
ネットワーク分離システム 仕様書 

１ 基本事項 

  宮崎県情報セキュリティポリシーに基づき、LGWAN 接続系とインターネット接続系のネット

ワークを分離し、必要な通信だけを許可するためのシステムを導入する。 

   

２ システムの運用・保守期間 

  令和４年１０月１日から令和９年９月３０日（６０ヶ月） 

 

３ ネットワーク分離システム 

(1) 仮想ブラウザシステム 

ア 利用要件 

(ｱ) 本ネットワーク分離システムでは、インターネット閲覧の際のユーザビリティを改善し、

インターネット環境との安全な分離・無害化できる仮想ブラウザシステムを県庁内部に導入

し、マルウェア対策、通信の復号対応、URL フイルター及びファイル無害化への対応を行う

こと。 

図１ 導入する仮想ブラウザシステムの構成イメージ 

 

 
 

(ｲ) Internet Explorer、Edge、Chrome、Firefox、Safari、各種ブラウザに対応していること。 

(ｳ) システム利用者数は 6000 ユーザとし、1500 ユーザの同時接続に対応するシステムを構

築すること。 

(ｴ) 利用者認証については、既存 Active Directory サーバと連携を行うこと。 

(ｵ) 発注者は県サーバ統合基盤(VMware vSphere6.7)を保有しており、本ハイパーバイザー

に対応している仮想アプライアンスを導入すること。 

なお、仮想アプライアンスは、下記リソースを上限にシステムを構築すること。 

 vCPU：230 

 RAM：900GB 

 DISK：8TB 

(ｶ) LGWAN 内サイトの Web 閲覧は無害化されずに利用できること。なお、専用プロキシサー

バ構築による対応でも可とする。ネットワーク調整及び既存機器の設定変更については、発

注者及び県庁 LAN 保守業者と協議し的確な指示をだすこと。 
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(ｷ) XFF ヘッダを付加し、県セキュリティクラウド管理プロキシサーバにてクライアント IP ア

ドレスが確認出来るようにすること。なお、既存環境の設定変更による対応でも可とする。

既存機器の設定変更については、発注者及び県庁 LAN 保守業者と協議し的確な指示をだす

こと。 

(ｸ) 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。受託者は、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。 

 

イ 仮想ブラウザの機能要件 

(ｱ) 前提条件 

① 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。 

② Windows、Mac、Linux の各種オペレーティングシステムに対応していること。 

③ 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、導入

から 5 年間、発注者指示の下でパッチ適用作業を実施すること。 

 

(ｲ) Web 分離・セキュリティ要件 

① 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。 

② 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、表示をおこなう環

境では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。 

③ 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。 

④ 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 

⑤ 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。



また、HTTPS の Web サイトにおいて端末側に設定する CA 証明書を作成し、発注者へ提

供すること。 

⑥ 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。 

⑦ 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。 

⑧ 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。 

⑨ 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。 

⑩ 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。 

⑪ 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。 

⑫ 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。 

⑬ 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。 

⑭ 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。 

⑮ 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。 

⑯ 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。 

⑰ 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。 



⑱ 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。 

⑲ 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。 

 

(ｳ) アプリケーション制御要件 

① 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。 

② 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。 

③ 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。 

 

ウ 管理機能要件 

(ｱ) ログをリアルタイムに検索できること。 

(ｲ) 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。 

(ｳ) 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。 

(ｴ) 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 

ア 利用要件 

(ｱ) 本ネットワーク分離システムで導入するメールセキュリティシステムでは、仮想ブラウザ

システムと連携し、インターネットより受信したメールに含まれるマルウェア・フィッシン

グの脅威から保護し、未知の送信者からのファイルを安全に閲覧可能とすること。またヒュ

ーマンエラーによる URL リンククリックによるマルウェアの侵入を防ぎ、未知の脅威から

保護できること。 

 

図２ 導入するメールセキュリティシステムの構成イメージ 

 
 

図３ 現在のメールセキュリティシステムの構成イメージ 

 
 

(ｲ) 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。 

(ｳ) 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。 

(ｴ) 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
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Exchange サーバへメールを配送すること。 

なお、既存ネットワークの設定変更については、発注者及び県庁 LAN 保守業者と協議する

こと。 

(ｵ) 発注者は県サーバ統合基盤(VMware vSphere6.7)を保有しており、本ハイパーバイザー

に対応している仮想アプライアンスを導入すること。 

なお、仮想アプライアンスは、下記リソースを上限にシステムを構築すること。 

vCPU：32 

RAM：64GB 

DISK：1.1TB 

(ｶ) 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。受託者は、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。 

 

イ 機能要件 

(ｱ) 無害化・セキュリティ要件 

① 専用メーラ(MUA)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。 

② 添付ファイルは仮想ブラウザシステムにアップロードされ、仮想ブラウザシステム内で

閲覧できること。 

③ 少なくとも以下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（送信時の状態）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。 

Visio (vsd, vsdx), AutoCAD (dwg), PowerPoint (ppt, pptm, pptx), OpenOffice 

Presentation (odp), MS Project (mpp), MSOne Note (one), Excel (xls, xlsm, xlsx), 

OpenOffice Spreadsheet (ods),Comma Separated Value (csv),Word (doc, docm, 

docx),一太郎 (jtd),Portable Document Format (pdf), XMP Paper Specification 

(xps, oxps),OpenOffice Text (odt), Word Perfect (wp, wpt, wpd), Hancom 

Hanword(hwp), Rich TextFormat (rtf),7-zip Archive (7z), ARJ Archive (arj), Bzip2 

Archive (bz2, bzip),Microsoft Cabinet Compressed File (cab), Gnu Gzip (gzip), 

LZHArchive (lzh), Roshel Archive Compressed File (rar), Tape Archive(tar), Zip 

Archive (zip) 

④ 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。 

⑤ 少なくとも以下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。 

 PowerPoint (ppt, pptm, pptx), Excel (xls, xlsm, xlsx), Word (doc, docm,docx), 

Portable Document Format (pdf), 7-zip Archive (7z), ARJArchive (arj), Roshel 

Archive Compressed File (rar), Zip Archive (zip) 

⑥ 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。 

⑦ 少なくとも以下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。 

 Visio (vsd, vsdx), AutoCAD (dwg), PowerPoint (ppt, pptm, pptx), OpenOffice 

Presentation (odp), MS Project (mpp), MSOne Note (one), Excel (xls, xlsm, 

xlsx),OpenOffice Spreadsheet (ods),Comma Separated Value (csv),Word (doc, 

docm, docx), 一 太 郎 (jtd),Portable Document Format (pdf), XMP Paper 

Specification (xps, oxps),OpenOffice Text (odt), Word Perfect (wp, wpt, wpd), 

Hancom Hanword(hwp), Rich TextFormat (rtf) 

⑧ 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。 

⑨ 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。 

⑩ 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。 

⑪ 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。 

⑫ 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。 

⑬ 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

くとも以下に対応していること。 

 Visio (vsd, vsdx), AutoCAD (dwg), PowerPoint (ppt, pptm, pptx), OpenOffice 



Presentation (odp), MS Project (mpp), MSOne Note (one), Excel (xls, xlsm, 

xlsx),OpenOffice Spreadsheet (ods),Comma Separated Value (csv),Word (doc, 

docm, docx), 一 太 郎 (jtd),Portable Document Format (pdf), XMP Paper 

Specification (xps, oxps),OpenOffice Text (odt), Word Perfect (wp, wpt, wpd), 

Hancom Hanword(hwp), Rich TextFormat (rtf),7-zip Archive (7z), ARJ Archive 

(arj), Bzip2 Archive (bz2, bzip),Microsoft Cabinet Compressed File (cab), Gnu 

Gzip (gzip), LZHArchive (lzh), Roshel Archive Compressed File (rar), Tape 

Archive(tar), Zip Archive (zip) 

⑭ 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 

ア 利用要件 

(ｱ) 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。 

(ｲ) 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。 

(ｳ) 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。 

(ｴ) 先出しセンドバック保守 5 年間をつけること。 

イ 設置条件 

(ｱ) 設置場所：データセンター（宮崎市内、詳細は発注者より別途指示する。） 

(ｲ) 製品形態:アプライアンス 

(ｳ) 数量:2 台 

(ｴ) 筐体:19 インチラック型 1U 以内 

※発注者より指示があるラックに取付けを行うこと。 

ウ 機能要件 

(ｱ) 電源：AC100V×2（ホットスワップ対応） 

(ｲ) 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 

(ｳ) 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 

(ｴ) ファイアウォールスループット（パケット秒）：36Mpps 以上 

(ｵ) ポリシー：10,000 以上 

(ｶ) 同時セッション（TCP 4M 以上) 

(ｷ) 保守：先出しセンドバック保守（5 年間） 



(ｸ) 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。 


