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1.

調達件名
厚生労働省 LAN 設備機器更新等一式

2.
2-1.

業務要件の定義
業務概要
職員は端末から LAN 設備機器（通称：基幹 LAN）を経由して、各業務システムや個別システムへアクセ
スを実施する。LAN 設備機器では、各システム利用のための基盤ネットワークであるため、会議室にて利
用する無線 LAN 及びディスプレイ以外は業務概要を定義しない。会議室利用時の業務概要は次の図のと
おりである。

現行イメージ

次期イメージ
会議室

会議室

①無線LANアクセスポイントは
利用の度に設置

①無線LANアクセスポイント
は常時設置

利用

②会議資料は利用者が
各自印刷

利用

②会議資料は会議室用
ディスプレイに投影

業務実施部門担当者
（サービス利用者）

業務実施部門担当者
（サービス利用者）

図 2-1-1 会議室利用時の業務概要
2-2.

規模
LAN 設備機器の利用者は全体で 5,000 名程度。ただし、無線 LAN 設備設置対象は中央合同庁舎第 5
号館内の仮設会議室を含めた会議室 25 か所と講堂のみとする。

2-3.

時期・時間
LAN 設備機器の利用時期及び時間は 24 時間 365 日とする。ただし、定期保守、法定停電等による停止
時間を除く。

2-4.

場所等
次期 LAN 設備機器が提供するサービスの利用拠点を「表 2-1-1 利用拠点一覧」に示す。
表 2-1-1 利用拠点一覧
拠点名
No.
1
中央合同庁舎第 5 号館
2
上石神井庁舎事務棟
3
労働委員会会館
4
国会連絡室
3

拠点名
No.
5
高井戸庁舎
2-5.

情報システム化の範囲
原則として現行の情報システム化範囲を踏襲するが、セキュリティ強化や働き方改革による利便性向上を
果たすために必要な範囲で見直しを行う。

3.
3-1.

機能要件の定義
機能に関する事項
LAN 設備機器の機能を「表 3-1-1 LAN 設備機器の提供機能一覧」に示す。

No.
1
2
3
4

機能分類
ネットワーク機能
セキュリティ機能
ワイヤレス機能
ファシリティ機能

表 3-1-1 LAN 設備機器の提供機能一覧
機能概要
厚生労働省LAN システムの端末が同システムのサーバ
や各個別システムにアクセスするための通信制御。
ファイアウォールによるパケットフィルタリング及び脅威
防御。
無線 LAN によるネットワーク機能。
会議室資料を投影することで情報共有の促進に寄与す
る。

現状の機能との差異
差異なし
差異なし
新規追加
新規追加

上記機能を満たす物品を納入すること。
3-2.

画面に関する事項
特になし。

3-3.

帳票に関する事項
特になし。

3-4.

情報・データに関する事項
特になし。

3-5.

外部インタフェースに関する事項
LAN設備機器に接続される外部インタフェース要件は以下のとおりであるため、受注者は導入機器の選
定や移行方法の検討において留意すること。なお、接続される個別システムは、今後増加する可能性があ
る。
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No.
1

外部インタ
フェース名
検疫連携

2

統 合 NW
連携（本
省）

3

統 合 NW
連携（上石
神井）

4

統 合 NW
連携（労働
委員会）

5

統 合 NW
連携（国会
連絡室）

6

統 合 NW
連携（高井
戸庁舎）

7

個別用

表 3-5-1 外部インタフェース一覧
外部インタフェース
相手先システム
送受信の条件
概要
情報処理機器室内 厚 生 労 働 省 厚生労働省 LAN シ
に設置されている LAN システム
ステムの検疫用スイ
厚生労働省 LAN シ
ッチとスイッチ A の
ステムの検疫システ
間は 2 対のマルチ
ムが集約されている
モード光ファイバケ
検疫用スイッチに接
ー
ブ
ル
続端末の収集情報
（1000BASE-SX）に
を提供する。
より接続する。
インターネット及び 厚生労働省統 厚生労働省統合ネ
厚生労働省 LAN シ 合ネットワーク
ットワークの利用機
ステムのサーバ利
関内 L3 スイッチとス
用のためのゲートウ
イッチ A は
ェイとなる。
1000BASE-T で接
続する。

補足
接続にはリンクア
グリゲーションを
用いているため、
留意すること。

現行スイッチ A は
ネットワークシステ
ムを介して接続し
ているため、直接
厚生労働省統合
ネットワークの利
用機関内L3スイッ
チとは接続されて
いない。
インターネット及び 厚生労働省統 上石神井庁舎事務 接続にはリンクア
厚生労働省 LAN シ 合ネットワーク
棟内のスイッチB2と グリゲーションを
ステムのサーバ利
1000BASE-T により 用いているため、
用のためのゲートウ
接続される。
留意すること。
ェイとなる。
インターネット及び 厚生労働省統 労働委員会会館内 接続にはリンクア
厚生労働省 LAN シ 合ネットワーク
の ス イ ッ チ B2 と グリゲーションを
ステムのサーバ利
1000BASE-T により 用いているため、
用のためのゲートウ
接続される。
留意すること。
ェイとなる。
インターネット及び 厚生労働省統 国会連絡室のスイッ 接続にはリンクア
厚生労働省 LAN シ 合ネットワーク
チ C と 1000BASE-T グリゲーションを
ステムのサーバ利
により接続される。
用いているため、
用のためのゲートウ
留意すること。
ェイとなる。
インターネット及び 厚生労働省統 高井戸庁舎内のス 接続にはリンクア
厚生労働省 LAN シ 合ネットワーク
イ ッ チ B2 と グリゲーションを
ステムのサーバ利
1000BASE-T により 用いているため、
用のためのゲートウ
接続される。
留意すること。
ェイとなる。
個別システム利用 各個別システム 「別紙 6 閲覧資料
のための接続点。
一覧」にて定める既
存資料を参照のこ
と。
5

4.
4-1.

非機能要件
ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
特になし。

4-2. システム方式に関する事項
(1) 情報システムの全体構成
「別紙 3 厚生労働省 LAN 設備機器構成概要図（現行 平成 29 年 4 月時点）」参照のこと。
(2) 開発方式及び開発手法
特になし。
4-3. 規模に関する事項
(1) 機器数及び設置場所
情報システムの規模に相当する機器類の数量及び設置場所を「表 4-3-1 機器数及び設置場所一覧」に
記載する。
表 4-3-1 機器数及び設置場所一覧
機器の区分
機器数
設置場所
No.
1
2
スイッチ A
中央合同庁舎第 5 号館内
2
42
スイッチ B1
中央合同庁舎第 5 号館内
3
2
スイッチ B1
中央合同庁舎第 5 号館
2 階講堂内
4
2
スイッチ B2
上石神井庁舎事務棟内
5
2
スイッチ B2
労働委員会会館内
6
2
スイッチ B2
高井戸庁舎内
7
252
スイッチ C
中央合同庁舎第 5 号館内
8
8
スイッチ C
中央合同庁舎第 5 号館
2 階講堂内
9
2
スイッチ C
中央合同庁舎第 5 号館
仮設会議室内
10 スイッチ C
6
上石神井庁舎事務棟内
11 スイッチ C
8
労働委員会会館内
12 スイッチ C
1
国会連絡室内
13 スイッチ C
4
高井戸庁舎内
14 無線 LAN コントローラ
2
中央合同庁舎第 5 号館内
15 無線 LAN アクセスポイント
21
中央合同庁舎第 5 号館内
会議室（全 21 か所）
16 無線 LAN アクセスポイント
9
中央合同庁舎第 5 号館
2 階講堂内
17 無線 LAN アクセスポイント
4
中央合同庁舎第 5 号館
仮設会議室内
18 ファイアウォール A
2
中央合同庁舎第 5 号館内
19 ファイアウォール B
20
中央合同庁舎第 5 号館内
6

で
20
21
22
23
24
25
26

ネットワーク運用監視サーバ
ネットワーク統計情報サーバ
Radius 認証サーバ
ファイアウォール管理サーバ
Syslog サーバ
無線 LAN 管理サーバ
会議室用ディスプレイ

1
1
1
1
1
1
21

27

会議室用ディスプレイ

1

28

会議室用ディスプレイ

4

29

ホワイトボード一体型プロジェ
クタ

3

30

各種ケーブル、コード類

31
32
33

スイッチ B1（予備機）
スイッチ B2（予備機）
スイッチ C（予備機）
無線 LAN アクセスポイント
（予備機）
ファイアウォール B（予備機）

34
35

中央合同庁舎第 5 号館内
中央合同庁舎第 5 号館内
中央合同庁舎第 5 号館内
中央合同庁舎第 5 号館内
中央合同庁舎第 5 号館内
中央合同庁舎第 5 号館内
中央合同庁舎第 5 号館内
中央合同庁舎第 5 号館
2 階講堂内
中央合同庁舎第 5 号館
仮設会議室内
中央合同庁舎第 5 号館内

必要
本数
2
2
7

予備機
予備機
予備機
予備機

10

予備機

5

設置場所詳細は以下のとおりである。
・執務室
中央合同庁舎第5 号館内では 4 階から 22 階における当省の執務室、1 階管理室、2 階情報公開
文書室、3 階各診療室、運転手控室、巡視室、中央監視室、2 階講堂、仮設会議室とする。外部庁
舎では、上石神井庁舎事務棟、労働委員会会館、国会連絡室、高井戸庁舎とする。
・情報処理機器室
・LAN 機器室
(2) データ量
特になし。
(3) 処理件数
特になし。
(4) 利用者数
LAN 設備機器の利用者は全体で 5,000 名程度。
4-4. 性能に関する事項
(1) 応答時間（レスポンスタイム、ターンアラウンドタイム、サーバ処理時間）
特になし。
(2) スループット
7

ア.

イ.

ウ.

エ.

オ.

LAN 設備機器の性能に関する要件については、「図 4-4-1 機器間接続の帯域」にあるとおり、以下の要
件を満たし、各機器間の接続が全体の性能のボトルネックとならない最適なデータ送受信を提案すること。
幹線にはギガビットイーサネットバックボーンが採用されており、スター型LAN構成で構築されている。スイ
ッチ A にギガビットイーサネットスイッチを、ギガビットイーサネットアップリンク付きで各ポートが
10/100/1000BASE-T を自動認識できるスイッチ B1 を、ギガビットイーサネットアップリンク付きで各ポートが、
10/100/1000BASE-T を自動認識できるスイッチ C を設置する。
中央合同庁舎第 5 号館 4～22 階及び情報処理機器室に設置するスイッチ B1 とスイッチ A 間には、最大で
12 芯のマルチモード光ファイバケーブルが敷設又は床下配線されており、この幹線部分でのスイッチ A と
スイッチ B1 間は 6Gbps 以上（担当職員が提示する一部のフロアは 4Gbps 以上）のデータの送受信が可能
なこと。
中央合同庁舎第 5 号館 2 階講堂に設置するスイッチ B1 とスイッチ A 間には、8 芯のマルチモード光ファイ
バケーブルが敷設されており、この幹線部分でのスイッチ A とスイッチ B1間は 4Gbps 以上のデータ送受信
が可能なこと。
スイッチ C とスイッチ B1 間には、1 台のスイッチ C につき 2 本（冗長化された 2 台のスイッチ B1 に対して 1
本ずつ）のエンハンスドカテゴリー5 規格 UTP ケーブルが敷設されており、この部分でのスイッチ B1 とスイ
ッチ C 間は 2Gbps 以上のデータの送受信が可能なこと。
厚生労働省統合ネットワークの利用機関内 L3 スイッチとスイッチ A 間は、それぞれ 1000BASE-T インタフ
ェースを有し、4 本の UTP ケーブルで接続し、4Gbps 以上の帯域を確保すること。なお、厚生労働省統合ネ
ットワークの利用機関内 L3 スイッチ 2 台は、アクティブ・アクティブで動作しており、かつ、論理的に 1 台とし
て動作している点に注意すること。

図 4-4-1 機器間接続の帯域

8

厚生労働省
統合ネットワーク
機関内L3スイッチ

SW A

SW B1

SW C

厚生労働省
統合ネットワーク
機関内L3スイッチ

SW A

SW B1

4Gbps以上

4Gbps以上

2Gbps以上

図 4-4-2 機器間接続の帯域（2 階講堂）

上石神井庁舎事務棟、労働委員会会館、高井戸庁舎に設置するスイッチ B2 とスイッチ C 間には、1 台のス
イッチ C につき 2 本（冗長化された 2 台のスイッチ B2 に対して 1 本ずつ）のエンハンスドカテゴリー5 規格
UTP ケーブルが敷設されており、この部分でのスイッチ B2－スイッチC 間は 2Gbps 以上の帯域を確保する
こと。ただし、高井戸庁舎のスイッチ B2と経営企画部用スイッチ C間の帯域は 1Gbps 以上とし、配線につい
ては当省と協議の上、実施すること。なお、厚生労働省統合ネットワークの利用機関内 L3 スイッチとスイッ
チ B2 間は、それぞれ 1000BASE-T インタフェースを有し、2 本の UTP ケーブルで接続し、2Gbps 以上の
帯域を確保すること。

厚生労働省
統合ネットワーク
機関内L3スイッチ

SW B2

SW C

厚生労働省
統合ネットワーク
機関内L3スイッチ

SW B2

2Gbps以上

2Gbps以上

図 4-4-3 機器間接続の帯域(上石神井庁舎事務棟、労働委員会会館、高井戸庁舎)
カ. 国会連絡室に設置するスイッチ C は、厚生労働省統合ネットワークの利用機関内ファイアウォールと、
1000BASE-T インタフェースにて 2 本の UTP ケーブル(アクティブスタンバイ構成)で接続し、1Gbps 以上の
帯域を確保すること。
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厚生労働省
統合ネットワーク
機関内ファイア
ウォール
SW C

厚生労働省
統合ネットワーク
機関内ファイア
ウォール

１Gbps以上

図 4-4-4 機器間接続の帯域(国会連絡室)

キ. 高井戸庁舎内の配線は受注者による現地調査の結果、性能が劣化している可能性がある場合はケーブル
を再利用せずに敷設すること。なお、スイッチB2と経営企画部用スイッチCは異なる建物に設置されており、
メディアコンバータを用いて光変換している。本システムでは現行メディアコンバータの継続利用を想定し
ていないため、現地調査結果を踏まえて適切なインタフェースを選択すること。。

厚生労働省
統合ネットワーク
機関内L3スイッチ

SW B2

SW C

厚生労働省
統合ネットワーク
機関内L3スイッチ

SW B2

2Gbps以上

2Gbps以上

図 4-4-5 機器間接続の帯域(高井戸庁舎)
ク. ファイアウォール A とスイッチ A 間はマルチモード光ファイバケーブルを用いて 2Gbps 以上の帯域を確保
すること。なお、ファイアウォールＡとスイッチＣ間は、それぞれ 1000BASE-T インタフェースを有し、1 台の
スイッチ C につき 2 本（冗長化された 2 台のファイアウォールＡに対して 1 本ずつ）の UTP ケーブルを接続
し、1Gbps 以上の帯域を確保すること。
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図 4-4-6 ファイアウォール A 接続の帯域
ケ. 本調達にて新たに導入される無線 LAN コントローラとスイッチ A 間は 10Gbps 以上の帯域を確保すること。
なお、無線LANコントローラと無線LANアクセスポイント間は物理的に直接接続されていなくても構わない
が、エンドツーエンドで 1Gbps 以上の帯域を確保すること。

厚生労働省
統合ネットワーク
機関内L3スイッチ
厚生労働省
統合ネットワーク
機関内L3スイッチ

4Gbps以上

SW A

WLC

AP

SW A

WLC

AP

10Gbps以上

それぞれ
1Gbps以上

図 4-4-7 無線 LAN 関連機器接続の帯域

4-5. 信頼性に関する事項
(1) 可用性要件
ア. 可用性に係る目標値
LAN 設備機器の可用性に関する SLA について以下に記載する。
① スイッチ A、スイッチ B1、スイッチ B2、ファイアウォール A、無線 LAN コントローラ
表 4-5-1 稼働率
ID SLA 項目
1 稼働率

サービスレベル
設定値
稼働率とは、稼働予定時間に対して実際に稼働した時間の割合であり、以下の 99.95%以上
算式により計算する。
詳細説明
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稼働率[%] = (1 −





1 か月の停止時間

) × 100
1 か月の稼働予定時間

稼働予定時間とは、計画停電又は定期保守等の事前に計画された停止時
間を除く、1 か月に稼働すべき時間を指す。
停止時間とは、計画外にスイッチA、スイッチB1、スイッチB2、ファイアウォ
ール A 又は無線 LAN コントローラが停止していた時間を指し、当省の責
任により停止していた時間は含まない。
冗長化構成されている部分のうち、一部分が停止した場合でも、サービス
の提供に支障を来さなかった場合は、停止時間として取り扱わない。

② スイッチ C、ファイアウォール B
表 4-5-2 平均故障復旧時間
サービスレベル
設定値
2 平均故障 平均故障復旧時間とは、スイッチ C、ファイアウォール B に故障が発生したこと 1 時間以内
復旧時間 を受けて、故障が発生した機器が設置されている庁舎まで駆け付けた時刻か
ら、故障が復旧した時刻までに要した時間の、1 か月間における平均値であり、
以下の算式により計算する。

ID SLA 項目

詳細説明

平均故障復旧時間
=




1 か月の故障復旧時間の総和 − 1 か月の駆け付け時間の総和
1 か月間の故障件数

故障が発生したスイッチ C、ファイアウォール B が設置されている庁舎まで
駆け付けた時刻と、故障が復旧した時刻は受注者が記録するものとし、証
明する方法については別途担当職員と協議すること。
当省の責任によりスイッチ C、ファイアウォール B が故障した場合には、平
均故障復旧時間の対象から除くものとする。ただし、故障復旧作業は実施
すること。

(2) 可用性に係る対策
LAN 設備機器の可用性に係る対策については、以下の要件を満たすものとする。なお、これらの要件を
満たすための方策について、具体的に提案すること。
ア. 全体の信頼性向上のため、スイッチ A の電源部は冗長化構成とし、スイッチ A の内部モジュールやポート
等の障害が発生した場合でも、自動的に経路の切替えが可能なこと。
イ. システム全体の信頼性を向上させるため、スイッチ B1 の電源部は冗長化構成とし、スタック構成により 2 台
一組で構成されたスイッチ B1 の筐体やポートに障害が発生した場合でも、接続されたスイッチ C は自動的
に経路の切替えが可能なこと。また、スイッチ B1 に内蔵された電源装置 2 台が同時に故障した場合であっ
ても、スタック接続された別の筐体からの電源供給により運用を継続可能なこととし、配下に接続された各ク
ライアントパソコンは、設定変更を行うことなしにネットワーク利用が継続して可能な構成をとるものとする。
ウ. システム全体の信頼性を向上させるため、スイッチ B2、スイッチ C、無線 LAN コントローラについても電源
部は冗長化構成とすること。
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エ. 365 日 24 時間無停止による稼働を原則とし、スイッチ A、スイッチ B1、スイッチ B2 及びファイアウォール A
については冗長化構成により無停止で保守を行えること。
オ. LAN 設備機器を構成するハードウェア及びソフトウェアは、同一製品において過去に出荷・稼働実績があ
り、十分に高い信頼性を有すること。
カ. 導入するLAN設備機器は、出荷前に動作確認試験を実施して、初期不良の減少に努めること。なお、検査
結果も提出すること。
キ. 運用期間中のサポート体制及び安定稼働を考慮し、LAN設備機器を構成するネットワーク機器（各種スイッ
チ及び無線 LAN アクセスポイント）については、原則として同一メーカの製品で統一すること。
ク. ネットワーク機器を動作させるソフトウェアについては、今回使用する機能について十分に検証されたもの
を提供すること。なお検証結果も提出すること。また、ソフトウェアによる障害と疑われる事象が発生した場
合には、製造メーカと十分に連携して障害解析ができる体制を持っていること。
ケ. 本調達仕様の一部又は全部を他社製品で満たしている場合においても、受注者が責任をもってそれらの
製品の品質を確保すること。
(3) 完全性要件
特になし。
4-6. 拡張性に関する事項
(1) 性能の拡張性
将来の拡張に伴う調達が今回の調達に比較して、妥当な経費にて調達できること（例えば、将来の拡張
に伴って発生する費用が、今回の調達の内訳をもって算出できる等）。
(2) 機能の拡張性
ア. 中央合同庁舎第 5 号館内倉庫を会議室として使用することや、会議室を執務室として使用することがあるた
め、運用期間中に別途スイッチが必要になった場合に備え、合計21 台程度の予備機（スイッチ B1 は 2 台、
スイッチ B2 は 2 台、スイッチ C は 7 台、無線アクセスポイントは 10 台）を用意し、LAN 機器室又は受注者
が用意した保管場所に保管すること。なお、予備機を実運用する際に発生する費用（機器本体、ケーブル、
設定、運用管理、リモート監視、保守等の役務等）については、本調達に含むものとする。また、当該予備
機も 4-5,4-9 に規定する SLA の対象とする。
イ. LAN 設備機器の運用期間中に、現時点では予定していない個別システムの追加が発生することがあるた
め、運用期間中に別途ファイアウォール B が必要になった場合であっても、合計 5 台程度の予備機を用意
し、LAN 機器室又は受注者が用意した保管場所に保管すること。なお、ファイアウォール B の実運用する
際に発生する費用（機器本体、ライセンス、ケーブル、設定、運用管理、リモート監視、保守等の役務等）に
ついては、本調達に含むものとする。また、当該予備機も 4-5,4-9 に規定する SLA の対象とする。
4-7.

上位互換性に関する事項
次期 LAN 設備機器では、調達時点において、OS、ミドルウェアを含むソフトウェアのバージョンアップ情
報が公開されている場合、バージョンアップに対応できるように構築すること。また、バージョンアップは、受
注者の責任と負担において、対応すること。バージョンアップについて、技術的な問題等がある場合は、都
度当省と協議し、その指示に従うこと。

4-8.

中立性に関する事項
導入するハードウェア、ソフトウェア等の構成要素は、オープンシステム環境の整備を可能とするため、
ITU-T（国際電気通信連合）、ISO（国際標準化機構）等が規定又は推奨する各種国際標準及び装置の製造
やデータ処理に関して IEEE（米国電気電子技術者協会）等が規定又は推奨する各種デファクトスタンダー
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ドに準拠するものとし、特定の業者、製品に依存することなく、他者に引継ぐことが可能なシステム構成であ
ること。
4-9. 継続性に関する事項
(1) 継続性に係る目標値
LAN 設備機器の継続性に関する SLA について以下に記載する。
表 4-9-1 平均駆け付け時間
詳細説明
ID SLA 項目
3 平均駆け 駆け付け時間とは、LAN 設備機器に故障が発生した時刻から、故障
付け時間 が発生した LAN 設備機器が設置されている庁舎まで駆け付ける時
刻までに要した時間の、1 か月間における平均値であり、以下の算式
により計算する。





サービスレベル設定値
中央合同庁舎第 5 号館
：30 分以内
国会連絡室
：30 分以内
上石神井庁舎事務棟
1 か月間の駆け付け時間の総和
：1 時間 30 分以内
平均駆け付け時間 =
1 か月間の駆け付け回数
労働委員会会館
故障が発生した時刻とは、ネットワーク運用監視装置により故障 ：1 時間以内
を検知した時刻若しくはサービスの停止又は LAN 設備機器の 高井戸庁舎
故障を担当職員が発見して受注者にしかるべき手段により連絡 ：1 時間 30 分以内
をした時刻のうち、どちらか早い方の時刻とする。
閉庁日又は開庁日の 20 時 00 分以降翌日 9 時 00 分までの間に
故障が発生した場合には、故障が発生した時刻から起算して最
初の開庁日9時00分から駆け付けた時間までを駆け付け時刻と
する。

(2) 継続性に係る対策
LAN 設備機器は、円滑な業務遂行に必要不可欠であることから、機器に障害や故障が発生した際には
迅速な復旧が求められる。そのため、LAN 設備機器更改後の運用・保守期間中において、設定情報及び
ログについては、設定変更時にバックアップを行い、保管すること（2 世代のみバックアップデータは保有し、
3 世代以降は削除すること）。また、設計書については、受注者においても適切な管理を行うこと。
4-10. 情報セキュリティに関する事項
(1) 基本事項
「厚生労働省情報セキュリティポリシー」に準拠した情報セキュリティ対策を講ずること。なお、「厚生労働
省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に
準拠しているので、必要に応じ参照すること。「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の開示については、
契約締結後、受注者が厚生労働省に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。
(2) 権限要件
ア. ネットワーク機器にリモートからログインする際には、Radius 認証サーバとの連携による認証機能を用いるこ
と。
イ. ネットワーク機器にリモートからログインする際に用いるパスワードは、特権ユーザパスワードも含めて、全
て 6 か月ごとに変更すること。
ウ. LAN 設備機器にログインが可能なユーザは必要最小限に留めること。
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エ. リモートから LAN 設備機器にログインすることが可能なユーザを複数設定する必要がある場合には、ユー
ザごとに固有の ID を設定することとし、共通の ID を用いないこと。
オ. サーバ機器に搭載されるソフトウェア等で設定可能なアクセス権限については、担当職員と協議の上、決
定すること。
(3) リスクの概要と対策
想定されるリスクの概要と対策の種類、条件は以下のとおり。

No.
1

2

3

4

5
6
7

表 4-10-1 リスクの概要と対策
リスクの区分
リスクの概要と対策
無線セ キ ュ リ 無線 LAN の使用範囲が現行よりも拡張されることから、情報システムによるサービスを許可
ティ
されていない者からの不正利用のリスクがある。許可された利用者端末に事前に証明書をイ
ンストールし、証明書内の値を認証に利用する事で主体認証を実施する。
無線セ キ ュ リ 無線 LAN の使用範囲が現行よりも拡張されることから、外部から無線を傍受することで、通
ティ
信内容を分析されるリスクがある。無線通信内容は暗号化し、暗号化方式は強固なものを提
案すること。
不正アクセス 許可されていない者が LAN 設備機器の運用管理セグメントにアクセスすることで、システム
停止等運用に支障を来すリスクがある。事前に決められた運用員以外はアクセスできないよ
うに、運用管理セグメントは他のサービスセグメントと分離すること。
ログ管理
外部からの攻撃によるセキュリティインシデントが発生した際に、攻撃者が攻撃後に証拠隠
滅をはかるリスクがある。証跡をもとに原因や影響範囲の調査を迅速にするために、ログの
蓄積・管理及び保護を実施すること。
標的型攻撃 ソフトウェアのセキュリティホールを突いて外部から攻撃されるリスクがある。最新のパッチを
あてる等各ソフトウェアの脆弱性対策を実施すること。
標的型攻撃 厚生労働省を狙った標的型攻撃を受けるリスクがある。個別システム側からの感染拡大を避
けるため、境界にファイアウォール及び脅威防御機能をもった機器を配置すること。
ウイルス感染 サーバがウイルスに感染し、想定外の動作を引き起こすリスクがある。各サーバにはウイル
ス対策ソフトを導入する等不正プログラム対策を実施すること。

(4) 情報セキュリティ対策要件
ア. スイッチ C については、設置後に担当職員の指示のもと、ポートごとの Enable/Disable の設定を行うこと。ま
た、担当職員の指示により不正に接続して使用することを防ぐための対策も講じること。
イ. LAN 設備機器に搭載されるソフトウェアについては、厚生労働省統合ネットワークとの接続までに不要なソ
フトウェアを除去し、不要なサービスを停止させること。
ウ. LAN 設備機器に搭載されるソフトウェアについては、厚生労働省統合ネットワークとの接続までに発見され
ている脆弱性等に関して、適切な処理を施すこと。
エ. LAN 設備機器に搭載されるソフトウェアについては、運用期間中にセキュリティパッチ等がリリースされた
際には、リリース後1 週間以内に担当職員へ連絡をするものとし、担当職員と協議の上、受注者の負担にお
いて速やかに導入作業を実施すること。なお、セキュリティパッチ等の導入については、事前に正常稼働
することを確認すること。
オ. 個別システムとの接続点に設置するファイアウォールを用いて、個別システムから厚生労働省 LAN システ
ムやクライアントパソコンに向けた不正な通信を制御可能な設計とすること。ただし、上石神井庁舎事務棟
及び労働委員会会館に設置されている個別システムは対象外とする。
カ. ファイアウォールのシグネチャは、あらかじめ担当職員に承認を得たセキュリティポリシーに基づいたシグ
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ネチャのみを適用すること。
キ. ウイルス対策ソフトウェアのパターンファイルの更新については、ソフトウェアベンダー等において、パター
ンファイルが公開された時点で迅速に適用し、最新の状態を維持すること。また、パターンファイルの取得
については、原則、インターネットから厚生労働省統合ネットワークを経由して行うこと。
ク. ウイルス対策ソフトウェアは不正プログラムの自動検査機能を有効にすること。また、定期的に全ての電子
ファイルに対して、不正プログラムの有無を確認するよう設定すること。
ケ. 運用管理業務で用いる管理用通信は、SSHv2やHTTPSにより暗号化すること。また、暗号化には電子政府
推奨暗号があるので以下の URL 情報を参照のこと。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000038.html
コ. 運用管理業務で用いる作業用端末については、ハードディスク暗号化等の対策が採られていること。また、
DVD-R、CD-R 等で設定情報等のデータを保管・運搬する場合には、必ずファイルを暗号化すること。
サ. LAN 設備機器の設定情報を変更する場合には、設定情報等のバックアップを行い運用状態の復元を可能
とすること。
シ. 設定情報管理ソフトウェアにて 6 か月に一度は稼働中の LAN 設備機器から設定情報を取得し、受注者が
管理している設定情報との差異が発生していないかを確認すること。
ス. LAN 設備機器の通信要件を把握・管理するため、LAN 設備機器に接続されている個別システムを一覧化
（送信元（IP アドレス等）、宛先（IP アドレス等）、プロトコル、インタフェース要件、個別システム名等）して整
理すること（運用期間中に新規に接続される個別システムを含む。）。
セ. LAN 設備機器若しくは LAN 設備機器を通じて厚生労働省統合ネットワークの情報セキュリティが侵害され
る、又はそのおそれがある場合には、速やかに当省に報告すること。これに該当する場合には、以下の事
象を含む。
① 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める当省の情報の外部への漏えい及び目的外利用
② 受注者による当省のその他の情報へのアクセス
ソ. 本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況について、当省から以下の報告を求め
た場合には速やかに提出すること。
① 本調達仕様において求める情報セキュリティ対策の実績
タ. 本調達に係る業務の遂行において、受注者における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認めら
れる場合には、受注者は、当省の求めに応じ、当省と協議を行い、合意した対応を実施すること。
チ. LAN 設備機器について、IT セキュリティ評価及び認証制度に基づく認証を取得している製品を積極的に
採用すること。
ツ. 無線通信については、WPA2 を用いて、暗号化は EAP-TLS を利用することにより、無線通信の傍受を防止
する仕組みを持つこと。ただし、今後更に暗号化強度が強い規格が発表された場合には当省と協議の上、
セキュリティが強化される規格を採用すること。なお、EAP-TLS に必要なクライアント証明書は厚生労働省
LAN システムで準備する前提であることに留意すること。
テ. 無線 LAN アクセスポイントの SSID を公開せず、利用可能なクライアント PC にのみ SSID を事前登録する
ことにより、無線 LAN アクセスポイントの不正利用を防止できること。
ト. 標的型攻撃によりマルウェア感染した端末から他セグメントへの侵入拡大を防ぐため、内閣官房内閣サイバ
ーセキュリティセンターの「高度サイバー攻撃対処のための リスク評価等のガイドライン（平成28 年10月）」
に従い、適切なネットワークセグメント分離及びアクセス制御設計を実施すること。
4-11. 情報システム稼働環境に関する事項
(1) ハードウェア構成
ア. ハードウェア構成図
ハードウェア構成図を「図 4-11-1 ハードウェア構成図」に示す。
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図 4-11-1 ハードウェア構成図
なお、ハードウェア構成は一例であり、上記以外の構成の提案を妨げるものではない。総合的に機能を
満たすものであれば、ハードウェアの分割/統合を実施しても構わないが、機能が提供できていることを検
証して証明すること。
イ. ハードウェア要件
① スイッチ A
スイッチAは、LAN機器室内の既設19インチラック内に設置し、以下の機能を有すること。なお、設置場
所については、「別紙 4 各スイッチ設置場所概要」参照のこと。
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シャーシ型であること。下記に示すインタフェース条件を満たした上で、2 つ以上の空きスロットを有する
こと。
10GBASE-SR インタフェースを 4 ポート以上、1000BASE-SX インタフェースを 88 ポート以上、かつ
1000BASE-T インタフェースを 8 ポート以上有すること。
2Tbps 以上のバックプレーン性能を有すること。
700Mpps 以上の IP スイッチング能力を有すること。
電源部は内蔵電源装置により冗長化されていること。
IEEE802.3ad に準拠したリンクアグリゲーションにより、4 本以上のギガビットイーサネットポートを論理的
に 1 本に束ねることが可能なこと。また、リンクアグリゲーションプロトコルの機能については、厚生労働省
統合ネットワーク機関内 L3 スイッチ、厚生労働省 LAN システム検疫用スイッチ、スイッチ B1 及び無線
LAN コントローラとの接続性を実機での検証結果等により具体的に証明できること。
IEEE802.1D、IEEE802.1s 及び IEEE802.1w に準拠したスパニングツリー機能を有すること。また、全ての
スパニングツリープロトコルにおいて、厚生労働省統合ネットワーク機関内L3 スイッチ、厚生労働省LAN
システム検疫用スイッチ、スイッチ B1、スイッチ C 及び無線 LAN コントローラとの接続性を実機での検証
結果等により具体的に証明できること。
ルーティングプロトコルとして、RIPv2、OSPFv2 を使用可能なこと。また、これらのプロトコルは、厚生労働
省統合ネットワーク機関内 L3 スイッチ、スイッチ B1 及び無線 LAN コントローラと接続性が確認できてい
ること。
VRRP 等のリダンダントプロトコルが使用可能なこと。なお、VRRP 等のリダンダントプロトコル以外を用い
た冗長化構成を提案する場合には、技術的側面から可用性が担保されることを証明すること。
論理的に 1 台として動作している 2 台の厚生労働省統合ネットワーク機関内 L3 スイッチと 2 台のスイッチ
A を 4 本の UTP ケーブルで接続し、4Gbps 以上の帯域を確保する必要があるため、接続性や互換性も
踏まえ、実機での検証結果等により具体的に証明できること。

図 4-11-2 スイッチ A と接続されるスイッチとの接続構成
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宛先/送信元 IP アドレス、宛先/送信元MAC アドレス、TCP/UDP ポート番号により指定した IP パケットフィ
ルタリング機能を有すること。
IEEE802.1Q に準拠した VLAN 機能を有していること。
IEEE802.1p に準拠した QoS 機能を有すること。
同一筐体のトラフィックだけではなく、異なる筐体のトラフィックをモニタリングすることが可能なポートミラ
ーリング機能を有すること。ただし、異なる筐体のトラフィックをポートミラーリングする機能が代替機能で
実現可能であれば、この限りではない。
光ファイバケーブルの単一方向リンク障害を検出できる機能に対応していること。
RFC3176 に準拠した sFlow 又は RFC3954 に準拠した NetFlow に対応しており、厚生労働省統合ネットワ
ーク機関内 L3 スイッチとの接続部分を流れるトラフィックに関する統計情報を「ネットワーク統計情報サー
バ」に送出することが可能なこと。
同一インタフェースに 2 つ以上の IP アドレスを設定可能なこと。
スイッチ A から上石神井庁舎事務棟内及び労働委員会会館内に設置した LAN 設備機器に試験用のパ
ケットを送信し、パケットの遅延の測定及び到達性の確認を行うことによって、通信品質を判断するための
情報を収集可能であること。
IEEE802.1x に準拠した認証機能を有すること。
SNMPv2c/v3 による管理機能を有すること。
SSHv2 による遠隔保守が可能なこと。
Syslog サーバにメッセージが送信可能なこと。
NTP サーバ機能を有すること。
EIA 規格に準拠した既存の 19 インチラックに搭載可能なこと。また、本スイッチの高さは 1 台当たり 10RU
以内であること。
温度が 0～40℃の環境下での動作が保証されていること。
湿度が 20～80%の環境下での動作が保証されていること。
導入する機器は、本調達と同等以上の規模、かつ障害等による中断が許されない基幹業務に供するネッ
トワークでの稼働実績があり、累計での出荷台数実績が多い製品であることが望ましい。

② スイッチ B1
スイッチ B1 は、中央合同庁舎第 5 号館各階及び情報処理機器室内の EIA 規格に準拠した既設 19 イン
チラック内、中央合同庁舎第 5 号館 2 階講堂にある既設の OA 盤内に設置し、以下の機能を有すること。な
お、設置場所については、「別紙 4 各スイッチ設置場所概要」参照のこと。
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10/100/1000BASE-T インタフェースを 24 ポート以上有し、かつ 1000BASE-SX インタフェースを 4 ポート
以上有すること。
92Gbps 以上のバックプレーン性能を有すること。
68Mpps 以上の IP スイッチング能力を有すること。
電源部は内蔵電源装置により冗長化されていること。また、スイッチB1に内蔵された電源装置2台が同時
に故障した場合であっても、スタック接続された別の筐体からの電源供給により運用を継続可能なこと。
2 台以上のスイッチを論理的に 1 台のスイッチとするスタック接続機能を有すること。また、スタック接続部
分では 92Gbps 以上の帯域を確保できること。
機器障害等でスタック構成に変更があった際に収束する時間が 10msec 以下であること。
IEEE802.3adに準拠したリンクアグリゲーションにより、3本以上のギガビットイーサネットポートを論理的に
1 本に束ねることが可能なこと。また、リンクアグリゲーションのプロトコルの機能については、スイッチ A
及びスイッチ C との接続性を実機での検証結果等により具体的に証明できること。

図 4-11-3 スイッチ B1 と接続されるスイッチとの接続構成
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IEEE802.1D、IEEE802.1s 及び IEEE802.1w に準拠したスパニングツリー機能を有すること。また、全ての
スパニングツリープロトコルにおいて、スイッチ A及びスイッチ Cとの接続性を実機での検証結果等により
具体的に証明できること。
ルーティングプロトコルとして、RIPv2、OSPFv2を使用可能なこと。また、これらのプロトコルは、スイッチA
と接続性を実機での検証結果等により具体的に証明できること。
宛先/送信元 IP アドレス、宛先/送信元MAC アドレス、TCP/UDP ポート番号により指定した IP パケットフィ
ルタリング機能を有すること。
IEEE802.1Q に準拠した VLAN 機能を有していること。
IEEE802.1p に準拠した QoS 機能を有すること。
同一筐体のトラフィックだけではなく、異なる筐体のトラフィックをモニタリングすることが可能なポートミラ
ーリング機能を有すること。ただし、異なる筐体のトラフィックをポートミラーリングする機能が代替機能で
実現可能であれば、この限りではない。
光ファイバケーブルの単一方向リンク障害を検出できる機能に対応していること。
スイッチ A から通信品質を判断するための試験用のパケットを受信した際の応答が可能であること。
同一インタフェースに 2 つ以上の IP アドレスを設定可能なこと。
IEEE802.1x に準拠した認証機能を有すること。
SNMPv2c/v3 による管理機能を有すること。
SSHv2 による遠隔保守が可能なこと。
Syslog サーバにメッセージが送信可能なこと。
NTP サーバと時刻同期が可能なこと。
EIA 規格に準拠した既存の 19 インチラックに搭載可能なこと。また、本スイッチの高さは 1 台当たり 1RU
以内であること。
温度が 0～45℃の環境下での動作が保証されていること。
湿度が 20～80%の環境下での動作が保証されていること。
導入する機器は、本調達と同等以上の規模、かつ障害等による中断が許されない基幹業務に供するネッ
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トワークでの稼働実績があり、累計での出荷台数実績が多い製品であることが望ましい。
無線 LAN アクセスポイントを接続し、IEEE 802.3at に準拠した PoE（Power of Ethernet）で給電できる機能
を有すること。なお、別のネットワーク機器で実現可能であれば、この限りではない。

③ スイッチ B2
スイッチ B2 は、上石神井庁舎事務棟、労働委員会会館、高井戸庁舎の担当職員が指定する位置に設置
し、以下の機能を有すること。
・ 10/100/1000BASE-T インタフェースを 24 ポート以上有すること。
・ 108Gbps 以上のバックプレーン性能を有すること。
・ 71Mpps 以上の IP スイッチング能力を有すること。
・ 電源部は内蔵電源装置により冗長化されていること。
・ 2 台以上のスイッチを論理的に 1 台のスイッチとするスタック接続機能を有すること。また、スタック接続部
分では 20Gbps 以上の帯域を確保できること。
・ 機器障害等でスタック構成に変更があった際に収束する時間が 100msec 以下であること。
・ IEEE802.3adに準拠したリンクアグリゲーションにより、2本以上のギガビットイーサネットポートを論理的に
1 本に束ねることが可能なこと。また、リンクアグリゲーションのプロトコルの機能については、スイッチ C と
の接続性を実機での検証結果等により具体的に証明できること。

図 4-11-4 スイッチ B2 と接続されるスイッチとの接続構成
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IEEE802.1D、IEEE802.1s 及び IEEE802.1w に準拠したスパニングツリー機能を有すること。また、全ての
スパニングツリープロトコルにおいて、スイッチ C との接続性を実機での検証結果等により具体的に証明
できること。
宛先/送信元 IP アドレス、宛先/送信元MAC アドレス、TCP/UDP ポート番号により指定した IP パケットフィ
ルタリング機能を有すること。
IEEE802.1Q に準拠した VLAN 機能を有していること。
IEEE802.1p に準拠した QoS 機能を有すること。
同一筐体のトラフィックだけではなく、異なる筐体のトラフィックをモニタリングすることが可能なポートミラ
ーリング機能を有すること。
スイッチ A から通信品質を判断するための試験用のパケットを受信した際の応答が可能であること。
IEEE802.1x に準拠した認証機能を有すること。
SNMPv2c/v3 による管理機能を有すること。
SSHv2 による遠隔保守が可能なこと。
Syslog サーバにメッセージが送信可能なこと。
NTP サーバと時刻同期が可能なこと。
EIA 規格に準拠した既存の 19 インチラックに搭載可能なこと。また、本スイッチの高さは 1 台当たり 1RU
以内であること。
温度が 0～45℃の環境下での動作が保証されていること。
湿度が 20～80%の環境下での動作が保証されていること。
導入する機器は、本調達と同等以上の規模、かつ障害等による中断が許されない基幹業務に供するネッ
トワークでの稼働実績があり、累計での出荷台数実績が多い製品であることが望ましい。

④ スイッチ C
スイッチ C は、中央合同庁舎第 5 号館各階、情報処理機器室内、中央合同庁舎第 5 号館2 階講堂にある
既設の OA 盤内にある 19 インチ幅の専用金具、仮設会議室内、上石神井庁舎事務棟内、労働委員会会館
内、国会連絡室内及び高井戸庁舎内に設置し、以下の機能を有すること。なお、設置場所については、
「別紙 4 各スイッチ設置場所概要」参照のこと。
・ 10/100/1000BASE-T インタフェースを 48 ポート以上有すること。
・ 108Gbps 以上のバックプレーン性能を有すること。
・ 107Mpps 以上の IP スイッチング能力を有すること。
・ 電源部は内蔵電源装置により冗長化されていること。
・ IEEE802.3adに準拠したリンクアグリゲーションにより、2本以上のギガビットイーサネットポートを論理的に
1 本に束ねることが可能なこと。また、リンクアグリゲーションのプロトコルの機能については、スイッチ B1
及びスイッチ B2 との接続性を実機での検証結果等により具体的に証明できること。

図 4-11-5 スイッチ C と接続されるスイッチとの接続構成
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IEEE802.1D、IEEE802.1s 及び IEEE802.1w に準拠したスパニングツリー機能を有すること。また、全ての
スパニングツリープロトコルにおいて、スイッチ A、スイッチ B1 及びスイッチ B2 との接続性を実機での検
証結果等により具体的に証明できること。
宛先/送信元 IP アドレス、宛先/送信元MAC アドレス、TCP/UDP ポート番号により指定した IP パケットフィ
ルタリング機能を有すること。
IEEE802.1Q に準拠した VLAN 機能を有していること。
IEEE802.1p に準拠した QoS 機能を有すること。
同一筐体のトラフィックだけではなく、異なる筐体のトラフィックをモニタリングすることが可能なポートミラ
ーリング機能を有すること。ただし、異なる筐体のトラフィックをポートミラーリングする機能が代替機能で
実現可能であれば、この限りではない。
スイッチ A から通信品質を判断するための試験用のパケットを受信した際の応答が可能であること。
IEEE802.1x に準拠した認証機能を有すること。
SNMPv2c/v3 による管理機能を有すること。
SSHv2 による遠隔保守が可能なこと。
Syslog サーバにメッセージが送信可能なこと。
NTP サーバと時刻同期が可能なこと。
スイッチ本体のサイズは、「別紙 4 各スイッチ設置場所概要」を参照し、設置可能なものを選定すること。
なお、設置に必要な OA 盤に収納できるマウントユニットも受注者の負担で準備すること。
排気口のない OA 盤内に設置することから、温度が 0～50℃の環境下での動作が保証されていること。
湿度が 20～80%の環境下での動作が保証されていること。
導入する機器は、本調達と同等以上の規模、かつ障害等による中断が許されない基幹業務に供するネッ
トワークでの稼働実績があり、累計での出荷台数実績が多い製品であることが望ましい。

⑤ 無線 LAN コントローラ
無線 LAN コントローラは、以下の機能を有すること。なお、設置場所については、LAN 機器室内を想定
しているが現地調査を実施の上、他に最適な場所があれば提案すること。
・ 10GBASE-SR インタフェースを 2 ポート以上有すること。
・ アップリンクのスループットが最大 20Gbps 以上であること。
・ 無線 LAN アクセスポイントと同一メーカの製品で統一すること。
・ 電源部は内蔵電源装置により冗長化されていること。
・ 1 筐体で 300 台以上のアクセスポイントを管理可能なこと。
・ アクセスポイント接続ライセンスを追加する場合、1 アクセスポイントライセンス単位で追加可能なこと。
・ 1 筐体で無線 LAN クライアントを最大 20,000 台まで接続可能なこと。
・ EIA 規格に準拠した既存の 19 インチラックに搭載可能なこと。また、本スイッチの高さは 1 台当たり 1RU
以内であること。
・ 複数の無線 LAN アクセスポイントを同一チャネルで使用するシステムではなく、異なるチャネルを使用
するマルチチャネル無線 LAN システムであること。
・ 消費電力は 770W 以下であること。
・ IEEE802.11a/b/g/n/ac に対応していること。
・ 電波環境の変化に自動対応するために、無線 LAN アクセスポイントから収集した電波関連情報をもとに、
無線 LAN コントローラが送信電力を自動で調整する機能を有していること。
・ 電波環境の変化に自動対応するために、無線 LAN アクセスポイントから収集した電波関連情報をもとに、
無線 LAN コントローラが自動でチャネルを割り当てる機能を有していること。
・ 複数台のコントローラをグループ化して、システム全体として最適な自動電波制御機能が実現できるこ
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と。
サポートしている SSID（Service Set ID）数は 512 以上であること。
サポートしている VLAN 数は 4,096 以上であること。
無線 LAN クライアントのセグメント巨大化を防止するために、1 つの SSID に対して複数の VLAN を適応
することが可能であること。
無線 LAN アクセスポイントごとに接続可能なクライアント数の制限が可能なこと。
IEEE802.1X に対応していること。
無線 LAN アクセスポイントが検出した不正アクセスポイント（管理外のアクセスポイント）及び不正クライア
ント（管理外のアクセスポイントに接続している無線LAN クライアント）を一覧表示する機能を有しているこ
と。
複数回連続して IEEE802.1X 認証を失敗した無線 LAN クライアントをブラックリスト化し、設定した一定期
間接続できなくする機能を有すること。
プライマリの無線LAN コントローラとセカンダリの無線 LAN コントローラの設定情報が同期する冗長構成
に対応していること。
プライマリの無線LANコントローラがダウンし、セカンダリの無線LANコントローラに切替る際、無線LAN
アクセスポイントの再接続と無線 LAN クライアントの再接続が発生しない機能を有していること。
無線 LAN クライアントとして IP 電話が接続された場合でも対応できるように、音声品質を保つ QoS 機能
及び呼制御機能を有していること。
無線 LAN クライアント間の通信を遮断する機能を有していること。
無線LAN クライアントのデータトラフィックを無線LAN コントローラ経由で通信する方式だけではなく、無
線 LAN コントローラを経由せずに通信する機能も有していること。
無線 LAN クライアントが円滑にローミングするための PMK（Pairwise Master Key）のキャッシュを最大
40,000 まで保持可能なこと。
Syslog サーバにログが送信可能なこと。
SSHv2 による遠隔保守が可能なこと。
導入する機器は、本調達と同等以上の規模、かつ障害等による中断が許されない基幹業務に供するネッ
トワークでの稼働実績があり、累計での出荷台数実績が多い製品であることが望ましい。

⑥ 無線 LAN アクセスポイント
無線 LAN アクセスポイントは、以下の機能を有すること。なお、設置場所については、サイトサーベイを
実施し、担当職員と協議の上、決定すること。サイトサーベイ等の調査を行った結果、無線 LAN アクセスポ
イント等の数量が不足した場合は、予備機にて対応すること。
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100/1000BASE-T インタフェースを 2 ポート以上有すること。
無線 LAN コントローラと連携することで正常に動作する専用機であること。
IEEE802.11a/b/g/n/ac 対応であること。
2.4GHz/5GHz 帯の両方をサポートしており、同時使用が可能であること。
温度が 0～40℃の環境下での動作が保証されていること。
湿度が 10～90%の環境下での動作が保証されていること。
データ通信を行いながら不正アクセスポイント（管理外のアクセスポイント）を検出をする機能を有してい
ること。
・ 無線LAN クライアントのデータトラフィックを無線LAN コントローラ経由で通信する方式だけではなく、無
線 LAN コントローラを経由せずに通信する機能も有していること。
・ データ通信を行いながら、ノイズ源の検出・特定が可能なこと。また、ノイズ源による干渉を自動的に回避
する機能を有していること。
・ 2.4GHz/5GHz 帯の両周波数帯をサポートしたデュアルバンド対応無線 LAN クライアントに対して、無線
LAN 接続時に 5GHz 帯に優先して接続させるように制御する機能を有していること。
・ 送信時に使用する複数のアンテナの電波を調整することで、IEEE802.11a/b/g/n/ac 対応の無線 LAN クラ
イアントの電波受信状況を改善する送信ビームフォーミング機能を有していること。また、この機能を実現
させるために、無線 LAN クライアント側に特別なソフトウェアが不要であること。
・ 電源入力は原則 PoE（Power of Ethernet）でネットワーク機器から給電されることとする。現地調査の結果、
物理的に PoE 接続が難しい場所は、担当職員と協議の上、パワーインジェクター等を使用して電源供給
を受けられるようにすること。なお、必要な部材は受注者の負担で用意すること。
・ 導入する機器は、本調達と同等以上の規模、かつ障害等による中断が許されない基幹業務に供するネッ
トワークでの稼働実績があり、累計での出荷台数実績が多い製品であることが望ましい。
⑦ ファイアウォール A
ファイアウォール A は、対象となる個別システムの接続状況に合わせて、中央合同庁舎第 5 号館内の担
当職員が指定した位置に設置し、以下の機能を有すること。
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10/100/1000BASE-T インタフェースを 12 ポート以上有し、かつ 1000BASE-SX インタフェースを 2 ポート
以上有すること。
4Gbps 以上のファイアウォールスループットを有すること。
2Gbps 以上の脅威防御スループットを有すること。
新規セッション数 50,000／秒以上に対応する能力を有すること。
最大セッション数 500,000 以上に対応する能力を有すること。
ネットワークを通過する 1,600 種以上のアプリケーションをポート番号に依存せずに識別し、アプリケーシ
ョン単位でのアクセス制御、ログ採取、帯域制御が行えること。
外部からのネットワーク探索に対する防御、DoS/DDos 攻撃からの防御機能を有すること。
脆弱性防御、アンチウイルス、アンチスパイウェア機能を有すること。
マルウェアに関連した FQDN 情報を筐体内に有し、これらに対する DNS クエリーを検知・ブロックできる
こと。
ユーザの意図しないダウンロード（ドライブバイダウンロード）に対して、ダウンロードの開始を通知できる
機能を有すること。
宛先/送信元の国別アドレスでポリシー制御が可能であること。
TAP モード、L1 モード、L2 モード、L3 モードに対応し、同一筐体内で複数のモードを混在して設定する
ことが可能なこと。
ルーティングプロトコルとして、RIPv2、OSPFv2を使用可能なこと。また、これらのプロトコルは、スイッチA
と接続性が確認できていること。
IEEE802.3adに準拠したリンクアグリゲーションにより、2本以上のギガビットイーサネットポートを論理的に
1 本に束ねることが可能なこと。
IEEE802.1Q に準拠した VLAN 機能を有していること。
NAT 機能に対応していること。
RFC3176 に準拠した sFlow 又は RFC3954 に準拠した NetFlow に対応しており、スイッチ A との接続部分
を流れるトラフィックに関する統計情報を「ネットワーク統計情報サーバ」に送出することが可能なこと。
SNMPv2c/v3 による管理機能を有すること。
Webユーザインタフェースによる管理用通信は HTTPSにより暗号化することが可能なこと。また、コマンド
ラインインタフェースによる管理用通信は SSHv2 によって暗号化することが可能なこと。
Syslog サーバにメッセージが送信可能なこと。
NTP サーバと時刻同期が可能なこと。
EIA 規格に準拠した既存の 19 インチラックに搭載可能なこと。また、本体の高さは 1RU 以内であること。
温度が 0～45℃の環境下での動作が保証されていること。
湿度が 20～80%の環境下での動作が保証されていること。
導入する機器は、本調達と同等以上の規模、かつ障害等による中断が許されない基幹業務に供するネッ
トワークでの稼働実績があり、累計での出荷台数実績が多い製品であることが望ましい。

⑧ ファイアウォール B
ファイアウォール B は、対象となる個別システムの接続状況に合わせて、各階の既設19 インチラック内若
しくは各階執務室内にある OA 盤内の担当職員が指定した位置に設置し、以下の機能を有すること。
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10/100/1000BASE-T インタフェースを 8 ポート以上有すること。
200Mbps 以上のファイアウォールスループットを有すること。
100Mbps 以上の脅威防御スループットを有すること。
新規セッション数 7,500／秒以上に対応する能力を有すること。
最大セッション数 64,000 以上に対応する能力を有すること。
ネットワークを通過する 1,600 種以上のアプリケーションをポート番号に依存せずに識別し、アプリケーシ
ョン単位でのアクセス制御、ログ採取、帯域制御が行えること。
外部からのネットワーク探索に対する防御、DoS/DDos 攻撃からの防御機能を有すること。
脆弱性防御、アンチウイルス、アンチスパイウェア機能を有すること。
マルウェアに関連した FQDN 情報を筐体内に有し、これらに対する DNS クエリーを検知・ブロックできる
こと。
ユーザの意図しないダウンロード（ドライブバイダウンロード）に対して、ダウンロードの開始を通知できる
機能を有すること。
宛先/送信元の国別アドレスでポリシー制御が可能であること。
TAP モード、L1 モード、L2 モード、L3 モードに対応し、同一筐体内で複数のモードを混在して設定する
ことが可能なこと。
ルーティングプロトコルとして、RIPv2、OSPFv2を使用可能なこと。また、これらのプロトコルは、スイッチA
並びにスイッチ B1 と接続性が確認できていること。
IEEE802.3adに準拠したリンクアグリゲーションにより、2本以上のギガビットイーサネットポートを論理的に
1 本に束ねることが可能なこと。
IEEE802.1Q に準拠した VLAN 機能を有していること。
NAT 機能に対応していること。
RFC3176 に準拠した sFlow 又は RFC3954 に準拠した NetFlow に対応しており、スイッチ C との接続部分
を流れるトラフィックに関する統計情報を「ネットワーク統計情報サーバ」に送出することが可能なこと。
SNMPv2c/v3 による管理機能を有すること。
Webユーザインタフェースによる管理用通信は HTTPSにより暗号化することが可能なこと。また、コマンド
ラインインタフェースによる管理用通信は SSHv2 によって暗号化することが可能なこと。
Syslog サーバにメッセージが送信可能なこと。
NTP サーバと時刻同期が可能なこと。
ファイアウォール本体のサイズは、「別紙 4 各スイッチ設置場所概要」を参照し、設置可能なものを選定
すること。
排気口のない OA 盤内に設置することから、温度が 0～50℃の環境下での動作が保証されていること。
湿度が 20～80%の環境下での動作が保証されていること。
導入する機器は、本調達と同等以上の規模、かつ障害等による中断が許されない基幹業務に供するネッ
トワークでの稼働実績があり、累計での出荷台数実績が多い製品であることが望ましい。

⑨ ネットワーク運用監視サーバ
ネットワーク運用監視サーバを設置し、LAN 設備機器全て（ネットワーク運用監視サーバは除く）につい
て監視できるものとし、以下の要件を満たすこと。
・ CPU は 4 つ以上の Core と、10MB 以上の L3 キャッシュを搭載し、動作周波数 2.6GHz 以上で動作する
性能を有すること。
・ 8GB 以上の DDR4 メモリを有すること。
・ 300GB 以上で 15,000 回転以上の SAS 対応ハードディスクを 3 台以上有することとし、RAID5 により構成
されていること。ただし、RAID5 と同程度の信頼性を用いて当該機能を満たすことも可とする。また、ハー
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ドディスクはホットスワップが可能であること。
10/100/1000BASE-T インタフェースを 2 ポート以上有すること。
本体の電源部及びファンは冗長性を有し、ホットスワップが可能であること。
温度が 10～35℃の環境下での動作が保証されていること。
湿度が 20～80%の環境下での動作が保証されていること。
サーバ本体は、上記の要件を満たす範囲で、本体の大きさ（高さ、幅、奥行）について、省スペースを配
慮すること。

⑩ ネットワーク統計情報サーバ
ネットワーク統計情報サーバを設置し、スイッチ A やファイアウォール周辺の必要なトラフィック情報を収
集することとし、以下の要件を満たすこと。
・ CPU は 4 つ以上の Core と、10MB 以上の L3 キャッシュを搭載し、動作周波数 2.6GHz 以上で動作する
性能を有すること。
・ 8GB 以上の DDR4 メモリを有すること。
・ 300GB 以上で 15,000 回転以上の SAS 対応ハードディスクを 3 台以上有することとし、RAID5 により構成
されていること。ただし、RAID5 と同程度の信頼性を用いて当該機能を満たすことも可とする。また、ハー
ドディスクはホットスワップが可能であること。
・ 10/100/1000BASE-T インタフェースを 2 ポート以上有すること。
・ 本体の電源部及びファンは冗長性を有し、ホットスワップが可能であること。
・ 温度が 10～35℃の環境下での動作が保証されていること。
・ 湿度が 20～80%の環境下での動作が保証されていること。
・ サーバ本体は、上記の要件を満たす範囲で、本体の大きさ（高さ、幅、奥行）について、省スペースを配
慮すること。
⑪ Radius 認証サーバ
Radius 認証サーバを設置し、以下の要件を満たすこと。
・ CPU は 6 つ以上の Core と、20MB 以上の L3 キャッシュを搭載し、動作周波数 2.4GHz 以上で動作する
性能を有すること。
・ 16GB 以上の DDR4 メモリを有すること。
・ 600GB 以上で 10,000 回転以上の SAS 対応ハードディスクを 1 台以上有すること。
・ 10/100/1000BASE-T インタフェースを 4 ポート以上有すること。
・ 温度が 10～35℃の環境下での動作が保証されていること。
・ 湿度が 20～80%の環境下での動作が保証されていること。
・ サーバ本体は、上記の要件を満たす範囲で、本体の大きさ（高さ、幅、奥行）について、省スペースを配
慮すること。
⑫ ファイアウォール管理サーバ
ファイアウォール管理サーバを設置し、以下の要件を満たすこと。
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CPU は 4 つ以上の Core と、10MB 以上の L3 キャッシュを搭載し、動作周波数 2.6GHz 以上で動作する
性能を有すること。
8GB 以上の DDR4 メモリを有すること。
300GB 以上で 15,000 回転以上の SAS 対応ハードディスクを 3 台以上有することとし、RAID5 により構成
されていること。ただし、RAID5 と同程度の信頼性を用いて当該機能を満たすことも可とする。また、ハー
ドディスクはホットスワップが可能であること。
10/100/1000BASE-T インタフェースを 2 ポート以上有すること。
本体の電源部及びファンは冗長性を有し、ホットスワップが可能であること。
温度が 10～35℃の環境下での動作が保証されていること。
湿度が 20～80%の環境下での動作が保証されていること。
サーバ本体は、上記の要件を満たす範囲で、本体の大きさ（高さ、幅、奥行）について、省スペースを配
慮すること。

⑬ Syslog サーバ
Syslogサーバを設置し、ネットワーク機器が出力する Syslogを蓄積するサーバとして、以下の条件を満た
すこと。
・ CPU は 4 つ以上の Core と、10MB 以上の L3 キャッシュを搭載し、動作周波数 2.6GHz 以上で動作する
性能を有すること。
・ 8GB 以上の DDR4 メモリを有すること。
・ 300GB 以上で 15,000 回転以上の SAS 対応ハードディスクを 3 台以上有することとし、RAID5 により構成
されていること。ただし、RAID5 と同程度の信頼性を用いて当該機能を満たすことも可とする。また、ハー
ドディスクはホットスワップが可能であること。
・ 10/100/1000BASE-T インタフェースを 2 ポート以上有すること。
・ 本体の電源部及びファンは冗長性を有し、ホットスワップが可能であること。
・ 温度が 10～35℃の環境下での動作が保証されていること。
・ 湿度が 20～80%の環境下での動作が保証されていること。
・ サーバ本体は、上記の要件を満たす範囲で、本体の大きさ（高さ、幅、奥行）について、省スペースを配
慮すること。
⑭ 無線 LAN 管理サーバ
本調達で新規に導入する無線 LAN ソリューションを管理するための無線 LAN 管理サーバを設置し、以
下の条件を満たすこと。
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CPU は 10 個以上の Core と、25MB 以上の L3 キャッシュを搭載し、動作周波数 2.3GHz 以上で動作する
性能を有すること。
64GB 以上の DDR4 メモリを有すること。
900GB 以上で 10,000 回転以上の SAS 対応ハードディスクを 4 台以上有することとし、RAID10 により構成
されていること。ただし、RAID10 と同程度の信頼性を用いて当該機能を満たすことも可とする。また、ハ
ードディスクはホットスワップが可能であること。
10/100/1000BASE-T インタフェースを 2 ポート以上有すること。
本体の電源部及びファンは冗長性を有し、ホットスワップが可能であること。
温度が 10～35℃の環境下での動作が保証されていること。
湿度が 20～80%の環境下での動作が保証されていること。
サーバ本体は、上記の要件を満たす範囲で、本体の大きさ（高さ、幅、奥行）について、省スペースを配
慮すること。

⑮ 会議室用ディスプレイ
本調達で新規に導入する会議室用ディスプレイについて、設置対象となる会議室の場所は変更される可
能性がある。中央合同庁舎第 5 号館内の担当職員が指定した位置に設置し、以下の機能を有すること。
・ 1,920×1,080 ドット以上の解像度に対応していること。
・ バックライトは LED であること。
・ HDMI の入力端子を 1 ポート以上有し、タイプ A のコネクタに対応していること。
・ 65 型で、ディスプレイスタンドに取り付け可能であること。ただし、会議室の大きさに合わせたサイズに変
更も可能とすること。
・ ディスプレイスタンドは、キャスター等による移動式であること。
・ HDMI ケーブルを 1 つのディスプレイにつき 1 本用意すること。ハイスピード HDMI に対応し、シールド
タイプで、コネクタはタイプ A とする。
・ HDMI ケーブルのコネクタをタイプ A からタイプ C に変換するケーブルも用意すること。
・ HDMI ケーブル及びディスプレイ本体の電源コードが収納できる配線カバーを取り付けること。素材はプ
ラスチックとする。
・ 10/100BASE-T インタフェースを 1 ポート以上有すること。
・ 専用のリモートコントローラによる操作が可能なこと。
・ PC 等の映像を出力するための HDMI ケーブルを用意すること。
⑯ 共用設備
共用設備は、LAN 機器室内に設置し、ネットワーク運用監視サーバ、ネットワーク統計情報サーバ、
Radius 認証サーバ、ファイアウォール管理サーバ、Syslog サーバ及び無線LAN 管理サーバの共通設備と
して、以下の仕様を満たす設備を導入すること。
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17 インチ TFT モニターを有し、解像度が 1280×1024 ドット以上、高さが 1RU 以下のキーボードモニタを
導入すること。なお、このキーボードモニタから、ネットワーク運用監視サーバ、ネットワーク統計情報サ
ーバ、Radius 認証サーバ、ファイアウォール管理サーバ、Syslog サーバ及び無線 LAN 管理サーバを操
作するために必要な機器等を導入すること。
ネットワーク運用監視サーバ、ネットワーク統計情報サーバ、Radius 認証サーバ、ファイアウォール管理
サーバ、Syslog サーバ及び無線LAN 管理サーバに 15 分以上バッテリー運転で運用が可能な無停電電
源装置を導入すること。また、停電が発生した際には、自動でオペレーティングシステムを遮断しシステ
ムの電源を落とすこと。
キーボードモニタ、無停電電源装置は、EIA 規格に準拠した 19 インチラックに搭載可能なこと。
ホワイトボード一体型プロジェクタ
プロジェクタ・ホワイトボードが一体型であること。
ディスプレイスタンドは、キャスター等による移動式であること。
超短焦点型レンズで PC等の映像をホワイトボードに投影でき、またホワイトボードは書き込みも可能であ
ること。
スピーカーを内蔵していること。
ホワイトボードは 82 型（インチ）以上であること。
PC 等の映像を出力するための HDMI ケーブルを用意すること。

⑱ その他
サーバは各 1 台の物理サーバで構成すること。また、信頼性を高めるために相互補完した冗長化構成と
すること。仮想化による集約も認めるが、その場合は 2 台以上のサーバで構成し、筐体を冗長化すること。
また、仮想化した場合は各要件をそれぞれの仮想サーバのリソースとして割り当てることとし、それぞれの
筐体にて要件を満たすこと。
(2) ソフトウェア要件
ア. ソフトウェア構成図
ソフトウェア構成は受注者の提案による構築を行うため、全体構成図は示さない。厚生労働省 LAN 設備
機器の全体概要を示した「別紙 3 厚生労働省 LAN 設備機器構成概要図」を参照し、最適な構成とするこ
と。
イ. ソフトウェア製品の要件
① ネットワーク監視ソフトウェア
ネットワーク運用監視サーバには、ネットワーク監視ソフトウェア、設定情報管理ソフトウェアを導入し、
このうち、ネットワーク監視ソフトウェアには以下の要件を満たしたソフトウェアを導入すること。なお、監
視対象機器は、スイッチ A、スイッチ B1、スイッチ B2、スイッチ C、無線 LAN コントローラ、無線 LAN ア
クセスポイント、ファイアウォール A、ファイアウォール B、ネットワーク運用監視サーバ、ネットワーク統計
情報サーバ、Radius 認証サーバ、ファイアウォール管理サーバ、Syslog サーバ、無線 LAN 管理サーバ、
会議室用ディスプレイ、ホワイトボード一体型プロジェクタ及び無停電電源装置とする。会議用ディスプレ
イ及びホワイトボード一体型プロジェクタは ICMP を用いて監視することとする。
・ 階層構造のレイアウトが可能なネットワーク構成図を表示する機能を有すること。また、障害が発生した
ネットワーク機器については、ネットワーク構成図上でリアルタイムに確認ができること。
・ ネットワーク構成図は、物理構成と論理構成の双方に対応していること。
・ 監視対象機器がGUIで表示され、マウス操作により構成、設定情報、障害情報を画面にて管理可能であ
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ること。
監視対象機器のポート単位に、性能やステータスの表示ができること。
ICMP や SNMP を用いて監視対象機器のステータスを把握できる機能を有すること。
SNMP を用いての MIB 情報を収集でき、MIB ツリーの表示や、MIB 情報の参照ができること。
閲覧できる機器や使用できる機能等の権限をユーザ単位で差別化することが可能なこと。
発生したイベントの中で、必要なイベントのみを表示するフィルタリング機能を有すること。また、イベント
の重要度を識別する機能を有すること。
障害発生時にはアラーム等による注意喚起及びメール等による通報が可能なこと。
SNMPv2c/v3 によるネットワーク監視に対応していること。
日本語表示に対応していること。
IPv4 と IPv6 環境の双方に対応していること。

② 設定情報管理ソフトウェア
ネットワーク運用監視サーバには、ネットワーク監視ソフトウェア、設定情報管理ソフトウェアを導入し、
このうち、設定情報管理ソフトウェアには、以下の要件を満たしたソフトウェアを導入すること。なお、設定
情報管理対象機器は、スイッチ A、スイッチ B1、スイッチ B2、スイッチ C、無線 LAN コントローラ、無線
LAN アクセスポイント、ファイアウォール A 及びファイアウォール B とする。
・ 複数の設定情報管理対象機器に対して、手動／自動を選択して一括で設定情報の収集が可能であるこ
と。また、スクリプトやマクロを用いずに、複数の設定情報管理対象機器の設定変更やログ収集を実行可
能なこと。
・ ホスト名の設定やインタフェースへの IP アドレスの設定等、設定情報管理対象機器ごとに異なるパラメー
タが含まれる設定変更が一括で実行可能なこと。
・ 収集したコンフィグの閲覧、新旧世代の比較、テキスト出力、機器へのロールバックが画面上の操作で容
易に実行可能なこと。
・ 設定情報管理対象機器の状態を確認する show 系コマンドの戻り値同士を比較することが可能であるこ
と。
・ CLI コマンドをテンプレート化し、それらのコマンドを画面上の操作で容易に実行可能なこと。
・ 設定情報管理対象機器のインベントリ情報（オペレーティングシステムバージョン、シリアル番号、型番）
を収集・閲覧することが可能なこと。
・ 設定情報管理対象機器にアクセスするクライアント端末（ターミナルソフト等による）が、いつ、どの設定情
報管理対象機器に対してアクセスし、どのようなコマンドを発行し、どのような戻り値だったのかといった証
跡が自動的に保存され、テキスト出力することが可能なこと。
・ 閲覧できる設定情報管理対象機器や使用できる機能等の権限をユーザ単位で差別化することが可能な
こと。
・ 日本語表示に対応していること。
・ IPv4 と IPv6 環境の双方に対応していること。
③ ネットワーク統計情報収集ソフトウェア
ネットワーク統計情報サーバには、以下の要件を満たしたソフトウェアを導入すること。
・ RFC3176 に準拠した sFlow、及び RFC3954 に準拠した NetFlow に対応するコレクタ機能を有すること。
・ スイッチ A を通過するトラフィックに関する情報を、宛先/送信元 IP アドレス、宛先/送信元ポート番号に基
づき、リモートで収集可能であること。
・ プロトコル別トラフィックを算出可能であること。
・ スイッチ A の厚生労働省統合ネットワーク向けインタフェース、ファイアウォール A のスイッチ A 向けイン
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タフェースにおいてトラフィック統計情報を収集対象とすることが可能であること。
収集対象に流れるトラフィックを 1 分単位で統計表示することが可能なこと。
特定のサーバに対するクライアントからのアクセスを 1 分単位で統計表示することが可能なこと。
ユーザごとに表示や操作の権限を設定することが可能なこと。
日本語表示に対応していること。
PDF 形式と HTML 形式等でデータの外部出力が可能であること。
IPv4 と IPv6 環境の双方に対応していること。

④ Radius 認証ソフトウェア
Radius 認証サーバには、以下の要件を満たしたソフトウェアを導入すること。
・ RFC2138 及び RFC2865 に規定される Radius プロトコルに準拠し、Radius サーバとして機能すること。
・ IEEE802.1x に準拠した認証方式を用いて、有線 LAN の認証を統合管理可能なこと。
・ 認証方式として、EAP-TLS、EAP-MD5、EAP-PEAPに対応していること。また、各種認証方式は現在設定
が可能なこと。
・ Microsoft社Windowsとの連携によるユーザ管理が可能なこと。Windows ID/パスワードによる認証が可能
なこと。
・ 管理ユーザ権限で閲覧可能なインタフェースは Web ベース（SSL）で提供されること。
・ 認証結果に応じて VLAN や ACL を動的に割り当てる機能を有すること。
・ 認証履歴をリアルタイムでモニターする機能を有し、認証失敗等の問合せに対して問題の特定と解決す
るトラブルシューティング機能を有すること。
・ 5000 エンドポイントをサポートすること。
⑤ ファイアウォール管理ソフトウェア
ファイアウォール管理サーバには、以下の要件を満たしたソフトウェアを導入すること。
・ 本調達に含まれるファイアウォール全てのポリシーの一元管理が可能であること。
・ 複数のファイアウォールをグループ化し、ファイアウォールグループごとに異なるポリシーを適用すること
が可能であること。
・ 1筐体で複数の仮想システムが稼働しているファイアウォールについて、仮想システムごとに異なるファイ
アウォールグループに所属させ管理することが可能であること。
・ WebUI 上で動的に表示を切替えることができるリアルタイムレポート機能を搭載し、利用頻度の多いアプ
リケーション、URL カテゴリ、脅威をランキング形式で表示できること。
・ 宛先/送信元の国別通信量や国別脅威発生量を世界地図上にグラフ表示する機能を有すること。
・ 宛先/送信元の国別アドレスでポリシー制御が可能であること。
・ Webユーザインタフェースによる管理用通信は HTTPSにより暗号化することが可能なこと。また、コマンド
ラインインタフェースによる管理用通信は SSHv2 によって暗号化することが可能なこと。
⑥ Syslog 収集ソフトウェア
Syslog サーバには、以下の要件を満たしたソフトウェアを導入すること。

33

・
・
・
・
・
・
・
・

RFC3164 に準拠した Syslog の受信が可能なこと。
GUI による設定、管理が可能なこと。
TCP、UDP、SNMP によるメッセージが受信可能なこと。
1 時間で 100 万メッセージ以上受信可能なこと。
1 秒間で 400 メッセージ以上受信可能なこと。
優先度、日付、IP アドレス、ホスト名、メッセージ等によるフィルタリングが可能なこと。
受信した Syslog メッセージのコンソール表示、メール送信、外部プログラムの実行が可能なこと。
フィルタ条件に一致した Syslog メッセージを基にして、メール送信、外部プログラム実行、SNMP トラップ
出力、TCP/UDP によるフォワーディング等のアクションの定義が可能なこと。

⑦ 無線 LAN 管理ソフトウェア
無線 LAN 管理サーバには、以下の要件を満たしたソフトウェアを導入すること。
・ 管理している無線 LAN コントローラ(無線 LAN アクセスポイント)に接続している無線 LAN クライアントの
一覧を表示可能なこと。
・ 管理している無線 LAN コントローラ(無線 LAN アクセスポイント)で検出した不正アクセスポイントの一覧
を表示可能なこと。
・ 各無線 LAN アクセスポイントにおける、時系列での無線 LAN クライアント接続数推移のグラフを表示す
ることが可能なこと。ただし、ソフトウェアの機能として満たせなくても、運用の中で同等の内容の資料を提
示可能であれば良い。
・ 無線 LAN 管理ソフトウェアにインポートした MAP 画面上に、管理している無線 LAN アクセスポイントの
電波のカバレッジ状態を表示することが可能なこと。
・ 無線 LAN 管理ソフトウェアにインポートした MAP 画面上に、端末（無線 LAN クライアント、不正アクセス
ポイント、不正クライアント）の位置推定表示が可能なこと。
・ 管理機器に関するレポーティング機能を持ち、そのレポートを CSV 又は PDF ファイルで出力することが
可能なこと。
・ 管理機器に関する PSIRT 情報をレポート出力する機能を持ち、そのレポートを CSV 又は PDF ファイルで
出力することが可能なこと。
・ 管理機器に関するハードウェア EOX またソフトウェア EOX 情報をレポート出力する機能を持ち、そのレ
ポートを CSV 又は PDF ファイルで出力することが可能なこと。
・ 無線 LAN クライアントに対する簡易的なトラブルシューティング機能を有していること。
・ 管理機器でアラームが発生した場合、そのアラーム情報を事前に登録したメールアドレスに対して E メー
ル通知する機能を有していること。
・ 無線 LAN 管理ソフトウェアへのログインアカウントに対して閲覧可能な機器の制限を実施することが可能
なこと。
・ GUI(グラフィカルユーザインタフェース)において日本語対応していること。
⑧ オペレーティングシステム及びウイルス対策ソフトウェア
ネットワーク運用監視サーバ、ネットワーク統計情報サーバ、Radius 認証サーバ、ファイアウォール管
理サーバ、Syslogサーバ及び無線LAN管理サーバには、それぞれ以下の要件を満たしたオペレーティ
ングシステム及びウイルス対策ソフトウェアを導入すること。
・ 受注者が提案するソフトウェアの動作を保証するオペレーティングシステムを採用すること。
・ オペレーティングシステムは、障害、又は、脆弱性が発覚した場合に、受注者の責任において、迅速に
対処できること。
・ オペレーティングシステムは、現時点で販売、サポートされており、LAN 設備機器運用期間完了まで発
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売元若しくは製造元によるサポートが継続されているものであること。ただし、導入するオペレーティング
システムについて、保証期間の終了が避けられない場合には、利用者に影響を与えないように、受注者
の責任と負担において、後続オペレーティングシステムへのアップデートを行うこと。
原則、最新のバージョンであり、十分な実績があること。最新のバージョンでない場合は、実績等の観点
より、導入理由を明確にした上で、担当職員の承認を得ること。
ウイルス対策ソフトウェアは、最新のパターンファイルの自動更新及びウイルスを検知した際の自動駆除
等の機能を有し、日本語に対応していること。
ウイルスチェックは、実施のタイミング及び日時指定がスケジュール指定できること。
ウイルス対策ソフトウェア、検索エンジン及びパターンファイルの更新等ウイルス対策ソフトウェアの運用
上必要な事項は、受注者の負担において、実施すること。

⑨ IPv6 要件
導入する機器等については、IPv4 と IPv6 環境の双方での通信サービスが可能な機器を提供するこ
と。
(3) ネットワーク構成
ア. ネットワーク構成図
「別紙 3 厚生労働省 LAN 設備機器構成概要図」を参照すること。
イ. ネットワーク回線の要件
「表 4-11-1 回線要件」に必要な回線の要件を示す。
表 14-11-1 回線要件
回線種別
ネットワーク要件
No.
1 広域イーサネット ・100Mbps×1 回線
・冗長化なし
・専用ファイアウォールにてアクセス制御
・IPsec による暗号化
・HTTPS／SSH による通信

補足
リモート監視、運用監視及びセキュリティ
監視用途

(4) 施設・設備要件
リモート監視、運用監視及びセキュリティ監視の機能を提供するために設置する監視センターは、以下の
要件を満たすこと。
ア. 当省と監視センター間は、専用線や広域イーサネットサービス等の通信回線により接続することとし、当省と
監視センターの間の通信は、暗号化すること。
イ. 当省との接続のために必要な機器や通信回線等は、当省側への通信回線敷設時に発生する費用も含め、
全て受注者の負担により用意すること。
ウ. 当省との接続のために利用する通信回線については、セキュリティポリシー及びサービスレベルに関して
担当職員と協議の上、運用開始までに取り決めておくこと。
エ. 監視センターは、受注者が取得した ISMS 認証の適用範囲に含まれること。
オ. 監視センターは、関係者以外が立ち入れない防犯対策がなされており、立ち入る者の本人認証を行うため
の措置が講じられていること。
カ. 監視センターに臨時で立ち入る者については、訪問日時・訪問者氏名・訪問相手先等を記録するものとし、
当省が求めた場合にはこの記録を提示できること。
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キ. 監視センター内においては、常時立ち入りを許可されている者と、臨時で立ち入ることを許可された者が外
見上判断できる対策を講じること。
ク. 運用業務を行うための設備は、受注者の社内ネットワーク及び受注者が当省以外から請け負っているサー
ビスで使用しているネットワークとは隔離すること。
ケ. 運用業務を行うための端末は、盗難防止対策がなされていること。離席時には不正操作等から保護するた
めの措置が講じられていること。
コ. 運用業務を行うための端末に導入するウイルス対策ソフトウェアのパターンファイル及びセキュリティパッチ
の更新については、ソフトウェアベンダー等において、最新のものが公開された時点で迅速に適用し、最
新の情報を維持すること。
サ. 365 日 24 時間常時監視が必要となるため、監視センターのある建物に計画停電等が発生しても、監視が継
続して行える対策を講じること。
4-12. テストに関する事項
受注者は、LAN 設備機器の正常稼働を保証するためのテストとして、単体テスト、結合テスト及び総合テ
ストを実施すること。また総合テスト後に当省が実施する受入テストについて、テスト計画、環境整備、運用
等の支援を行うこと。なお、テストを行う上で必要な関係者との連絡調整、テスト環境の準備や費用は、本
調達に含まれるものとする。テスト結果については、テストデータ（テストの証跡）を含めて報告すること。
(1) 前提条件
ア. 各テストのために、各種情報システムと接続する場合、接続のための費用については、全て受注者が負担
すること。
イ. 当省内にてテストを実施する場合、LAN 設備機器と接続される情報システムへの影響を考慮し、テスト内容
によっては閉庁日や夜間に実施するよう担当職員から指示することがある。
ウ. 単体テストと結合テストについては、当省内ではなく、受注者が用意するテスト環境において実施するもの
とし、必要な設備や測定機類についても受注者が用意すること。なお総合テスト及び受入テスト支援は当省
にて本システム更改時に実施すること。
(2) 確認項目
LAN 設備機器が稼働するまでに受注者が確認すべき事項として想定しているテスト項目は以下のとお
り。

No.

テストの区分

1 性能試験
2 信頼性試験

3 切替え試験

4 互換性試験

表 4-12-1 テスト項目
テストの概要
ネットワーク機器単体でのスループット性能
が、あらかじめ想定されていた値となること。
ルーティングプロトコル、リンクアグリゲーシ
ョンプロトコル、冗長化プロトコル、スパニン
グツリープロトコル等を用いた冗長化構成
が、あらかじめ想定していた動作をするこ
と。
冗長化された LAN 設備機器に疑似障害を
起こし、セカンダリ系へ正常に切替ること。ま
た、切替えに要する時間を確認する。
受注者が提案する LAN 設備機器間で互換
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単体
テスト
○

結合
テスト

○

○

○

総合
テスト

5 移行試験

6 セキュリティ

7 疑似障害試験

8 リモート監視試験

性があり、各種プロトコルにおいて安定して
動作すること。
同一のファームウェアを搭載した疑似厚生
労働省統合ネットワーク機関内 L3 スイッチ
を用意し、受注者があらかじめ想定してい
た移行手順により正常に動作すること。
受注者が基本設計等において担当職員に
承認を得た各種セキュリティ設定が、期待ど
おりの効果を得られること。
特定のネットワーク機器に対して疑似的に
障害と同じ状態を作り出した際に、ネットワ
ーク運用監視サーバ等において、あらかじ
め想定していたとおりに障害の状態が表示
されること。
受注者の監視センター（以下、監視センタ
ーという）において、あらかじめ想定してい
たとおりに障害を検知することができ、か
つ、LAN 設備機器の設定変更が可能なこ
と。

○

○

○

○

4-13. 移行に関する事項
(1) 移行手順
移行に必要な作業として想定する手順を以下に記載する。データの移行はないため、情報システムとし
てはネットワーク切替えのみである。なお、スイッチ A を除き並行稼働期間は設けない。スイッチ A の並行
稼働期間は 1 か月程度を想定しているが、実際の移行スケジュールについては受注者にて提案すること。
なお、機器設置場所については、「別紙 4 各スイッチ設置場所概要」を参照すること。
ア. 移行リハーサル（移行手順の検証、移行時間の測定等）
イ. 移行判定項目と基準の設定
ウ. 移行判定
エ. 移行の実施
オ. 稼働判定
カ. 本番切替え（稼働判定が良ならそのまま、否の場合は切り戻し）
(2) 移行要件
ア. 厚生労働省統合ネットワークへの経路について、接続点が間接的接続から直接的接続に変更となる。これ
により、中央合同庁舎第5号館外にあるシステムへの通信に一時的に影響が出ることが予想されるため、担
当職員の指示する厚生労働省LANシステムをはじめとする各システムの運用・保守業者と移行に関する連
携体制を整備すること。
イ. 受注者が厚生労働省LANシステム及び現行LAN設備機器等、各システムの運用・保守業者と調整が必要
になる場合は、当省から依頼するが、各業者の作業により費用負担が生じた場合には、受注者の責任及び
負担において対応すること（「別紙 7 閲覧要領」参照のこと）。なお、各運用・保守業者に対しての移行計画
等の策定に必要な依頼項目については、契約後 2 週間以内に当省に提出すること。
ウ. 各システムへのハードウェア及びソフトウェアの追加・変更が発生する場合は、各運用・保守業者と調整し、
発生する費用も本調達に含まれるものとする（「別紙 7 閲覧要領」参照のこと）。
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エ. LAN 設備機器に設定されている一部の VLAN には、セカンダリアドレスが設定されているため、移行作業
時には留意すること。
オ. 移行作業時に現行 LAN 設備機器との接続においてスパニングツリープロトコルを用いる場合には、現行
LAN 設備機器では RPVST を利用している点に留意すること。
カ. 移行作業は、原則閉庁日（一部閉庁日の夜間可）の作業を基本とし、各システムへの影響を最小限に抑え
て移行するために、各更改対象スイッチを現行の LAN 設備機器から次期の LAN 設備機器へ入れ替えを
実施する際の停止時間については、以下の範囲内で行うこと。
① スイッチ A ： 1 時間以内
② スイッチ B ： 2 時間以内
③ スイッチ C ： 4 時間以内
④ ファイアウォール A ： 2 時間以内
⑤ ファイアウォール B ： 4 時間以内
また、執務室への LAN 設備機器の搬入、設置についても職員の業務に支障を与えないようにすること。
作業の状況及び進捗状況を定期的に担当職員に報告すること。
キ. 当省の繁忙期においては閉庁日であっても作業ができない場合があるため、直前に作業日程を変更する
可能性があるが、作業予定日の 1 週間以上前に当省から計画変更の依頼があった場合には作業日程を見
直すこと。また、次年度の直前となる 3 月下旬は、4 月の人事異動のための業務引継ぎ等により移行作業が
できなくなるため、無線環境構築を除く全ての移行作業を 3 月中旬までに完了すること。なお、課室によっ
ては、1 月に招集される予定の通常国会の会期中、国会対応業務等により移行作業ができない場合がある
ため、担当職員と協議の上、影響のある課室は 1 月末までに移行を行うこと。
ク. IP アドレス、SNMP エージェント、VLAN 等の現行機器に設定されている内容の移行作業を行うこと。また、
全て完全に動作するよう受注者の責任及び負担で対応すること。
ケ. 移行作業を想定したリハーサルを実施し、その検証結果に基づいて本番切替え作業時における安全性を
分析した上で担当職員に報告し、移行作業の許可を得ること。
コ. 切替え作業時のリスクを洗い出し、各リスクに対する緊急時対応計画を作成し、担当職員の了承を得ること。
また、課題が発生した場合には課題管理台帳等に記載し、管理すること。
サ. 移行作業に必要な機器については、移行期間中は受注者が提供し、作業終了後は撤去すること。
シ. 運用・保守業務の引継ぎ、移行作業に係る協力依頼等、受注者が現行 LAN 設備機器の運用・保守業者と
調整が必要になる場合には、当省から現行LAN設備機器の運用・保守業者に対して依頼するが現行LAN
設備機器の運用・保守業者に費用負担が生じた場合には、受注者の責任及び負担において対応すること
（「別紙 7 閲覧要領」参照のこと）。
ス. 受注者は、導入設置作業完了後に現行 LAN 設備機器（スイッチ約 330 台、ファイアウォール約 30 台及び
サーバ等約 5 台）について、現行 LAN 設備機器の設置場所から取り外した上で、担当職員の指示する場
所に集約すること。なお、その後の撤去作業は現行 LAN 設備機器の運用・保守業者が行う。
セ. LAN 設備機器の移行作業に関する効率化やリスク軽減の具体的な措置について講じること。
ソ. LAN 設備機器の移行作業では、3-5.外部インタフェース要件に記載している個別システム側に設定変更を
原則、発生させないこと。万が一、個別システム側に設定変更等の作業が発生した場合、その費用は、本
調達に含まれるものとする。
タ. 現行 LAN 設備機器の監視等の業務は、現行 LAN 設備機器の運用・保守業者が実施するので、受注者は、
導入する LAN 設備機器の監視等の業務を実施すること。
チ. 受注者は、担当職員と協議の上で、契約後速やかに現地調査を実施すること。なお、各課室の状況によっ
ては受注者の希望する日程での調査が実施できない場合があることに留意すること。
ツ. 情報処理機器室内に設置する LAN 設備機器は、既設19 インチラックに搭載すること。なお、当初想定され
ていた設置位置とは別の位置に機器を設置することになった場合でも、UTP ケーブル及び光ケーブルの
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テ.
ト.

ナ.

ニ.
ヌ.

ネ.

配線は受注者の責任と負担により実施すること。
LAN 設備機器を導入するにあたって、既設 UTP ケーブルに RJ-45 プラグの爪折れ等があった場合には、
プラグ等を付け替えること。
OA 盤内に設置する LAN 設備機器は、既設専用金具に搭載すること。既設専用金具の位置は必要に応じ
て変更することは構わない。なお、中央合同庁舎第5 号館2 階講堂の OA 盤と仮設会議室の OA 盤は他の
OA 盤とは仕様が異なる点に注意すること。
受注者が導入するスイッチ C が仮設会議室の OA 盤内に搭載できない場合には、受注者が壁掛けラック若
しくは小型ラックを用意すること。ただし、設置場所や設置スペース等については、担当職員の指示に従う
こと。
LAN 設備機器を導入するにあたって電源ケーブルの配線が必要となった場合には、受注者の責任と負担
により実施すること。
LAN 設備機器には、ホスト名等を記載したラベルを貼付することにより、当該機器の識別を可能とすること。
また、ケーブル配線を行う場合には、接続先等が識別できるように、ケーブルにもラベルを貼付すること。な
お、現行LAN 設備機器の電源仕様は、スイッチ A が AC200V でコンセント形状は NEMAL6-20×4 口、無
停電電源装置は AC100V でコンセント形状は NEMA L5-30×2 口、それ以外の機器は全て AC100V でコ
ンセント形状は NEMA 5-15 となっている。
受注者は、ファイアウォールAとスイッチA間を「図4-13-1 スイッチA－ファイアウォールA間の接続構成」
に示すとおり、8 芯のマルチモード光ファイバケーブルを敷設して 1000BASE-SX により接続すること。

図 4-13-1 スイッチ A－ファイアウォール A 間の接続構成
ノ. LAN 設備機器を導入するにあたって、複合機や什器等の障害物がある場合、担当職員と協議の上、受注
者が移動及び現状戻しを実施すること。
ハ. 時刻同期が可能な LAN 設備機器は、厚生労働省統合ネットワークとの時刻同期が可能なよう設定すること。
また、クライアントパソコンが、LAN 設備機器と時刻同期をすることにより、間接的に厚生労働省統合ネット
ワークとの時刻同期をする予定であることに留意すること。
ヒ. スイッチAの設置にあたっては、現地調査の結果、電源の新規配線が必要になる場合は、受注者が新規に
電源工事を実施し、受注者が導入するスイッチ A を接続するために必要なコンセントまで用意すること。な
お、空きコンセントが利用可能であれば流用して構わない。
フ. 国会連絡室に設置するスイッチ C は、外形寸法が高さ 600mm 以下（キャスターを除く）×幅400mm 以下×
奥行 650mm 以下の施錠可能なキャスター付きラックに搭載して設置すること。なお、キャスター付きラック
は受注者が用意するものとする。
ヘ. 受注者は、無線 LAN 環境を構築し、担当職員と協議の上で決定した無線 LAN アクセスポイントの設置場
所に、無線 LAN アクセスポイントの据付・設定作業が終了した後、当省が所有する端末にて、通信試験等
の作業を実施すること。
ホ. 受注者は、担当職員と協議の上で決定した会議室用ディスプレイ及びホワイトボード一体型プロジェクタの
設置場所に、会議室用ディスプレイ及びホワイトボード一体型プロジェクタの据付・設定作業が終了した後、
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当省が所有する端末にて、動作試験等の作業を実施すること。
(3) 移行対象データ
特になし。
4-14. 引継ぎに関する事項
次期 LAN 設備機器の設計・構築等業務及び運用保守業務に当たり、発生する引継ぎ作業を「表 4-14-1
次期 LAN 設備機器設計・構築業務及び運用保守業務にて発生する引継ぎ作業」に示す。
表 4-14-1 次期 LAN 設備機器設計・構築業務及び運用保守業務にて発生する引継ぎ作業
引継ぎ先
引継ぎ内容
引継ぎ手順
No. 引継ぎ発生時 引継ぎ元
1 次期 LAN 設備機 現行 LAN 受注者
設計書、作業経緯、厚生労働省の承 現行LAN 設備
器設計・構築時
設備機器
認のもと本システムの運用・保守業務 機器設計・構築
設計・ 構
として解決すべきとした残存課題
事業者にて作
築事業者
成する「引継ぎ
書」に基づく
2 次々期 LAN 設備 受注者
次々期 LAN 設備 設計書、作業経緯、厚生労働省の承 受注者にて作
機器設計・構築時
機器設計・構築事 認のもと本システムの運用・保守業務 成する「引継ぎ
業者
として解決すべきとした残存課題
書」に基づく
4-15. 教育に関する事項
(1) 教育対象者の範囲、教育の方法
ア. 受注者は導入時に、LAN 設備機器に関する必要な教育を担当職員に対して実施すること。教育の内容は、
LAN 設備機器のネットワーク概要、構成概要、ネットワーク機器概要、運用に関する役務、保守に関する役
務を含むこと。また、担当職員の異動等の際には、必要に応じて教育を実施すること。
イ. 各機器の仕様に関する質問に対する回答、助言等を行うこと。
ウ. 次回の更新に向けた現状調査、当省が依頼する技術的支援に対する回答、助言を行うこと。
(2) 教材の作成
特になし。
4-16. 運用に関する事項
(1) 運用管理・監視等要件
運用管理は以下の要件を満たすことができる体制を構築するものとし、発生する費用は本調達に含まれる
ものとする。
ア. 借入期間に発生する LAN 設備機器の設定変更、軽微な移設（OA 盤から別の OA 盤へのスイッチ C 移設
や、10m 程度の配線が必要となる機器移設等）等に関しては担当職員の指示に従い対応することとし、発
生する費用は本調達に含まれるものとする。
イ. スイッチ C、ファイアウォール B 及び無線 LAN アクセスポイントは、本調達に含まれる機器のうち一部を予
備機とする予定である。会議室等へのスイッチ C 増設、個別システム追加に伴うファイアウォール B 増設及
び課室のレイアウト変更に伴う無線 LAN アクセスポイント増設が必要となった場合には、担当職員の指示
に従って予備機の設置に必要な作業（設計や設定を含む）を実施すること。なお、発生する費用は本調達
に含まれるものとする。
ウ. 借入期間中にクライアントパソコンの増設が発生した場合には、担当職員の指示に従い LAN ケーブルの
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配線作業を実施し、作業後には速やかに以下の成果物を担当職員に提出すること。また、クライアントパソ
コンの増設に伴い、設定変更が必要になった場合も、担当職員と協議した上で実施すること。なお、過去 3
年の工事件数については、「別紙 5 工事件数」参照のこと。
① 工事写真
作業前と作業後の写真をまとめたもの。
② 配線図面
作業実施時の課室レイアウト（什器の位置を含む）と配線ルートが記載された図面を CAD により作成し、
紙媒体と電磁的記録媒体（PDF 形式）で提出すること。
③ ケーブル測定結果
新規配線の場合にのみ提出するものとし、測定器を用いたデータを提出すること。
エ. 借入期間中にレイアウト変更に伴う会議室の移動や増減が発生した場合は、担当職員の指示に従い、AP
の移動や設置及び撤去、及びそれに伴う LAN ケーブルの配線作業を実施し、作業後は速やかに成果物
を担当職員に提出すること。成果物は上記、ウと同様である。AP 増減に伴い、設定変更が必要になった場
合も、担当職員と協議した上で実施すること。なお、年 4 部屋程度の移動若しくは増減を想定している。
オ. 借入期間中に LAN 設備機器等の設定変更を実施する際には設定変更の内容や作業手順等について、事
前に担当職員の承認を得ること。また、設定変更により修正が必要なドキュメントを更新し、設定変更が行わ
れた日から 2 週間以内に担当職員へ提出すること。
カ. 各 LAN 設備機器については以下の内容を管理し、担当職員へ報告を行うこと。
① 構成管理(設置場所、機種、バージョン、アドレス等)
② 障害管理(障害内容、障害原因、障害履歴等)
③ 性能管理(帯域使用率、遅延時間、その他トラフィック分析等)
キ. LAN 設備機器の運用に支障を来さないための体制や仕組みを構築すること。なお、常駐する場合は中央
合同庁舎第 5 号館のみとすること。
ク. 中央合同庁舎第 5 号館に受注者の常駐スペースとして約 12m2 を確保しているため、常駐を希望する場合、
担当職員に申し出ること。なお、常駐に際し、必要な設備・什器備品、諸経費及び交通費は、受注者の負担
とする。ただし、中央合同庁舎第5号館内における業務に必要な電気設備、内線電話通信については当省
が無償貸与する。
ケ. 受注者は、毎月 1 回の報告会を実施し、業務の報告を行うこと。なお、定例会においては、以下の内容を報
告内容に含めること。
① 全ての障害に関する報告（発生時刻、経過、障害の事象・原因、保守作業内容）
② LAN 設備機器のオペレーティングシステムに関するパッチ等のリリース情報
③ 前月の運用作業結果と今月の運用作業予定
④ ネットワーク統計情報ソフトウェアで収集したトラフィック統計情報
⑤ ファイアウォールから出力されたログ等を分析した月次サマリレポート
⑥ パスワード変更と設定情報の差分確認結果（6 か月ごと）
⑦ サービスレベル報告
コ. 受注者は、Radius 認証ソフトウェアや Syslog 収集ソフトウェアで取得したログを日次で確認し、不正アクセス
や異常と思わしき問題を発見した場合には、速やかに担当職員へ報告した上で、原因特定のための調査
を実施すること。
サ. 受注者はファイアウォールから出力されたログを分析し、週次と月次で担当職員にサマリレポートを提出す
ること。なお、サマリレポートには以下の統計情報を含めるものとし、全て日本語で記載されていること。
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① ファイアウォールに対してアクセスを試みたユーザ及びアクション
② ターゲットとなった許可されていないサービス
③ 許可されていないサービスにアクセスを試みた送信元アドレス
④ 長時間同一のセッションを続けている通信
⑤ ポートスキャンを行った可能性のある送信元アドレス
⑥ ファイアウォールで検知した攻撃
⑦ 重要度「High」「Critical」の攻撃を行った送信元アドレス
⑧ 代表的な P2P アプリケーションによる通信
⑨ アンチウイルスのブロック実績
シ. ファイアウォールから出力されるアラートを常時監視し、重要度「Critical」に相当する不正な通信が通過した
ことを検知した場合には、4 時間以内に担当職員に報告し、原因の調査を実施すること。
ス. ファイアウォールのファームウェアについて、メーカのサポートが終了となる場合や利用する機能に関する
不具合情報がリリースされた場合には、バージョンアップ作業を実施すること。
セ. 国内・国外において不正な通信を行う可能性が高い IP アドレスリストに登録されている情報をファイアウォ
ールの防御設定に追加する作業を 3 か月に 1 回以上実施すること。
ソ. 設定変更や計画停電対応等の作業実施時間については、担当職員と協議の上で決定すること。なお、こ
れらの作業については閉庁日や夜間に実施する場合もある。その際の費用は、本調達に含まれるものとす
る。
タ. 計画停電の際には、中央合同庁舎第 5 号館に技術者を派遣し、停電前にスイッチ A、ファイアウォール、各
種サーバ等の電源を落とすこと。また、復電後には電源を投入して、全ての LAN 設備機器が正常に稼働し
ていることを確認してから退館すること。
チ. 閉庁日以外の日の 9 時 00 分から 20 時 00 分の間においては、担当職員からの LAN 設備機器に関する技
術的な問合せに対して対応が可能な体制とすること。
ツ. 平成 30 年 7 月予定の厚生労働省 LAN システムの更改に伴う打合せ、設定変更、テスト対応等の必要な作
業について対応すること。
テ. 個別システムとの接続に伴う、打合せ、設定変更、テスト対応等の必要な作業について対応すること。
ト. 各個別システム向けに LAN 設備機器への接続にあたって必要な要件をまとめた接続仕様書とヒアリングシ
ートを作成すること。また、各個別システムとの打合せや、各個別システム公開に伴って必要なファイアウォ
ールポリシーの設計変更について対応すること。
ナ. 各個別システムの更改に合わせて、個別システム側に通信フローや IP アドレスの変更を申し入れる等の方
法により、導入段階ではファイアウォール B に接続される個別システムについても、借入期間中に可能な限
りファイアウォール A による通信制御へ切替えること。
ニ. LAN 設備機器は、監視センターから常時監視すること。
ヌ. LAN 設備機器の監視は 365 日 24 時間常時実施すること。
ネ. LAN 設備機器に障害が発生した場合には、監視センターで速やかに検知するとともに、担当職員並びに
保守作業担当者へ連絡し、迅速に保守作業を開始できる体制とすること。
ノ. ファイアウォールからアラートが出力された場合には、監視センターで速やかに検知することが可能な仕組
みを導入すること。
ハ. 監視センターから LAN 設備機器に対しての管理用通信は、HTTPS や SSHv2 により暗号化すること。
ヒ. 監視センターから LAN 設備機器の設定変更等を実施する場合には、設定変更の内容や作業日程を書面
又は電子メールにより掲示して、作業の都度担当職員の許可を得ること。
フ. ファイアウォールから収集するログは暗号化し、改ざん検知が可能な状態で保管すること。
ヘ. 動作が不安定になる設定変更や、監視センターからの疎通が取れなくなる可能性がある設定変更は、監視
センターから行わないこと。
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(2) データ管理要件
ネットワーク運用監視サーバ、ネットワーク統計情報サーバ、Radius 認証サーバ、ファイアウォール管理
サーバ、Syslogサーバ及び無線LAN 管理サーバは、フルバックアップ及び差分バックアップをサーバごと
に異なるサーバ等に対し、バックアップの保存を行うこと。なお、差分バックアップは日次で取得すること。
また、その他の機器については、「4-9.(2) 継続性に係る対策」を参照すること。また、ネットワーク機器が出
力する Syslog を Syslog サーバにて 1 年間以上保存すること。
(3) 運用サポート業務
利用者からの問合せや障害対応において、厚生労働省 LAN システムのヘルプデスクと連携し、効率的
で質の高い利用者支援に寄与すること。なお、詳細については担当職員と協議の上、「運用業務実施方針
書」に反映すること。
受注者は、利用者に対して、会議室の映像装置の利用に係る満足度について、定期的（年 1 回）に満足
度調査を実施すること。アンケート形式、内容、対象、実施タイミング等については、当省と協議の上で決定
すること。
(4) 業務運用支援
厚生労働省LAN システムは LAN 設備機器のネットワークを通じて稼働することから厚生労働省LAN シ
ステムの運用・保守業者と協力を行い運用する必要があるため、受注者は以下のとおり連携体制を整備す
ること。
ア. 障害発生時には、厚生労働省 LAN システムの運用・保守業者と連携して障害対応を行うこと。
イ. 連絡体制について厚生労働省 LAN システムの運用・保守業者と調整して整備すること。
ウ. 障害の原因が今回導入する LAN 設備機器によるものか明確でない場合にも、厚生労働省 LAN システム
の運用・保守業者と連携し復旧に努めること（障害の原因が厚生労働省 LAN システム自体と明確になって
いる場合を除く）。
エ. 厚生労働省 LAN システムの運用・保守業者と連携する上で発生する費用は本調達に含まれるものとする。
オ. 計画停電時には厚生労働省 LAN システムの運用・保守業者と作業手順や役割分担について事前に協議
し、計画停電当日には連携して作業を行うこと。また、厚生労働省LANシステム側の問題により復電後の作
業が延伸した場合であっても、受注者は正常稼働を確認できるまで退館しないこと。
カ. 厚生労働省統合ネットワーク機関内 L3 スイッチとスイッチ A 間のトラフィック統計情報については、担当職
員から依頼があった場合、求められた条件に合わせて情報を開示すること。
(5) 運用実績の評価と改善
LAN 設備機器により提供されるサービスについては、高い品質が維持されることが必要である。当省が
求める品質を確保するための指標が SLA の各項目であるため、これらの条件を満たすために必要な機器
を納入し、体制を整備すること。
ア. SLA の基本的な考え方
4-5、4-9 に規定したサービスレベルに関し毎月 1 回評価を行い、実績とともに担当職員に報告すること。
また、達成できなかった指定条件があった場合には、担当職員と協議し、改善策を検討し、実施することと
する。
イ. SLA の評価時期
SLA の遵守については、本調達機器更改後の稼働開始日からの適用とする。ただし、本項で規定する改
善策の検討・実施が必須となるのは、サービス稼働後 3 か月目からの開始とする。
ウ. 指定条件を達成できない SLA 項目があった場合
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① 指定条件を 1 項目でも達成できなかった場合は、その原因を究明するための試験や検証等を、受注者
の負担により無償で速やかに実施すること。また、原因が究明できた段階で担当職員に対し、わかりやす
い資料等を用いて説明すること。
② 指定条件を1項目でも達成できなかった場合の原因が究明された場合は、その改善策（手続きや体制の
見直し、仕組み・ツール・より高品質な上位機種あるいは製造元の異なる機器の導入、試験及び検証等）の
検討を必ず実施するものとし、担当職員と協議すること。また、担当職員が必要と認めた場合には、受注者
の負担により改善策を無償で実施すること。
③ 指定条件を2項目以上達成できない状態にある場合、受注者は主要担当者（責任者及び補佐等）を本契
約以外の業務に従事させてはならない。
エ. サービスレベル評価にあたっての免責事項
サービスレベルの評価にあたって、以下の事項に該当する場合は、SLA 規定の範囲外とする。
① 当省の都合によって障害復旧できなかった場合
② 当省の事由によって障害監視及び障害通知を受けることができなかった場合
③ 予見できない不測の事態（社会通念上、受注者に責任がないことが認められる事態）
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4-17. 保守に関する事項
(1) アプリケーションプログラムの保守要件
特になし。
(2) ハードウェアの保守要件
受注者は以下の要件を満たすことができる保守体制を構築するものとし、発生する費用は本調達に含ま
れるものとする。
ア. LAN 設備機器の障害に対して、開庁日の 9 時 00 分から 20 時 00 分の間はオンサイト対応（技術者派遣に
よる現地での障害機器／部品の予備機への交換、正常復帰確認作業、報告）を行うこと。
イ. 開庁日の 9 時 00 分から 20 時 00 分の間におけるオンサイト対応は、障害の連絡を受けた時点又は障害を
検知した時点から以下の時間内に駆け付けることが可能であること。また、以下の時間内で対応が可能で
あることを保守拠点所在地や保守体制等により証明すること。
① 中央合同庁舎第 5 号館
30 分以内
② 国会連絡室
30 分以内
③ 上石神井庁舎事務棟
1 時間 30 分以内
④ 労働委員会会館
1 時間以内
⑤ 高井戸庁舎
1 時間 30 分以内
ウ. リモート運用監視システムによる遠隔監視は、365 日 24 時間実施されるものとし、開庁日の 20 時 00 分以降
若しくは閉庁日に障害発生を知り得た場合には、原則としてその日から起算して最初の開庁日の 9 時 00 分
から所定の時間内に駆け付けることができること。
エ. スイッチ A に障害が発生し、全フロアにおいて通信が不可能な状態となった場合には、開庁日の 9 時 00
分から 20 時 00 分の間以外であっても 365 日 24 時間交換作業が実施可能な体制とすること。また、原則、
30 分以内に駆け付け可能な体制を用意すること。
オ. 既設 LAN ケーブルに障害が発生した場合、及び LAN ケーブルの軽微な増設が発生した場合には、担当
職員の指示に従い LAN ケーブルの交換を行うこととし、発生する費用は本調達に含まれるものとする（実
績は、「別紙 5 工事件数」参照のこと）。なお、受注者の保守担当範囲は「図 4-17-1 LAN ケーブルの保守
担当範囲」のとおりとする。

図 4-17-1 LAN ケーブルの保守担当範囲
カ. 受注者は、運用期間中に無線LAN環境の定期な点検を年1回以上行うこと。担当職員と協議の上、電波状
況の測定対象エリアを決定し、調査を実施すること。結果は月次の「保守作業報告書」に記載して報告し、
電波レベルの低いエリアへの対処については担当職員と協議の上、無線 LAN アクセスポイントの設置位
置を変更する等の対策を実施すること。
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キ. 契約満了時の撤去については、日程及び作業方法について撤去予定時期 3 か月前までに資料を提出し、
担当職員の許可を得ること。なお、撤去に係る一切の費用については本調達に含まれるものとする。
ク. 機器の撤去・搬出後、第三者がデータ復元ソフトウェア等を利用してもデータが復元されないように完全に
データを消去すること。データ消去作業に必要な場所や消去に必要な機器については、受注者の負担で
用意すること。また、受注者は、不要機器の撤去、搬出からデータが消去されるまで、不要機器から情報が
漏えいしないよう、厳重にセキュリティ管理をすること。
ケ. データ消去作業終了後、受注者はデータの消去完了を明記した証明書を担当職員に対して提出すること。
コ. 不要機器に対しての適切なデータ消去処理等により、情報漏えい等のリスクがないと確認された場合、中
古品として再利用することも可とする。ただし、再資源化、再利用の実施にあたっては、事前に担当職員の
承認を得ること。
(3) ソフトウェア製品の保守要件
LAN 設備機器における各ソフトウェアに対して影響を及ぼす可能性があるコンピュータウイルス、ワーム
等の情報やセキュリティアップデートに関する情報が発覚した際には「4-10.(4) 情報セキュリティ対策要件」
に沿って対応を実施すること。また、バージョンアップ等の情報が公開された場合にも担当職員と協議の上、
適用等の可否を決定すること。
(4) データの保守要件
LAN 設備機器の設定データに異常が生じた場合は、担当職員に報告の上、「4-16.(2) データ管理要件」
に基づいて取得した最新のバックアップデータを用いて速やかにリストアを実施すること。
(5) 保守実績の評価と改善
受注者は、運用保守期間中において、半年に 1 回 PDSA サイクルを実施し、実施内容を継続的に評価、
改善することで、長期にわたっての安定的、効率的、かつ高品質なサービスの提供を行うこと。特に、以下
に記載する改善提案については、各府省や民間企業等の事例分析を踏まえたベストプラクティスを検討し、
指定の期日までに改善提案の対応を行うこと。
ア. 年度末までに年間の運用保守作業実績を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守作業計画
書」、「運用作業計画書」、「保守作業計画書」、「運用実施要領」及び「保守実施要領」に対する改善提案を
行うこと。
イ. 「政府情報システムコスト削減計画」に基づく運用等経費削減に資するため、必要に応じて「コスト削減計画
取りまとめにあたっての手引き」を参照した上で、年度末までに運用等経費削減に資する改善案を提案す
ること。
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