個人
ドライブには容量の上限があるため、
枯渇を防止するためには自動ではなく
職員様の任意のタイミングでバック
アップ可能な手段を提供することが望
ましいと考えられる。

意見を踏まえ、要件定義書の
「3.3.5.(エ).(1).c」を以下に修正する。

「セキュアPCにおいて、内部ストレージのユー
ザ領域を、自動又は手動で「2.5.12．共有スト
レージサービス」上の個人データ領域にバック
アップされる仕組みを提供すること。」

530 149 4898
(エ)  バック
アップ/リストア
サービス

2

i. の「なお、〜」以下の内容に関して、
「重複排除・データ圧縮などのデータ削減
機能を用いること」もネットワークに負荷
を与えない方式の必須事項として加えて頂
きたい。

データ削減機能を用いることで、ネッ
トワークへの負担をさらに抑え、コス
ト低減に貢献します。

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

531

別紙
2(要件
定義
書)
150

4917 3.3.5.(エ).(4).
a

4

クラウドサービスについては、要件定義書
1.3.3.c.(xii)記載の通りクラウドサービ
スでバックアップを取得する認識ですの
で、こちらで取得したデータから復旧する
認識でよいでしょうか。

クラウドサービスで保持しているデー
タについては、クラウドサービス内の
バックアップデータから迅速に復旧す
ることが望ましいと考えるため。

意見のとおり。

532

別紙
2(要件
定義
書)
150

4927 3.3.5.(オ).c.

1

構成するサーバ全ての情報を採取すると莫
大なログ保管領域及び工数が掛かることが
想定されます。職員様が利用するサービス
のパフォーマンスに影響しない、管理目的
で使用するサーバは対象外とするように修
文願います。

性能情報の保管対象を絞ることでログ
保管領域の削減に繋げることが可能で
あるため。

意見を踏まえ、要件定義書の「3.3.5.(オ).c」
を以下に修正する。

「サーバの性能情報（CPU使用率、メモリ使用
率、ディスク使用量等）を監視し、統計情報と
して一元管理すること。また、取得した情報を
分析し、レポートとして報告すること。ただ
し、提供されるサービスのパフォーマンスに影
響しないサーバ等は対象外とする。」

533 152 4987

別紙2
3. その他事項
3.3. 運用支援に
関するサービス
3.3.5. リソース
管理運用支援
(サ) PC及び仮想
デスクトップ関
連支援サービス
a.

4

セキュアPC以外で管理するクライアントPC
の種類（＝マスタ数）は最大何種類を想定
されているか記載いただきたい。

見積費用の精緻化のため 主なマスタとしては、セキュアPC、ウイルスス
キャン専用PC、災害用PC、プレゼンテーション
用PCを想定しているが、併せて、運用支援サー
ビスとして用いるPCについても想定すること。
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534 152 4990

別紙2
3. その他事項
3.3. 運用支援に
関するサービス
3.3.5. リソース
管理運用支援
(サ) PC及び仮想
デスクトップ関
連支援サービス
b. 3

「2.3.2. 個別業務用仮想デスクトップ
サービス」以外の用途で利用する仮想デス
クトップ環境の作業範囲、及び責任分担を
記載していただきたい。また、想定される
当該仮想デスクトップ環境の種別、数量、
構成等を、要求仕様書または閲覧資料にて
提示していただきたい。

要件を明確にするため。 「2.3.2. 個別業務用仮想デスクトップサービ
ス」で利用する仮想デスクトップ環境の構築、
設定変更及び棚卸し作業などを行うこと。

削除箇所は、要件定義書の「3.3.5.(サ).b」の
以下のとおり。

「「2.3.2. 個別業務用仮想デスクトップサービ
ス」以外の用途で利用する仮想デスクトップ環
境の代理構築、設定変更及び棚卸し作業などを
行うこと。」

また、作業範囲、及び責任分担については、要
件定義書「2.3.2.個別業務用仮想デスクトップ
サービス」を参照すること。
想定される当該仮想デスクトップ環境の種別、
数量、構成等は、入札公告時、資料閲覧の対象
とする。

535 153 5009

別紙2
3. その他事項
3.3. 運用支援に
関するサービス
3.3.5. リソース
管理運用支援
(セ) 管理用リ
モートアクセス
サービス
e.

1

管理用リモートアクセスサービスについ
て、クラウドサービス(DaaS)を活用するこ
とを考慮し、データセンタ内にオンプレミ
スで構築する場合と、クラウドサービスを
利用する場合のどちらでも可能となるよう
修正を願いします。

サービス提供費用の削減のため。 意見を踏まえ、要件定義書の「3.3.5.(セ).e」
を以下に修正する。

「データセンタ内に仮想デスクトップを15台以
上構築すること。その仮想デスクトップは管理
用リモートアクセス専用のセグメント上に作成
すること。当該仮想デスクトップについて、ク
ラウドサービス上に構築することでもよいが、
必要なセキュリティ対策を行うとともに具体的
な方法については、担当職員に提案し、了解を
得ること。」

536

153 5022 3.3.6.セキュリ
ティに係る運用
支援サービス

4

以下機能の追加をお願いいたします。
・定型化された業務をフローに基づいて自
動化するSOAR製品等の導入も検討するこ
と。

SOARは、定型化された業務をフローに
基づいて自動化・統合管理する製品群
の総称です。昨今、自治体・中央省庁
での業務自動化に用いられはじめてい
るRPAのように、運用業務を自動化す
ることが可能です。人がやらなくて良
い作業を削減することで運用コストを
削減するだけでなく、特定の職員でな
いと実施できなかった俗人的な作業等
の削減や、作業ミスの撲滅のために今
後必要な機能となります。
(補足資料P.58-59)

必須の要件としての変更の必要はないと判断
し、意見は採用しない。ただし、提案は妨げな
い。

537 157 5143 3.3.6. (カ） e. 1

以下の通り文言を修正いただけますでしょ
うか。

---
パターンファイルの不具合が判明した場合
等、適切なパターンファイルに更新できる
こと。
---

パターンファイルに不具合があった場
合でも、ロールバックすることはセ
キュリティの観点から望ましくないと
考えます。

意見を踏まえ、要件定義書の「3.3.6.(カ).e」
を以下に修正する。

「パターンファイルの不具合が判明した場合
等、適切なパターンファイルに変更することが
できること。」

538 158 5199
3.3.6. （サ）
c.

3

以下の通り文言を修正いただけますでしょ
うか。

管理コンソールからリモートによるロック
及びデバイス内の企業領域のデータの削除
を行うこと。 なお、データの削除後の対
応は担当職員と協議の上、適切な対応を実
施すること。

文言を意図を理解した上で適切な提案
を行うためです。

一般的な、MAM機能では"特定領域"と
いう表現ではなく、
企業領域(企業管理のアプリとデータ
が存在)、または個人領域という表現
が使用されます。

意見を踏まえ、要件定義書の「3.3.6.(サ).c」
を以下に修正する。

「管理コンソールからリモートによるロック及
びデバイス内の業務で使用している特定の領域
のデータの削除を行うこと。
なお、データの削除後の対応は担当職員と協議
の上、適切な対応を実施すること。」

539

別紙
2(要件
定義
書)
162

5314 3.4.g

1

以下の通り修文願います。

「外部に持出す前にハードディスク等の電
磁的記録媒体の完全消去または物理的破壊
を行い、内容の復元が不可能な状態とする
こと。」

「外部に持出す前にハードディスク等
の電磁的記録媒体の完全消去を行い」
とありますが、故障したハードディス
クについては、電磁的記録媒体の完全
消去を行うことが難しいため。

各者の意見を踏まえ、要件定義書の「3.4.g」を
以下に修正する。

「次期基盤システムで使用したハードディスク
等の電磁的記録媒体を保守交換等によりデータ
センタ外部へ持出す場合は、外部に持出す前に
ハードディスク等の電磁的記録媒体の完全消去
又は物理的破壊を行い、内容の復元が不可能な
状態とすること。

540 162 5314
3.4.保守に関す
るサービス

1

g. の内容に関して、「なお、ディスクド
ライブやフラッシュモジュール側の暗号化
機能を利用の場合には、その利用が性能に
影響を与えないことを前提に完全消去は必
須では無い。」を加えて頂きたい。

フラッシュデバイスのソフトウェア的
なデータ消去は技術的難易度から未対
応の場合が多く、暗号化による対応が
望ましいと考えます。万が一完全消去
を行ずに外部持ち出しが行われても、
暗号化が行われていればデータを読み
取ることはできません。※意見招請別
紙-1-暗号化.pdf

各者の意見を踏まえ、要件定義書の「3.4.g」を
以下に修正する。

「次期基盤システムで使用したハードディスク
等の電磁的記録媒体を保守交換等によりデータ
センタ外部へ持出す場合は、外部に持出す前に
ハードディスク等の電磁的記録媒体の完全消去
又は物理的破壊を行い、内容の復元が不可能な
状態とすること

541

別紙
3(成果
物一
覧)
2

33
34

No.33
No.34

4

本成果物は本業務の運用支援に関するサー
ビスだけでなく、別途調達される運用管理
業務の作業に関する計画・実施要領も対象
でしょうか。
もし対象である場合、貴省だけでなく運用
管理業者との調整も必要と考えますが、必
要に応じて現行・次期運用管理業者と調整
したうえで受注者が作成する認識でよいで
しょうか。

成果物の対象範囲を確認するため。
また、提出時期を踏まえて、関連事業
者との調整・分担を明確にするため。

本成果物は本業務の運用支援に関するサービス
だけでなく、別途調達される運用管理業務の作
業に関する計画・実施要領も対象である。
2021/10/1から参画する運用管理事業者側でも内
容の確認を行い、調整の上適宜修正することを
考えているが、その旨が解るように、該当する
成果物について、「別紙3.成果物一覧」の「備
考」欄に以下を追記する。

「受注者が作成後、運用管理事業者が確認した
内容について、適宜反映し修正を行うこと」
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542

別紙
3(成果
物一
覧)
2

33
～37

No.33～37

3

No33～37の成果物について、期限を「研修
実施前」までに変更願います。

当該成果物に関しては、構築した実環
境を踏まえたうえで作成（画面取得
等）する必要があるため、2021/8/31
への提出は不可能と考えられる。本成
果物は研修で必要なものと理解してお
り、期限も研修前に設定いただくこと
が適切であると考える。

No.33からNo.37の成果物については、運用管理
事業者（2021/10調達予定）へ引継ぎに必要なも
のとなるため、2021/8/31を提出期限としてい
る。

意見を踏まえ、「別紙3.成果物一覧」の「提出
時期」欄を以下に修正する。

33.システム運用・保守計画書
（暫定版）：2021/8/31
（確定版）：教育・研修工程開始前
34.運用・保守実施要領
（暫定版）：2021/8/31
（確定版）：教育・研修工程開始前
35.システム運用マニュアル及び操作解説書
（暫定版）：2021/8/31
（確定版）：教育・研修工程開始前
36.利用者操作マニュアル
（暫定版）：2021/8/31
（確定版）：教育・研修工程開始前
37.運用引継ぎ書
（暫定版）：2021/8/31
（確定版）：教育・研修工程開始前

543 1 -
別紙5
移行に関する提
供事項

4

「別紙5. 役割分担表」にて、「移行デー
タの抽出」作業は「現行基盤システム運用
事業者」が「説明責任者/実行責任者
(R/A)」と定義されています。本作業には
「既存暗号化データの復号化作業」も含ま
れる認識でよろしいでしょうか。

移行要件を明確にするため。 意見のとおり。現行基盤システム運用事業者の
「移行データの抽出」には暗号化されている
データの復号化作業が含まれる。

544

別紙
5(役割
分担
表)
2

- 運用支援に関す
るサービス

3

運用支援に関するサービスに関して本シス
テム構築事業者と運用管理事業者双方に
R(実行責任者)が記載されておりますが、
運用管理事業者のみにR(実行責任者)を記
載願います。

関連事業者との責任分界点を明確にす
る必要があるため。

「別紙5.役割分担表」の運用支援に関するサー
ビスのR（実行責任者）の作業は、基盤システム
構築事業者と運用管理事業者が連携して実施す
る作業であるため要件としては残すが、要件を
明確化することで過大なコスト積算を防ぐ目的
から、「別紙5.役割分担表」を以下に従って、
修正する。

「基盤システム構築事業者と運用管理事業者の
作業内容と作業責任を書き分け、一つの作業で
複数の事業者がR/Aとならないよう修正する」

545

別紙
6(次期
基盤シ
ステム
の運用
範囲の
考え方
及び業
務範囲
イメー
ジ)
2

- 次期システムの
運用管理にかか
る業務範囲のイ
メージ

4

本図において、一般職員様からの問い合わ
せ受付対応、不具合受付対応に関しては運
用管理事業者の業務として「問合せ受付」
しか記載がありませんが、運用管理事業者
が一般職員様への「問合せの回答」も行う
認識でよいでしょうか。

本調達側の体制や運用管理業務との分
担の確認をするため。

運用管理事業者が一般職員への「問合せの回
答」も行う認識でよい。

546
別紙7
SLA項
目一覧

-
ｶﾃｺﾞﾘ：ﾏﾙｳｪｱ対
策

4

別添01の内容をSLA項目として追加するこ
とをご提案します。

ゼロデイ攻撃や情報漏洩を防ぐため、
既存シグネチャで脅威判定不能な不審
オブジェクトはメーカのシグネチャ更
新を待つのではなく、脅威の有無を早
急に判定して必要な対処を早期実施す
ることが被害防止/極小化に必要であ
るため。

SLA項目については、当省において最低限必要な
項目をあげているものである。意見は採用しな
い。

547

別紙
7.SLA
項目一
覧

NO.1～
4

稼働率 1

本経済産業省基盤情報システムサービス要
件について、単一ではない複数のサービ
ス・機能等で提供される場合、SLAについ
ては別途協議また努力目標として設定して
いただきたい。

各種製品・クラウドサービスの組み合
わせにより、本経済産業省基盤情報シ
ステムサービスに現在求めている稼働
率を契約上のSLAとして求めること
は、実現性が乏しいと考えるため。

基盤環境がクラウドサービスとなった場合、以
下のSLA項目については受注者側であらかじめ保
証することが困難と考えられるため、要求仕様
書の「別紙7.SLA項目一覧」に「協議の上で合意
するものとする。」を追記する。

・カテゴリが「障害対応」のもの
・カテゴリが「レスポンス」のもの

548

別紙
7(SLA
項目一
覧)
1

5～8 No.5～8

1

クラウドサービスについては対象外として
ください。

クラウドサービスにおいては、障害復
旧時間は稼働率の中に含められてお
り、個別に障害復旧時間をSLAとして
設定することができないものが多いた
め。

基盤環境がクラウドサービスとなった場合、以
下のSLA項目については受注者側であらかじめ保
証することが困難と考えられるため、要求仕様
書の「別紙7.SLA項目一覧」に「協議の上で合意
するものとする。」を追記する。

・カテゴリが「障害対応」のもの
・カテゴリが「レスポンス」のもの

549

別紙
7.SLA
項目一
覧

NO.5～
9

障害発生 1

「障害発生より○時間以内」という設定
SLA値については、削除して頂くか努力目
標値として設定していただきたい。

一般的なクラウドサービス利用におい
て、障害復旧完了までの時間に関する
契約上のコミットメントが無い事が多
く、通常サービス利用時の稼働率のみ
契約上のSLAに定義されていることが
多いため。原文のままですと、利用で
きるクラウドサービスの選択肢が狭め
られる、過剰な品質提供によりコスト
増大につながるリスクがあると考えて
おります。

基盤環境がクラウドサービスとなった場合、以
下のSLA項目については受注者側であらかじめ保
証することが困難と考えられるため、要求仕様
書の「別紙7.SLA項目一覧」に「協議の上で合意
するものとする。」を追記する。

・カテゴリが「障害対応」のもの
・カテゴリが「レスポンス」のもの
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550

別紙
7(SLA
項目一
覧)
1

9 No.9

3

重度障害通知時間の算出方法を修正願いま
す。

「担当職員に連絡した時刻」－「異常が発
生した時刻」

誤記と思われるため 誤記のため、「別紙7.SLA項目一覧」のNo.9の測
定方法を以下に修正する。

「■測定方法
・重度障害が発生した時刻と、担当職員に連絡
した時刻を登録し、その時刻を元に連絡時間を
算出する。

重度障害通知時間＝「担当職員に連絡した時
刻」－「異常が発生した時刻」」

551

別紙
7.SLA
項目一
覧

No.10

レスポンス
アプリケーショ
ン起動時間①
ワープロソフト
起動時間

1

アプリケーション封じ込め環境（端末内マ
イクロVM環境）での起動時間については10
秒以内

ワープロソフトファイルにマルウェア
が含まれている可能性がある場合は、
安全性確保のため、端末内アプリケー
ション封じ込め環境での実行が推奨で
す。その場合、本体OSでの実行に比べ
起動時間が４～６秒程度長くなること
が見込まれ緩和が必要と考えます。

アプリケーション封じ込め環境は必須の要件と
して求めていないため、SLA項目として採用しな
い。

552

別紙
7(SLA
項目一
覧)
2

16 No16

1

以下の通り修文願います。

対応内容：受電してから二次サポート（担
当部署）へエスカレーションするまでの平
均時
間。
設定SLA値：10分

問い合わせ回答や障害対応に関して
は、製品問い合わせや調査が必要も必
要となり、また対応内容によっては時
間がかかるものも存在する認識のた
め、定義されている60分以内に対応完
了することは不可能と考えられる。項
目がエスカレーション対応時間となっ
ていることから、受付時間に関する
SLAを設定いただくことが適切と考え
られるため。

意見を採用し、「別紙7.SLA項目一覧」を以下に
修正する。

「『二次エスカレーション対応時間』を削除す
る。」

「『二次サポートエスカレーション時間（SLA設
定値：10分）』を追加する」

553

別紙
7(SLA
項目一
覧)
2

23～24 No.23～24

4

「■測定方法」に記載されている「初回配
信完了の時刻」は、「初回適用完了の時
刻」という認識でよいでしょうか。

誤記と思われるため 誤記のため、「別紙7.SLA項目一覧」のNo.23,24
の測定方法を以下に修正する。

「■測定方法
・パターンファイルをダウンロードし、「配布
開始した時刻」から「初回適用完了時刻」まで
の時間を測定する。
※パターンファイル適用までの時間(1回ずつの
対応時間)＝「初回適用完了時刻」－「配布開始
時刻」」

554 - -

閲覧資料
（参考７）回線
トラフィック使

用量一覧

4

閲覧資料にて、「（参考７）回線トラ
フィック使用量一覧」を拝見させて頂きま
した。

このうち、「利用可能帯域[bps]」の項目
につきまして、回線が帯域保証型かベスト
エフォート型か読み取れませんでしたの
で、どちらの回線種別かご教示をお願い致
します。

要件を明確にするため。

これからご提案させて頂く回線サービ
スで適切な回線をご提案させて頂く為
に、既存の回線が帯域保証型かベスト
エフォート型かご教示頂きたいため。

現状は、各回線とも帯域保証型を利用してい
る。
現状の回線にかかわらず、本要件、SLAを満たす
構成を考慮した上で、必要と考える回線を提案
すること。
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