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 用語の定義 

本調達仕様書における主な用語の定義を、「表１ 用語の定義」に示す。 

 

表１ 用語の定義 

項番 用語 定義 

1 
インターネット接続

回線 
本システムからインターネットに接続するための回線。 

2 
インターネット接続

用機器 
インターネット接続用ルータ及びインターネット接続用スイッチ。 

3 開庁日 
行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条第１

項各号に掲げる日を除いた日。 

4 外部電磁的記録媒体 

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処

理の用に供されるものに係る記録媒体のうち、USB メモリ、外付け

ハードディスクドライブ、DVD-R 等の、端末等に接続して用いるも

の。 

5 
現行インターネット

接続サービス事業者 

契約により、平成 31 年 9 月末までの期間、人事院にインターネッ

ト接続サービスを提供する事業者。 

6 現行回線 
本システムにおいて平成 31 年９月末まで利用するインターネット

接続回線及びＷＡＮ接続回線。 

7 
現行広域通信サービ

ス事業者 

契約により、平成 31 年 9 月末までの期間、人事院に広域通信サー

ビスを提供する事業者。 

8 
現 行 メ ー ル ゲ ー ト

ウェイサービス 

本システムにおいて平成 31 年９月末まで利用するメールゲート

ウェイサービス。 

9 

現 行 メ ー ル ゲ ー ト

ウェイサービス事業

者 

契約により、人事院にメールゲートウェイサービスを提供している

事業者。なお、平成 31 年度分（平成 31 年４～９月末）について

は、今後調達予定。 

10 次期回線 
本調達により導入するインターネット接続回線及びＷＡＮ接続回

線。 

11 
次 期 メ ー ル ゲ ー ト

ウェイサービス 
本調達により導入するメールゲートウェイサービス。 

12 主管課 人事院総務課情報管理室。本システムの運用管理を所管する組織。 

13 受託者 本調達を受託する事業者。 

14 シンクライアント 仮想デスクトップ方式により本システムを利用する端末。 

15 
人事院情報セキュリ

ティポリシー 

「政府機関の情報セキュリティ対策の統一規範」（サイバーセキュ

リティ戦略本部決定）及び「政府機関の情報セキュリティ対策にお

ける政府機関統一管理基準及び政府機関統一技術基準の策定と運用

等に関する指針」（サイバーセキュリティ戦略本部決定）に基づ

き、人事院における継続的かつ安定的な行政事務の実施の確保など

を目的として策定した、人事院における情報セキュリティ対策の包

括的な規程。 

16 政府共通ＮＷ 

政府共通ネットワークの略称。総務省が管理する各府省のＬＡＮシ

ステム及び政府共通ＰＦ等を相互に接続する政府内専用のネット

ワーク。 

17 政府共通ＰＦ 

政府共通プラットフォームの略称。総務省が管理する政府情報シス

テムの統合・集約化や共通機能の一元的提供等を行う政府情報シス

テムの基盤。 
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項番 用語 定義 

18 端末 

本システムで使用するシンクライアント、ファットクライアント

（ＬＡＮ接続）及びファットクライアント（ＬＡＮ非接続）の総

称。 

19 地方事務局等 

政府控室、北海道事務局、東北事務局、関東事務局、中部事務局、

近畿事務局、中国事務局、四国事務局、九州事務局、沖縄事務所、

公務員研修所及び西ケ原研修合同庁舎。 

20 標準ガイドライン 

「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン－サービス・業務改

革並びに政府情報システムの整備及び管理について－」（各府省情

報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議 平成 30 年３月 30 日最終改

定）。 

21 
標準ガイドライン実

務手引書 

「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン実務

手引書」（内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室・総務省行政

管理局 平成 29年４月 11日最終改定）。 

22 
ファットクライアン

ト（ＬＡＮ接続） 

本システムにおいて電子証明書ＩＣカードを用いて情報システムを

利用するための共用の端末。 

23 
ファットクライアン

ト（ＬＡＮ非接続） 

外部電磁的記録媒体を用いた院外とのデータの交換を行うため、本

システムとは隔離された環境において利用する共用の端末。 

24 閉庁日 
行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条第 1

項各号に掲げる日。 

25 本システム 人事院ネットワーク。 

26 
本システム運用事業

者 

主管課との契約により、本システムの運用保守業務を実施する事業

者。 

27 ＩＳＰ 
イ ン タ ー ネ ッ ト サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ （ Internet Service 

Provider）。 

28 ＩＸ インターネットエクスチェンジ（Internet eXcgange point）。 

29 ＮＯＣ 
ネットワークオペレーションセンター（ Network Operation 

Center）。 

30 ＯＤＢ 

政府情報システム管理データベース（ Official information 

system total management DataBase）。総務省が整備・運用する、

政府情報システムに係る管理状況、資産情報等を管理するための

データベースシステム。 

31 ＷＡＮ接続回線 各拠点と広域通信網を接続する回線。 

32 ＷＡＮ接続用機器 ＷＡＮ接続用ルータ及びＷＡＮ接続用スイッチ。 
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 調達案件の概要に関する事項 

 調達件名 

人事院ネットワークに係る通信回線サービス等一式 

 

 調達の背景 

人事院では、人事院における行政事務の基盤として人事院ネットワークを整備し、そ

の運用を行ってきたところ、平成 30 年 10 月のシステム更改においては、「世界最先端

IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（平成 30 年６月 15 日閣議決定）を踏

まえて運用コストの適正化を図りつつ、「国家公務員テレワークロードマップ」（平成

27 年１月 21 日 各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）及び「国家公務員の

女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」（平成 26年 10月 17日 女性職

員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定(平成 28年１月 28日一部改正）)等を踏ま

えて、外部接続機能やリアルタイムコミュニケーション機能などを導入し、テレワーク

環境の充実を図るとともに、仮想デスクトップ方式を採用することで、テレワーク時に

おいても同様のデスクトップ環境の利用が可能となるなど、より効率的な業務の遂行に

向けて所要の機能強化を行ったところである。 

一方で、情報セキュリティについては、従来から行っている情報セキュリティ対策に

加えて、未知の脅威への更なる対策を図ったところではあるが、インターネット上のＷ

ｅｂサイトの閲覧については、業務における利用頻度も高く、依然として不正プログラ

ム感染のリスクをはらんでいるものである。また、新たに仮想デスクトップ方式を採用

したことで、業務の効率性を向上させる一方で、通信回線やネットワーク機器の障害に

より業務への影響が生じうるというリスクがあり、業務継続性の確保について一定の課

題があるところである。 

 

 調達の目的及び期待する効果 

 業務継続性の向上 

本システムがインターネットに接続するために必要な回線及び機器並びに本院と地方

事務局等を接続する広域通信網に接続する回線及び機器の冗長化を行うことで、イン

ターネットを用いた業務（外部接続によるテレワークを含む。）及び地方事務局等にお

ける本システムを用いた業務の継続性を高めることを目的とする。なお、冗長化に当

たっては、業務継続性を確保しつつ、待機系のサービスレベルを必要な範囲にとどめる

ことでコストの抑制を図る。 

 

 情報セキュリティの強化 

本システムからインターネット上のＷｅｂサイトを閲覧する際に、Ｗｅｂサイトのコ

ンテンツを無害化し、画面の描画情報を本システムに転送するセキュアブラウジング

サービスを導入することにより、インターネット上のＷｅｂサイトの閲覧により生じる

情報セキュリティリスクを最小化し、更なる情報セキュリティの強化を図ることを目的

とする。 

 

 調達範囲 

本調達の範囲は、以下のとおり（「図 1 本調達の範囲」参照）。 

 

 インターネット接続サービス 

インターネット接続回線、インターネット接続用機器並びにその他本システムがイン

ターネットに接続するために必要な機器及びサービス（ＤＮＳサービスやインターネッ

ト接続回線及びインターネット接続用機器の運用及び保守を含む）。 
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 広域通信サービス 

ＷＡＮ接続回線、ＷＡＮ接続用機器並びに本システムが広域通信サービスを利用する

ために必要な機器及びサービス（ＷＡＮ接続回線及びＷＡＮ接続用機器の運用及び保守

を含む）。 

 

 メールゲートウェイサービス 

本システムからインターネット向けに電子メールの送受信を可能とするためのゲート

ウェイサービス（アンチウイルス対策などの電子メールの送受信における情報セキュリ

ティ対策やサービスの管理機能を含む）。 

 

 セキュアブラウジングサービス 

本システムからインターネット上のＷｅｂサイトを閲覧する際に、Ｗｅｂサイトのコ

ンテンツを無害化し、画面の描画情報を人事院ネットワークに転送するために必要な

サービス（サービスの管理機能を含む）。 

 

 
※上記の図はイメージであり、回線・機器の構成や冗長性等については省略している。 

 

図 1 本調達の範囲 
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 システムの概要 

 概要 

本システムは、本院及び地方事務局等を広域通信網で接続し、電子メール、ファイル

共有、インターネット接続等の機能を職員等の利用者に提供する、人事院における行政

事務の基盤としての役割を担う行政情報システムである。インターネット接続について

は、インターネット接続回線を本院に敷設していることから、地方事務局等の利用者は、

広域通信網から本院を経由してインターネットにアクセスしている。 

 

 本システムを利用する拠点の所在地 

本システムを利用する拠点の所在地は、「表 １ 本システムを利用する拠点の所在

地等」のとおり。 
 

表 １ 本システムを利用する拠点の所在地等 

 拠点名 所在地 

１ 本院 東京都千代田区霞が関１-２-３ 中央合同庁舎第５号館別館 

２ 北海道事務局 北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第３合同庁舎 

３ 東北事務局 宮城県仙台市青葉区本町３-２-23 仙台第２合同庁舎 

４ 関東事務局 埼玉県さいたま市中央区新都心１-１ さいたま新都心合同庁舎１号館 

５ 中部事務局 愛知県名古屋市中区三の丸２-５-１ 名古屋合同庁舎第２号館 

６ 近畿事務局 大阪府大阪市福島区福島１-１-60 大阪中之島合同庁舎 

７ 中国事務局 広島県広島市中区上八丁堀６-30 広島合同庁舎２号館 

８ 四国事務局 香川県高松市サンポート３-33 サンポート合同庁舎（南館） 

９ 九州事務局 福岡県福岡市博多区博多駅東２-11-１ 福岡合同庁舎 

10 沖縄事務所 沖縄県那覇市樋川１-15-15 那覇第1地方合同庁舎 

11 公務員研修所 埼玉県入間市宮寺3131 

12 西ケ原研修合同庁舎 東京都北区西ケ原２-２-１ 

13 政府控室 東京都千代田区永田町１-７-１ 参議院別館 
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 本システムを利用して実施する主な業務 

本システムを利用して実施する主な業務を、「表２ 本システムを利用して実施する

主な業務」に示す。 
 

表２ 本システムを利用して実施する主な業務 
 

業務の名称 概要 

1 文書作成等作業 

人事院職員が行政事務等を実施するために

Microsoft Word、 Microsoft Excel、 Microsoft 

PowerPoint等を利用し、各文書を作成する。 

2 電子的行政文書の管理 
人事院職員が作成した電子的行政文書を適切に保

管及び管理する。 

3 文書印刷 文書作成等作業で作成される各文書を印刷する。 

4 ファイル等の共有 
人事院職員間における各文書共有及び管理を行

う。 

5 外部関係者とのファイル受渡し 
電子メール及びファイル転送を用いて、本システ

ム外の関係者とファイルの受渡しを行う。 

6 メール等の業務連絡 
人事院職員が送受信したメールや全体共有すべき

情報について適切に管理する。 

7 
インターネットを利用した情報の収集

及び発信 

Ｗｅｂサイトの閲覧等により、情報収集、各種調

査業務等を実施する。また、ホームページ等によ

り、公告、情報の公開等を実施する。 

8 会議室予約 
共同利用する会議室の予約、空室情報等について

適切に管理する。 

9 府省共通システムの利用 

人事・給与関係業務情報システム、文書管理シス

テム等の府省共通システムを人事院職員が適切に

利用することができるよう管理する。 
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 本システムの主な機能 

本システムの主な機能を、「表３ 本システムの主な機能」に示す。 
 

表３ 本システムの主な機能 

 機能の名称 概要 

1 仮想デスクトップ 
サーバ上で仮想的なクライアントのデスクトップ環境を実現す

る。 

2 文書作成 Microsoft Word 及び一太郎による文書作成を行う。 

3 表計算 Microsoft Excel による表計算を行う。 

4 プレゼンテーション 
Microsoft PowerPoint によるプレゼンテーション資料の作成を

行う。 

5 簡易データベース Microsoft Access による簡易データベースの作成を行う。 

6 
PDF 形式ファイル作成・

閲覧等 
PDF形式ファイルの作成、閲覧等を行う。 

7 
リアルタイムコミュニ

ケーション 

１対１又は複数の利用者間で、テキストの交換及びファイルの

共有を行う。 

8 電子メール送受信 電子メールの送受信を行う。 

9 ファイル共有 
ファイルサーバ上で提供する、個人用及び共有用のファイル保

存領域においてファイルを保存する。 

10 
会議室予約及びスケ

ジュール管理等 

グループウェアにおいて、個人スケジュールの管理及び共有を

行う。 

11 プリント ファイルを印刷する。 

12 Ｗｅｂブラウジング インターネット上のＷｅｂサイトの閲覧を行う。 

13 統合ディレクトリ アカウント情報のデータベース機能を提供する。 

14 内部ＤＮＳ サーバの名前解決を行う。 

15 ＮＴＰ 時刻同期を行う。 

16 ファイル転送 
インターネット側との間で、大容量のファイルのアップロード

及びダウンロードを行う。 

17 外部接続 インターネット側から本システムに接続する。 

18 仮想化基盤管理 
利用者に提供する各機能を実現するための仮想化基盤を管理す

る。 

20 統合資産管理 
仮想デスクトップ及びファットクライアント（ＬＡＮ接続）の

資産管理、証跡管理、デバイス管理等を行う。 

21 アカウント管理 利用者情報の管理を行う。 

22 バックアップ管理 データのバックアップ及び世代管理を行う。 

23 ライセンス管理 ソフトウェアライセンスの認証を一括で行う。 

24 パッチ配信（WSUS） 
サーバ、仮想デスクトップ及びファットクライアント（ＬＡＮ

接続）に対し、セキュリティパッチを適用する。 

25 ログ取得及び管理 サーバ等からログを取得し、分析可能な状態で保管する。 

26 DHCP 
シンクライアント及びファットクライアント（ＬＡＮ接続）に

対しＩＰアドレスの割当てや管理を行う。 
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 契約期間 

契約締結日から平成 34年９月 30日までとする。 

本調達における各業務の作業期間は、以下のとおり。 

 

・設計・構築・テスト・切替 

契約締結日から平成 31年９月 30日まで 

 

・運用・保守 

切替完了から平成 34年９月 30日まで 

 

なお、本調達は、平成 31 年度予算の成立を条件とする。契約締結日以前に平成 31 年

度予算が成立していない場合には、契約の中止等を行う場合がある。 

 

 

 作業スケジュール 

本調達に関して、現時点で主管課が想定する作業スケジュールの概要を「図２ 作業

スケジュール概要（想定）」に示す。 

なお、あくまで現時点における主管課が想定するものであるため、より効率的かつ円

滑な作業の実施のための作業スケジュールの提案を妨げるものではない。 

 

 
図２ 作業スケジュール概要（想定） 

 

  

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ～ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ～ 3月 4月 ～ 3月 4月 ～ 3月 4月 ～ 9月

本システム

現行広域通信
サービス

現行インター
ネット接続
サービス

現行メール
ゲートウェイ
サービス

本調達

モバイル
サービス

プリンタ

人事院
ネットワーク

借入

設計 構築 新システム運用

設

置

旧システム運用

借入

テスト

・移行

運用 運用

運用 運用

運用 運用

設計 構築
テスト

・移行
運用

運用 運用
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 本調達と関連する他の調達案件 

本調達及び本調達と関連する他の調達案件を「表４ 本調達及び本調達と関連する他

の調達案件」に示す。 

 

表４ 本調達及び本調達と関連する他の調達案件 

調達案件名※ 調達方式※ 調達予定時期 契約期間※ 備考 

人事院ネットワー

クシステムの更改

整備及び運用・保

守業務一式 

一般競争入札 

（総合評価落

札方式） 

－ 平成 31年４月

～同 34年９月

末 

契約済み 

平成 30年度 

IP データサービ

ス 

随意契約 － 平成 30年４月

～同 31年３月

末 

契約済み 

平成 31年度 

IP データサービ

ス 

随意契約 － 平成 31年４月

～同年９月末 

－ 

平成 30年度 

インターネット接

続サービス 

一般競争入札 

（最低価格落

札方式） 

－ 平成 30年４月

～同 31年３月

末 

契約済み 

平成 31年度 

インターネット接

続サービス 

一般競争入札 

（最低価格落

札方式） 

入札公告   ：平成 31年２月中旬 

落札者決定  ：平成 31年３月上旬 

平成 31年４月

～同年９月末 

－ 

平成 30年度 

メールゲートウェ

イサービス 

一般競争入札 

（最低価格落

札方式） 

－ 平成 30年４月

～同 31年３月

末 

契約済み 

平成 31年度 

メールゲートウェ

イサービス 

一般競争入札 

（最低価格落

札方式） 

入札公告   ：平成 31年２月中旬 

落札者決定  ：平成 31年３月上旬 

平成 31年４月

～同年９月末 

－ 

モ バ イル Wi-Fi

ルータのリース 

随意契約 

（少額） 

－ 平成 30年８月

～同 31年３月

末 

契約済み 

モバイル回線サー

ビス 

一般競争入札 

（最低価格落

札方式） 

入札公告   ：平成 31年２月下旬 

落札者決定  ：平成 31年３月上旬 

平成 31年４月

～同 34年９月

末 

－ 

人事院ネットワー

クシステムに係る

プリンタの借入及

び保守 

一般競争入札 

（最低価格落

札方式） 

－ 平成 30 年 10

月～同 34年９

月末 

契約済み 

人事院ネットワー

クに係る通信回線

サービス等一式 

一般競争入札 

（総合評価落

札方式） 

意見招請   ：平成 31年１月 21日 

意見提出期限 ：平成 31年２月 12日 

入札公告   ：平成 31年３月 

提案書提出期限：平成 31年４月 

落札者決定  ：平成 31年５月 

平成 31年４月

～同 34年９月

末 

本調達 

※今後調達予定の調達案件に係る調達案件名、調達方式、調達予定時期及び契約期間は、あくまで現

時点の予定である。 
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 作業の実施内容に関する事項 

 設計・構築・テスト・切替 

 業務実施計画書の作成 

 業務実施計画書を作成し、主管課の承認を得ること。 

 業務実施計画書には、本調達により提供される役務等の実施全般に係る計画事項とし

て、標準ガイドライン実務手引書「第３編第７章 設計・開発 １．設計・開発実施

計画書等の作成 １）設計・開発実施計画書の記載内容」を踏まえ、以下を例とした

内容を記載すること。 

(ア) 作業概要 

(イ) 作業体制に関する事項 

(ウ) スケジュールに関する事項（ＷＢＳ含む） 

(エ) 成果物に関する事項 

(オ) 前提条件、制約条件等、その他 

 業務実施計画書には、本調達により提供される役務等の実施全般に係る管理要領とし

て、標準ガイドライン実務手引書「第３編第７章 設計・開発 １．設計・開発実施

計画書等の作成 ２）設計・開発実施要領の記載内容」を踏まえ、以下を例とした内

容を記載すること。 

(ア) コミュニケーション管理 

(イ) 体制管理 

(ウ) 進捗管理 

(エ) 品質管理 

(オ) リスク管理 

(カ) 課題管理 

(キ) システム構成管理 

(ク) 変更管理 

(ケ) 情報セキュリティ対策 

 業務実施計画書に記載するＷＢＳにおいては、クリティカルパス及び各作業の依存関

係を明確にすること。なお、ＷＢＳの作成に当たっては、テスト及び切替（回線の切

替、現行サービスからの移行、新規に導入するサービスの利用開始を含む。）につい

て、適切な実施時期の設定及び十分な作業期間の確保に特に留意すること。 

 業務実施計画書においては、本調達により提供される役務等の実施において障害及び

情報セキュリティに関する事故が発生した場合の連絡先及び対応手順を明らかにする

こと。 

 

 プロジェクト管理 

 進捗管理 

 ＷＢＳ、タスク管理表、課題管理表等を用いて、本調達により提供される役務等の実

施において発生する作業及びその進捗を管理すること。 

 進捗管理に当たっては、クリティカルパスや各作業の依存関係を踏まえて、後続のス

ケジュールに遅延を生じさせないよう適切に管理すること。 

 スケジュールの遅延が見込まれる場合には、主管課と協議の上、必要な対策を講じる

こと。 

 

 品質管理 

 本調達において主管課に提出する資料については、受託者において事前にクロスレ

ビューを行うなど、品質の確保を図ること。 
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 本調達の納品成果物については、品質責任者の責任において事前にレビューを行い、

品質の確保を図ること。 

 

 課題管理 

 本調達により提供される役務等の実施において発生する課題について、概要、対応策、

対応状況、対応期限及び優先度等を管理し、課題管理表に記録すること。 

 課題の早期発見に積極的に努め、迅速にその解決に取り組むこと。特に、作業スケ

ジュールに影響を与えるような重大な課題が発生した場合には、速やかに主管課へ報

告の上、対策について協議すること。 

 

 リスク管理 

 本調達により提供される役務等の実施において想定されるリスクについて、概要、リ

スク発生時の対応策及びリスク発生・消滅時期等を管理し、リスク管理表に記録する

こと。 

 リスクが想定された時点で、リスク発生時の対応策を十分に検討すること。なお、情

報セキュリティに関するリスクに対してはより一層入念な検討を行うこと。 

 リスクが顕在化した場合には、速やかに主管課に報告の上、リスク発生時の対応策を

実施し、その対応状況を主管課に報告すること。 

 

 進捗報告会議等の開催 

 設計・構築・テスト・切替の各作業の実施においては、定期的に進捗報告会議を開催

し、進捗管理、課題管理及びリスク管理の状況等について主管課に報告すること。 

 進捗報告会議の開催頻度は、原則として隔週とする。 

 設計・構築・テスト・切替の各作業の実施において、個別に報告、承認、協議等が必

要な事項が生じた場合には、その都度、個別会議を開催すること。 

 進捗報告会議及び個別会議を開催した場合には、受託者において議事概要案を作成し、

開催日から２開庁日以内に主管課に提出し、主管課の承認を得ること。 

 議事概要案には、開催日時、出席者、議題及び会議における発言概要のほか、会議に

おける決定事項並びに新たに発生したタスク、課題及びリスクについても記載するこ

と。 

 進捗報告会議及び個別会議の開催場所は、原則として人事院本院とする。 

 

 設計 

 基本設計 

 本調達で導入するサービスについて、「６．満たすべき要件に関する事項」に記載す

る要件を満たした基本設計書を作成し、主管課の承認を得ること。 

 基本設計書の作成に当たっては、基本構成、設計方針、設計結果及びその根拠を含め

るものとし、具体的な内容については、主管課と協議の上決定すること。 

 

 詳細設計 

 本調達で導入するサービスについて、「６．満たすべき要件に関する事項」記載する

要件を満たす、機器及びソフトウェア等の設定項目及び設定値等を記載した詳細設計

書を作成し、主管課の承認を得ること。 

 回線の敷設に関しては、主管課と調整の上、光回線等必要な回線の引き込み状況、利

用可能な芯線の有無、回線集端装置及びインターネット接続用機器又はＷＡＮ接続用

機器までの経路等を確認するための現地調査を行うこと。 

 現地調査の実施に当たっては、調査項目、調査方法、実施時期等について主管課の承

認を得ること。 
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 現地調査の実施においては、主管課のほか、現地の担当者等の指示に従うこと。 

 現地調査の結果を踏まえ、回線を敷設する経路及び機器の設置場所等を記載すること。

なお、機器の設置場所については、主管課が指示する。 

 設置する機器の諸元に係る情報（寸法、重量、電源容量、発熱量等）を記載すること。 

 

 運用・保守設計 

 本調達で導入するサービスの運用及び保守について、定期及び随時の作業内容、作業

スケジュール並びに障害発生時における作業内容及び障害復旧目標時間等を取りまと

めた運用保守設計書を作成し、主管課の承認を得ること。 

 本調達で導入するサービスの運用状況の確認や設定などを変更することができる管理

機能を提供するともに、当該管理機能の利用に関するマニュアル（以下「管理者マ

ニュアル」という。）を作成し、主管課の承認を得ること。 

 本調達で導入する回線、機器及びサービスに障害が発生した場合における、受託者及

び主管課が実施すべき作業及びその手順を記載したマニュアル（以下「障害対応マ

ニュアル」という。）を作成し、主管課の承認を得ること。 

 地方事務局等において回線又は機器に障害が発生した場合における、受託者、主管課

及び現地の担当者が実施すべき作業及びその手順を記載したマニュアル（以下「地方

事務局等障害対応マニュアル」という。）を作成し、主管課の承認を得ること。 

 メールゲートウェイサービス及びセキュアブラウジングサービスについて、利用者向

けの利用マニュアル（以下「利用者マニュアル」という。）を作成し、主管課の承認

を得ること。なお、利用マニュアルについては、単に画面や機能の操作を説明するだ

けのものではなく、本システムの環境や実際に導入するサービスの具体的な内容を踏

まえた上で、利用シーンに応じた手順を分かりやすく説明するものとすること。 

 

 構築 

 基本設計書及び詳細設計書に従って各サービスの構築作業を行うこと。 

 回線敷設・機器設置の実施に当たっては、可能な限り人事院の業務への影響を生じさ

せないようにすることに留意し、実施日時等について主管課の承認を得ること。 

 回線敷設・機器設置の実施においては、主管課のほか、現地の担当者等の指示に従う

こと。 

 回線敷設に伴い、成端箱の設置に必要となる壁面への木板の張り付けや配線用の配管

などの付帯工事が発生する場合には、受託者の負担において行うこと。 

 

 テスト 

 テスト実施計画書の作成 

 本調達において求める要件を十分に満たしていることを確認するためのテストを計画

し、テスト実施計画書を作成の上、主管課の承認を得ること。 

 テストの実施に当たっては、可能な限り人事院の業務への影響を生じさせないように

することに留意し、実施日時、実施方法等について主管課と協議の上、決定すること。 

 

 テスト実施 

 テスト実施計画書に従って、広域通信サービス、インターネット接続サービス、メー

ルゲートウェイサービス及びセキュアブラウジングサービスのテストを行うこと。 

 テストの結果を取りまとめたテスト結果報告書を作成し、主管課の承認を得ること。 

 テストの結果、設定変更等が必要となる場合には、速やかに、関連する納品成果物の

修正を行い、主管課の承認を得ること。 
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 受入テスト支援 

 受入テスト計画書(案)の作成 

 主管課が実施する受入テストについて、テストの項目、内容、実施方法等を定めた受

入テスト計画書（案）を作成し、主管課に提示すること。 

 

 受入テスト実施支援 

 主管課が実施する受入テストの支援を行うこと。 

 受入テストにおいて所期の結果が得られない場合には、主管課と協議の上、受託者に

おいて、設定変更等の所要の作業を速やかに行うこと。 

 受入テストの結果、設定変更等が必要となる場合には、速やかに、関連する納品成果

物の修正を行い、主管課の承認を得ること。 

 

 受入テスト結果報告書の作成支援 

 主管課が作成する受入テスト結果報告書の作成に必要となる情報を提供するとともに、

内容の確認等の支援を行うこと。 

 

 切替 

 切替実施計画書の作成 

 現行回線から次期回線への切替、現行メールゲートウェイサービスから次期メール

ゲートウェイサービスへの移行及びセキュアブラウジングサービスの利用開始に当

たって、実施方法、実施手順、実施時期、作業スケジュール等を記載した切替実施計

画書を作成し、主管課の承認を得ること。 

 各サービスからの切替等について、現行インターネット接続サービス事業者、現行広

域通信サービス事業者、現行メールゲートウェイサービス事業者又は現行メールゲー

トウェイサービス事業者との調整が必要な事項については、主管課の了解を得た上で、

適切に調整すること。 

 各サービスの切替の実施に当たっては、可能な限り人事院の業務への影響を生じさせ

ないようにすることに留意し、実施方法、実施手順、実施時期等について、主管課と

協議の上、決定すること。 

 

 切替作業の実施 

 切替実施計画書に従い、各サービスの切替を実施すること。 

 切替の実施においては、主管課のほか、現地の担当者等の指示に従うこと。また、現

行インターネット接続サービス事業者、現行広域通信サービス事業者、現行メール

ゲートウェイサービス事業者又は現行メールゲートウェイサービス事業者との連携が

必要な事項については、適切に連携を図り、切替を実施すること。 

 

 切替結果報告 

 切替の結果について、切替結果報告書を作成し、主管課の承認を得ること。 

 

 ＯＤＢ登録用シートの提出 

 主管課におけるＯＤＢへの情報登録のため、本調達で導入又は利用するハードウェア、

ソフトウェア、回線及び外部サービスに係るシステム構成情報並びに本調達において

発生する整備経費及び運用経費について、主管課と協議の上、主管課より提供するＯ

ＤＢ登録用シートに必要事項を記入し、提出すること。 
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 運用・保守 

 「６．満たすべき要件に関する事項」の要件を満たす運用・保守業務を実施すること。 

 各サービスの当月度の運用状況や運用状況を踏まえた分析・所見について運用状況報

告書として取りまとめ、翌月に月次で報告会議を開催し、主管課に報告すること。運

用状況報告書における報告の対象とする事項については、別途主管課と協議の上、決

定すること。 

 受託者において月次報告会議の議事概要案を作成し、開催日から２開庁日以内に主管

課に提出し、主管課の承認を得ること。 

 議事概要案には、開催日時、出席者、議題及び会議における発言概要のほか、会議に

おける決定事項並びに新たに発生したタスク、課題及びリスクについても記載するこ

と。 

 月次報告会議の開催場所は、人事院本院とする。 

 サービスの停止を伴う障害が発生した場合には、障害の内容、経緯及び原因について、

主管課に報告するとともに、主管課と協議の上、暫定対処及び恒久対処を実施するこ

と。また、上記の内容について、障害報告書を作成し、主管課に報告すること。 

 各サービスについて、24 時間 365 日体制で、主管課からの電話又は電子メールによ

る問合せが可能な保守連絡窓口を設けること。なお、主管課からの問合せに一元的に

対応する窓口を設けることが望ましい。 
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 成果物 

 成果物 

本調達における成果物及び成果物の提出期日は、「表 ５ 成果物、提出期日等」のと

おり。 
 

表 ５ 成果物、提出期日等 

項番 成果物名 提出期限及び備考※ 

１ 業務実施計画書 契約締結後２週間以内。 

２ 基本設計書 基本設計完了時。 

３ 詳細設計書 詳細設計完了時。 

４ 運用保守設計書 運用・保守設計完了時。 

５ 管理者マニュアル 受入テスト前。 

６ 障害対応マニュアル 受入テスト前。 

７ 地方事務局等障害対応マニュアル 受入テスト前。 

８ 利用者マニュアル 受入テスト前。 

９ テスト実施計画書 テスト実施計画完了時。 

10 テスト結果報告書 テスト実施後１週間以内。 

11 受入テスト計画書(案) 受入テスト実施１週間前。 

12 切替実施計画書 切替実施計画完了時。 

13 切替結果報告書 切替完了後１週間以内。 

14 ＯＤＢ登録用シート 平成 31年９月末。 

15 進捗報告会議提出資料 
平成 31 年９月末。都度提出したもの

を取りまとめて提出すること。 

16 議事概要（進捗報告会議及び個別会議） 
平成 31 年９月末。主管課が承認した

ものを取りまとめて提出すること。 

17 月次運用状況報告書 各月次報告会議の開催日。 

18 議事概要（月次報告会議） 
議事概要案について主管課が承認した

日から２開庁日以内。 

※内容等に変更が生じたなど、成果物の修正が必要な場合には、変更が生じてから５開庁日以内に

提出すること。なお、修正に日数が必要な場合には、主管課と協議の上、提出期日を決定するこ

と。 

 

 納品方法 

① 成果物は、全て日本語で作成すること。 

② 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領（昭和 27 年４月４日内

閣閣甲第 16号内閣官房長官依命通知）」を参考にすること。 

③ 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格（ＪＩＳ）の規定を参考にす

ること。 

④ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、主管課から特別に示す場合を除き、

原則紙媒体は正１部・副１部、電磁的記録媒体は２部を納品すること。 

⑤ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格Ａ列４番とす

るが、必要に応じて日本工業規格Ａ列３番を使用すること。 

⑥ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Word 2016、Microsoft Excel 2016 又

は Microsoft PowerPoint 2016 のファイル形式で作成すること。 
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⑦ 納品後、主管課において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品する

こと。 

⑧ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、主管課の承認を得ること。 

⑨ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのな

いよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 

⑩ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認

を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処す

ること。 

 

 納品場所 

〒100－8913 

東京都千代田区霞が関１－２－３ 中央合同庁舎第５号館別館 

人事院事務総局総務課情報管理室 

 

 

 要件に関する事項 

 インターネット接続サービス 

 インターネット接続回線 

 概要 

① 本システムとＩＳＰのＮＯＣとの間を接続するインターネット接続回線を提供するこ

と。 

 

 接続構成 

① インターネット接続回線は、主系回線及び副系回線の２回線による冗長構成とするこ

と。 

② インターネット接続回線の副系回線は、待機系とし、主系回線に障害が発生した場合

には、自動的に副系回線に切り替わり、通信が可能となること。 

③ インターネット接続回線の利用可能帯域は、40Mbps以上とすること。 

④ インターネット接続回線は、帯域確保型とすること。 

⑤ インターネット接続回線の主系回線及び副系回線について、通信サービスを構成する

光回線等の提供元に当たる電気通信事業者が異なること。 

⑥ インターネット接続回線は、主系及び副系のそれぞれについて、異なる収容局を経由

し、異なるＮＯＣに接続すること。 

 

 ＩＰアドレス等 

① インターネットに接続するホスト向けにグローバルＩＰｖ４アドレス 27 ビットマス

クを１つ提供すること。また、グローバルＩＰｖ４アドレスの利用に関して、日本

ネットワークインフォメーションセンター（ＪＰＮＩＣ）等に対して必要な手続を行

うこと。 

② 今後の拡張性を考慮し、ＩＰｖ６グローバルＩＰアドレスの提供が可能であること。

また、ＩＰｖ４及びＩＰｖ６のデュアルスタックに対応したインターネット接続回線

を提供可能なこと。 

 

 接続環境仕様 

① 本調達において提供されるバックボーン回線から、国内ＩＸに対して、３拠点以上合

計 100Gbps以上の帯域で接続していること。なお、切替え作業が発生する場合には、

現行回線事業者と連携の上、受託者の負担において行うこと。 
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② 本調達において提供されるバックボーン回線から、海外ＩＸに対して、５拠点以上合

計 50Gbps以上の帯域で接続していること。 

③ インターネット側から流入する送信元が不正な通信については、受託者が保有する

バックボーン側で破棄すること。また、異なる複数の方法により実施することで破棄

の精度を高めること。 

④ 本調達において提供されるバックボーン回線のネットワーク図、ＮＯＣ間の回線の帯

域について、本仕様書にて定める内容を満たしていることを証明すること。また、受

託者のＷｅｂページにてバックボーン回線のネットワーク図及び帯域を公開している

こと。 

⑤ ＩＰｖ４に対応したＤＮＳキャッシュサーバ（リゾルバ）を提供すること。 

 

 監視 

① インターネット接続回線の稼働状況及びトラフィックを監視すること。 

② 庁舎の停電点検など、インターネット接続用ルータ等の停止が予定される場合には、

主管課が指定する時間において監視を停止する設定を行うこと。 

③ ＩＰｖ４アドレスによる監視を 24時間 365日体制で実施すること 

④ 監視パケットが複数の経路を通ることにより、単一経路では検知できない経路障害等

も検知できるように設計されていること。 

 

 障害対応 

① インターネット接続回線及びインターネット接続用機器に障害が発生した場合には、

技術者による対応が可能であること。 

 

 サービスレベル 

① インターネット接続回線の提供に当たって、評価項目を設けて保証値を提示し、品質

を客観的指標によって保証していること。 

② 本調達により提供されるバックボーン全体における往復遅延時間の月当たりの平均が

25ms以下であることを保証していること。 

③ 本調達により提供されるバックボーン全体のパケット損失率の月当たりの平均が

0.3％以下であることを保証していること。 

④ 受託者のＮＯＣと回線集端装置のＬＡＮ側インタフェースまでの間において、常にイ

ンターネットプロトコルによる相互通信が可能であることを保証していること。 

⑤ 受託者のＮＯＣとインターネット接続用ルータのＬＡＮ側インタフェースまでの間に

おいて発生した通信断について、受託者が通信断の発生を認知してから 30 分以内に

指定した連絡先へ連絡することを保証していること。 

⑥ 開庁日の業務時間中に発生した障害について、原則として、受託者において発生を認

知してから２時間以内に原因の切り分け及び復旧作業を開始すること。また、開庁日

の業務時間外及び閉庁日に発生した障害については、原則として、受託者において発

生を認知してから３時間以内に原因の切り分け及び復旧作業を開始すること。なお、

開庁日の業務時間外及び閉庁日における連絡体制については、人事院と協議し決定す

ること。 

 

 インターネット接続用機器の提供 

 概要 

① インターネット接続回線を収容するインターネット接続用機器を提供すること。 

 インターネット接続用ルータ 

① 冗長構成とすること。 
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② インターネット接続用ルータの一方に障害が発生した場合には、自動的に他方に切り

替わり、通信が可能となること。 

③ 100BASE-TX(Auto MDI/MDIX)のＷＡＮインタフェースを１ポート以上備えていること。 

④ 100BASE-TX(Auto MDI/MDIX)のＬＡＮインタフェースを２ポート以上備えていること。 

⑤ ＩＰアドレス変換機能を有すること。 

⑥ ＩＰｖ６に対応していること。 

⑦ パケットフィルタリングの機能を有すること。 

⑧ インターネット接続用ルータの切り替わりに当たっては、本システムの冗長化設計や

ネットワーク設計を考慮し、本システムとの整合性を確保したものとすること。 

 

 インターネット接続用スイッチ 

① レイヤ２のスイッチとして機能すること。 

② 冗長構成とすること。 

③ インターネット接続用スイッチの一方に障害が発生した場合には、自動的に他方に切

り替わり、通信が可能となること。 

④ 100BASE-TXのＬＡＮインタフェースを８ポート以上備えていること 

⑤ 128MB以上のＤＲＡＭが搭載されている機器であること。 

⑥ インターネット接続用ルータの切り替わりに当たっては、本システムの冗長化設計や

ネットワーク設計を考慮し、本システムとの整合性を確保したものとすること。 

 

 運用・保守 

① インターネット接続用機器の監視及び設定変更等を 24 時間 365 日体制で実施するこ

と。 

② 監視において異常を認知した場合には、速やかに主管課に連絡すること。 

③ 主管課の指示に基づいてインターネット接続用機器の設定変更を行うこと。なお、設

定変更に当たっては、変更内容の技術的な妥当性等を確認の上、実施すること。 

④ インターネット接続用機器のファームウェアのバージョンアップやセキュリティパッ

チ等の適用作業を 24 時間 365 日体制で実施すること。なお、バージョンアップ及び

適用作業を行う場合には、事前に動作検証を行った上で実施すること。 

⑤ インターネット接続用機器が故障した場合には、受託者の責任において代替機を用意

し、主管課の指示に基づいて交換作業を実施すること。 

⑥ 交換作業の対応時間帯は、閉庁日を含む 24時間 365日とし、主管課より受託者に対

して保守作業を指示してから、４時間以内に現地に到着すること。 

 

 ドメインの提供及び管理 

① 人事院が利用している以下のドメインを引き続き使用できるように、受託者の負担に

おいて、ドメインの登録、維持等の手続を行うこと。 

・jinji.go.jp 

② ドメインの移行が発生する場合には、受託者の負担により必要な作業を行うこと。 

 

 ＤＮＳコンテンツサーバ(プライマリ・セカンダリ)の提供 

① 人事院が利用するドメインのプライマリＤＮＳサーバ及びセカンダリＤＮＳサーバを

提供すること。 

② ＤＮＳサーバにＩＰｖ４アドレスのレコードを登録できること。 

③ ＩＰｖ４アドレスの正引き及び逆引きが行えること。 

④ 主管課がＤＮＳサーバのレコードを編集する際にＴＴＬ値を変更できること。 

⑤ ＷｅｂインタフェースによるＤＮＳレコード編集が可能であること。また、その通信

はＴＬＳで暗号化すること。 
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⑥ Ｗｅｂインタフェースにアクセスの際は、主体認証を行うこと。なお、主体認証に加

えて、主管課が指定するグローバルアドレスからのみアクセス可能とするなど、多要

素認証を設けることが望ましい。。 

⑦ 外部からの不正なアクセス等を制限すること。 

⑧ ＤＮＳ応答のなりすまし攻撃の防止に対応すること。 

⑨ 外部からのゾーン転送を禁止すること。 

⑩ 外部からＤＮＳサーバに対して名前解決以外でアクセスすることを制限できること。 

⑪ 送信ドメイン認証について、現行インターネット接続サービス事業者と連携し、適切

なＳＰＦレコード、ＤＫＩＭ又はＤＭＡＲＣの記述を行うこと。 

⑫ プライマリＤＮＳサーバ及びセカンダリＤＮＳサーバは、それぞれＩＰｖ４アドレス

で運用されていること。 

⑬ プライマリＤＮＳサーバ及びセカンダリＤＮＳサーバは、耐障害性を考慮し、震度６

強相当の耐震性を有するデータセンター又は制震構造若しくは免震構造のデータセン

ターに設置すること。 

⑭ ＤＮＳサーバの移行作業が発生する場合は、費用も含めて受託者の負担により作業を

行うこと。 

 

 広域通信サービス 

 広域通信網及びＷＡＮ接続回線 

 概要 

① 本院と地方事務局等を接続する広域通信サービスを提供すること。 

 

 接続構成 

① ＷＡＮ接続回線は、主系回線及び副系回線による冗長構成とすること。 

② ＷＡＮ接続回線の副系回線は、待機系とし、主系回線に障害が発生した場合には、自

動的に副系回線に切り替わり、通信が可能となること。 

③ ＷＡＮ接続回線については、以下の通信速度が利用可能であること。また、主系回線

については、帯域確保型とすること。 

 

項番 拠点名 通信速度 

１ 本院  100Mbps 以上  

２ 北海道事務局  10Mbps 以上  

３ 東北事務局  10Mbps 以上  

４ 関東事務局  20Mbps 以上  

５ 中部事務局  10Mbps 以上  

６ 近畿事務局  10Mbps 以上  

７ 中国事務局  10Mbps 以上  

８ 四国事務局  10Mbps 以上  

９ 九州事務局  10Mbps 以上  

10 沖縄事務所  10Mbps 以上  

11 公務員研修所  30Mbps 以上  

12 西ケ原研修合同庁舎  10Mbps 以上  

13 政府控室  10Mbps 以上  
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 接続環境仕様 

① レイヤ２又はレイヤ３による接続が可能な広域通信サービスを提供すること。 

② 広域通信サービスは、仮想的に閉域であること。 

③ 広域通信網の設備が多重化されており、災害等により広域通信網の設備の一部が被災

した場合であっても、迂回経路などにより、少なくとも広域通信網内の通信は継続し

て利用可能なこと。 

 

 運用 

① ＷＡＮ接続回線の稼働状況及びトラフィックを確認できること。 

② 庁舎の停電点検など、ＷＡＮ接続用機器等の停止が予定される場合には、主管課が指

定する時間において監視を停止する設定を行うこと。 

 

 障害対応 

① ＷＡＮ接続回線及びＷＡＮ接続用機器に障害が発生した場合には、技術者による対応

が可能であること。 

 

 サービスレベル 

 広域通信網の年間の稼働率は、99.99％以上を目標とすること。 

 ＷＡＮ接続回線の主系回線の年間の稼働率は、99.9％以上を目標とすること。 

 広域通信サービスが利用不可となる状態が目標として１時間以上継続して発生しない

こと。 

 受託者のバックボーンにおける平均遅延時間が目標として 35 ミリ秒を超えないこと。 

 広域通信サービスにおいて障害が発生した場合には、受託者が障害の発生を認知して

から 30分以内に主管課に連絡すること。 

 

 ＷＡＮ接続用機器 

 概要 

① ＷＡＮ接続用機器を提供すること。 

 

 ＷＡＮ接続用ルータ 

① 本院のＷＡＮ接続用ルータについては、冗長構成とするとともに、ＷＡＮ接続用ルー

タの一方に障害が発生した場合には、自動的に他方に切り替わり、通信が可能となる

こと。。 

② 地方事務局等のＷＡＮ接続用ルータについては、シングル構成としてコールドスタン

バイ機を設置することも可とするが、本院同様に冗長構成として、ＷＡＮ接続用ルー

タの一方に障害が発生した場合には、自動的に他方に切り替わり、通信が可能となる

ことが望ましい。 

③ 100BASE-TX(Auto MDI/MDIX)のＷＡＮ側インタフェースを２ポート以上備えているこ

と。 

④ 100BASE-TX(Auto MDI/MDIX)のＬＡＮ側インタフェースを２ポート以上備えているこ

と。 

⑤ ＷＡＮ接続用ルータの切り替わりに当たっては、本システムの冗長化設計やネット

ワーク設計（本院と拠点側でネットワークセグメントがレイヤ３レベルで異なるよう

設計しているなど）を考慮し、本システムとの整合性を確保したものとすること。 

 

 ＷＡＮ接続用スイッチ 

① レイヤ２のスイッチとして機能すること。 
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② 本院のＷＡＮ接続用スイッチは、冗長構成とし、地方事務局等のＷＡＮ接続用スイッ

チは、シングル構成とすること。 

③ 本院において、ＷＡＮ接続用スイッチの一方に障害が発生した場合には、自動的に他

方に切り替わり、通信が可能となること。 

④ 10BASE-T/100BASE-TXのＬＡＮインタフェースを 24ポート以上備えていること。 

⑤ 128MB以上のＤＲＡＭが搭載されている機器であること。 

 

 運用・保守 

① ＷＡＮ接続用機器の監視及び設定変更等を 24時間 365日体制で実施すること。 

② 主管課の指示に基づいてＷＡＮ接続用機器の設定変更を行うこと。なお、設定変更に

当たっては、変更内容の技術的な妥当性等を確認の上、実施すること。 

③ ＷＡＮ接続用機器のファームウェアのバージョンアップやセキュリティパッチ等の適

用作業を 24 時間 365 日体制で実施すること。なお、バージョンアップ及び適用作業

を行う場合には、事前に動作検証した上で実施すること。 

④ 監視において異常を認知した場合には、速やかに主管課に連絡すること。 

⑤ ＷＡＮ接続用機器が故障した場合には、受託者の責任において代替機を用意し、主管

課の指示に基づいて交換作業を実施すること。 

⑥ 交換作業の対応時間帯は、閉庁日を含む 24 時間 365 日とし、主管課より受託者に対

して保守作業を指示してから、４時間以内に現地に到着すること。 

 

 メールゲートウェイサービス 

 概要 

 本システムからインターネット向けに電子メールの送受信を可能とするためのゲート

ウェイサービスを提供すること。 

 アカウント数は 900とすること。 

 現行メールゲートウェイサービスからのアカウントの移行作業が発生する場合には、

受託者の負担により行うこと。 

 日本国内の設備のみで機能を提供すること。なお、サービスの仕様上、日本国外の設

備が含まれる場合には、当該設備を使用しないようにすること。 

 

 メール配送機能 

 本システムから送信する電子メールを代理受信して送信先のメールサーバに配送する

こと。 

 本システム宛てに送信されるメールを代理受信して本システムのメールサーバに配送

すること。 

 メールゲートウェイと本システムの経路は暗号化すること。 

 本システムが電子メールを送信する際に、送信先がＴＬＳに対応している場合には、

送信先との経路を暗号化すること。 

 第三者による不正中継対策として、人事院の指定した送信メールサーバのＩＰアドレ

ス又はサーバ名以外からの接続を受け付けないこと。 

 10ＭＢを超える電子メールについては本システムのメールサーバに中継しないように

設定できること。 

 本システムのメールサーバへのメール中継を一定期間保留できること。 

 受信するメールに対して、SPF、DKIM 及び DMARC の認証結果をメールヘッダに付与し、

認証結果に基づいて受信拒否や隔離といった処理ができること。 
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 アンチウイルス対策 

 本システムのメールサーバにメールを配送する前に、通過する全ての電子メールに対

してウイルスチェックを行い、電子メールに含まれるウイルスを検知及び駆除できる

こと。 

 ウイルスのパターンファイルは最新のウイルスに対応できるように常に最新の状態を

維持すること。 

 ウイルススキャンの情報の結果を利用者及び管理者に通知すること。 

 

 ホワイトリスト・ブラックリスト機能 

 本システムのメールサーバへの中継を許可するメールアドレスを登録できること。 

 登録されていないメールアドレス宛てのメールは中継しないこと。 

 特定の電子メールに対して受信の許可及び拒否が設定できること。 

 

 送信ドメイン認証機能 

 電子メール送信時に正当な送信元から送信されたメールであると認証されるように送

信する機能を有すること。 

 

 迷惑メールフィルタ機能 

 本システムのメールサーバに配送される前に、通過する全てのメールに対して迷惑

メールの判定を行うこと。 

 迷惑メールの判定に当たっては、電子メールのヘッダ及び本文について、複数の異な

る手法を用いた判定エンジンによる総合評価に基づくこと。 

 しきい値によって、「隔離」、「件名に迷惑メールであることを明示して配送」、

「そのまま配送」などの３段階以上に分類し、それぞれの分類に応じて電子メールご

とにアクションを設定できること。 

 迷惑メールフィルタ機能によって隔離された電子メールの保存期間は２週間以上とし、

保存容量に制限を設けないこと。なお、隔離領域は冗長化すること。 

 ユーザごとの管理画面において、隔離された電子メールの情報（送信元、件名、メー

ル本文、受信時刻、判定結果など）の閲覧、当該電子メールに対する操作（再配送、

削除、受信許可、受信拒否）や通知メールの設定などが行えること。 

 添付ファイルの拡張子を判別して、管理者が指定した拡張子のファイルが添付された

電子メールについては、受信拒否又は隔離できること。 

 現行メールゲートウェイサービスからの迷惑メールフィルタ機能の移行作業が発生す

る場合には、受託者の負担により行うこと。また、移行後の初期設定については、利

用開始の２週間前までに主管課に確認すること。 

 

 管理機能 

 管理者専用の管理画面を用意し、以下の設定が行えること。 

 ユーザの追加・削除・設定変更 

 CSV又はテキスト形式により電子メールの送受信ログを取得できること。なお、保

管期間は 14 日以上とするが、より長期保管できることが望ましい。 

 

 セキュアブラウジングサービス 

 概要 

① 本システムからのＷｅｂリクエストを本システムとは異なる環境で実行し、本システ

ムに対して画像生成に必要な情報を提供すること。 
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 接続仕様、設備環境 

① 本システムのユーザ 740 名が利用可能な環境を提供すること（同時接続数は約 25％

の見込み）。なお、別調達により環境を増強させる場合には、４週間程度で対応が可

能であること 

② 日本国内の設備で機能を提供すること。なお、サービスの仕様上、日本国外の設備が

含まれる場合には、当該設備を使用しないようにすること。 

③ 人事院からセキュアブラウジングサービスにアクセスする際は、主管課が指定するグ

ローバル IPアドレスからのみ可能なこと。 

 

 機能要件 

 基本機能 

① 以下のＷｅｂコンテンツを本サービスの対象とすること。 

・ＨＴＭＬ 

・ＣＳＳ 

・Ｆｌａｓｈ Ｖｉｄｅｏ 

・Ｊａｖａ Ｓｃｒｉｐｔ 

・画像ファイル 

② 動的コンテンツを含んだＷｅｂサイトについても、通常どおり閲覧できること。 

③ 専用のブラウザ又はエージェント等を本システムにインストールすることなく、本シ

ステムのプロキシ及びＷｅｂブラウザ（Internet Explorer11 及び Firefox）からそ

のまま利用できること。 

④ 以下を例としたＷｅｂブラウザの基本的な機能が利用可能であること。 

・Ｗｅｂサイトの保存及び印刷 

・「戻る」及び「進む」などの操作 

・Ｗｅｂサイトで表示される文字列のコピー 

・画面表示の拡大及び縮小 

・「お気に入り」及び「ブックマーク」からのＷｅｂサイトへのアクセス 

⑤ ログオンやデータ入力などのＷｅｂサービスの機能が利用可能であること。 

⑥ Ｗｅｂサイトに掲載されているファイルで、Microsoft Office、一太郎、ＰＤＦ等の

ファイルについては、動的コンテンツを含まないＨＴＭＬ５に変換して表示できるこ

と。 

⑦ Ｗｅｂサイトに掲載されているファイルをダウンロードする際には、無害化済みのＰ

ＤＦファイルの状態又はオリジナルの状態のいずれでダウンロードするか選択できる

こと。 

⑧ Ｗｅｂサイトに対してファイルのアップロードが可能であること。 

⑨ 無害化の対象とする宛先をライセンスにより制限されていないこと。 

⑩ 指定したドメインへの通信についてはＷｅｂ無害化を行わないように主管課において

設定が可能であること。また、その設定が即時に反映されること。 

⑪ ブラウザ以外のアプリケーションによるＨＴＴＰ／ＨＴＴＰＳ通信を禁止できること。 

 

 ウイルス対策機能 

① ＨＴＴＰに対応し、レスポンスデータに対するウイルス検知及び駆除が可能なこと。 

② ウイルスパターンファイルを常に最新の状態に保つこと。 

③ ウイルスを検知及び駆除した場合には、管理者画面において検知及び駆除したことが

確認できること。 

 

 管理機能 

① 以下を例とした管理機能を提供すること。 
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・トラフィック状況 

・アンチウイルス検知結果 

・ファイルのコンテンツ分析 

・ログの出力及び保存 

② 主管課及び本システム運用事業者において、セキュアブラウジングサービスの利用状

況に関する統計情報について、リアルタイム及び定期的に取得できる機能を有するこ

と。 

③ 主管課及び本システム運用事業者において、管理権限及びサービスの設定を変更でき

ること。 

 

 

 実施体制等 

 実施体制 

① 業務実施計画書において実施体制を明確にすること。 

② 本調達に関する主管課からの連絡を受け付ける窓口を一本化すること。 

③ 本調達における業務の実施を統括し、各要員を管理する責任者を配置すること。 

④ 本調達における納品成果物の品質を適切に管理するための品質管理者を配置すること。

なお、責任者と品質管理者の兼務は認めない。 

⑤ 本調達により提供される役務等の実施における情報セキュリティ対策を確保するため

の情報セキュリティ管理者を配置すること。 

⑥ 各要員は、日本語による円滑なコミュニケーションが可能であること。 

⑦ 運用開始後から、安定したサービス利用が可能であると主管課が認めるまでの間（最

長２か月間程度）においては、主管課及び本システム運用事業者に対する迅速なサ

ポートが可能な体制を構築すること。 

⑧ 要員の変更が必要な場合には、事前に変更内容を記載した書面を主管課へ提出の上、

承認を得ること。 

⑨ 要員の変更に当たっては、十分な引継ぎ期間を設けるなど、業務を円滑に持続できる

ように十分な配慮を行うこと。 

⑩ 本業務を円滑に遂行するために主管課が必要と認めた場合には、受託者に対して体制

の変更を求めることができる。その場合、受託者は２週間以内に書面で改善方法・変

更内容等を主管課へ提示し、承認を得た上で必要な対応を行うこと。 
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 各要員の役割 

現時点で主管課が想定する業務実施体制及び各要員の役割を「図３ 作業実施体制図

（想定）」及び「表 ６ 各要員の役割（想定）」に示す。なお、あくまで現時点で主

管課が想定するものであり、本調達の円滑な実施に必要な提案を妨げるものではない。 

 

図３ 作業実施体制図（想定） 
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表 ６ 各要員の役割（想定） 

項番 要員 役割及び備考 

１ 責任者 

 本調達における受託者の業務全体を統括し、各要員を

管理する。 

 受託者の業務全体を統括する立場として主管課との調

整を行う。 

２ 品質管理者 

 本調達における納品成果物の品質を適切に管理する。 

 客観的な視点で業務実施のプロセス、成果物をレ

ビューし、品質状況を評価する。 

 品質状況の評価結果に基づき、必要に応じて改善を指

示する。 

３ 情報セキュリティ管理者 
 本調達により提供される役務等の実施における情報

セキュリティ対策を確保する。 

４ 
設計・ 

構築チーム※ 

管理者 

 本調達における設計・構築・テスト・切替に係る業務

の実施を管理する。 

 チーム内の作業の進捗状況や課題への対応状況等を監

督する。 

５ 担当者 
 管理者の指示の下、設計・構築・テスト・切替に係る

作業を行う。 

６ 
運用・ 

保守チーム※ 

管理者 

 本調達における運用・保守に係る業務の実施を管理す

る。 

 運用状況及び保守作業の実施結果を取りまとめ、必要

に応じて主管課への報告を行う。 

７ 運用担当者  本調達における運用に係る作業を行う。 

８ 保守担当者  本調達における保守に係る作業を行う。 

※例えば回線とメールゲートウェイ・セキュアブラウジングでチームを分けるなど、適宜複数のチー

ムを構成することも可とする。 

 

 

 要員に求める資格等の要件 

 責任者 

① 利用者 700 人以上かつ拠点数 10 以上の情報システムで利用するインターネット接続

サービス及び広域通信サービスの導入に関する案件において、当該案件の実施責任者

として従事した経験を各１件以上有すること。 

② 利用者 700 人以上かつ拠点数 10 以上の情報システムで利用するセキュアブラウジン

グサービスの導入に関する案件において、当該案件の実施責任者として従事した経験

を１件以上有すること。 

 

 設計・構築チーム管理者 

① 利用者 700 人以上かつ拠点数 10 以上の情報システムで利用するインターネット接続

サービス及び広域通信サービスの導入に関する案件に作業管理者、チームリーダ等と

して従事した経験を各１件以上有すること。 

② 利用者 700 人以上かつ拠点数 10 以上の情報システムで利用するセキュアブラウジン

グサービスの導入に関する案件に作業管理者、チームリーダ等として従事した経験を

１件以上有すること。 
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 作業の実施に当たっての遵守事項 

 機密保持、資料の取扱い 

① 本調達により提供される役務等の実施における各種データ等の取扱いについては、別

添１「データ保護管理要領及び個人情報に関する秘密保持」を遵守の上、データ管理

計画書を主管課に提出し、承認を得ること。 

② 人事院が意図しない変更及び機密情報の窃取等が行われないよう、情報セキュリティ

に関する管理体制を構築し、本調達により提供される役務等の実施における情報セ

キュリティ対策の実施事項等を業務実施計画書において明確にし、主管課へ提示の上、

承認を得ること。 

③ 本調達により提供される役務等の実施において情報セキュリティに関する事故が発生

した場合は、速やかに主管課に報告し、了承を得た上で対策を実施すること。また、

必要に応じて主管課又は主管課が指定した者が実施する調査を受け入れ、その指示に

従うこと。 

④ 本調達により提供される役務等の実施における情報セキュリティ対策の実施状況を確

認するために、主管課が情報セキュリティ対策の実施状況の報告を求めた場合、速や

かに応じること。 

 

 参照する規程等 

① 本調達により提供される役務等の実施に当たっては、以下の規程等を参照すること。 

・人事院情報セキュリティポリシー 

・標準ガイドライン 

・標準ガイドライン実務手引書 

 

 

 成果物の取扱いに関する事項 

 知的財産権の帰属 

 成果物の著作権帰属 

① 受託者が、請負業務を実施する過程において発生する知的財産権（知的財産基本法

（平成 14年 12 月４日法律第 122号）第２条第２項参照）の取扱いは個別の契約内容

によることとする。ただし、受託者が請負業務を実施する過程において発生する著作

権（著作権法（昭和 45年５月６日法律第 48号）第 21条から第 28条までに定める権

利をいう。）については発注者に帰属するものとし、著作者人格権（同法第 18 条か

ら第 20 条までに定める権利をいう。）については、受託者はこれを行使しないもの

とする。 

② 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権（著作権法第 21 条から

第 28 条に定める全ての権利を含む。）は、受託者が本調達の実施の従前から権利を

保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示された

もの以外は、全て人事院に帰属するものとする。 

③ 人事院は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改

変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示で

きるものとする。 

④ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物等」という。）

が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担、使用

許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、当該既存著作物の内容につい

て事前に人事院の承認を得ることとし、人事院は、既存著作物等について当該許諾条

件の範囲で使用するものとする。 
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⑤ 受託者は、人事院に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者

をして行使させないものとする。 

 

 検収 

① 受託者は、成果物等について、納品期限までに主管課に内容の説明を行い、検収を受

けること。 

② 検収の結果、成果物等に不備又は誤りが見つかった場合には、直ちに必要な修正、改

修、交換等を行い、変更点について主管課に説明を行った上で、指定された日時まで

に再度納品すること。 

 

 監査及び検査 

① 主管課又は主管課が指示する者からの監査及び検査要求に対して、必要と認められる

合理的な範囲でこれらに応じること。 

 

 

 入札参加資格に関する事項 

 受託者に求める資格及び要件 

① 本調達の業務を実施する部門において、ISO/IEC 27001:2013又は JIS Q27001:2013の

認証を取得していること。 

② 品質管理を実施する部門において ISO9001:2015又は JIS Q9001:2015 の認証を取得し

ていること。 

 

 複数事業者による共同提案 

① 複数の事業者による共同提案を行う場合には、全体の意思決定、運営管理等に責任を

持つ共同提案の代表者を定めるとともに、代表者が本調達に係る連絡調整等を行うこ

と。 

② 代表者を中心に、各共同提案者が協力して本業務を遂行すること。 

③ 各共同提案者間の調整は、各共同提案者間において行うとともに、各共同提案者間で

トラブルが発生した場合には、各共同提案者間で解決すること。 

④ 各共同提案者が「10.1 受託者に求める資格及び要件」を満たすこと。なお、共同提

案を行う事業者が、単独による入札又は他の共同提案による入札を行うことは認めな

い。 

 

 入札制限 

① 本計画書に基づく調達に関与する人事院ＣＩＯ補佐官、その支援スタッフ等（以下

「補佐官等」という。）が現に属する又は過去２年間に属していた事業者及びその関

連事業者については、透明性及び公平性を確保するため、本調達の入札に参加するこ

とはできない。補佐官等がその職を辞職した後に所属する事業者の所属部門（辞職後

の期間が２年に満たない場合に限る。）についても同様とする。 
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 再委託 

① 受託者は、本調達により提供される役務等の実施に当たり第三者に再委託する場合に

は、必要に応じて、再委託先の事業者の業務（情報セキュリティ対策を含む。）の履

行状況を確認し、主管課に報告すること。 

② 受託者は、本調達により提供される役務等の実施に当たり第三者に再委託する場合に

は、再委託により生じる情報セキュリティ上の脅威に対して、情報セキュリティが十

分確保されるよう、具体的な対応方法を提案すること。 

 

 

 特記事項 

① 受託者は、本調達により提供される役務等の実施に伴い、本システム運用事業者にお

いて本システムの設定変更等が必要な場合には、必要な作業内容を明らかにするとと

もに、主管課と本システム運用事業者における検討、調整等を支援すること。なお、

当該作業については、主管課の負担により、主管課において実施する。 

② 受託者は、本調達により提供される役務等の実施に伴い、現行インターネット接続

サービス事業者、現行広域通信サービス事業者又は現行メールゲートウェイサービス

事業者との調整が必要な事項については、主管課の了解を得て適切に調整すること。 

③ 受託者は、本調達仕様書に記載していない事項であっても、本調達により提供される

役務等の実施において有益又は必要と考えられる事項については、適宜提案し、主管

課と協議の上、実施すること。なお、追加提案の実施に伴い発生する費用は、受託者

において負担すること。 

④ 受託者は、本調達により提供される役務等の実施において疑義を生じた場合又は本調

達仕様書に明記していない事項について確認等する必要がある場合には、その都度、

主管課と協議すること。 

⑤ 受託者は、本調達の契約終了後、主管課の指示により、受託者の負担において本調達

で導入する機器の撤去を行うこと。 

⑥ 受託者は、主管課が本調達の後継に当たる回線サービス等を導入する場合には、主管

課と協議の上、必要な支援を行うこと。 

 

 

 資料閲覧 

本調達への入札を希望する者は、「別紙１ 資料閲覧要領」に基づき、以下の資料の閲

覧を行うこと。なお、資料の閲覧は、本調達への入札を前提とする。 

・資料１ 人事院ネットワークシステムの更改整備及び運用・保守業務一式 基本設計書 

・資料２ 人事院情報セキュリティポリシー 

※資料閲覧は、入札公告において実施する。 

 

 

 付属文書 

・別紙１ 資料閲覧要領 

・別紙２ 提案依頼書 

・別紙３ 評価要領 

・別添１ データ保護管理要領及び個人情報に関する秘密保持 

  ※いずれも入札公告において添付する。 
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 問合せ先 

  人事院事務総局総務課情報管理室（担当：牧野、萩原） 

  電話：03-3581-5311（内線 2111） 

 

 

以  上    


