
別紙様式１ 

                                           令和  年  月  日 

 

    宮崎県知事 河野 俊嗣 殿 

    

        住 所 〒                            

       （ふりがな）                 

        商号又は名称                           

 

        債権者番号                            

       （ふりがな）                 

        氏  名                                                     印

       （法人にあっては,代表者の職氏名）  

 

        電  話            （          ）        －          

     

競争入札参加に必要な書類について（提出） 

 

 宮崎県が行う物品の借入（ネットワーク分離システム）に係る競争入札に参加したいので、指定の

書類を添えて提出します。 

  この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

１ 納入しようとする主な装置構成  

機  種 品    名 型   名 

仮想ブラウザシステム   

メールセキュリティシステム   

ファイアウォール   

※ 納入する機種に関してはカタログ等を添付し仕様書にある各スペック等の該当部分に付箋を

付け、マーキングすること。 

 

２ 要求仕様 

項    目 内     容 証     明 

(1)機能 要求仕様に基づくすべての機能を有

していること。 

別紙①のとおり 

（各項目について確認の

上、「回答」欄に○印を付

けること。） 

(2)装置の設置・設

定・動作確認 

要求仕様に基づく物品の設置・設定・

動作確認が可能であること。 

(3)保守体制及び賃

貸借方式 

要求仕様に基づく保守が可能である

こと。 

別紙②のとおり 

別紙③のとおり 

※  保守体制の証明書類（別紙②）及び賃貸借方式の証明書類（別紙③）については、規格はＡ４

判で様式は任意とします。 

    

              申請書類提出者                             

 

                          連絡先電話番号                             

 

                          電子メールアドレス                           



 

別紙① 

装置の機能及び設置・設定・動作確認 
(1) 仮想ブラウザシステム 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No 

利用要件 Internet Explorer、Edge、Chrome、Firefox、Safari、各種ブ

ラウザに対応すること 
  

 

  

1500 ユーザの同時接続に対応すること      

利用者認証については、既存 Active Directory サーバと連携す

ること 
     

県サーバ統合基盤のハイパーバイザーに対応している仮想アプ

ライアンスを導入し、リソースは下記を上限とすること 

vCPU：230  RAM：900GB  DISK：8TB 

     

LGWAN 内サイトの Web 閲覧は無害化されずに利用できること      

XFF ヘッダ付加によりクライアント IP アドレスが確認できるこ

と 
     

障害対応は、平日午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分でできるこ

と。Web 閲覧の予期せぬ事象へのサポート窓口の対応を行うこ

と。当該システムに障害が発生した場合、その速やかな復旧と

再発防止を行うこと 

     

機能要件 

(前提条件) 

端末に追加のソフトウェアをインストールすることなく、既存

Web ブラウザから利用できること 
     

Windows、Mac、Linux の各種 OS に対応していること      

ソフトウェアのアップデート作業がサービスに影響なく対応で

きる構成で構築し、５年間パッチ適用作業を実施すること 
     

機能要件 

(Web 分

離・セキュ

リティ要

件) 

端末の代理で Web サイトへアクセスし、コンテンツの取得、実

行、表示を安全な環境で行った後、無害化された表示情報のみ

を端末に送付すること 

     

コンテナ技術を利用し、端末上のブラウザを閉じるたびに、利

用されたコンテナとコンテナ内のコンテンツが破棄されること 
     

利用者の利便性を失わず、エンドポイントの脆弱性がインター

ネットから攻撃されることを防ぐこと 
     

Web サイトの文書ファイルを端末にダウンロードすることなく、

少なくとも以下のファイルを Web ブラウザで安全に利用できる

こと。なお、●が付いているファイルにおいては、パスワード

付きのファイルも閲覧ができること 

Microsoft Office (Word●, Excel●, PowerPoint●, OneNote, 

Visio, Project)、OpenOffice (Text, Spreadsheet, 

Presentation)、一太郎、Word Perfect、PDF●、XPS、リッチテ

キスト、CSV、AutoCAD 

   

HTTPS の Web サイトを復号し、セキュリティチェックした通信を

再暗号化できること。なお、カテゴリ、ドメイン、IP アドレス

単位で暗号化通信の復号を除外できること 

     



Web フィルタリング機能を有し、指定したカテゴリや脅威と確認

された Web サイトの閲覧を制御可能であること。なお、フィル

タリングルールは クライアントや所属単位で設定できること 

  

 

  

前段及び後段プロキシサーバと多段接続（親プロキシ又は、子

プロキシとして動作）ができること 
     

県内部のプロキシサーバがヘッダーに付加する XFF（X-

Forwarded For）データを認識し、ログに記録できること 
     

Web ウイルスチェック機能によりコンテンツデータのマルウェア

や不正な通信を検知、ブロックできること 
     

Web ふるまい検知機能によりコンテンツファイル等の挙動を解析

環境で実行でき不正な通信を検知、ブロックできること。解析

環境でサポートする OS は Windows10 を含めること。また、解析

したファイル等の挙動が悪意あるマルウェアである場合は検知

でき、マルウェアを検出した場合には閲覧者にその旨を伝える

画面を表示できること 

     

無害化された Web サイトの表示にて画像、フォント、CSS を端末

にダウンロードする必要がある場合は、無害な状態でダウンロ

ードすること 

  

 

  

無害化された Web サイトに対して文字のコピー&ペーストができ

ること。また、日本語の入力ができること 
     

無害化された Web サイトや文書ファイルの印刷ができること      

Web サイトを無害化して閲覧するか、無害化せずに閲覧するか，

閲覧を禁止するかをカテゴリ、ドメイン、IP アドレス単位で設

定できること 

     

Web サイトへの書き込み禁止を、カテゴリ、ドメイン、IP アド

レス単位で制御できること 
     

Web サイトからファイルのダウンロードができること。文書ファ

イルをダウンロードする場合は、無害な形式でダウンロードで

きること。なお、元ファイルをダウンロードする場合は、ハッ

シュ値、アンチウイルス、サンドボックスによる検査を実施

し、有害と判定された場合はダウンロードさせない機能を有す

ること。また、パスワード付きのファイルも検査できること 

   

無害化された Web サイトへファイルをアップロードできるこ

と。ファイルをアップロードする場合は、ハッシュ値、アンチ

ウイルス、サンドボックスによる検査を実施し、有害と判定さ

れた場合はアップロードさせない機能を有すること。また、許

可サイトを除くサイトへのアップロードについて、パスワード

付きのファイルも検査できること 

     

Web サイトへの書き込みやファイルのアップロードに対して、デ

ータが難読化されることなく、情報漏洩対策等の検査に影響を

与えないこと 

   

脅威インテリジェンスにより Web サイトが有害と判定された場

合は、当該 Web サイトの閲覧を禁止できること    



機能要件 

(アプリケ

ーション制

御要件) 

利用するブラウザの種類及びバージョンを制御できること    

ブラウザ以外のアプリケーションによる HTTP(S)通信をカテゴ

リ、ドメイン、IP アドレス単位で制御できること 
   

脅威インテリジェンスによりブラウザ以外のアプリケーション

による HTTP(S)通信の宛先が有害と判定された場合は、通信を禁

止できること 

   

管理機能 

要件 

ログをリアルタイムに検索できること    

セキュリティログを外部に出力することができること。また、

当該ログは SOC などで利用することが可能な情報（時間、宛先

URL、ユーザー/グループ情報、URL カテゴリ、アンチウイルス/

サンドボックス結果）を含むこと 

   

各種ユーザ連携で認証されたユーザ及びグループ情報に基づ

き、Web アクセス制御設定が可能なこと 
   

Web アクセス制御設定として、以下の単位で、許可・不許可及び

仮想ブラウザ通信をする制御が可能なこと。 

宛先ドメイン、カテゴリ、脅威の分類、ファイル形式 

   

 
  



(2) メールセキュリティシステム 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No 

利用要件 １時間あたり 10 万通以上のメールを処理する性能を有すること    

ソフトウェアアップデートがサービスに影響を与えることなく

対応できる構成で構築すること 
   

既存メールセキュリティから導入するメールセキュリティシス

テムへ発注者が希望する条件でメールを配送すること。また、

導入するメールセキュリティシステムから県保有の Exchange サ

ーバへメールを配送すること 

   

県サーバ統合基盤のハイパーバイザーに対応している仮想アプ

ライアンスを導入し、リソースは下記を上限とすること 

vCPU：32  RAM：64GB  DISK：1.1TB 

   

障害対応は、平日午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分でできるこ

と。Web 閲覧の予期せぬ事象へのサポート窓口の対応を行うこ

と。当該システムに障害が発生した場合、その速やかな復旧と

再発防止を行うこと 

   

機能要件 

(無害化・

セキュリテ

ィ要件) 

専用メーラその他専用アプリケーションを使うことなく、Web ブ

ラウザによる ExchangeOnline のメールボックス閲覧ができるこ

と。また、Outlook から利用できること 

   

少なくとも仕様書３(2)イ(ｱ)③に記載の種類の添付ファイルに

ついて、端末にダウンロードすることなくオリジナルの状態の

まま分離環境で表示を行うことで、Web ブラウザから安全に閲覧

できること 

   

添付ファイルをダウンロードできること。なお、分離環境内で

ハッシュ値をもとにしたファイルスキャン、アンチウイルス及

びサンドボックスによるセキュリティ検査が可能であり、有害

と判定された添付ファイルのダウンロードを制御できる仕組み

を有すること 

   

少なくとも仕様書３(2)イ(ｱ)⑤に記載の種類の添付ファイルに

ついて、パスワード保護されたファイルを開く際はパスワード

を利用者に入力させ、復号した状態で各種セキュリティ検査と

閲覧が行えること 

   

Zip などアーカイブ形式のファイルを閲覧する際、その中に含ま

れるファイルに対しても、パスワードによる復号、閲覧、コン

テンツの検査が再帰的に行えること 

   

少なくとも仕様書３(2)イ(ｱ)⑦に記載の種類の添付ファイルに

ついて、PDF に変換したファイルを追加でメールに添付できるこ

と 

   

分離環境で開かれた添付ファイルの閲覧は IE、Firefox、

Safari、Chrome、Edge ブラウザでできること 
   

添付ファイルを外部ストレージに保存することなくメールデー

タ内で完結すること 
   



メール内の URL リンクをクリックした際、仮想ブラウザシステ

ム経由で閲覧できること。なお、URL リンクを仮想ブラウザ環境

で閲覧する際に、ユーザに警告等のメッセージを表示できるこ

と。また、URL リンクをクリックした際の、URL アクションがロ

グに記載されていること 

   

フィッシング対策としてメール内の URL リンクを仮想ブラウザ

で開いた際、URL のリスクを任意の方法で評価し、リスクに応じ

てアクセス禁止、書き込み禁止、書き込み可能のアクションが

設定できること。また、書き込み禁止制限を解除できる設定を

有すること 

   

添付ファイルが開かれた際の、日時・ファイル名・ハッシュ値

がログに記載されていること。受信者が添付ファイルを開いた

事実をログから確認できること 

   

特定のファイルタイプを分離の対象から除外できること。ファ

イルタイプの識別は少なくとも仕様書３(2)イ(ｱ)⑬に記載の種

類のファイルに対応していること 

   

特定の受信者または送信者を分離の対象から除外できること    

 
  



(3) ファイアウォール 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No 

利用要件 仮想ブラウザシステム・県セキュリティクラウドプロキシ間に

FW を設置し、外部からの攻撃を制御し、内部ネットワークを保

護すること 

   

発注者が指示する設定を行い、設定どおりに通信出来ること    

冗長化構成とし、故障時には自動的に処理を切り替えてサービ

スを維持すること 
   

先出しセンドバック保守 5 年間をつけること    

設置条件 設置場所：データセンター    

製品形態:アプライアンス    

数量:2 台    

筐体:19 インチラック型 1U 以内    

機能要件 電源：AC100V×2（ホットスワップ対応）    

インターフェース：GbE×16 以上、SFP× 16 以上（トランシー

バ SX 1GbE×2 付属）管理コンソール用 RJ45 × 1 以上 

 
   

ファイアウォール機能：IPv4 スループット（1518/512/64 バイ

ト UDP パケット）：32/32/24Gbps 以上 
   

ファイアウォールスループット（パケット秒）：36Mpps 以上    

ポリシー：10,000 以上    

同時セッション（TCP 4M 以上)    

保守：先出しセンドバック保守（5 年間）    

高可用性(HA)：アクティブ/アクティブ、アクティブ/パッシブ

クラスタリングが可能なこと 
   

 
  



別紙②  ＜記載例＞ 

 

保守体制 

 

 

    各所属利用者 

 

 

 

 

 

 

 

 

保守会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル推進課 

 

 

 

    各所属利用者 
 
  

発生した障害の電話問い合わせ 

システム自体の

障害 

システム保全 

障害の復旧 

保守作業報告書 

システムの利用 

障害内容の確認

切り分け 

ネットワークでの障害 

デジタル推進課への連絡 

障害の復旧 



別紙③ 

（見本） 

ネットワーク分離システムの賃貸方式について 
 
  宮崎県が行うネットワーク分離システムの借入に係る入札に関し、弊社が落札した場合には、下記のと

おり、 第三者（契約上の丙の名称） を通して、宮崎県に賃貸する方式を利用することを 第三者（契約

上の丙の名称） とともにここに誓約します。 
 

記 
宮崎県に賃貸する方式について 
  １  賃貸借契約の締結 
      賃貸借契約は、宮崎県と弊社と 第三者（契約上の丙の名称） との三者間で締結します。 
  ２  賃貸債務の履行 

       賃貸債務につきましては、弊社の責任において賃貸借契約に定めた条件で 第三者（契約上の丙の名

称） に履行させます。 
  ３  賃貸料 
   (1) 賃貸価格 
       弊社が落札した賃貸料で 第三者（契約上の丙の名称） から賃貸します。 
   (2) 賃貸料の請求   
       上記賃貸料を 第三者（契約上の丙の名称） から請求します。 
  ４   第三者（契約上の丙の名称） の債務不履行 
       第三者（契約上の丙の名称） が正当な理由なく賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合

は、弊社が債務を履行します。   
 

令和  年  月  日 
 
  宮 崎 県 知 事  殿 
 
    （弊 社） 
      住    所   〒 
 
      （ふりがな） 
      商号又は名称 
      （ふりがな） 
      氏    名（法人の場合は代表者職氏名）                                   印 
 
    （第三者） 
      住    所   〒 
 
      （ふりがな） 
      商号又は名称 
      （ふりがな） 
      氏    名（法人の場合は代表者職氏名）                                   印 


