
意見招請回答（全体版）

項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

1 調達仕様
書－

－ － 4 契約書と仕様書の記載内容に矛盾又は抵触が
あった場合には、仕様書に記載の内容が適用さ
れるという認識でよろしいでしょうか。その場合、
以下の文言を追記願います。

「契約書と仕様書との間に矛盾が生じる場合
は、本仕様書の定めが優先して適用されるもの
とする。」

貴省の契約書雛形と本案件の仕様書の
内容に齟齬がある場合に、どちらの定めを
優先すべきか明らかにするため。

契約書を構成するもの全てでの契約となりますので、どこか
を優先しての適用はございません。
万が一、記載の誤り、記載の疑義等があれば、調達公示時
に質問をしていただくか、契約条項中に必ず記載している協
議によるものとします。

2 仕様書10 238 4.2.6
(3)

4 支援の内容として、アプリジョブ設定の移行も含
まれる理解でよいでしょうか。

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

御認識のとおりです。
詳細は閲覧資料の移行計画書を確認の上、ご提案ください。

3 仕様書12 302-
306

4.3.3.定常
時対応
(5)

3 現行のサービスカタログを元に実施している運
用項目の内、次期運用で必須の項目があれば
要件定義書に明記お願いいたします。
現行運用で実施している主な運用項目は、別添
資料1の通りです。

要件定義書に記載のない項目があり、運
用工数の見積に差が出るため。

別添資料1 サービスカタログを 新化したうえで閲覧資料とします。

4 調達
仕様書(案)
21

588 4.14 4 「図 4-2 作業スケジュール(予定) 」において、作
業期間は令和3年4月から令和4年4月までの約
13か月間という認識で宜しいでしょうか。

認識齟齬をなくすため、
ご確認をお願いいたします。

- 認識に相違があります。
機器調達・構築、試行運用は、「図 4-2 作業スケジュール
（予定）」のとおり、令和3年5月1日～令和4年4月30日となり
ます。

「図 4-2 作業スケジュール（予定）」を「令和4年度STATS機
器調達」「機器構築」にわけて修正します。
　令和3年5月1日～令和3年9月30日：機器調達
　令和3年10月1日～令和4年4月30日：機器構築

5 調達仕様
書27

747-748 12.2
①

4 本件の納入物品には、請負業者以外が製造又
は提供する第三者製品が含まれますが、本件
の履行にあたり、貴省は当該第三者製品に関
する使用許諾条件について確認いただき、使用
許諾条件に含まれる各種保証条件についても
ご承認いただけるという理解でよろしいでしょう
か。

第三者製品の利用に当たり、責任範囲を
明確にするため。

御認識のとおりです。

6 調達仕様
書27

757-760 12.3
①

4 本件受託業務の作業により作成する納入成果
物には、請負業者または第三者が従前から保
有している著作物等（製品マニュアル、一般的
かつ汎用的なノウハウ等）も含まれますが、そ
れらについては知的財産権が留保されるという
認識でよろしいでしょうか。

既存著作物に係る知的財産権は、従前か
らの保有者に留保されるのが一般的であ
るため。

御認識のとおりです。
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

7 調達仕様
書28

794-796 12.6
①

4 「当省が開示した情報、契約履行過程で生じた
納入成果物及び本作業の履行上知り得た一切
の事項」とありますが、本件の履行に当たり、機
密保持の対象範囲は実務上指定可能なもので
あるという認識でよろしいでしょうか。

守秘対象が広汎かつ不特定であり、情報
管理に係る負荷が大きく調達費用が増加
するため。

御認識のとおりです。

8 調達仕様
書28

794-796 12.6
①

4 以下の情報については、機密保持義務の対象
外としていただけますでしょうか。
　‐公知情報
　‐既知情報
　‐第三者より開示された情報
　‐独自開発情報

守秘対象が広汎かつ不特定であり、情報
管理に係る負荷が大きく調達費用が増加
するため。

12.6①を以下のとおり修正します。
「当省が開示した情報、契約履行過程で生じた納入成果物
及び本作業の履行上知り得た一切の事項について、いかな
る場合にもこれを当省が開示することを認めていない第三者
に開示又は漏えいしてはならないものとする。
ただし、公知情報、既知情報、独自開発情報については、こ
の限りではない。」

9 調達仕様
書28

805-806 12.6
⑤

4 機密保持義務の存続期間を本契約終了後３年
間としていただけないでしょうか。

情報管理に係る負荷が大きく、調達費用
が増加するため。

機密保持義務の存続期間は本契約終了後も継続する認識
のため、本意見は棄却します。

10 要件定義
書4

51 表2-6
現行
STATS
バックアッ
プ方針

4 「共有ストレージスナップショット」の月次バック
アップの世代数の明記をお願いします。

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

以下のとおり修正します。
「NetBackup によるテープライブラリへのバックアップ
※毎月 終土曜に実行されるバックアップは外部保管用の
月次バックアップ（3世代）である。」

11 要件定義
書4

51 表2-6
現行
STATS
バックアッ
プ方針

2 「ファイル共有領域バックアップ」に月次バック
アップの明記をお願いします。

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

以下のとおり修正します。
「NetBackup によるテープライブラリへのバックアップ
※毎月 終土曜に実行されるバックアップは外部保管用の
月次バックアップ（3世代）である。」

12 要件
定義書11

148 3.5.2 3 「表 5-14 サービスレベル保証項目」ではなく
「表 5-12 サービスレベル保証項目」となるので
はないでしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-12 サービスレベル保証項目」
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

13 要件定義
書14

231 5.2.1
STATS構
成に関す
る全体方
針

1 「項番2 ソフトウェア選定に関する方針」を削除
願います。

「コスト削減」のため。
本事業の請負業者が、ベンダ都合などの
リスクをコストに計上すると高額な調達と
なります。
懸念するような事態が発生すれば運用回
避を含めた何らかの対処策を協議し、出
来る範囲の対応とさせていただきたく存じ
ます。

以下のとおり修正します。
「①提案時点でのハードウエア及びソフトウエア選定に係る
方針

提案の時点で、本事業のサービス期間を通じてサービス及
び保守サポートの提供が継続可能な製品を採用すること。
避けがたい事由により、サービス期間中にサービス又は保
守サポートが提供されなくなることが判明している製品を採
用する場合は、事前に当省へ説明の上、承認を得た上で使
用すること。なお、提案時点の調査不足等により、サービス
期間中にサービス又は保守サポートの提供継続が難しい事
が判明した場合は、当省と協議の上、受注者の責任におい
て、システム改修等必要な措置を講じること。
また、ソフトウエアバージョンについては、導入時点での 新
バージョンの採用を基本とするが、重大な不具合が確認され
た場合は当省と協議の上、安定稼働の実績を有するバー
ジョンを採用すること。提供期間中にアップデート等により動
作保証がなされなくなる等の場合、請負業者の負担により動
作保証のための対応を行い、機能に支障がない状態を保つ
こと。
なお、フリーソフト等無償ソフトウェアを選定する際も同様とす
る。

②サービス期間中にサービス又は保守サポートの提供不可
が発覚した際の方針

ベンダ都合等、請負事業者の責に依らない事由により、サー
ビス期間中においてサービス又は保守サポートの継続的な
提供が難しい事が判明した場合は、当省と協議の上、対応
を決定すること。」
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

14 要件定義
書14

231 5.2.1
表5-2
項番2

1 「上記提供期間中に・・・保つこと。」

表中の上記文言を以下の通り修正いただけな
いでしょうか。

「上記提供期間中にアップデート等により動作
保証がなされなくなる場合、請負業者はサービ
スを継続するための対応方針を主管課に提示
し、対応内容について協議すること。」

正確な見積りを実施するため。
システム導入時点で公開されていないアッ
プデート内容等について業者側で動作保
証を確約することは難しく、動作保証のた
めの対応費用に係る正確な見積が提案時
に出来ないため。

以下のとおり修正します。
「項番2：提案時点でのハードウェア及びソフトウェア選定に
係る方針

提案の時点で、本事業のサービス期間を通じてサービス及
び保守サポートの提供が継続可能な製品を採用すること。
避けがたい事由により、サービス期間中にサービス又は保
守サポートが提供されなくなることが判明している製品を採
用する場合は、事前に当省へ説明の上、承認を得た上で使
用すること。なお、提案時点の調査不足等により、サービス
期間中にサービス又は保守サポートの提供継続が難しい事
が判明した場合は、当省と協議の上、受注者の責任におい
て、システム改修等必要な措置を講じること。
また、ソフトウェアバージョンについては、導入時点での 新
バージョンの採用を基本とするが、重大な不具合が確認され
た場合は当省と協議の上、安定稼働の実績を有するバー
ジョンを採用すること。提供期間中にアップデート等により動
作保証がなされなくなる等の場合、請負業者の負担により動
作保証のための対応を行い、機能に支障がない状態を保つ
こと。
なお、フリーソフト等無償ソフトウェアを選定する際も同様とす
る。

項番3：サービス期間中にサービス又は保守サポートの提供
不可が発覚した際の方針

ベンダ都合等、請負事業者の責に依らない事由により、サー
ビス期間中においてサービス又は保守サポートの継続的な
提供が難しい事が判明した場合は、当省と協議の上、対応
を決定すること。」

15 要件定義
書15

262 表 5-3 4 次期STATS 実効容量（TB）とありますが、
TB(10進)という理解でよろしいでしょうか。

2進数を意図した数字であった場合、容量
見積に差異が生じるため。

御認識のとおりです。

16 要件定義
書16

296-
300

5.5.1. 信
頼性要件

1 (1)を削除願います。 「コスト削減」のため。
本事業の請負業者が、ベンダ都合などの
リスクをコストに計上すると高額な調達と
なります。
懸念するような事態が発生すれば運用回
避を含めた何らかの対処策を協議し、出
来る範囲の対応とさせていただきたく存じ
ます。

ベンダ都合等、請負事業者の責に依らない事由により発生し
た場合は、当省と協議の上、対応を決定する旨に修正しま
す。
なお、要件の記載場所を見直し、「5.2.1 STATS構成に関する
全体方針」に保守サポートに関する方針と合わせて記載し、
本項目には以下の記載を追加します。
「(1)信頼性を担保したSTATS構成に関する全体方針につい
ては、「5.2.1STATS構成に関する全体方針」を参照のこと。」

4 / 17



項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

17 要件定義
書16

298-300 5.5.1
(1)

1 「上記提供期間中に・・・保つこと。」

表中の上記文言を以下の通り修正いただけな
いでしょうか。

「上記提供期間中にアップデート等により動作
保証がなされなくなる場合、請負業者はサービ
スを継続するための対応方針を主管課に提示
し、対応内容について協議すること。」

正確な見積りを実施するため。
システム導入時点で公開されていないアッ
プデート内容等について業者側で動作保
証を確約することは難しく、動作保証のた
めの対応費用に係る正確な見積が提案時
に出来ないため。

ベンダ都合等、請負事業者の責に依らない事由により発生し
た場合は、当省と協議の上、対応を決定する旨に修正しま
す。
なお、要件の記載場所を見直し、「5.2.1 STATS構成に関する
全体方針」に保守サポートに関する方針と合わせて記載し、
本項目には以下の記載を追加します。
「(1)信頼性を担保したSTATS構成に関する全体方針につい
ては、「5.2.1STATS構成に関する全体方針」を参照のこと。」

18 要件
定義書17

314 5.5.2(1) 3 「表 5-14 サービスレベル保証項目」ではなく
「表 5-12 サービスレベル保証項目」となるので
はないでしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-12 サービスレベル保証項目」

19 要件定義
書18

384 表5-6
バックアッ
プ方針

4 「共有ストレージスナップショット」の月次バック
アップの世代数の明記をお願いします。

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

以下のとおり修正します。
「テープライブラリへのバックアップ
※毎月 終土曜に実行されるバックアップは外部保管用の
月次バックアップ（3世代）とする」

20 要件定義
書18

384 表5-6
バックアッ
プ方針

2 「ファイル共有領域バックアップ」に月次バック
アップの明記をお願いします。

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

以下のとおり修正します。
「テープライブラリへのバックアップ
※毎月 終土曜に実行されるバックアップは外部保管用の
月次バックアップ（3世代）とする」

21 要件定義
書21

458-459 5.11.2
(2)
(オ)
②

3 左記に「プロキシ」の文言がありますが、こちら
はリバースプロキシのことを指している認識で
相違ないでしょうか。

調達範囲の明確化と正確な見積りを実施
するため。

御認識のとおりです。

22 要件定義
書21

488 5.11.2. 共
通要件

1 「ベンダ等の都合により、当初に設定したサービ
スの提供が行えなくなることがサービス提供期
間中に判明した場合も、当初に設定したサービ
ス内容と同等の代替の方法を提示し、サービス
提供に問題が生じないように措置すること。」
を削除願います。

「コスト削減」のため。
本事業の請負業者が、ベンダ都合などの
リスクをコストに計上すると高額な調達と
なります。
懸念するような事態が発生すれば運用回
避を含めた何らかの対処策を協議し、出
来る範囲の対応とさせていただきたく存じ
ます。

ベンダ都合等、請負事業者の責に依らない事由により発生し
た場合は、当省と協議の上、対応を決定する旨に修正しま
す。なお、要件の記載場所を見直し、「5.2.1 STATS構成に関
する全体方針」に保守サポートに関する方針と合わせて記載
します。

23 要件
定義書21

488 5.11.2
(2)(ク)

3 「ベンダ等の都合により～」の文章は(ク)ではな
く、(キ)その他 ⑤となるのではないでしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- ベンダ都合等、請負事業者の責に依らない事由により発生し
た場合は、当省と協議の上、対応を決定する旨に修正しま
す。なお、要件の記載場所を見直し、「5.2.1 STATS構成に関
する全体方針」に保守サポートに関する方針と合わせて記載
します。

24 要件定義
書21

488-490 5.11.2
(2)
(ク)

1 文言を以下の通り修正いただけないでしょうか。

「基本設計合意までに、ベンダ等の都合により
本業務委託期間中にサービス提供が行えなくな
ることが判明した場合、サービス提供に問題が
生じないように措置すること。」

正確な見積りを実施するため。
本業務委託期間中に、全てのサービスに
対し問題が生じないように措置すること
を、入札・構築時に確約することは難しく、
その対応費用に係る正確な見積が提案時
に出来ないため。

ベンダ都合等、請負事業者の責に依らない事由により発生し
た場合は、当省と協議の上、対応を決定する旨に修正しま
す。なお、要件の記載場所を見直し、「5.2.1 STATS構成に関
する全体方針」に保守サポートに関する方針と合わせて記載
します。
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

25 要件定義
書21

488-494 5.11.2
(2)
(ク)

3 文章の区切り位置について見直しいただけない
でしょうか。

誤記と思われるため。 誤記のため、以下のとおり修正します。
「…措置すること。
(ク)ソフトウェアの共通仕様

各ソフトウェア機能は、…」

26 要件
定義書21

490 5.11.2
(2)(ク)

3 ソフトウェアの共通仕様が(ク)になるのではない
でしょうか。

＜訂正案＞
「…措置すること。
(ク)ソフトウェアの共通仕様

各ソフトウェア機能は、…」

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「…措置すること。
(ク)ソフトウェアの共通仕様

各ソフトウェア機能は、…」

27 要件定義
書23

550 5.11.3
(2)統計
DB サー
バ

3 指標となる性能値の記載を願います。
（SPECint xxx以上など）

STATSの安定稼働において重要サーバで
ある統計DBサーバについては3.5GHz 4コ
ア以上の指定では要求性能を満たしてい
るか明確に判断できない可能性があるた
め。

要件とはしません。ただし、提案を妨げるものではありませ
ん。

28 要件
定義書25

648 5.11.3
(4)

　以下の通り、要件緩和いただけないでしょう
か。

＜訂正案＞
「CPUは、動作周波数2.0GHz 4 コア相当以上を
搭載すること。」

機器選定の幅を持たせ、
競争性を上げるため。

- 現行STATSの月次報告書にて報告されているCPU使用率を
確認した結果、以下に修正します。
「CPUは、動作周波数2.0GHz 4 コア相当以上を搭載するこ
と。」

29 要件定義
書25

668-671 5.11.3.
(4)
(ウ)
③

4 本調達において、デバイスCALを90ライセンス
分を調達する認識で相違ないでしょうか。

調達範囲の明確化と正確な見積りを実施
するため。

御認識のとおりです。

30 要件定義
書25

670 5.11.3. 本
番環境

3 本調達のPCはMETI-LAN調達のファイルサー
バにもアクセスすると考えております。
METI-LAN調達で購入されるユーザーCALがあ
れば不要ですので、セキュアPCなど不足する
ユーザー数があれば、その数だけ調達される事
を推奨いたします。

コスト要件のため。 本調達のPCはMETI-LANのファイルサーバに接続しないた
め、「METI-LAN調達で購入するユーザCAL」は使用しませ
ん。

31 要件
定義書26

702 (ウ) 1 　以下の通り、要件緩和いただけないでしょう
か。

＜訂正案＞
c) 帳票レイアウトとデータを対応させ、PDF 出
力及び管理を行う機能を有すること。

資料閲覧時に帳票管理サーバの基本設
計では、印刷に関する製品がありません
でした。

- 以下に修正します。
「帳票レイアウトとデータを対応させ、PDF 出力及び管理を行
う機能を有すること。印刷機能については、クライアント機能
またはサーバー機能のいずれかに有すること。」

32 要件
定義書27

733 5.11.3
(6)(ウ)②
a)

3 「可能なこ」は「可能なこと。」となるのではない
でしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「可能なこと。」
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

33 要件
定義書27

755 5.11.3
(7)(イ)⑤
b)

3 文末に句点がありません。 校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
文末に句点を追加

34 要件定義
書29

832 5.11.4. 業
務検証環
境

3 「11 台のサーバによる構成とする。」
を、11個のDBが稼働するサーバ構成とするよう
修正を願います。

コスト要件のため。
サーバ台数は提案者に委ね、DB数を指定
いただければと思います。

性能要件と関連しているため、修正しません。ただし、他の
要件を満たすことを前提に、11個のDBが稼働するサーバ構
成を提案いただいて問題ありません。

35 要件
定義書29

854 5.11.4
(3)②b)

4 次世代マルウェア対策製品では、人工知能ベー
スの検出エンジンを搭載しているものがあり、そ
のような製品は、パターンファイルが不要です。
その場合、パターンファイルの自動更新及び配
布を行う機能としては非該当ということでご提案
してもよろしいでしょうか。

左記のような理由で、以下の文面に要件
緩和いただけないでしょうか。
<訂正案>
b) 不正プログラムパターンファイルの自動
更新及び配布を行う機能を有すること。た
だし、人工知能ベースの検出エンジンを搭
載している製品の場合は除く。

- 以下のとおり修正します。
「不正プログラムパターンファイルの自動更新及び配布を行
う機能を有すること。ただし、人工知能ベースの検出エンジン
を搭載している製品の場合は除く。」

36 要件定義
書29

863 5.11.4
(4)(ア)

4 「利用は限られたユーザ(5名から 10名程度)」は
同時利用が3名以上となるか記載願います。

同時利用が3名以上となる場合、追加ライ
センスが必要となるため。

以下のとおり修正します。
「利用は限られたユーザ(同時利用者数は5名)とする。」

37 要件
定義書30

892 5.11.4
(4)(イ)⑭

3 文頭の「は削除するべきではないでしょうか。 校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「を削除

38 要件定義
書30

892 5.11.4
(4)(イ)⑭

3 文頭の記号"「"を削除いただけないでしょうか。 誤記と思われるため。 誤記のため、以下のとおり修正します。
「を削除

39 要件定義
書30

906 5.11.4
(4)(ウ)①

1 OSは「運用管理用PC」と異なるものを許容願い
ます。

「省内設置ネットワーク機器用ラック」に設
置する場合の機種選択範囲が広がり省ス
ペースが可能となるため。

運用管理用PCのOSと異なるものも許容できますが、性能等
が担保されることを前提にご提案ください。

なお、以下のとおり修正します。
「「5.11.8(1)(ウ)⑭運用管理機能」を除く、「5.11.8(1)運用管理
用PC」と同一のソフトウェアを搭載すること。なお、OSについ
ては性能等を担保することを前提に、異なるOSでの提案も
許容する。」

40 要件定義
書31

923 5.11.5スト
レージ要
件

4 ④単一障害点がないこととありますが、筐体自
身（コントローラやストレージ筐体）は障害点と想
定する必要がありますでしょうか。

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

障害点の定義によりますが、筐体またはコントローラにおけ
る単一障害によるシステム停止は許容されないため、障害
点と想定します。

なお、④の要件は、共有ストレージ内を冗長構成とすること
により、単一障害によるシステム停止を防ぐ意図となります。

41 要件定義
書33

1035 5.11.7
(3)(エ)

2 「運用管理用PC以外のPC端末等が接続された
場合は通信を遮断する」要件の追加を願いしま
す。

不正端末監視装置の要件を明確にするた
め。

以下を追記します。
「運用管理用PC以外のPC端末等が接続された場合は通信
を遮断すること。」
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
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42 要件定義
書34

1052-
1053

5.11.7
(3)(キ)

1 「その際の解除時間又は無通信継続時間によ
る自動切断しきい値は、分単位で任意に指定及
び変更できるものであること。」のように、「及び」
を「又は」に変更頂けませんでしょうか。

製品選択の幅を広げ、当該要件の緩和に
より、柔軟な製品選定が可能となるため。

以下のとおり修正します。
「セグメント間通信が必要となった際、アカウント及びパス
ワード認証によって、通信制限を一時的に解除できること。
その際の解除時間及び無通信継続時間による自動切断しき
い値は、分単位で任意に指定及び変更できるものであるこ
と。
なお、解除時間及び無通信継続時間の両方を設定項目とし
て持っていれば、実際の設定は当省の指示に従い、どちらか
を指定できればよい。」

43 要件定義
書38

1268-1275 5.11.8
(1)(ウ)⑨・
⑩

3 文章の区切り位置について見直しいただけない
でしょうか。

誤記と思われるため。 誤記のため、以下のとおり修正します。
⑨及び⑩を振り直し

44 要件
定義書38

1269 5.11.8
(1)(ウ)⑩

3 1269行目文頭の⑩は不要ではないでしょうか。 校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
⑩を削除

45 要件
定義書38

1272 5.11.8
(1)(ウ)⑩

3 1272行目文末の「暗号化機能」は、⑩になるの
でないでしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「な操作でリストアできる機能も提供すること。
⑩暗号化機能」

46 要件定義
書39

1325 5.11.8
(2)(イ)④

1 3TB以上とありますが、2TB以上に変更をお願
いします。

コスト低減のため。流通しているPCの場
合、2TBを超えるHDDを選択できないた
め、SSDの容量を増やす必要があり、SSD
の容量増化はコスト増となります。

以下のとおり修正します。
「④OSを収納するシステム領域は250GB以上とし、データ領
域は2TB以上とすること。なお、システム領域はSSDとするこ
と。」

47 要件
定義書39

1325 5.11.8
(2)(イ)④

3 「データ領域は2TB 以上」とあります。よって、
「④ストレージは、3TB以上内蔵」は「④ ストレー
ジは、2TB以上内蔵」となるのではないでしょう
か。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 以下のとおり修正します。
「④OSを収納するシステム領域は250GB以上とし、データ領
域は2TB以上とすること。なお、システム領域はSSDとするこ
と。」

48 要件
定義書39

1326 5.11.8
(2)(イ)④

3 文末の句点が重複しています。 校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
文末の句点を削除

49 要件
定義書41

1386 5.11.8
(2)(ウ)⑧

3 「c) ファイル・バックアップ機能」は⑨となるので
はないでしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「⑨ファイル・バックアップ機能」
また、1387行目の先頭⑨を削除する。

50 要件定義
書41

1386-1390 5.11.8
(2)(ウ)⑧
C,⑨

3 文章の区切り位置について見直しいただけない
でしょうか。

誤記と思われるため。 誤記のため、以下のとおり修正します。
c) ファイル・バックアップ機能の次の文字「⑨」を削除
c) ファイル・バックアップ機能の「c)」を「⑨」へ変更

51 要件定義
書42

1448 5.11.9
(2)(イ)③

1 「鉄板の重心点にラックの脚が配置されるものと
すること。」を削除願います。

ラック下の開口面積を十分に確保するた
め。

設備要件に必要と考えているため、削除しません。
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

52 要件定義
書42

1456 5.11.9
(3)(ア)

3 「別添4 調査統計グループフロア図」は「別添3
調査統計グループフロア図」ではないでしょう
か。

誤記と思われるため。 誤記のため、以下のとおり修正します。
「別添3 調査統計グループフロア図」

53 要件
定義書42

1456 5.11.9
(3)
(ア)②

3 「別添4」は、「別添3」の誤りではないでしょうか。 校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 以下のとおり修正します。
「別添3_コンピュータセンタの見取り図」

また、別添番号に誤記があるため、全体的に見直します。
行番号1443
　「別添3_コンピュータセンタの見取り図」
　→「別添2_コンピュータセンタの見取り図」
行番号1456
　「別添4 調査統計グループフロア図」
　→「別添3 調査統計グループフロア図」
行番号1775
　「別添5_過去に受講実績のある外部研修例」
　→「別添4_過去に受講実績のある外部研修例」
行番号2202
　「別添6_令和元年度 データ保管に係る媒体数等」
　→「別添5_令和元年度 データ保管に係る媒体数等」

54 要件定義
書44

1555 5.11.9
(4)(オ)⑨

4 トラフィック情報が何を指すのか具体的に明示
いただけないでしょうか。

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

以下のとおり修正します。
「WAN回線のスループットや使用帯域等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。」

55 要件定義
書44

1555 5.11.9.
(4)
(オ)
⑨

4 「トラフィック情報」とは、回線のトラフィック利用
量の認識で相違ないでしょうか。また、「任意の
タイミング」とは、主管課様の依頼を受け、基盤
保守チームより回答させていただく認識で相違
ないでしょうか。

調達範囲の明確化と正確な見積りを実施
するため。

ご認識のとおりです。
トラフィック情報とは、具体的には、WAN回線のスループット
や使用帯域等の情報をさします。
また、「任意のタイミング」についてもご認識のとおりです。

56 要件定義
書44

1560-1562 5.11.9
(4)(オ)

4 ⑪「また、ベストエフォート形式の回線は、利用
者の 大数を限定するなど、混雑対策がなされ
た回線であること。」ですが、WAN回線側での混
雑対策ではなく、LAN側で混雑対策を実施し
WAN回線に流れる通信を制御できればよろしい
でしょうか。

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

御認識のとおりです。

57 要件定義
書45

1579-1580 5.12.1
(4)

4 「・・・委託事業者及び二次利用申請者の設定作
業・・・」とありますが、仮想デスクトップを二次利
用申請者が利用する想定でしょうか。利用する
場合は、二次利用申請者を明確に定義し、利用
しない場合は、二次利用申請者の記載を削除
いただけないでしょうか。

作業内容の明確化と正確に見積りを実施
するため。

誤記のため、以下のとおり修正します。
「仮想デスクトップ環境の構築日程は、担当職員と協議し了
解を得て行うこととし、委託事業者の設定作業が簡便にでき
るマニュアルを整備すること。」

58 要件定義
書45

1584 5.12.1
(6)
②

2 仮想マシンのスペックについて、「CPUは2vCPU
以上、割り当てメモリは6GB以上」に変更いただ
けないでしょうか。

新OSや搭載するアプリケーションの
バージョンアップが必要になった場合に対
応できるように拡張性を持たせるため。

本調達では、仮想マシンのスペックの向上は行わないため、
変更しません。
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

59 要件
定義書45

1604 5.12.1
(14)

1 外部接続環境を利用するうえで、以下の要件は
不要ではないでしょうか。
「仮想デスクトップに接続できる USBメモリ等を
制限すること。」

仮想デスクトップでのUSBメモリの接続に
ついては、不要と考えますので、削除のご
検討をお願いいたします。

- 以下のとおり修正します。
「物理PCと仮想デスクトップ間のファイル移動を安全に行え
ること。なお、移動にUSBメモリを使用する場合は仮想デスク
トップに接続できる USBメモリ等を制限すること。」

60 要件
定義書45

1605
1606
1607

5.12.1
(15)

3 (15)①及び②については、同一の内容が1609行
目及び1610行目の(16)(17)に記載されていま
す。(15)①及び②については、削除となるので
はないでしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 「(16)Web ブラウザとして、 新のMozilla Firefox ESR をイン
ストールすること。」及び「(17)STATS アプリケーションの操作
に必要な PDF ファイル及び CSV ファイルを閲覧できる
viewerソフトをインストールすること。」を削除します。
また、「(18)仮想デスクトップの式数見込は、令和 4 年度から
サービス終了までで 130 式程度を予定している。利用者の
内訳は以下のとおり。」を「(16)仮想デスクトップの式数見込
は、令和 4 年度からサービス終了までで 130 式程度を予定
している。利用者の内訳は以下のとおり。」に修正します。

61 要件定義
書45

1609-1611 5.12.1
(16)(17)

3 (15)に同様の記載があるため、(16)と(17)の文言
について削除いただけないでしょうか。

誤記と思われるため。 誤記のため、以下のとおり修正します。
「(16)Web ブラウザとして、 新のMozilla Firefox ESR をイン
ストールすること。」及び「(17)STATS アプリケーションの操作
に必要な PDF ファイル及び CSV ファイルを閲覧できる
viewerソフトをインストールすること。」を削除します。
また、「(18)仮想デスクトップの式数見込は、令和 4 年度から
サービス終了までで 130 式程度を予定している。利用者の
内訳は以下のとおり。」を「(16)仮想デスクトップの式数見込
は、令和 4 年度からサービス終了までで 130 式程度を予定
している。利用者の内訳は以下のとおり。」に修正します。

62 要件定義
書46

1617-1619 5.12.1
(18)
(イ)

4 「経済産業省基盤情報システムサービスの一部
である個別業務仮想環境から次期STATSの仮
想デスクトップ環境へアクセス」とありますが、
STATSを利用する外部委託事業者と同様の接
続経路(インターネット経由)で接続する認識で相
違ないでしょうか。

調達範囲の明確化と正確な見積りを実施
するため。

インターネットを経由して接続する認識で相違ありません。

63 要件定義
書46

1620 5.12.1
(18)
(イ)

4 「委託事業者の動作環境の検証を行えるように
すること」とありますが、担当職員用の仮想デス
クトップを委託事業者と同じ環境に準備する認
識で相違ないでしょうか。

調達範囲の明確化と正確な見積りを実施
するため。

御認識のとおりです。

64 要件
定義書46

1649 5.13.2 3 「表 5-9 体制と役割」ではなく「表 5-7 体制と役
割」となるのではないでしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-7 体制と役割」

65 要件定義
書46

1649 5.13.2 3 参照先の表番号「表　5-9　体制と役割」につい
て見直しいただけないでしょうか。

誤記と思われるため。 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-7 体制と役割」
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

66 要件定義
書48

1683 5.13.3. テ
スト要件

1 「(サ) 仕様書に定める仕様及び要件定義書に
定める要件をすべて満たしていることを確認で
きるテスト項目とすること。」
本（サ）項を削除願います。

本（サ）項は現行の調達になく、全ての確
認試験は大きな工数と費用が必要となる
ため。
また、本テストを実施しても障害やミスが0
件になる保証はなく、費用対効果が「コス
ト削減」の目的に見合わないと思われるた
め。

以下のとおり修正します。
「(サ) 仕様書に定める仕様及び要件定義書に定める要件の
うち、機能要件及び一部非機能要件（性能要件、障害対応、
バックアップ／リストア等）について、可能な限り要件を満た
している事が確認できるテスト項目とすること。」

67 要件
定義書48

1690 5.14.1 3 「表 5-10 移行作業の概要」ではなく「表 5-8 移
行作業の概要」となるのではないでしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-8 移行作業の概要」

68 要件定義
書48

1690 5.14.1 3 参照先の表番号「表　5-10　移行作業の概要」
について見直しいただけないでしょうか。

誤記と思われるため。 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-8 移行作業の概要」

69 要件定義
書48

1696 5.14.2. 移
行要件

4 現行システムと次期システムの移行ネットワー
ク／回線を敷設する事が記載されておりません
ので、本調達に含まれる事の記載を願います。

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

以下を追記します。
「移行に必要となるネットワーク及び回線については、本事
業の請負業者にて用意すること。」

70 要件定義
書48

1696 5.14.2. 移
行要件

4 現行システムのログ管理機能にて収集したログ
データを次期システムに移行する事が記載され
ていませんので、本調達に含まれる事の記載を
願います。

現行STATSではログデータの移行を行っ
ており、作業範囲を明確にする必要がある
と考えます。

以下を追記します。
「現行STATSのログ管理機能にて収集したログデータを次期
STATSシステムに移行すること。」

71 要件定義
書48

1696 5.14.2. 移
行要件

4 現行システムのジョブ設定を移行する事が記載
されておりませんので、本調達に含まれる事の
記載を願います。

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

以下を追記します。
「現行STATSのJP1から次期STATSへ必要な設定を適宜移
行すること。主な移行対象設定は以下のようなJP1のジョブ
設定等を想定している。
・ジョブ数：約4,900～5,000
・ユーザ数：約50
・ポリシー数：約10」

72 要件定義
書49

1740 5.14.3 3 参照先の表番号「表　5-11　移行対象データ」に
ついて見直しいただけないでしょうか。

誤記と思われるため。 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-9 移行対象データ」

73 要件
定義書49

1740 5.14.3 3 「表 5-11 移行対象データ」ではなく「表 5-9 移
行対象データ」となるのではないでしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-9 移行対象データ」

74 要件定義
書49

1742 5.14.3
表5-9

4 現行システムのログ移行について明記されてお
りませんが、本調達では現行システムからのロ
グ移行作業については含まれる認識でよろしい
でしょうか。
もし、移行する想定であれば、その旨の記載と
移行対象のログサイズについて記載いただけな
いでしょうか。

調達範囲の明確化と正確な見積りを実施
するため。

本調達には、現行システムからのログ移行を含みます。
対象のログサイズについては、約400㎇です。
詳細は資料閲覧にてご確認ください。

75 要件
定義書50

1746 5.15
①

3 「表 5-12 引継ぎ事項の概要」ではなく「表 5-10
引継ぎ事項の概要」となるのではないでしょう
か。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-10 引継ぎ事項の概要」

76 要件定義
書50

1746
1752

5.15 3 参照先の表番号「表　5-12　引継ぎ事項の概
要」について見直しいただけないでしょうか。

誤記と思われるため。 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-10 引継ぎ事項の概要」
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

77 要件定義
書50

1748 5.15. 引
継ぎに関
する事項

2 「引継ぎ元：現行の請負業者
引継ぎ先：本事業の請負業者
尚、本事業の請負業者は現行の請負業者の引
継ぎ費用を調達範囲に含めること。」
を追加願います。

引継ぎ漏れをなくすため。 現行の請負業者の引継ぎ費用は、本事業の請負業者の調
達範囲ではないため追加しません。

78 要件
定義書50

1752 5.15
②

3 「表 5-12 引継ぎ事項の概要」ではなく「表 5-10
引継ぎ事項の概要」となるのではないでしょう
か。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-10 引継ぎ事項の概要」

79 要件
定義書50

1752 5.15.② 3 「表 5-13 引継ぎの手順」ではなく「表 5-11 引
継ぎの手順」となるのではないでしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-11 引継ぎの手順」

80 要件
定義書51

1757 5.15
②

3 「表 5-12 引継ぎ事項の概要」ではなく「表 5-10
引継ぎ事項の概要」となるのではないでしょう
か。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-10 引継ぎ事項の概要」

81 要件定義
書51

1757
1759

5.15 3 参照先の表番号「表　5-12　引継ぎ事項の概
要」、「表　5-13　引継ぎの手順」について見直し
いただけないでしょうか。

誤記と思われるため。 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-10 引継ぎ事項の概要」
「表 5-11 引継ぎの手順」
なお、行番号1759「表 5-13引継ぎの手順」についても「表 5-
11引継ぎの手順」修正します。

82 要件
定義書51

1759 5.15.② 3 「表 5-13 引継ぎの手順」ではなく「表 5-11 引
継ぎの手順」となるのではないでしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-11 引継ぎの手順」

83 要件
定義書51

1775 5.16.1
(2)

3 「別添5」ではなく「別添4」ではないでしょうか。 校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「別添4_過去に受講実績のある外部研修例」

84 要件定義
書52

1803-1807 5.17.1
(7)

4 「・・・及び(イ)二次利用申請者」）・・・」とあります
が、仮想デスクトップを二次利用申請者が利用
する想定でしょうか。利用する場合は、二次利
用申請者を明確に定義し、利用しない場合は、
二次利用申請者の記載を削除いただけないで
しょうか。

作業内容の明確化と正確に見積りを実施
するため。

誤記のため、以下のとおり修正します。
「（5.12.1(16)(ア)委託事業者(イ)担当職員）」
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

85 要件定義
書53

1886 5.17.6
(3)(ア)

4 資源情報とは「使用量」「空き容量」を指すという
理解でよいでしょうか。

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

資源情報としては「CPU使用率」「メモリーの空き容量」「ディ
スク使用状況」「ネットワークデータ転送量」「データベース使
用率」を指しています。

以下のとおり修正します。
「(ア)ストレージに接続された各サーバの以下の資源情報の
収集・保存ができること。
　・CPU使用率
　・メモリの空き容量
　・ディスク使用状況
　・ネットワークデータ転送量
　・データベース使用率」

また、上記を鑑み報告に関する要件の見直しを行い、以下の
とおり修正します。
・5.17.6.ストレージ管理機能 (2)構成管理

 「(ア)～が利用できること。なお、収集した構成情報は
「5.18.12 報告関連」の月次報告内容に含めること。」

 ・5.18.12.報告関連(1)
「保守作業実績（STATS機器稼働状況及び構成情報、～」

86 要件定義
書53

1887 5.17.6
(3)(イ)

1 「ユーザ単位」を削除願います。 製品選択の幅を広げ、当該要件の緩和に
より、柔軟な製品選定が可能になります。

現行STATSにて利用していない機能のため、削除します。

87 要件定義
書55

1958 5.17.11
(2)(ア)
b)

1 b)の要件の削除をお願いします。 製品選択の幅を広げ、当該要件の緩和に
より、柔軟な製品選定が可能になります。

パターンファイルの一元管理は必須ではないため、削除しま
す。

88 要件定義
書55

1959 5.17.11
(2)(イ)

2 「パターンファイルの配布は自動化可能とし、配
布状況を集中管理できること。」の追加をお願い
します。

運用負荷の低減のため。 以下を追記します。
「d)パターンファイルの配布は自動化可能とし、配布状況を
集中管理できること。」

89 要件定義
書56

2016-
2017

5.18.1.基
本要件
(1)全体
⑧

3 STATS側でも大規模な設計変更が必要となる
場合は、実施はするが費用は別途相談できる
旨を記載お願いいたします。

パラメータレベルの変更作業であれば運
用工数として見込めるが、変更規模の前
提がなければ大規模改修も想定せざるを
得ず、見積が高止まりしてしまうため。

STATS側で大規模な設計変更が必要となる場合には協議
の上実施する旨に修正します。
なお、要件の記載場所を見直し、「5.18.10.保全管理」にシス
テム設定変更に関する方針と合わせて記載し、本項目には
以下の記載を追加します。

「なお、STATS側で機器追加又は大規模な設計変更等が必
要となる場合は、当省と協議の上実施すること。」
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

90 要件定義
書56

2018-
2019

5.18.1.基
本要件
(1)全体
⑨

3 想定する月間の指示回数や指示の理由など、
工数算出の目安となる内容を記載お願いいたし
ます。

担当職員の指示が契機であり、運用工数
の想定ができないため。

行番号2249～2250の「5.18.10.保全管理 (4)システム設定変
更」と要件が重複するため、行番号2016～2017及び行番号
2018～2019は削除します。

なお、行番号2249～2251を以下のとおり修正します。
「STATSの通信経路となるMETI-LANや他システムのネット
ワークの関係者からの作業依頼及び担当職員からの作業依
頼によるSTATS機器に係るシステム設定値変更に際し、関
係者との各種調整を行い、次期STATS検証環境で可能な範
囲において変更後の設定評価・試験を実施すること。（状況
により変化するが、従来の実績としては年５回程度、作業内
容は、ＡＰ改修時のネットワーク機器における通信設定の変
更等、パラメータレベルの変更を想定している。）また、試験
実施後に～」

91 要件定義
書56

2018-2019 5.18.1
(1)
⑨

4 次期METI-LANの調達に伴うSTATS側の設定
変更については、別途協議をして決定する旨を
記載いただけないでしょうか。

正確に見積りを実施するため。
次期METI-LANの構成及び設定変更に必
要な情報が提案時点で明確に提示されて
いないため、正確に見積りが実施できない
ため。

STATS側で大規模な設計変更が必要となる場合には協議
の上実施する旨に修正します。
なお、要件の記載場所を見直し、「5.18.10.保全管理」にシス
テム設定変更に関する方針と合わせて記載し、本項目には
以下の記載を追加します。

「なお、STATS側で機器追加又は大規模な設計変更等が必
要となる場合は、当省と協議の上実施すること。」

92 要件
定義書57

2045 5.18.1
(3)①(ア)

3 「d)」ではなく「a)」となるのではないでしょうか。 校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「a)」

93 要件
定義書57

2046 5.18.1
(3)①(ア)

3 「e)」ではなく「b)」となるのではないでしょうか。 校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「b)」

94 要件定義
書57

2048 5.18.1.基
本要件
(3)保守作
業
①(イ)

3 「上記(ア)e)」は「(ア)d)」の誤記でしょうか。
また、「次期STATS検証環境で可能な範囲にお
いて検証を行うこと」と記載お願いいたします。

STATS検証環境での検証は業務側との調
整が必要となる可能性があるため。
また、受託者側に検証環境を用意する場
合、見積金額に含む必要があり高止まりし
てしまうため。

誤記のため、以下のとおり修正します。
「(イ)上記(ア)a)を行う場合、次期STATS検証環境で可能な範
囲において検証テストを行うこと。」
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

95 要件
定義書57

2048 5.18.1
(イ)

3 文頭の「上記(ア)e)」は「(ア)b) 不正プログラム対
策ソフトの不正プログラムパターン定義ファイル
等の適用作業」となるのではないでしょうか。

※No.30の修正が取り込まれた場合に記号がe
からbに変わるため。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「(イ)上記(ア)a)を行う場合、次期STATS検証環境で可能な範
囲において検証テストを行うこと。」

なお、行番号2045～2052を以下のとおり修正します。
a)サービスパック、修正プログラム及びファームウェア類等の
適用作業
b)不正プログラム対策ソフトの不正プログラムパターン定義
ファイル等の適用作業
(イ)上記(ア)a)を行う場合、次期STATS検証環境で可能な範
囲において検証テストを行うこと。
(ウ)上記(ア)a)を行う場合、適用するサーバ、クライアント端末
の停止時間を 大限短縮する方策を考慮すること。
(エ)パッチ適用後に上記(ア)a)を行う場合、手順書にのっと
り、システムバックアップを取得すること。

96 要件
定義書57

2049 5.18.1(ウ) 3 文頭の「上記(ア)e)」は「(ア)b) 不正プログラム対
策ソフトの不正プログラムパターン定義ファイル
等の適用作業」となるのではないでしょうか。

※No.30の修正が取り込まれた場合に記号がe
からbに変わるため。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「(ウ)上記(ア)a)を行う場合、適用するサーバ、クライアント端
末の停止時間を 大限短縮する方策を考慮すること。」

97 要件
定義書57

2051 5.18.1
(エ)

3 文頭の「上記(ア)e)」は「(ア)a) サービスパック、
修正プログラム及びファームウェア類等の適用
作業」となるのではないでしょうか。

※No.29の修正が取り込まれた場合に記号がd
からaに変わるため。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「(エ)パッチ適用後に上記(ア)a)を行う場合、手順書にのっと
り、システムバックアップを取得すること。」

98 要件定義
書57

2053-2054 5.18.1
(3)
②

4 定期保守作業について、実際に想定される作業
の詳細について明確に記載していただけないで
しょうか。

作業内容の明確化と正確に見積りを実施
するため。

本調達では、現行の定期保守と同様の作業を予定していま
す。
作業の詳細は、資料閲覧にてご確認ください。

99 要件定義
書59

2141-
2142

5.18.7.セ
キュリティ
管理
(4)監査証
跡管理

3 「ログ情報が保管されていることを確認するこ
と」とする、もしくは確認観点を記載お願いいた
します。

監査で求められるレベルや内容によって
工数の見積に差が出るため。

以下のとおり修正します。
「毎月1回、「5.17.10ログ管理機能」で取得されたログ等、監
査対象としている機器の証跡ログ情報が保管されていること
を確認すること。」

100 要件定義
書59

2146 5.18.7.セ
キュリティ
管理
(6)アカウ
ント管理

3 サーバ各機器に個人アカウントを作成する等の
要件があれば明記お願いいたします。

アカウント管理にかかる工数の見積に大
幅な差が生じるため。

以下のとおり修正します。
「サーバ等の機器のアカウントは共有アカウントではなく任意
のアカウントを作成し、個人を特定できるようにすること。な
お、当該アカウント情報は管理台帳を作成し、管理するこ
と。」

101 要件
定義書60

2202 5.18.8
(5)(エ)

3 「別添6」ではなく「別添5」となるのではないで
しょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「別添5_令和元年度 データ保管に係る媒体数等」
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

102 要件定義
書61

2249-
2250

5.18.10.保
全管理
(4)システ
ム設定変
更

3 「次期STATS検証環境で可能な範囲において」
と記載お願いいたします。

STATS検証環境での検証は業務側との調
整が必要となる可能性があるため。
また、受託者側に検証環境を用意する場
合、見積金額に含む必要があり高止まりし
てしまうため。

以下のとおり修正します。
「STATSの通信経路となるMETI-LANや他システムのネット
ワークの関係者からの作業依頼及び担当職員からの作業依
頼によるSTATS機器に係るシステム設定値変更に際し、関
係者との各種調整を行い、次期STATS検証環境で可能な範
囲において変更後の～」

103 要件定義
書61

2261-2262 5.18.11
(1)
(ア)

2 以下の通り記載を修正いただけないでしょうか。

(ア)機器の死活監視及びネットワークの侵入や
攻撃に対する対策。
(イ)障害発生時の機器交換等の障害対応。

当該要件の明確化により、柔軟な提案が
可能になるため。
ネットワークの侵入や攻撃等については、
対策を行うことで、システムのセキュリティ
を担保するため。
また、対策内容と障害時対応の項目を明
示的に分割することで、要件を明確にする
ため。

以下のとおり修正します。
「（ア）機器の死活監視及びネットワークの侵入や攻撃に対す
る対策。
（イ）障害発生時の機器交換等の障害対応。
（ウ）セキュリティパッチ適用やシステムメンテナンス等の対
応が必要な場合は、担当職員と協議の上、仮想デスクトップ
基盤を停止して、作業を実施。」

104 要件
定義書61

2270 5.18.11
(5)

3 2270行目文末の「(」は、
不要なのでないでしょうか

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「(」を削除

105 要件定義
書61

2270-2271 5.18.11
(5)

3 文中の記号"("を削除いただけないでしょうか。 誤記と思われるため。 5.18.11(5)を、以下のとおり修正します。
「委託事業者側の接続環境が変化した場合に、仮想デスク
トップ環境の利用に必要な設定を実施すること。」

106 要件定義
書62

2279 5.18.12.
報告関連

3 現行システムで実施している以下の内容が記
載されておりませんので、本調達に含まれる事
の記載を願います。
・バックアップ状況
・セッション（LB,Oracle）
・SQL実行状況
・ラック温度湿度
・更新ソフトウェア配信状況
・Windows更新プログラム配信状況

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

サービスカタログを 新化したうえで閲覧資料とします。

107 要件定義
書62

2279 5.18.12.
報告関連

3 現行システムで実施している以下の内容が記
載されておりませんので、本調達に含まれる事
の記載を願います。
・脆弱性修正プログラムのリリース適用状況報
告
・OracleDB監査状況
・バージョンリリース情報
・外部接続運用実績報告
・インシデント速報（当月分）

要件を明確にし、ご提案にあたり漏れが無
いようにするため。

サービスカタログを 新化したうえで閲覧資料とします。

108 要件定義
書62

2279 5.18.12.
報告関連

4 現行システムで実施している以下の内容は、次
期では対応不要と考えております。仕様書には
記載されないよう留意を願います。
・ファイアウォール Dropログ状況確認

仕様書には左記の内容が記載されていま
せんが、FWのドロップ数だけではセキュリ
ティの判断が難しく、METI-LANに守られて
いるSTATSは対応不要と考えております。

サービスカタログに記載される認識のため、サービスカタロ
グを 新化したうえで閲覧資料とします。
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項番 頁番号 行番号 項目 種類 意　見 理　由
別添

資料番号
回答

109 要件定義
書62

2279-2283 5.18.12
(1)

4 閲覧資料の月次報告書を確認したところ、要件
に記載いただいている項目以外にも報告してい
る項目がございましたが、現行システムにおい
て月次報告書に記載されている項目について
は、次期システムにおいても報告する項目とな
りますでしょうか。

作業内容の明確化と正確に見積りを実施
するため。

御認識のとおりです。
サービスカタログを 新化したうえで閲覧資料とします。

110 要件
定義書62

2295 5.18.13
(2)

3 「表 5-14 サービスレベル保証項目」ではなく
「表 5-12 サービスレベル保証項目」となるので
はないでしょうか。

校正誤りと思われますので、ご確認をお願
いいたします。

- 誤記のため、以下のとおり修正します。
「表 5-12 サービスレベル保証項目」

111 要件定義
書62

2295 5.18.13 3 参照先の表番号「表　5-14　サービスレベル保
証項目」について見直しいただけないでしょう
か。

誤記と思われるため。 以下のとおり修正します。
「STATSにおけるサービスレベル保証項目は以下「表 5-12
サービスレベル保証項目」のとおり。」

（注４）電子媒体も併せて提出のこと。

（注３）本様式の変更はしないこと。

（注２）意見及び理由は、130文字以内で、明確かつ簡潔に記載すること。
　　　　なお、理由も必ず記載すること。

（注１）種類欄には、次から選択した番号を記載のこと。
　　　（１．要求水準を下げよ　２．要求水準を上げよ　３．修文せよ　４．その他）
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