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要件定義書 
 

令和 5 年度かつお・まぐろ・遠底 VMS システムに係る現行システムの運用保守・ク

ラウド移行・移行後の運用保守業務に当たって必要な要件は以下のとおり。 

（１） かつお・まぐろ・遠底ＶＭＳシステムの運用・保守業務要件 

①  我が国かつお・まぐろ・さんま等漁船の操業秩序及び安全性確保の観点から、ＶＭ

Ｓシステム（Vessel monitoring system）を活用した操業実態及び安全性情報の調

査・情報収集を行う。 

②  我が国かつお・まぐろ・さんま等漁業者自らが行うＶＭＳによる地域漁業管理機関

（※）への位置通報に不具合が生じた場合又はＶＭＳの位置情報が突然途切れた場

合は、その調査・原因究明を行う。 

(※)WCPFC（中西部太平洋）、IATTC（東部太平洋）、IOTC（インド洋）、ICCAT（大西

洋）、CCSBT（みなみまぐろ）等 

③ 各地域漁業管理機関の定める資源管理措置等に基づき、必要なシステムの改修を行

うとともに、違法操業抑止及びＶＭＳ事故発生時の警報システムの改修を行う。 

④ ①～③の結果を取りまとめ、事業終了日までに報告書として提出を行う。特に上記

②については、地域漁業管理機関等へ不具合等及び対応状況の報告が必要となる場合

があり、水産庁が各地域漁業管理機関等へ提示するために必要な資料を求めた場合

は、上記収集データを活用し、水産庁の求めに応じた資料の作成、提出を行う。 

⑤ 経年に伴い更新が必要な管理システムにかかるクラウド化を行い、高度なセキュリ

ティ対策を講じたデータ管理が可能となる体制の構築を実施する。 

⑥ 本事業は、我が国かつお・まぐろ漁船の操業秩序確保の観点から、一日も欠けるこ

となくＶＭＳデータ等を収集する必要があるため、本事業の受託者は、「令和４年度

新たな資源管理システム構築促進事業のうち国際資源の管理体制構築促進事業のう

ち操業管理・海外漁場情報活用事業」により構築されたシステム等を当該事業の実施

主体である国際資源操業管理・海外漁場情報活用事業共同実施機関から承継し、若し

くは受託者が新たにシステム等を構築し、令和５年４月１日０時０分０秒より本事業

を実施しなければならない。 

⑦ 本事業の受託者より当該システム等の承継を求められた場合は、国際資源操業管

理・海外漁場情報活用事業共同実施機関は当該システム等を本事業受託者へ承継させ

なければならない。 

⑧ 各地域漁業管理機関において保存管理措置の更新等があった場合、更新された保存

管理措置を反映させるために必要となるシステムの設計変更等を行う。 

⑨ 令和４年度受託者が現在運用・管理している本システムの内容等の詳細について
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は、本要領のほか、必要であれば事前の申し出により、以下の資料を閲覧することが

できるものとする。 

閲覧（貸与）資料：令和３年度新たな資源管理システム構築促進事業のうち国際資

源の管理体制構築促進事業のうち操業管理・海外漁場情報活用事業報告書 

⑩ 本システムを令和４年度受託者から承継できず、やむなく新たに本システムを構築

せざるを得ない場合であって、本事業の受託を希望する者は、企画提案書に「ネット

ワークシステムの新規開発理由書（様式自由）」を添付することとする。 

⑪ 受託者は、システムが円滑に機能することを目的として、また、国際的な漁業管理

機関において合意された資源管理措置の内容を正確に理解した上で、VMS データを活

用した操業管理が確実に実施できる最も重要な目的を達成するためには、このシステ

ムを活用したデータの収集過程や集計過程で、違法操業や事故不具合等の可能性にい

ち早く気づくことができる能力を有している等の専門的な知識を有する人員を常時

配置する。 

（２）その他 

① 信頼性（完全性要件）に関する事項 

機器等の故障や誤操作に起因するデータの滅失や改変の防止、処理結果の信頼性

確保、データの真正性確保に係る対策要件については、以下のとおり。 

ア 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること。 

イ 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。 

ウ データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること。 

エ データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及

び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと。 

② 拡張性に関する事項 

かつお・まぐろ・遠底 VMS システムについては、年間１２０万件の漁船位置情報

が受信されるため、データ保存領域の拡張等が容易に可能な構成とすること。 

③ 中立性に関する事項 

中立性として、求める要件は以下のとおり。 

ア 提供するハードウェア、ソフトウェア等は、特定ベンダーの技術に依存しな

い、汎用性のある技術仕様に基づくものとすること。 

イ 提供するハードウェア、ソフトウェア等は、全て汎用性のあるインタフェー

スを利用して接続又はデータの入出力が可能であること。 

ウ 導入するハードウェア、ソフトウェア等の構成要素は、標準化団体（ＩＳＯ、

ＩＥＴＦ、ＩＥＥＥ、ＩＴＵ、ＪＩＳＣ等）が規定又は推奨する各種業界標準

に準拠すること。 

④ 情報セキュリティに関する事項 

システム環境のセキュリティ向上を目的とした対策を実施することとし、その水

準は、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を遵守した内容となる
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よう努めることとする。 

⑤ 運用に関する事項 

運用要件については、以下のとおり。 

ア 運転管理・監視 

運転管理・監視の要件については、以下のとおり。 

表 1 運転管理・監視要件 

作業名 作業概要 管理・監視項目 

死活監視 本システムを構成する機器類の障害発生

状況等を把握するために、機器の通信状

態の変化や再起動の状況を監視するこ

と。 

 再起動回数 

 機器応答率 

 機器応答時間 等 

稼働状況監

視 

本システムの稼働状況や利用状況の監

視、ソフトウェアライセンス数の把握等

を行うこと。 

 稼働率 

 ＣＰＵ使用率 

 メモリ空き容量 

 ＨＤＤ空き容量 

 情報システム利用状況（ア

クセス数、利用者数） 

 ソフトウェアライセンス数 

等 

セキュリテ

ィ監視 

情報セキュリティに関する事象の発生状

況を監視すること。具体的な要件につい

ては、「第３．１０．情報セキュリティ

に関する事項」を確認すること。 

 不正アクセス件数 

 ウイルス検知数 

 不正侵入検知数 等 

構成管理 ハードウェアやソフトウェア製品、ネッ

トワーク等の情報システムを構成する資

産の管理を行うこと。 

 構成変更件数 等 

ネットワー

ク管理 

ネットワークの稼働状況や利用状況の監

視を行うこと。また、ネットワーク機器

や管理すべきサービスの構成情報（ＩＰ

アドレス、ポート接続情報、回線情報

等）を管理すること。 

 回線使用率 

 ネットワーク障害発生件数 

 ネットワーク機器故障率 

 ネットワーク構成変更件数 

等 

防犯監視 施設・区域等に対する物理的な不正侵入

や火災の発生有無等を監視すること。 

 物理的な不正侵入発生状況 

 火災発生状況 等 

 

イ 運用サポート業務 

運用サポート業務の要件については、以下のとおり。 

表２ 運用サポート業務要件 

作業名 作業概要 管理項目 

バックアッ

プ管理 

本システムにおけるデータのバックアップ管理

を行うこと。具体的な要件については、「第

３．５．信頼性に関する事項」を確認するこ

と。 

 定時バックアップ率 

 バックアップ実施回

数 

 バックアップデータ

からの復旧回数 等 
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作業名 作業概要 管理項目 

障害復旧対

応 

障害発生時に影響度等の分析を行った上で、障

害による影響を最小限にとどめ、本システムの

復旧作業を行うこと。具体的な要件について

は、「第３．９．継続性に関する事項」を確認

すること。 

 障害復旧時間 等 

情報システ

ムの設定変

更 

農林水産省からの依頼内容に基づき、情報シス

テムの設定変更等を行うこと（年２回程度を想

定）。 

 情報システムの設定

変更件数 等 

セキュリテ

ィパッチ運

用等業務 

農林水産省からの依頼内容に基づき、セキュリ

ティパッチの適用やアップデートを実施するこ

と（月１回程度を想定）。 

 セキュリティパッチ

適用件数 

 アップデート実施件

数 等 

 

⑥ 保守に関する事項 

保守用件については、システムの運用に空白期間が生じさせないため、以下を満

たすこと。 

ア かつお・まぐろ・遠底 VMSシステムの各プログラムの不具合については、９

時から 18時（行政機関の休日を除く。）の間、の不具合を受け付け、原因解明

やシステム復旧を速やかに行うこと。 

イ ハードウェアの状態について定期的（１年に２回程度）に点検を行い、稼働

状況について確認を行い、ハードウェアの部品等についても、稼働による損耗

等による障害を防止するために部品等についてあらかじめ交換を行う。 

ウ ソフトウェアのアップデートやサポート対応、データの保守等について

も、適切に対応すること。 
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改定履歴（１／２）

2

改定年月 改定頁 改定内容

令和３年11月 全頁 初版として作成

令和３年12月 ４頁,13頁,16頁,19頁～22頁
クラウドサービスの名称変更に伴い、Security CenterをMicrosoft Defender for 
Cloudに変更
名称変更があった際は読み替えて利用する旨追記

令和３年12月 12頁
MAFFクラウドのAzureADのカスタムドメイン「azcloud.maff.go.jp」を追記
Azureを利用する際の留意事項に事業者を含めた打ち合わせを設定する旨を追記

令和３年12月 ６頁 関連資料に机上評価チェックシートを追記

令和４年１月 17項,18項 MAFFクラウド利用時のネットワークに関するページを追加

令和４年２月 15頁
マネージド型脅威検出機能・不適切設定検知機能の利用に関する注意事項を
追加

令和４年７月 6頁,11頁,21頁,23頁,25頁
全16リージョンの記載を全リージョンに変更
机上評価チェックシートを利用ガイドライン別紙として記載

令和4年8月 9頁, 35頁
アマゾンとAmazon、マイクロソフトとMicrosoftの表記揺れを修正
AmazonとMicrosoftの記載に統一

令和4年8月 20頁 統合NW内で利用可能なIPアドレスの範囲を「/24～/22」に変更

令和4年8月 13頁 大阪リージョン(AWS)/西日本リージョン(Azure)の使用条件について記載

令和4年8月 ６頁,30頁 農林水産省用ガイドライン別紙7_PoC利用申請書についての記載を追記
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改定履歴（２／２）

3

改定年月 改定頁 改定内容

令和４年11月 29頁～36頁 不適切設定検知時の対応方法を追記（AWS）

令和４年11月 6頁 見積依頼時のCSP提供ツールを使用する旨を追記

令和４年11月 37頁 不適切設定検知時の対応方法を追記（Azure）

令和4年11月 6頁 構成を変更する場合は、PMOへ連絡する旨を追記
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１．本ガイドラインの目的

◼ 農林水産省においては、システムの新規構築や更改を検討するときは、まずはクラウドサービスの利

用を検討することとしています。

◼ 農林水産省PMOでは、省内の情報システムにおけるクラウドサービスの利用を支援するため、「農

林水産省クラウド（MAFFクラウド）」として、利用環境の提供及びクラウド利用への支援を行ってい

ます。

◼ MAFFクラウド共通機能は、現時点ではISMAPに掲載されたクラウドサービスであるAWSおよび

Azureに対応しています。今後MAFFクラウド共通機能が対応するクラウドサービスは追加される可能

性があります。

◼ 本ガイドラインは、MAFFクラウドの全体像、MAFFクラウドが提供する機能、その利用方法につい

て、PJMOとその受託事業者（※）の理解を促すことにより、農林水産省内におけるシステムのクラウ

ド化及びMAFFクラウドの利用を推進することを目的としています。

◼ システムの新規構築や更改を検討するPJMOは、このガイドラインを必ず御覧ください。

◼ なお、PJMO及び事業者からのこれまでの問合せを「FAQ一覧」として整理しています。こちらにつ

いても必要に応じて参照してください。

5

※ 本ガイドラインは、これからPJMOの事業を受託しようとする者にも提供していただくことができます。
MAFFクラウドの利用を予定している又は既に利用している場合は、入札予定者又は受託事業者に
本ガイドラインをお渡しください。

※クラウドサービスの名称変更が生じた場合は順次修正を行いますが、修正されていない場合は適宜
読み替えて利用してください。
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２．本ガイドラインの利用方法

◼ PJMOは、その管理する情報システムの以下の開発・作業工程に応じて本ガイドラインの関係箇所を参照してください。

※ 既にAWS/Azureを利用中のシステムにおいては、MAFFクラウド利用検討時に本紙1、2章を参照し、
MAFFクラウドの仕様、AWS/Azureを利用中のシステムにおける考慮事項を確認の上、検討してください。

※※ 提出した利用申請書の内容（特に構成図）に変更が生じる場合は、PMO（pmo@maff.go.jp）に更新した利用申請書を送付し、
MAFFクラウドCoEによる再レビューを受けるようにしてください。

6

システム開発工程

設計・開発

調達

企画・予算要求

• 要件検討時に本紙2章を参照し、MAFFクラウドが提供する共通機能を理解した
うえで、MAFFクラウド共通機能を利用する要件、自システムで個別に開発すべき要件の検討を
行ってください。

• 設計構築前に「農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙4_ MAFFクラウド命名規約設計」を事
業者へ提示し、規約に沿ったリソースの作成およびタグの設定をするよう依頼してください。

• 設計開始時には本紙1、2章を参照し、MAFFクラウドの利用方法の確認、利用申請を行ってくだ
さい。

• 調達手続き時に本紙2章を参照し利用するMAFFクラウド共通機能の仕様を調達仕様書に記載、ま
たは本紙を参考資料として添付し、事業者へMAFFクラウド利用時の調達範囲を明示してくださ
い。

• システムのクラウド化検討時には本紙1、3章を参照し、MAFFクラウドの概要及びクラウド移行
（MAFFクラウド利用）によるメリット、PoCの実施方法（新規整備システムを除く）を確認く
ださい。

• 予算要求時には本紙2章を参照し、見積依頼先の事業者にMAFFクラウド利用時の調達範囲を明示
してください。

• 見積依頼時には、事業者が見積もりの根拠として作成するシステム構成図を入手してください。
また、見積ツールによって定価ベースの利用が分かるもの（AWS Pricing Calculator、Azureの料
金計算ツール）を事業者から受領してください。

本資料での参照箇所/想定利用方法

要件定義
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３．本ガイドラインの利用フロー
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MAFFクラウド利用フロー

企画・予算要求
/調達

運用保守設計・開発

PJMO
作業

PMO
作業

MAFFクラウドの仕様
及び利用方法を確認

・予算案/仕様書案の確認
・MAFFクラウドの仕様

および利用方法を説明

運用開始

利用申請書
受領

利用申請書の
作成/提出

システム設計/開発

共通機能
設定実施

1 2 3

関連
資料

1
• 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（本紙）
• 「農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙5_FAQ一覧」
• 「農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙6_机上評価チェックシート」
• 「農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙7_PoC利用申請書（※オプション）

3
• 「農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙2_共通機能_設定手順書(AWS)」
• 「農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙3_共通機能_設定手順書(Azure)」
• 「農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙4_ MAFFクラウド命名規約設計」（※）

2 • 「農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙1_【システム名】共通機能_利用申請書」

予算案/仕様書案の確認

要件定義

CoEによる支援

※MAFFクラウドにおけるリソースの命名規約およびタグのキー・値の規約について記載したドキュメントです。
MAFFクラウド利用時はタグの登録が必須です。システム設計/構築前に必ずご確認いただき、リソース作成後速やかにタグを設定してください。
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1. MAFFクラウドの概要

1-1. MAFFクラウドとは ー基本方針－

1-2. MAFFクラウドの構成

1-3. MAFFクラウドを利用するメリット

1-4. MAFFクラウドの構成要素

1-5. MAFFクラウド利用時の留意事項

1-6. 既にAWS/Azureを利用中のシステムについて

8
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1-1. MAFFクラウドとは ー基本方針－

9

MAFFクラウドの基本方針

・ 共通機能は最小限とし、MAFFクラウドCoE支援の下、PJMOが柔軟且つ迅速にクラウドサービスを利用可能となることを
目的とします。

・ ベンダーロックインが防がれることで、システムベンダー及びクラウドサービス利用の自由度が高まり、ベンダーの
得意技術や先端技術の恩恵を享受できるようにします。

MAFFクラウド整備の背景と基本的な考え方

◼農林水産省の個別システム（PJMO）の抱える課題

• 農林水産省には、⽐較的小規模な情報システムが多数存在します。このため、PJMOが他業務と情報システム関連業
務とを兼務して、システムの整備、運用を行っている場合が多くみられます。情報システム整備・運用業務の中でも
技術的な知見を要するクラウド化の検討は、PJMO担当者にとって負荷が高い作業となっています。

• 既存の受託事業者が提供するクラウドサービスを利用している場合であっても、クラウド化を進めた情報システムに
おいて、運用メニューやセキュリティレベルが統一されておらず、 クラウド化のメリットを⼗分に享受できていな
い状況がみられます。

◼農林水産省PMOの対応方針

• 農林水産省の情報システムが利用する共通のクラウドサービス利用環境を整えます。その際、共通機能を最小限とし、
追加で必要となる機能はPJMOシステム毎に構築を行うことで、PJMOに過剰な制約や省内での重複投資を防ぎます。

• クラウドへの移行を専門的に支援する機能チーム（MAFFクラウドCoE）を立ち上げ、各システムが個別の課題に対
応しつつ、クラウド移行できるように支援します。

• 検討を支援する活動と共通機能の提供、これらの総称を「MAFFクラウド」と呼び、取組を行っています。
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1-2. MAFFクラウドの取組及び全体の構成
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◼ 政府機関が整備・運用する情報システムについては、オンプレミス（個別の動作環境（データセンター、ハードウェア、サーバ
等）を自ら整備・運用すること）に⽐べて、運用負荷の低減等が期待されるクラウドサービス（ソフトウェア、データベース等を提
供する技術基盤を、サーバ等ではなくインターネット等のネットワークにより行うもの）の採用が適当との考え方により、平成30年
１月に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において、クラウド・バイ・デフォルトの原則（政府情報システムは、ク
ラウドサービスの利用を第一候補として検討すること）が明記されました。

◼ これに基づき、農林水産省においては、オンプレミスで運用してきた情報システムを、パブリック・クラウド（任意の組織におい
て利用可能なクラウドサービス）に移行させることとし、令和２年度にＭＡＦＦクラウドの取組を開始しました。その一環として、
共通的な機能を整備し、運用を始めています。（農林水産省の情報システム数は約70）。

MAFFクラウド構成イメージ

AWS

Azure

クラウド接続サービス

NW側の
接続機器

NW回線

通信事業者の回線とクラウド
サービスを中継する仕組み。

MAFFクラウド
（デジタル戦略グループにて一括で契約）

パブリック・クラウド
（各情報システム側が契約）

本省 施設等機関 地方支分部局

農林水産省
のネットワーク

移行検証用
基盤

クラウド上で効率的に運用
できるように設計を見直し

AWS接続
サービス

Azure接続
サービス

監査ログ収集
不適切設定検知

監査ログ収集
不適切設定検知

・支援チーム（CoE）によるクラウド移行・運用支援
・共通的な機能提供

AWS
接続機器

Azure
接続機器

（Amazon社の製品）

（Microsoft社の製品）

移行検証用
基盤

※利用可能なパブリック・クラウドは、
ISMAPに登録されているサービスの中か
ら今後追加していく予定です。
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1-3. MAFFクラウドを利用するメリット
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◼ MAFFクラウドは農林水産省の情報システムのうちクラウドサービスを利用するものに対して、クラウドサービス利用のために
必要となる共通の基盤及びサービスを提供するものです。

◼ MAFFクラウドを利用することで、個別システム側では、ISMAP(※)に準拠したクラウドサービスの利用、MAFFクラウドCoE
（農林水産省PMOが提携するコンサル機能）による技術支援、MAFFクラウド共通機能の適用による当省として定める
セキュリティ基準への準拠が可能となります。

MAFFクラウドを利用するメリット

信頼できるクラウドの利用

共通機能の利用による
セキュリティ基準への準拠

MAFFクラウドCoEによる
技術支援

• MAFFクラウドで利用可能なAWS/AzureはISMAPに準拠しており、安心・安全に
クラウドを利用できます。

• PJMOが各クラウドサービスのセキュリティ基準について個別にチェックし選定する
必要がなく、工数の削減が可能です。

• セキュリティに係る共通機能を利用することで、当省として定めるセキュリティ基
準への準拠が可能です。また、要件に応じた追加でのセキュリティ対策機能の整備
も可能です。

• MAFFクラウドで提供されている共通機能を使用することで、該当機能の整備期間の
短縮と整備・運用費用の削減が可能です。

• クラウド化の検討から運用に至るまでMAFFクラウドCoEが支援を行い、PJMOの負
荷を軽減します。

• クラウドに関する知見を集約しているMAFFクラウドCoEより、政府のクラウド施策
やクラウドサービスの最新動向を踏まえた情報を取得することができます。

1

3

2

※ ISMAP：「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度」 令和２年６月30日（令和３年７月最終改定）（サイバー
セキュリティ対策推進会議・各府省情報化総括責任者（CIO）連絡会議）
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1-4. MAFFクラウドの構成要素
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◼ MAFFクラウドは、「MAFFクラウド共通機能」「MAFFクラウドCoE」「PoC環境」をPJMOに提供します。

◼ 各構成要素の概要は以下のとおりです。

概要

• MAFFクラウドはAWS/Azureを対象に以下の機能を共通機能として提供します。
➢ 農林水産省統合ネットワーク（以降、統合NW）閉域網接続機能
➢ 監査ログ収集機能
➢ マネージド型脅威検出策機能
➢ 不適切設定検知機能

• MAFFクラウドのコンセプトを理解し、クラウド移行・運用の知見を集約したPJMOへの総
合的な技術支援を行うMAFFクラウドCoEを当省内に設置します。

• MAFFクラウドCoEはクラウド移行を検討しているPJMOに、検討、企画・予算要求、調達、
設計・構築、運用保守の各段階において技術支援を行います。

• クラウド化に向けた網羅的な評価を机上で実施する「農林水産省クラウド利用ガイドライン
別紙6_机上評価チェックシート」をPJMOに提供しリスクや課題等洗い出しをご支援します。

• 必要に応じて、実機検証が可能なクラウド環境をPJMOに提供します。なお、検証によって
発生するクラウドサービス利用料はMAFFクラウドCoEにて負担します。

構成要素

MAFFクラウド
共通機能

MAFFクラウド
CoE

2

PoC環境
3

MAFFクラウドの構成要素

1
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1-5. MAFFクラウド利用時の留意事項
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◼ MAFFクラウドを利用する情報システム担当課室（以下「MAFFクラウドPJMO」という。）においては、
CSP（クラウドサービスプロバイダー）（※）に関連する以下の点に留意してください。

クラウドサービスプロバイダーに関する留意事項

CSPへの技術問合せ

CSPとの契約

AWS関連（※※）

クラウドサービスの利用

クラウドサービス利用料

Azure関連（※※）

• MAFFクラウドではAWS Organizationsを利用していませんので、事業者は請求等におけるAWS
Organizationsの利用が可能です。

• MAFFクラウドではPJMOシステムが自由にクラウドサービスを利用可能です。自システムで必要となるク
ラウドサービスを選択し、設計、構築、運用を実施してください。

• MAFFクラウド共通機能の利用に当たっては、MAFFクラウドが指定するクラウドサービスを利用いただく
必要があります。→P３参照

• MAFFクラウド共通機能の利用にあたって、各PJMOシステムサブスクリプションの紐づけ先AzureADテナ
ントは、MAFFクラウドが用意するカスタムドメイン「azcloud.maff.go.jp」を利用していただくことが必
須です。

• サブスクリプションを契約する際の形態は、原則としてCSP契約としてください。
• 留意事項が多数あるため、Azureを利用する際は事業者が決定次第打ち合わせを設定してください。

• PJMOシステムのアカウントに関するクラウドサービス利用料は、MAFFクラウドが指定したクラウドサー
ビス分も含めてPJMOシステムにて負担いただきます。

• クラウドサービスプロバイダー（CSP）との契約は、PJMOシステム側で実施してください。
• MAFFクラウドCoE/PMOでは包括的な契約は行っておりません。

• AWS、Azureの技術仕様に関する問い合わせは、各PJMOシステムの構築事業者経由でAWS、Azureのサ
ポートに直接お問い合わせください。

• 問い合わせ内容作成に関する支援はMAFFクラウドCoEでも可能です。

※ CSP(クラウドサービスプロバイダー)：クラウドベースのプラットフォーム、インフラストラクチャ、アプリケーション、
またはストレージ サービスを提供するIT企業（Amazon、Google等）のこと。

※ ※ 利用可能なパブリック・クラウドは現時点ではこの２つですが、ISMAPに登録されているサービスの中から今後追加し
ていく予定です。
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1-5. MAFFクラウド利用時の留意事項（大阪リージョン/西日本リージョン）
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◼ 大阪リージョン(AWS)/西日本リージョン(Azure)の利用においては、以下の点に留意してください。
・ PJMOはシステムの重要度に対するレジリエンシー※を判断し、その能力をシステムに備える必要があります。
・ リージョンに複数のAZがあり、AZに複数のデータセンターが所属するAWSとAzureでは、シングルリージョンでも

⼗分なレジリエンシーが得られます。
・ リージョンやデータセンターを東京と大阪に持ち、災害対策に取り組んだとしても、運用役務が東京と大阪で分散さ

れていない場合、有事には機能しません。

◼ PJMOは、以下の条件を満たす場合、大阪リージョン/西日本リージョンの利用を検討してください。なお、検討に当たっては、
MAFFクラウドCoEへ事前に相談をしてください。

大阪リージョン/西日本リージョン利用条件

事業継続性計画や災害復旧
におけるSLA

調達仕様書での明確化

• 「災害対策と可用性について」を一読し、PJMOシステムの復旧優先度とレジリエン
シー、SLAを確認する。

• 事業継続性計画や災害復旧の観点から、SLAが99.99％より必要か確認する。

• 調達仕様書において、大阪リージョン/西日本リージョンの利用が明確化されている。

1

2

3
RTO※※を意識した

復旧計画がなされている

• WBSにおいて、復旧計画がなされている。

• 災害発生時のリハーサルが実施または予定されている。

※ レジリエンシー：緊急事態発生に際して、組織が抵抗できる能力。
※ ※ RTO：被災時点からどれだけの時間で業務を復旧させるかという目標値。情報システムに求められるRTOは、復旧優先

度として、NISCの「政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドライン」で定義されている。
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1-6.既にAWS/Azureを利用中のシステムについて

15

◼ 既にAWS/Azureを利用中のシステムは、以下に記載する考慮事項、本ガイドラインの目的及び利用方法（2,3ページ）の内容
を踏まえてMAFFクラウドの利用が可能か検討してください。

◼ 検討に当たってはMAFFクラウドCoEにご相談ください。

既にAWS/Azureを利用中のシステムにおける考慮事項

利用共通機能の
利用に当たっての
考慮すべき事項

利用クラウド別に
考慮すべき事項

AWS

Azure

統合NW閉域網
接続機能

脅威検出機能

監査ログ収集
機能

不適切設定
検知機能

• 特にありません。

• サブスクリプションの紐づけ先をMAFFクラウド管理のAzure ADに変更する必要があ
ります。

• 利用しているクラウドリソース、契約形態によって紐づけ先Azure AD変更時の移行
難易度が変動するため、MAFFクラウドCoEと協議を実施しMAFFクラウドの利用是
非を検討してください。

• IaaS等に割り当てているIPアドレスの変更が発生する可能性があります。
（MAFFクラウドにて取得している統合ネットワーク接続用IPアドレスへの変更）

• Amazon GuardDuty/Microsoft Defender for Cloud等を利用していない場合には新規
に利用が必要であり、利用済みの場合でも設定変更が必要となります。

• AWS S3/Azure Blob Storageへログを出力していない場合には、出力先の変更が必要
となります。

• AWS Config/Azure Policy等を利用していない場合には新規に利用が必要であり、利
用済みの場合でも設定変更が必要となります。
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2. MAFFクラウド共通機能の仕様

2-1. MAFFクラウド共通機能の概要

2-2. MAFFクラウド共通機能の全体構成

2-3. MAFFクラウド利用時のネットワーク

2-4. MAFFクラウド利用時のネットワーク構成例

2-5. MAFFクラウド共通機能 ー統合NW閉域網接続ー

2-6. MAFFクラウド共通機能 ーマネージド型脅威検出ー

2-7. MAFFクラウド共通機能 ー監査ログ収集ー

2-8. MAFFクラウド共通機能 ー不適切設定検知機能ー
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2-1. MAFFクラウド共通機能の概要

17

◼ MAFFクラウドは、統合NWとの閉域網接続機能及びセキュリティ関連分野における３つの機能、計４つの機能を提供します。
• 閉域網接続機能は、省内から統合NWを経由しMAFFクラウドを利用するシステム（以下「PJMOシステム」という。）

に接続する場合には利用してください。
• セキュリティ関連機能は、AWS/Azure上にシステムを構築する場合にはその利用が必須とされています。

MAFFクラウド共通機能一覧

• 統合NWとクラウドサービスプロバイダを閉域網接続し、PJMOシステムにクラウドとの接続機能を提供
します。

• PJMOシステムは統合NWとの接続要否に応じて、本機能の利用を検討してください。
（統合NWと接続が必要となる場合には、原則として本機能を利用してください。）

統合NW
閉域網接続機能

• 以下3機能は当省として定めるセキュリティ基準への準拠を目的とした機能であるため、原則として利
用が必須です。

• なお、PJMOシステムは自身のセキュリティに関する要件に応じてセキュリティ機能の追加を検討して
ください。

セキュリティ
関連機能

マネージド型
脅威検出機能

（※）

• 各クラウドサービスプロバイダ上の脅威を検出し、検出時にPJMOシステムの管理者及びMAFFクラウド
管理者へ通知を行います。

監査ログ
収集機能

• システム監査等の必要時にMAFFクラウドCoEがログの取り出し及び確認を行えるよう、PJMOシステム
監査ログの収集・アーカイブを行います。

• 本機能で収集したログはあくまでMAFFクラウドCoEが確認する用途であるため、各システムにて適宜
ログの管理を行います。

不適切設定
検知機能（※）

• 順守すべきポリシーと異なるPJMOシステムの設定及び設定の変更を検知し、PJMOとMAFFクラウド
管理者へ通知を行います。

※ マネージド型脅威検出機能・不適切設定検知機能にて検知されるテストを行う場合は、MAFFクラウドCoEへ事前に通知
をお願いいたします。
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2-2. MAFFクラウド共通機能の全体構成
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◼ MAFFクラウド共通機能の全体構成を以下に示します。PJMO管理範囲内のクラウドサービスは例です。

Gateway

AWS Cloud

東京リージョン

利用システムアカウント

大阪リージョン

VPC

Transit 
Gateway

EC2 RDS

Guard
Duty

Config

S3 S3
Glacier

Cloud
Trail

Cloud
Watch

Cloud
Formation

SNSAWS
KMS

IAM

S3 Cloud
Trail

ConfigGuard Duty IAMInternet 
gateway

Direct 
Connect

農林水産省
統合ネットワーク

沖縄総合
事務局等

地方農政
局・地方
センタ等

NTP
サーバー

DNS
サーバー

農政局
グループ

Internet
西日本リージョン東日本リージョン

MAFFクラウド利用システムサブスクリプション

Virtual Network

MAFFクラウド管理者サブスクリプション

Virtual Network

Azure Cloud

Blob 
Storage

VM Database

Microsoft 
Defender 
for Cloud

Policy

Activity
Log

Monitor

Key Vaults Active
Directory

Virtual Network 
Gateway

Virtual Network 
Gateway

Blob
Storage

Blob
Storage

Vnetピアリング

Microsoft 
Defender 
for Cloud

PolicyActivity
Log

ARM
Template

S3 S3
Glacier

Express Route

MAFFクラウド管理者アカウント

PJMOの
管理範囲

PJMOの
管理範囲
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2-3. MAFFクラウド利用時のネットワーク
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◼ 接続先によりMAFFクラウドが接続機能を提供する場合と、利用システム個別に用意いただく場合が存在します。
◼ 以下に接続先ごとの利用システムによる設計/構築要否、接続方式等を示します。
◼ 下記の他に通信要件がある場合には個別にお問い合わせください。

• MAFFクラウドが提供する「統合NW閉域網接続機能」を利用し接続してください。
• 利用にあたってはPMOへ利用申請書の提出をお願いいたします。

• MAFFクラウドが提供する「統合NW閉域網接続機能」を利用する場合は、利用システムで
作業を行うことなく接続可能です。

• 「統合NW閉域網接続機能」を利用しない場合は、利用システムにて個別に通信経路の設計、
構築、運用保守を行ってください。

• MAFFクラウド管理者アカウント/サブスクリプション経由で接続してください。
• 本通信の要件がある場合にはPMOへ連絡を行ってください。

（MAFFクラウド側での作業が必要なためです。）
• 他システムと接続する際には、接続先システムのPJMOから接続の承認を受けてください。

• 利用システムにて個別に通信経路の設計、構築、運用保守を行ってください。
• インターネットとの接続にあたっては、接続先を必要最小限に限定する、WAFを導入する

等のセキュリティ対策を実施してください。

• 利用システムにて個別に通信経路の設計、構築、運用保守を行ってください。
• 拠点から接続する際は、VPNによる通信暗号化、踏み台サーバやAWS Systems Manager等

を利用した間接的な接続等のセキュリティ対策を実施してください。

• 外部システムとは、セキュリティ要件上専用線での接続が必須である政府システムや、民間
事業者のシステムを想定しています。

• 利用システムにて個別に通信経路の設計、構築、運用保守を行ってください。

1

2

3

4

5

6

7

統合ネットワーク

クラウドを跨いだ
他システム

同一クラウド内の
他システム

アカウントを跨いだ
自システム

インターネット

運用保守事業者拠点

外部システム

ー

○
（場合によるため、

右記を要参照）

ー

ー

○

○

○

MAFFクラウド利用時に想定される通信一覧

接続方式等接続先
利用システムが
個別に設計/構築
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東日本リージョン

MAFFクラウド管理者
サブスクリプション

統合NW

20

◼ MAFFクラウド利用時のネットワーク構成例を以下に示します。

AWS Cloud

東京リージョン

利用システム
アカウントA(1)

VPC

Direct 
Connect

MAFFクラウド管理者
アカウント

VPC

クラウド接続
サービス

地方農政局等
拠点

各種DC

本省

政府共通NW

他府省

政府共通PF

LGWAN

地方自治体

内閣府LAN

沖縄農政局

利用システム
アカウントA(2)

VPC

利用システム
アカウントB

Internet

ユーザー

Transit Gateway

Internet gateway

VPN

外部システム

7

運用保守
事業者拠点

6

利用システム
サブスクリプションB

Virtual 
Network

Virtual 
Network

Azure Cloud

Virtual Network Gateway

利用システム
サブスクリプションA(1)

Virtual 
Network

利用システム
サブスクリプションA(2)

Virtual 
Network

Vnet ピアリングExpress
Route

２

2-4. MAFFクラウド利用時のネットワーク構成例

1

5

3 4

3 4
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2-5. MAFFクラウド共通機能 ー統合NW閉域網接続ー（1/2）

21

仕様

• MAFFクラウド管理者アカウント内のTransitGatewayを、ResourceAccessManagerを活用することで各
PJMOシステムカウントへ共有を行います。

• 共有を行ったTransitGatewayとそれに紐づくルートテーブルを活用し、各PJMOシステムとの接続をMAFF
クラウド管理者アカウントで一元管理を行います。

AWS

MAFFクラウド及びPJMOシステムの役割分担
• FICを利用した統合NWと各クラウドとの閉域網接続回線、クラウドサービス及び利用料を負担します。

• 統合NW内で利用可能なIPアドレス（原則/24~/22の範囲で提供）の払い出しを行います。

• 各PJMOシステム向けの設定手順を作成します。

MAFFクラウド

• MAFFクラウドが提供するIPアドレスを用いたVPC、vNetの構築及び利用料を負担してください。

• TransitGateway、MAFFクラウド管理者vNetへの接続設定及び疎通確認作業を行ってください。

• 開発、運用管理用等の事業者接続環境を構築してください。

PJMOシステム

• 各クラウドと統合NWとの接続はNTT Com社が提供するFlexible InterConnectサービス（以降FIC）を利用
し、帯域幅1Gbpsの回線が2本(act/stb)で構成されています。

• 各クラウド及びFICは東日本の拠点を利用しており、西日本拠点とのDR構成は現状不可能です。

各クラウド共通

• MAFFクラウド管理者サブスクリプションとPJMOシステムサブスクリプション間の接続についてはVNetピ
アリングによってハブアンドスポーク構成をとっており、各PJMOシステムサブスクリプション間での通信
を制御します。

• VNetピアリングの接続によって、各PJMOシステムとの接続をMAFFクラウド管理者サブスクリプションで
一元管理を行います。PJMOシステムサブスクリプション側での制御は、各PJMOシステムのNSGによって
行ってください。

Azure
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提供イメージ
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管理者サブスクリプション
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Gateway
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2-6. MAFFクラウド共通機能 ーマネージド型脅威検出ー（1/2）
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仕様
• マネージド脅威検出機能を実現するための方法として「GuardDuty」、「EventBridge」、「Simple 

Notification Service」を活用します。

• MAFFクラウド管理者アカウントは検出対象を原則全リージョンでの適用としますが、PJMOシステムアカ
ウントには東京リージョンのみの適用もしくは全リージョンでの適用のいずれかを選択いただきます。

AWS

MAFFクラウド及びPJMOシステムの役割分担
• 管理者用アカウントにおいて、統合的な脅威検出を行うための以下クラウドサービス及び利用料を負担し

ます。
➢ AWS：「GuardDuty」、「EventBridge」、「Simple Notification Service」
➢ Azure：「Microsoft Defender for Cloud」、「Log Analytics ワークスペース」、「Azure Logic 

Apps」

• 各PJMOシステム向けの設定手順を作成します。

MAFFクラウド

• PJMOシステムアカウントにおいて、脅威検出とMAFFクラウド管理者への検出結果の連携を行うための以
下クラウドサービス及び利用料を負担してください。

➢ AWS：「GuardDuty」、「EventBridge」、「Simple Notification Service」
➢ Azure：「Microsoft Defender for Cloud」、「Log Analytics ワークスペース」、「Azure Logic 

Apps」

• MAFFクラウド管理者より提供された手順に基づく設定作業を実施してください。

PJMOシステム

• マネージド脅威検出機能を実現するための方法として「Microsoft Defender for Cloud」、「Log Analytics 
ワークスペース」、「Azure Logic Apps」を活用します。

• Microsoft Defender for Cloudはサブスクリプション全体に適用されるため、MAFFクラウド管理者及び
PJMOシステムともに全リージョンのリソースを検出対象としてセキュリティ評価を実施します。

• Microsoft Defender for Cloudを利用することで、仮想マシン、SQLデータベース、コンテナ、Webアプリ
ケーション、ネットワークなどに対して、セキュリティアラートと高度な脅威保護の提供が可能となりま
すが、利用要否は各PJMOシステムにて判断してください。

Azure
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仕様

• PJMOシステムアカウントが各リージョンで出力するログをMAFFクラウド管理者アカウントのS3バケット
へ集約します。

• 「AWS Config」「Amazon Guard Duty」「AWS CloudTrail」「Amazon VPC Flow Logs」を収集対象ログ
としています。

• 収集対象リージョンは、原則デフォルトで有効となっている全リージョンですが、「Amazon VPC Flow 
Logs」のみ“アジアパシフィック (東京)”が対象です。

AWS

MAFFクラウド及びPJMOシステムの役割分担

• MAFFクラウド管理者及びMAFFクラウドCoEがPJMOシステムの監査ログを集約、確認を行うためのクラ
ウドサービス（S3、Azure Storage）及び利用料を負担します。

• 各PJMOシステム向けの設定手順を作成します。

MAFFクラウド

• 自身のログを保管・管理するためのクラウドサービス（S3、Azure Storage）及び利用料を負担してくださ
い。
※ MAFFクラウドにて集約する監査ログは、S3またはAzure Storageへの保管・管理が前提となり

ます。

• MAFFクラウド管理者より提供された手順に基づく設定作業を実施してください。

PJMOシステム

• 各PJMOシステムサブスクリプションの各リージョンで出力されるログをMAFFクラウド管理者サブスクリ
プションのAzure Storageへ集約を行います。

• 「Azure Policy」「Microsoft Defender for Cloud」「Activity Log」「NSGフローログ」を収集対象ログと
しています。

• 収集対象リージョンは、原則全リージョンですが、「NSGフローログ」のみ“東日本リージョン”が対象です。

Azure
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提供イメージ

MAFFクラウド管理者
アカウント

AWS(東京リージョン)

S3

S3 Glacier

MAFFクラウド管理者
アカウント

AWS(大阪リージョン(ローカル))

S3

S3 Glacier

1年経過した
ログをアーカイブ

大阪リージョン
(ローカル)へ

ログをレプリケーション

1年経過した
ログをアーカイブ

MAFFクラウド
管理者サブスクリプション

Blob Storage
ホットアクセス層

Blob Storage
アーカイブアクセス層

1年経過した
ログをアーカイブ

Azure（西日本リージョン） Azure（東日本リージョン）

MAFFクラウド
管理者サブスクリプション

Blob Storage
ホットアクセス層

Blob Storage
アーカイブアクセス層

1年経過した
ログをアーカイブ

西日本リージョンへ
ログをレプリケーション

利用システムアカウント

AWS Config CloudTrail

GuardDuty Flow logs

利用システムアカウント

AWS Config CloudTrail

GuardDuty Flow logs

各利用システムのConfig及びCloudTrailの
ログを管理者アカウントのS3へ出力

利用システムサブスクリプション

Azure PolicyActivity Log

NSGフローログ

利用システムサブスクリプション

Azure PolicyActivity Log

NSGフローログ

各利用サブスクリプションのAzure Policyおよび
Activity Logのログを管理者サブスクリプション

のBlob Storageへ出力

Microsoft
Defender for Cloud

Microsoft
Defender for Cloud
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仕様

• 不適切設定検知機能を実現するための方法として「Config」、「Security Hub」、「EventBridge」、
「Simple Notification Service」を活用します。

• 「CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0」及び「AWS 基礎セキュリティのベストプラクティス
v1.0.0」のベストプラクティス基準に準拠した項目を対象に検知を行います。

• デフォルトで有効となっている全リージョンを対象リージョンとしています。

AWS

MAFFクラウド及びPJMOシステムの役割分担

• 不適切な設定の検知を統合的に行うための以下クラウドサービス及び利用料を負担します。
➢ AWS：「Config」、「Security Hub」、「EventBridge」、「Simple Notification Service」
➢ Azure： 「Azure Policy」、「Azure monitorアラート」

• 各PJMOシステム向けの設定手順を作成します。

MAFFクラウド

• PJMOシステムアカウントでの不適切設定検知及びMAFFクラウド管理者への検知結果の連携を行うための、
以下クラウドサービス及び利用料を負担してください。

➢ AWS：「Config」、「Security Hub」、「EventBridge」、「Simple Notification Service」
➢ Azure： 「Azure Policy」、「Azure monitorアラート」

• MAFFクラウド管理者より提供された手順に基づく設定作業を実施してください。

PJMOシステム

• 不適切設定検知機能を実現するための方法として「Azure Policy」、「Azure monitorアラート」を活用し
ます。

• 「CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.1.0」及び「Azure セキュリティ ベンチマーク」の推奨
事項に準拠した項目を対象に検知を行います。

• 全リージョンを対象リージョンとしています。

Azure
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提供イメージ

MAFFクラウド管理者
アカウント

利用システムアカウント

利用システムアカウント

AWS(東京リージョン)

各利用システムのConfigルール
コンプライアンス状況を一元的に確認

PJMOPMO

PJMO

非準拠のルール検出時には
メールで通知を行う

AWS 
Management 

Console

Azure（東日本リージョン）

MAFFクラウド管理者
サブスクリプション

利用システム
サブスクリプション

利用システム
サブスクリプション

Azure Policy

各利用システムのAzure Policy 
コンプライアンス状況を一元的に確認

PJMOPMO

PJMO

非準拠のルール検出時に
はメールで通知を行う

Azure Portal
Azure Policy

Azure Policy

AWS 
Security 

Hub

AWS Security Hub

AWS Security Hub
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このセクションの目的

不適切設定検知の検知メールを受信するPJMOおよび事業者向けに、不適切設定検知の概要・検知メール受信時の
対応方法を記載しています。



農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.3）農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.11）農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.11）

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(AWS)ー（1/7）

30

不適切設定検知 とは

• AWS SecurityHub を使用し、各リソースに対して、標準的なセキュリティのベストプラクティスやベンチマー
クに準拠した設定となっているかをチェックする機能となります。

• 不適切設定検知により非準拠のルールを検知した場合は、登録されたメールアドレス宛にメール通知がされます。

• 導入の際の共通機能設定時にて設定頂きます

• 各検知項目には重要度が設定されており、「重要」「高」は直ちに対応が必要となります。

(重要度に関する関連情報)

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/securityhub/latest/userguide/controls-findings-create-
update.html#control-findings-severity

※ AWSの翻訳の都合上、CRITICALを「重要」や「重大」と記載している可能性がございます

CRITICAL(重要) この問題は悪化しないように直ちに修復する必要があります。

HIGH(高) この問題は短期的な優先事項として対処する必要があります

MEDIUM(中) この問題は中期的な優先事項として対処する必要があります。

LOW(低) この問題は単独で対処する必要はありません。

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/securityhub/latest/userguide/controls-findings-create-update.html#control-findings-severity
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不適切設定検知 とは

• 検知のタイミングはルールの種類によって以下の2種類があります

✓ リアルタイムに監視されており非準拠となる設定がされた際に、すぐに検知されます

✓ 一定間隔で定期的に非準拠となる設定がされていないかのチェックが行われ、チェック時に非準拠と検知
されます（間隔は最長で12時間）

• メール通知を受信されましたら、速やかに対応をお願いいたします。（対応内容は後述）

• 一定期間対応が滞っている場合は、対応状況を確認する為、PMOより連絡させて頂きます。

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(AWS)ー（2/7）
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メール通知の内容

対象メールの判別方法

メールから必要項目を確認する方法 （次ページの＜メール本文サンプル＞にて例を記載）

その他

• AWSの仕様により、対処していない項目は繰り返し通知が行われます。

• AWSの仕様により、対処を実施された1～5日後に、対処完了を示す内容のメールが送信される場合があります。
その際はメール本文内に「RecordState“:”ARCHIVED“」という記載があります。

件名 AWS Notification Message

本文内のキーワード 『"detail-type":"Security Hub Findings』という文字列が存在する

検知内容 本文内を『Title』というキーワードで検索します。その直後に記載される文字列
（次に表示される「,」まで）が検知項目(コントロール)、および検知内容となり
ます。

重要度 『Label』というキーワードを検索します。その直後に記載される文字列が重要
度になります。

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(AWS)ー（3/7）



農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.3）農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.11）農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.11）

メール通知の内容

＜メール本文サンプル＞

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(AWS)ー（4/7）
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メールを受信したら実施してほしいこと

以下の（１）もしくは（２）いずれかの対応を実施してください。

（１）検出内容に応じた修正作業を実施してください。

• AWSコンソール > SecurityHub > セキュリティ基準 にて「AWS 基礎セキュリティのベストプラクティス
v1.0.0」もしくは「CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0」を開き、該当する検知項目(コントロール)のタ
イトルを開きます。

• 「修復手順」のリンクを開き(※1)、修正方法を確認し対応をお願いします。

• ※1 以下リンクから直接開くことも可能
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-
controls.html

• https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-cis-controls.html

https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-cis-controls.html
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メールを受信したら実施してほしいこと

（２）システムの特性、利用用途やアプリケーションの制限等で修正作業が困難または対応が行えない項目、実施
自体不要な項目につきましては、リスクを承知したうえで「コントロールの無効化」もしくは「対象リソースの抑
制設定」を実施してください。（検知およびメール通知が行われなくなります）

※ コントロール：EC2.9、IAM.1 など不適切設定検知の検知項目

※ コントロール内でリソース毎の検知状態がわかるようになっており、リソース単位で抑制が可能

（２－１）コントロールの無効化

以下URLに記載されている「コントロールの無効化」を実施してください

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-enable-
disable-controls.html

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-enable-disable-controls.html


農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.3）農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.11）農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.11）

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(AWS)ー（7/7）

36

メールを受信したら実施してほしいこと

（２－２）対象リソースの抑制設定

• AWSコンソール > SecurityHub > セキュリティ基準 にて「AWS 基礎セキュリティのベストプラクティス
v1.0.0」もしくは「CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0」を開き、該当する検知項目(コントロール)のタ
イトルを開きます。

• 対象のコントロール画面を開き、対象となるリソースにチェックを付け(複数選択も可)、「ワークフローのス
テータス」→「抑制済み」をクリックします。
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不適切設定検知 とは

• Azure Policy を使用し、各リソースに対して、標準的なセキュリティのベストプラクティスやベンチマークに準
拠した設定となっているか、ポリシー違反となっているものが無いかをチェックする機能となります。

• 不適切設定検知により非準拠のルールを検知した場合に、初回検知時のみ、登録されたメールアドレス宛にメー
ル通知がされます。

• 導入の際の共通機能設定時にて設定頂きます

• 各検知項目には重要度が設定されており、「Error」は直ちに対応が必要となります。

Error (高,中) この問題は短期的な優先事項として対処する必要があります。
（メール通知の対象）

Warning (低) この問題は中期的な優先事項として対処する必要があります。

Informational この問題は単独で対処する必要はありません。



農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.3）農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.11）農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.11） 38

不適切設定検知 とは

• 検知のタイミングはルールの種類によって以下の2種類があります

✓ リアルタイムに監視されており非準拠となる設定がされた際に、すぐに検知されます

✓ 一定間隔で定期的に非準拠となる設定がされていないかのチェックが行われ、チェック時に非準拠と検知
されます（間隔は24時間）

※初回検知時のみメール通知がされます

• メール通知を受信されましたら、速やかに対応をお願いいたします。（対応内容は後述）

• 一定期間対応が滞っている場合は、対応状況を確認する為、PMOより連絡させて頂きます。

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(Azure)ー
（2/13）
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メール通知の内容

対象メールの判別方法

• 受信したメールの内容からは詳細な検知内容は確認できない為、Azureポータルにログインして確認する必要
があります。

件名 Fired:Sev3 Azure Monitor Alert maff-prod-alert-rule-azpolicy on maff-prod-
laws-security- ～(サブスクリプションIDや日付等の情報が記載される)～

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(Azure)ー
（3/13）
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2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(Azure)ー
（4/13）
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メールを受信したら実施してほしいこと

以下の（１）もしくは（２）いずれかの対応を実施してください。

※ 具体的な方法は次ページ以降で記載します。

（１）検出内容に応じた修正作業を実施してください。

• 受信したメール内に記載のリンクよりAzureポータルの該当ページを開き、検出内容を確認します。

• 検出内容に応じて対応をお願いします。

（２）システムの特性、利用用途やアプリケーションの制限等で修正作業が困難または対応が行えない項目、実施
自体不要な項目につきましては、リスクを承知したうえで「＊＊＊＊」を実施してください。

検出の無効化の方法をＭＳに確認中
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（１－１）メール通知の内容の確認

• メール本文内にある「Search Results」のリンクをクリックしてください。

（Azureポータル内のページへのリンクとなりますので、必要に応じてAzureポータルのログイン操作を実施して
ください）

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(Azure)ー
（5/13）
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• 「エクスポート」→「CSVへエクスポート – すべての列」をクリックします。

• ダウンロードしたCSVファイルをExcelで開きます。

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(Azure)ー
（6/13）
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• Excel内のAJ列（policies）の内容から「policyAssignmentName」の値を特定します。

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(Azure)ー
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（１－２）「policyAssignmentName」が「Azure セキュリティ ベンチマーク」の場合

• Azureポータルから「ポリシー」→「コンプライアンス」→「 Azure セキュリティ ベンチマーク」を開きます。

• 「ポリシー」タブを開くと「コンプライアンスの状態」列にて準拠していない項目が確認できます。

• （どの項目によって検知メールが

• 各項目の「名前」をクリックすると、該当するリソースを確認できます。

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(Azure)ー
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• 各項目の「名前」をクリックすると、該当するリソースを確認できます。

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(Azure)ー
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（１－３） 「policyAssignmentName」が「CIS Microsoft Azure Foundations 
Benchmark 1.1.0」の場合

• Azureポータルから「ポリシー」→「コンプライアンス」→「 CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 
1.1.0」を開きます。

• 「ポリシー」タブを開くと「コンプライアンスの状態」列にて準拠していない項目が確認できます。

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(Azure)ー
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• 各項目の「名前」をクリックすると、該当するリソースを確認できます。

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(Azure)ー
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（１－４）「policyAssignmentName」が「Azure セキュリティ ベンチマーク」 「CIS 
Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.1.0」以外の場合

• Azureポータルから「ポリシー」→「コンプライアンス」を開き、検索欄に「policyAssignmentName」の値を
入力して検索します。

• 表示された項目をクリックすると詳細が確認できます。

2-8-2. MAFFクラウド共通機能ー不適切設定検知時の対応方法(Azure)ー
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（２）システムの特性、利用用途やアプリケーションの制限等で修正作業が困難または
対応が行えない項目、実施自体不要な項目につきましては、リスクを承知したうえで、
以下の「＊＊＊＊」を実施してください。

未作成（検出の無効化の方法をＭＳに確認中）
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3. PoCの概要

3-1. PoCの目的

3-2. PoCの実施方針

3-3. 机上評価と実機検証の実施方法

3-4. PoCの進め方

3-5. PoCの検証対象スコープ
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3-1. PoCの目的

51

◼ PoC（Proof of Concept）とは、新しいプロジェクトが本当に実現可能かどうか、効果や効用、技術的な観点から検証する行程
をいいます。MAFFクラウドにおいては、クラウド移行に関する課題の事前検証・評価であり、業務アプリケーション見直しに
関する評価、クラウドに適したアーキテクチャの評価、システム運用に対する評価の3つの観点で評価することで、PoEが、
クラウド移行に係る移行経費抑制やリスク抑制等を目的として、以下の観点から、クラウド移行に関する課題の事前検証・評価
を行います。

・ 移行対象システムが想定どおりクラウドに移行できるか。
・ クラウド標準サービスを活用して運用負荷の低減が可能か。

◼ PJMOは、クラウド移行に向けた企画・予算要求時にPoCの実施を検討してください。なお、検討に当たってはMAFFクラウド
CoEへ事前に相談をしてください。

⚫ 業 務 ア プ リ ケ ー シ ョ ン の
移行観点を評価

⚫ リ フ ァ ク タ リ ン グ の 移 行
方法について評価

※リビルドは再構築が前提であることから、
本評価は行いません。

⚫ ク ラ ウ ド ア ー キ テ ク チ ャ
への移行観点を評価

⚫ OS／ミドルウェアの対応
バ ー ジ ョ ン 、 サ ー ド パ ー
ティー製品、移行ツール、
等の検証要素を抽出し評価

⚫ PJMOの運用観点を評価

⚫ クラウド化で変更となる
運用項目を抽出し評価

1
業務アプリケーション
見直しに関する評価

2
クラウドに適した

アーキテクチャの評価

3
システム運用に対する

評価

PoCにおける評価の観点
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3-2. PoCの実施方針

52

◼ PoCはPJMO及び運用保守事業者が中心となり実施していただき、MAFFクラウドCoEが支援します。

◼ 対象システム
・ 原則として、AWS・Azureへ移行予定のシステムが対象です。
・ PJMOとMAFFクラウドCoEで各システムのPoC実施について検討を実施します。

◼ 実施内容
・ 机上評価チェックシートを利用し、網羅的にクラウド移行に係る課題を抽出（机上評価）します。
・ 実際に簡易的なAWS、Azureの環境を構築し、実機での課題検証を実施（実機検証）します。

◼ MAFFクラウド提供の実機検証環境(PoC環境)の利用にあたっては、PMOへPoC利用申請書の提出をお願いいたします。
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3-3. 机上評価と実機検証の実施方法
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◼ 机上評価
・ 机上評価チェックシートをPJMOにて記入いただき、MAFFクラウドCoEにて内容を精査します。
・ 対象システムが想定する製品仕様とクラウドサービスの技術仕様、クラウド利用上の制限事項について、

公開技術資料等を元に課題がないか確認を行います。

◼ 実機検証方法
・ 机上評価の結果から実機で検証が必要な項目をPJMOとMAFFクラウドCoEで検討し、必要と判断された場合には

MAFFクラウド提供PoC環境等を使った検証を行います。

◼ 実機検証環境
・ MAFFクラウドにてAWS、Azureの検証環境を用意します。
・ 検証環境のクラウドサービス利用料はMAFFクラウドCoE（PMO）にて負担します。

1 机上評価 2 実機検証項目の協議 3 実機検証

• チェックシートを元に以下の
検証観点を網羅的に机上評価
します。
➢ 業務アプリケーション

見直しに関する評価
➢ クラウドに適した

アーキテクチャの評価
➢ システム運用に対する

評価

• チェック方法は、主に製品仕
様・技術仕様を公開技術資料
からの確認が中心となります。

• 机上評価結果を元に、実機で
確認が必要な項目を確定しま
す。

• 公開技術資料では確認できな
かった項目、業務プログラム
の技術仕様に関連する項目等
が特に協議対象となります。

• 検証項目の重み付けは、対象
システム毎に区々であること
から、システムの特性等踏ま
え、MAFFクラウドCoE、
PJMO、保守事業者で協議し
確定します。

• 実機検証項目の協議で確定し
た項目について実機検証を行
います。

• 実機検証は、想定するクラウ
ドサービス（AWS/Azure）に
環境を構築し、検証を行いま
す。
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3-4. PoCの進め方
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◼ PoCの進め方は、以下のフローのとおりです。

実施計画の
立案・作成

実機検証
設計

実機検証
構築

実機検証

検証結果報告

• MAFFクラウドCoE・PJMO間で協議の上、スケジュール・実施体制を整理し、PJMOにてPoC実施計画書を作成し
てください。

机上評価

実機検証項目
の整理・確定

• PJMOにて机上評価チェックシートを記載してください。
• ミドルウェア、ライブラリ、OS等のバージョン組み合わせ仕様や、業務アプリケーションの技術仕様との整合等、

机上評価での確認が非効率な項目や、確認が難しい項目等を実機検証候補として特定してください。
• 机上評価の結果に応じて、実機検証を実施するかどうかをCoE・PJMOと協議し、決定します。

※以下の工程は机上評価の結果に応じて実施します。
• 机上評価の結果を元に、実機で検証が必要な項目をPJMO・MAFFクラウドCoEにて検討します。
• 本番と同規模の環境が必要なものや、外部ネットワーク接続など本番環境でないと検証できない項目については、

項目の検証重要度に応じて、確認方法を整理してください。

• PJMO及び運用保守事業者にて、実機検証に必要な、業務アプリケーションの改修設計、クラウド基盤の環境設計、
検証に必要なデータベース等のテストデータ設計を行ってください。

• PJMO及び運用保守事業者にて、業務アプリケーションの改修、基盤の構築、検証に必要なデータベース等のテスト
データの作成を行ってください。

• 上記にて構築した検証環境下において、 PJMO及び運用保守事業者にて実機検証を実施してください。
• 実機検証では想定する結果と異なる結果になる可能性があることから、検証は繰り返し行う前提とします。

• 上記の机上評価、実機検証を元にPJMOにて検証結果を報告してください。
• 検証結果を元にクラウド移行について想定と異なる点や、注意すべき点、改修箇所、対応策等についてPJMOと

MAFFクラウドCoEにて取りまとめます。

業務内容PoC実施フロー
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3-5. PoCの対象例
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◼ PoCの対象となるクラウドサービスやシステム構成要素例を以下に示します。

◼ システムの構成によりPoCの対象は異なるため、MAFFクラウドCoEに相談してください。

バック
アップ

パッチ
適用

AWS Backup
Azure Backup

AWS Systems Manager 
Azure Automation

AWS S3
Azure Blob Storage

AWS Virtual Private Cloud 
Azure Virtual Network

AWS ELB
Azure Load Balancer

システム
運用監視

ジョブ
管理

AWS CloudWatch
Azure Monitor

AWS Batch
Azure Batch

ビジネス
ロジック

Java等
フレームワーク

ライブ
ラリ

ORM
等HTTP

サーバ

DBド
ライバ

等

業務アプリケーション※1

OS

仮想

Windows
Linux

AWS EC2 EBS
Azure VM DiskStorage

AWS RDS

Azure 
SQL Database

MySQL
PostgreSQL

DBサーバ(PaaS) Third party 連携サーバ

Windows
Linux

HULFT
FTP

AWS EBS
Azure  

DiskStorage

連携用アプリ
スクリプト類

アプリ
ケーショ

ン

Internet
農林水産省

統合NW

AWS Rout53
Azure DNS

AWS IAM
Azure AD

持ち込みソフ
トウェア等

１
業務アプリケーション
見直しに関する評価

2
クラウドに適した
アーキテクチャの

評価

3
システム運用に

対する評価

AWS WAF
Azure WAF/Firewall
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別表 1-1. 用語集（一般用語）
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◼ 本資料で登場する一般的な用語について、以下に示します。

1

2

3

4

5

6

7

8

• Amazon Web Servicesの略称。
Amazon.comが提供するクラウドコンピューティングサービスであり、ISMAPに準拠している。
クラウドの世界的シェアNo.1（2021年4月現在）。

• Microsoft Azureの略称。
Microsoftが提供するクラウドコンピューティングサービスであり、 ISMAPに準拠している。
クラウドの世界的シェアNo.2（2021年4月現在）

• 既存のシステム構成に大きな変更を加えずにクラウドへ移行する移行方式。クラウドサービス
は主にIaaSを利用する。

• 業務アプリケーションの改修は最低限に留め、マネージドDB等のPaaS、クラウド標準の運用
サービスを活用しすることでクラウドに適したシステム構成を可能な限り採用する移行方式。
MAFFクラウドとして推奨する移行方式。

• 既存のシステム構成の抜本的な刷新、再構築を行い、全面的にクラウドに適したシステム構成
を採用する移行方式。

• Azureにおける契約形態の一つ。MAFFクラウドではCSP契約を採用しており、PJMOシステム
もCSP契約を採用することが求められる。その他の契約形態として、Web直販、Open契約、
EA契約が存在する。

• Azureにおける契約の単位。AWSのアカウントに近い存在。MAFFクラウドでは原則CSP契約
でサブスクリプションを作成し、サブスクリプション内にリソースの配置及びシステム構築を
行う。また、クラウドリソースの利用料金はサブスクリプション毎に請求される。

• Center of Excellenceの略称。組織横断的な取組を行う際に中核的な役割を担う。一般的に取
組に精通する人材やノウハウ、ツール等が集結した組織。

AWS

Azure

リホスト

リファクタリング

リビルド

CSP契約

サブスクリプション

CoE

説明用語
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別表 1-2. 用語集（MAFFクラウド関連用語）
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◼ 本資料で登場する一般的な用語について、以下に示します。

1

2

3

4

5

6

7

• PJMOと結んだ契約に基づいてシステムの設計・開発・運用作業を行う会社。（SIer、ベン
ダー）

• MAFFクラウドの管理を担い、各種共通機能の設定を行う事業者。MAFFクラウド利用時に提
出する申請書は、MAFFクラウド管理者に提出する。

• 農林水産省クラウドの略称。MAFFクラウドCoEによるPJMOへの総合的なクラウドに関する
支援活動及びクラウド移行・運用時に必要となる最小限の共通機能を提供する。

• Project Management Officeの略称。省内個別業務システムを所管し、当該システムに関する
プロジェクトマネジメントを実施する。当該システムに関するクラウドサービス利用料、設
計・構築、運用・保守、移行経費等負担する。

• Portfolio Management Officeの略称。農林水産省内のシステム全体を管理する組織。MAFFク
ラウドの利用有無に関わらず、各業務システムのPJMOを横断的に管理している。 MAFFクラ
ウド共通機能のクラウドサービス利用料を負担する。

• MAFFクラウドのコンセプトを理解し、クラウド移行・運用の知見を集約したPJMOへの総合
的な技術支援を行う組織。クラウド移行を検討しているPJMOに、検討、企画・予算要求、調
達、設計・構築、運用保守の各段階において技術支援を行う。

• Proof of Conceptの略称。クラウド移行に関する課題の事前検証・評価であり、業務アプリ
ケーション見直しに関する評価、クラウドに適したアーキテクチャの評価、システム運用に対
する評価の3つの観点で評価する。

事業者

MAFFクラウド管理者

MAFFクラウド

PJMO

PMO

MAFFクラウドCoE

PoC

説明用語
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改定履歴
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改定年月 改定頁 改定内容

令和４年12月 全頁 初版として作成

令和４年12月 16頁 Appendixを追加

令和4年12月 16頁 PoC環境に必要な設定（AWS）を追記

令和4年12月 13頁 技術的な質問の問合せ先について追記
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１．本紙の目的

◼ 本紙は、MAFFクラウド PMOが所有するPoC環境をご利用予定のPJMO及び事業者様向けに、実機検

証環境（以下、PoC環境）利用時の注意点を記載した資料になります。

◼ PJMOは、クラウド移行に向けた企画・予算要求時にPoCの実施を検討してください。

4
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1. PoC環境整備の背景

5

1-1. PoC環境整備の背景
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1.1 PoC環境整備の背景

6

◼ MAFFクラウドに移行予定のシステムの運用事業者が、設計・開発に必要な情報を整理するための環境としてご提供します。

◼ 事業者は、MAFFクラウド管理者が払い出した専用のIAMユーザー／Azure ADユーザーを受け取り次第、すぐ利用を開始できます。

◼ 利用料はPMO負担です。PMOが請求額を監視していますので、請求額が大きくなりすぎることはありません。



農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウド利用ガイドライン」（2022.3）農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウドPoC利用ガイドライン」（2022.12）農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ 「農林水産省クラウドPoC利用ガイドライン」（2022.12）

2. PoC環境利用方法

7

2-1. PoC環境利用までの流れ

2-2. PoC環境で払い出すユーザーについて
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2.1 PoC環境利用までの流れ

8

利用申請書提出 • 利用申請書「農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙7_PoC利用申請書.xlsx」を記入

協議
• PoC利用申請書に沿って、PJMO・運用事業者・PMOで協議
• PMOから、PoC環境を利用予定のユーザーに対して注意事項を説明
• 利用予定サービスやPoCで検証予定の内容について認識合わせ

内容PoC実施フロー
PJMO・

運用事業者

PMO

凡例

ユーザーの払い出し • MAFFクラウド管理者からIAMユーザー／Azure ADユーザーを払出し

PMO・PJMO
運用事業者

PoC利用 • PoC利用申請書に記載の期間内で利用可能
※利用料が急増したり、異常な利用が検知された際にはPMO側でAWSサービスを停止または削除

ユーザーの削除 • 利用終了日にPMOでユーザーを削除
• 利用終了日にPMOからPJMOにメールでご連絡

リソースの削除 • PoCで利用したAWS／Azureサービスを削除
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2.2 PoC環境で払い出すユーザーについて

9

◼ 利用予定のAWS／Azureサービス以外は作成できないように権限を制御しますので、利用予定サービスは正確に記載をお願いし

ます

◼ ユーザーの情報は、利用申請書に記載いただいたメールアドレス宛に個別にお送りします
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2.3 PoC環境の構成（AWS）
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◼ 原則、東京リージョンをお使いいただきます

◼ MAFFクラウドPMO側でも運用の為に一部のAWSサービスを利用しています

◼ PoC環境内においては、IPアドレス帯の制約はありませんので、ご自由にVPCを立てていただくことが可能です

◼ PoC環境にて使用するEC2、RDSインスタンスには以下のタグを設定ください。

• Key = AutoStart, Value = true
• Key = AutoStop, Value = true

MAFFクラウドPoCの
利用時間は
平日10:00～19:00まで
とします。

上記の時間外になりましたら、
EC2やRDSを自動停止するスク
リプト(Lambda)を実行します。
上記時間外に利用したい場合は
ご相談ください。
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2.3 PoC環境の構成（Azure）
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◼ 原則、東京リージョンをお使いいただきます

◼ MAFFクラウドPMO側でも運用の為に一部のAWSサービスを利用しています

◼ PoC環境内においては、IPアドレス帯の制約はありませんので、ご自由にVNetを立てていただくことが可能です

MAFFクラウドPoCの
利用時間は
平日10:00～19:00まで
とします。

Virtual Machineの自動停止処
理により、VMを停止させてい
ただきます。
必要に応じて起動設定を入れ
るようお願いいたします。
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3. PoC環境利用時の注意事項

12

3-1 MAFFクラウドPoC環境の利用の注意点

3-2 MAFFクラウドPoC環境利用に適さないケース
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3.1 MAFFクラウドPoC環境の利用の注意点

13

◼ 利用料は月々３万円程に抑えるようにご利用をお願いいたします

上記の月額利用料はあくまで目安であり、PoC対象のシステム規模によって柔軟に対応しますので、PMOまでご相談ください

◼ EC2やRDSについては、本番相当で利用するスペックではなく、t系のインスタンスタイプを利用するようお願いいたします

高額な利用料がかかるインスタンスタイプ（ GPUを搭載したg系、p系等）のご利用はご遠慮ください

◼ ELB、NAT Gatewayやサイズの大きいEC2やRDSを常時起動させている場合、利用料が高額になります

◼ 利用していない時間帯はリソースを停止もしくは削除するようお願いいたします

◼ システムとは関係のないAWSサービスを、個人の学習目的で利用することは固くお断りします

◼ 本番環境のデータをはじめとした機微なデータは、PoC環境にて利用しないようお願いいたします

◼ AWSのアカウント及びAzureのサブスクリプションはBasicプランで契約しています

そのため、各CSPへ技術的な問い合わせをすることはできないので、ご注意ください

必要に応じて農林水産省担当のAWS SAまたはMicrosoft SAをご紹介いたします
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3.2 MAFFクラウドPoC環境利用に適さないケース
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◼ プロトタイプの作成

• MAFFクラウドのPoC環境は予算要求段階でのクラウド利用に関する事前検証を目的としており、プロトタイプの作成
はできません。

◼ MAFFクラウドから統合NW/GSSへの接続の確認

• MAFFクラウドから統合NW /GSSへの接続は担保されているため、PoCで確認いただく必要はございません。

◼ MAFFクラウド共通機能の利用

• PoC環境は、MAFFクラウド共通機能である統合ネットワークとの接続やマネージド型脅威検出等を検証する場ではな
いため、本番環境同様の共通機能の提供はございません。

◼ 統合NWへ接続可能な環境での実機検証

• PoC環境では、インターネットアクセスは利用できますが、専用線接続は利用できません。
• 専用線に接続すると、政府共通NWやGSSに接続するため、本番環境扱いとなります。
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1 PoC環境利用時に必要な設定（AWS）

16

◼ MFAを有効化していただかないとリソースの作成などができません。

※MFAの有効化後、サインアウトして再度サインインするようお願いいたします。

◼ PoC環境では、EC2、RDSインスタンスを10時～19時の時間帯で自動起動、停止します。

タグ付けされたインスタンスが自動起動、停止するLambda関数を、Event Bridgeによってスケジュールされた時間（12時、

19時）にそれぞれ実行します。

※EC2、RDSインスタンスの利用可能時間を変更したい場合、MAFFクラウドCoEへご相談ください。

◼ PoC環境内のリソースには、該当タグの設定を確認するConfigルールがMAFFクラウド管理者によって設定されています。

該当タグを設定していない場合、Configによって検知され、SNSでMAFFクラウド管理者に通知されます。PJMOには、MAFF

クラウド管理者より連絡いたします。
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Amazon Web Servicesのご紹介
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アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
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内容
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1. Amazon グループのご紹介

2. AWS活用のメリット

3. まとめ
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Amazonグループのご紹介

3
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1994 m 創立

1995 m Amazon.comスタート

m

2006 m AWS事業スタート

m

2011 m 東京リージョン稼働開始

m

m

m

2018 m

大阪ローカルリージョン稼働
開始



Our Vision:
地球上で、もっともお客様を
大切にする企業であること

Who we are:
AWS は、アマゾン の DNA を
継承したクラウドサービス

5

Amazon グループのビジョン



品揃え

顧客体験

顧客数

売り手の数

低コスト
低価格

成 長

Amazon のビジネスモデル

Amazonは下図サイクルを回すことにより急激な成長を遂げた。
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AWS活用のメリット

7
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弾力性
需要に応じてスケール

キャパシティー予測が不要に

俊敏性
数百数千のサーバーを数分で

展開、いつでも終了

グローバル規模の展開
わずか数分で

世界中にデプロイ

幅広い機能
お客様の声による

新サービス提供と機能改善

コスト削減
初期投資不要な

従量課金

AWS活用のメリット

高いセキュリティ
セキュリティは

AWSの最優先事項

運用・保守コストを削減し、俊敏性が向上。お客様は本来のビジネスに集中することが可能に。
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AWS活用のメリット

弾力性俊敏性

グローバル規模の展開幅広い機能

コスト削減

高いセキュリティ
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AWS グローバルクラウドインフラストラクチャ

リージョン AZ PoP ネットワーク

13 都市に広がる

**

世界中のインフラを要望に応じて瞬時に利用可能
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11

耐障害性と高可用性を実現するAWSインフラストラクチャー

• リージョンは複数のアベイラビリティゾーン(AZ)で構成されています

• AZは1つ以上のデータセンターで構成され、互いに低遅延な専用線で接続

• 複数AZでシステムを構成する事で、高い耐障害性を実現できます

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/global-infrastructure/

AZ

AZ

AZ AZ

Transit

Transit

Datacenter

DatacenterDatacenter

AWS Region

AWS Availability Zone

• 物理的に離れた場所に設置
• 洪水を考慮、地盤が安定している場所に設置
• 無停止電源(UPS)、バックアップ電源、異なる電源供給元
• 冗長化されたTier-1ネットワーク

シングルリージョンでもマルチアベイラビリティゾーンの構成により高い可用性を実現できる。

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/global-infrastructure/
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AWS活用のメリット

弾力性俊敏性

グローバル規模の展開幅広い機能

コスト削減

高いセキュリティ
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幅広い機能：200以上のサービスを提供 (※2021年4月時点)

ゲーム

AWSのサービスはビルディングブロックであり、ユーザの要望に応じて組み合わせて利用できるサービスが取り揃えられている。
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AWSのサービス紹介
CloudFormationは今後キーとなるサービス。
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JA めむろ（芽室町農業協同組合）様

https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/ja-memuro/

•作物の作付け状況を管理するシステムがあった
が、屋外から利用できなかった為、紙に印刷し
て現場に持って行くなど多くの手間がかかって
いた。

課題

•先行する米国でも数多くの実績があり、クラウ
ドの実質的な世界標準

•国内においても、セキュリティに厳しい金融機
関での採用実績がすでにあったこと

•スケールメリットを活かしたリーズナブルなコ
スト

AWS選定理由

•スマホを使った肥料在庫管理のリアルタイム化

•情報の見える化の促進による生産性向上

•システムのインフラについて悩むことがなくなっ
た。システム管理者はインフラを一切気にしなく
なった。

導入後の効果

JAめむろ様 システム構成図

https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/ja-memuro/
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AWS活用のメリット

弾力性俊敏性

グローバル規模の展開幅広い機能

コスト削減

高いセキュリティ
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迅速・簡単にITインフラを調達

新しいインフラの構築は
複雑かつリードタイムが長い

ボタンを数回押すだけで新しい
インフラを用意

要件 物理設計 論理設計

調達 搬入設置 導入設定

デプロイ

要件

サービス選定

サービス提供

利用開始

オンプレミス AWS

数
ヶ
月

数
分

いつでも利用停止可能
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AWS活用のメリット

弾力性俊敏性

グローバル規模の展開幅広い機能

コスト削減

高いセキュリティ
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弾力性とコスト削減

AWS利用後

AWS利用前

スケールアップ/ダウン
(サイズ変更)

スケールアウト/イン
(サーバー数を増減)

従量課金により利用していない期間の費用を削減できる。
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お客様への継続的な利益の還元

… コストダウンを促進

$0.00

$0.02

$0.04

$0.06

$0.08

$0.10

$0.12

$0.14

$0.16

11.2008 11.201 2.2012 12.2012 2.2014 4.2014 12.2016

S3 Historical price reduction

1TB 49TB 450TB 500TB 4000TB 5000TB

2006年AWS サービス開始以降、
109回以上の値下げ

(2021年11月時点）

AWSは利用者の増加によるスケールメリットをユーザに還元している。
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AWS活用のメリット

弾力性俊敏性

グローバル規模の展開幅広い機能

コスト削減

高いセキュリティ
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セキュリティーはAWSの最優先事項です

•情報セキュリティマネージ

メントの国際標準をはじめ、

業界や各国のセキュリティ

標準に対して認証を取得

•AWS のセキュリティと

統制に関する情報を

ホワイトペーパーで公表

aws.amazon.com/jp/security

aws.amazon.com/jp/compliance

aws.amazon.com/jp/artifact

http://aws.amazon.com/security/
http://aws.amazon.com/compliance
https://aws.amazon.com/jp/artifact
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AWS責任共有モデル

https://aws.amazon.com/jp/compliance/shared-responsibility-model/

AWS

クラウドの
セキュリティ
に対する責任

SECURITY ‘OF’THE 
CLOUD

お客様

クラウド内の
セキュリティ
に対する責任

SECURITY ‘IN’THE 
CLOUD

お客様のデータ

プラットフォーム、アプリケーション、IDとアクセス管理

オペレーティングシステム、ネットワークとファイアウォール構成

クライアント側データ暗号化
データ整合性、認証

サーバー側暗号化
(ファイルシステムやデータ)

ネットワークトラフィック保護
(暗号化、整合性、
アイデンティティ)

ハードウェア/AWSグローバルインフラストラクチャー

ソフトウェア

リージョン
アベイラビリティ

ゾーン
エッジロケーション

コンピュート ストレージ データベース ネットワーキング

お客様、AWS双方が責任を果たすことによりセキュリティが担保される。

https://aws.amazon.com/jp/compliance/shared-responsibility-model/
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オンプレミス vs EC2+ミドルウェア vs マネージドサービス

電源、ネットワーク

ラック導入管理

サーバメンテナンス

OSのパッチ

ミドルウェアのパッチ

バックアップ

スケーラビリティ

可用性

ミドルウェアの導入

OSの導入

アプリからの利用

オンプレミス ミドルウェアon EC2 マネージドサービス

お客様にご担当頂く作業 AWSが提供するマネージド機能

電源、ネットワーク

ラック導入管理

サーバメンテナンス

OSのパッチ

ミドルウェアのパッチ

バックアップ

スケーラビリティ

可用性

ミドルウェアの導入

OSの導入

アプリからの利用

電源、ネットワーク

ラック導入管理

サーバメンテナンス

OSのパッチ

ミドルウェアのパッチ

バックアップ

スケーラビリティ

可用性

ミドルウェアの導入

OSの導入

アプリからの利用

マネージドサービスを利用することによりお客様の担当範囲を軽減することが可能。
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弾力性
需要に応じてスケール

キャパシティー予測が不要に

俊敏性
数百数千のサーバーを数分で

展開、いつでも終了

グローバル規模の展開
わずか数分で

世界中にデプロイ

幅広い機能
お客様の声による

新サービス提供と機能改善

コスト削減
初期投資不要な

従量課金

まとめ

高いセキュリティ
セキュリティは

AWSの最優先事項

AWSの特徴を活かし、皆様の課題解決をご支援させて頂きたく存じます。
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ご参考 AWS認定



© 2020, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Appendix

27



© 2020, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Computingの進化
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抽象度

時代の流れ

①利用サーバリソースの計画が大変

②待機系サーバが無駄になる

③構築に数カ月必要



© 2019, Amazon Web Services, Inc. or its Affiliates. All rights reserved. 

抽象度

時代の流れ

①H/Wからの独立性が高い

②短期間で構築が可能

③利用サーバリソースの自由度が向上
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抽象度

時代の流れ

①H/Wと非依存になる

②一貫した実行環境の確保が容易

③移行性が高い
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抽象度

時代の流れ

①H/W、サーバを意識しなくてよい

②可用性の仕組みを意識しなくよい

③ゼロメンテナンス
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CaaS FaaS
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アーキテクチャの対比



© 2019, Amazon Web Services, Inc. or its Affiliates. All rights reserved. 

一般的な3階層 WEB アプリケーション

プレゼンテーション層 ロジック層 永続層

ブラウザ/スマホ アプリケーション データベース
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Amazon EC2で作る場合

Auto Scaling 
group

Amazon Simple 
Storage Service (S3)

Amazon 
CloudFront

Elastic Load 
Balancing

(ELB)

Amazon RDS

AWS Cloud

Browser/
mobile

EC2 instances

Auto Scaling 
group

EC2 instances

WEB AP DB

Static Contents

CDN LB LB

Elastic Load 
Balancing

(ELB)
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AWSサーバレスサービスで利用する場合

Amazon API Gateway

Amazon Simple 
Storage Service (S3)

Amazon 
CloudFront AWS Lambda

AWS Cloud

Browser/
mobile

DB

Static Contents

CDN WEB AP

Amazon 
DynamoDB

基本的にアイコン数が少ない方が良い
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サーバーレスの振り返り

ビジネスロジック

サーバー

ミドルウエア

インフラ・

ネットワーク

ビジネスロジック

サーバー

ミドルウエア

サーバーレス＝サーバーのことを意識しない
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Thank you!
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札幌オフィス
〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西6-1
毎日札幌会館9F

ベトナムオフィス
7th Floor, Mercury Building, No.444 Hoang 
Hoa Tham Street, Thuy Khue ward, Tay Ho 
District, Hanoi city

西日本オフィス
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2
ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19F

シリコンバレーインキュベーションセンター
3350 Scott Blvd. #29 Santa Clara, CA 
95054

東京オフィス(本社)
〒108-0073
東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル12F

株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング

MAFFクラウドにおける
Azureテナント及びサブスクリプション設計について

令和4年12月15日
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1. Azureのテナント、サブスクリプションとは（1/3）

◼ Azure ADテナント（テナント）とは

Azure ADテナントは、Azureの契約を開始すると一つ作成され、組織で使用されるシステムやリソースにID
とアクセス管理（IAM）機能を提供します。Azure ADテナントは、テナント全体の設定とセキュリティを管理
者によって制御することが可能となります。

◼ サブスクリプションとは

サブスクリプションとは、Microsoft社へ支払いを行う単位で、支払い方法もサブスクリプション単位で設定しま
す。サブスクリプションの中のリソース（仮想サーバ等）で課金が発生した場合、料金はそのサブスクリプション
に計上され、そのサブスクリプションに設定されている支払い方法で支払うことになります。そのため、費用管理
の単位である組織やシステム毎のサブスクリプション構成が多くみられます。
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リソース

リソースグループ

AzureサブスクリプションA

ADユーザ

AD（テナント）

PMO管理

PJMO管理・・・

リソース

リソースグループ

AzureサブスクリプションB

サービス管理者A サービス管理者B

Azureにおけるテナントとサブスクリプションの関係は以下の通りです。

MAFFクラウドでは、ADテナントの所有者はPMOとなります。

1. Azureのテナント、サブスクリプションとは（2/3）

（MAFFクラウド管理事業者）
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azmaffcloud.onmicrosoft.com

サブスクリプション

MAFFテナント

azcloud.maff.go.jp

カスタムドメイン設定

MAFFクラウドでは、テナントとサブスクリプションの構成は以下のようになります。

• サブスクリプションはすべてMAFFテナントに紐づける形で、CSPで契約します。

• 農水省のカスタムドメインをテナントに設定します。

• 各サブスクリプションのサービス管理者（PJMO）に、「ユーザ管理者」と「アプリケーション管理者」のロールを
付与します。

※「特権ロール管理者」は付与しないため、サービス管理者のユーザ追加、削除、変更を行う場合は、AD管理者への連絡が必要になります。

1. Azureのテナント、サブスクリプションとは（3/3）

Tenant Root Group (管理グループ)

MAFFクラウド（共通セキュリティ）

MAFFクラウド（MAFFクラウド管理者 管理グループ）
MAFFクラウド 管理グループ
（PMO、MAFFクラウド管理事業者）

サービス 管理グループ
（PJMO）

MAFFクラウド（利用システム 管理グループ）

MAFFクラウド（PJMO A）

サブスクリプション

MAFFクラウド（PJMO B）

サブスクリプション
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参考：CSP契約とは

Microsoft Azureではライセンス体系により利用できるサービスが異なるため、利用目的・用途に合わせたライセンスを契約する
必要があります。事業者経由での契約とする公共調達においてはCSP契約とすることが一般的です。

契約
CSP※

(Cloud Solution Provider)
EA

(Enterprise Agreement)
Open

（Azure イン オープン プラン）
MOSP

（従量課金）

契約対象 法人のみ 法人のみ 法人のみ すべてのユーザー（個人含む）

契約期間 いつでも解約可能 3年間 1年間 いつでも解約可能

支払方法
後払い、月払い
（従量課金）

前払い
(3年分、ボリュームライセンス有)

前払い
（12か月分、100ドル単位）

後払い、月払い
（従量課金）

サポート 販売代理店 Microsoft Microsoft Microsoft

再販 可能 不可 可能 不可

補足
•販売代理店経由で契約して利
用する場合

•残高がなくなっても継続利用可
能

•販売代理店等経由で契約して
利用する場合

•大規模組織等を想定

• プリペイド残高がなくなったら全
サービス停止

•販売代理店等経由で契約して
利用する場合

•予算上限が決まっている場合

•即時利用可能（Webから申
込）

•個人利用、小規模組織等を想
定

※ CSPには、Azureの販売代理店の資格を有する業者（Direct CSP）とPJMOが契約する場合と再販資格を有するAzureの販売代理店（Indirect 

Provider）から資格を持たない業者（Indirect Reseller）が、Azureを仕入れてマージンがのった状態でPJMOと契約する場合の2つの商流があります。

Microsoftと契約してAzureを発行するのは、Direct CSPとIndirect Providerのどちらかの業者となります。

MAFFクラウドのADに関連付けてサブスクリプション発行の作業ができるのは、Direct CSPかIndirect Provider業者となります。

Direct CSP→Indirect Reseller→農林水産省の場合は、MAFFクラウドのADに関連付けてのサブスクリプション発行ができません。

インダイレクトプロバイダ一覧 https://partner.microsoft.com/ja-jp/partnership/cloud-solution-provider/find-a-provider

https://partner.microsoft.com/ja-jp/partnership/cloud-solution-provider/find-a-provider
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参考：Azureにおけるテナントとサブスクリプションの関係（1/2）

注
意
点

説
明

なし

１調達１テナント１サブ
スクリプションで契約する
のが最もシンプルな構成。

サブスクリプション1

Webサーバ

APサーバ

DBサーバ

構築事業者A

調達N

テナントa

アカウントの管理は事業者Bの統制の元、テナントb全体で
行う必要がある。将来的にサブスクリプション3が分離調達
となり別事業者が担当することとなった場合に、アカウント
運用等について整理・調整が必要となるため注意が必要。
また、サブスクリプション3を別事業者のテナントに移管する
ことも可能(※)だが、使用しているリソースによっては移管
時に検証が必要となる可能性がある。

１つの調達で、１テナントに対して複数のサブスクリプション
を配置することも可能。システム毎等で費用を明確に分け
て管理したい時にこのような構成を取るケースが想定される。

構築事業者B

調達O

テナントb

サブスクリプション2

Webサーバ

APサーバ

DBサーバ

サブスクリプション3

Webサーバ

APサーバ

DBサーバ

構
成

構築事業者CとDでアカウント運用等について、
整理・調整が必要となる（別時期の調達の場
合、管理主体は先に構築した事業者になるが、
同時調達の場合、どちらを管理主体にするかか
ら調整が必要になる。）。

１テナント内に同一組織（省・庁・企業等）
における別調達のサブスクリプションを配置する
ケース。（MAFFクラウドはこのパターン）

サブスクリプション6

Webサーバ

APサーバ

DBサーバ

構築事業者C

調達P

テナントc

サブスクリプション7

Webサーバ

APサーバ

DBサーバ

構築事業者D

調達Q

※参考：サブスクリプションは移管可能だがテナントを組織間で
移管することはできない
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参考：Azureにおけるテナントとサブスクリプションの関係（2/2）

注
意
点

説
明

構
成

左記のとおり

同様に１テナントの１サブスクリプション内に別
組織（省・庁・企業等）で調達したシステムを
配置することはできない。

サブスクリプション8

Webサーバ

APサーバ

DBサーバ

構築事業者G

調達T

テナントe

Webサーバ

APサーバ

DBサーバ

構築事業者H

調達U

事業者間での主な調整事項は以下の通り。
・費用分担、請求フロー
・アカウント運用
・責任分界点
・サブスクリプション内の各種リソースの権限整
理
等があり、現実的にこのパターンは事業者側が
引き受けないことが想定される。

１サブスクリプション内に同一組織における別調
達のシステムを配置することは可能だが、責任
分界点など各種調整が必要となるため、現実
的にこの構成は取れない想定。

サブスクリプション10

Webサーバ

APサーバ

DBサーバ

構築事業者I

調達V

テナントf

Webサーバ

APサーバ

DBサーバ

構築事業者J

調達W

マイクロソフト顧客契約において、テナントとサブ
スクリプションの所有者が異なってはいけない、と
されています。
https://www.microsoft.com/licensing/docs/
customeragreement
一般条件マイクロソフト製品を使用するライセ
ンス a. ライセンス より以下引用
「これらライセンスは、貴社自身による業務利用
のみを目的としており、～」

１テナント内に別組織（省・庁・企業等）で
調達したサブスクリプションを配置することはでき
ない。

サブスクリプション8

Webサーバ

APサーバ

DBサーバ

構築事業者E

調達R

テナントd

サブスクリプション9

Webサーバ

APサーバ

DBサーバ

構築事業者F

調達S

https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement
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情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 

 

Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守 

１ 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則（平成

27 年農林水産省訓令第４号。以下「規則」という。）等の説明を受けるとともに、本業務に係

る情報セキュリティ要件を遵守すること。 

 なお、規則は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（以下「統一基準

群」という。）に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて

規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。 

２ 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。 

３ 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施し

ていること。 

 

Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供 

１ 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者（契

約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員）の所属・専門性

（保有資格、研修受講実績等）・実績（業務実績、経験年数等）及び国籍に関する情報を記

載した資料を提出すること。 

 なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業

務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等にお

ける従事者に関する情報（○○国籍の者が△名（又は□％）等）を記載すること。また、この

場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供するこ

と。 

２ 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいず

れかの証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

（１）ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等 

（２）プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等 

（３）独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」

を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が４に達し、

かつ各評価項目の成熟度が２以上であることが確認できる確認書 

（４）MS 認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組

を実施している実績 

 

Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。また、以下の措置を講じる

ことを証明する資料を提出すること。 
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（１）本業務上知り得た情報（公知の情報を除く。）については、契約期間中はもとより契約終了

後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。 

（２）本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結す

ること。 

（３）本業務の各工程において、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われ

ないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること（例えば、品

質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者

機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。）。 

（４）本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったとき

に、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順

及び体制（例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求され

た場合には提出するなど）を整備していること。 

（５）本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該

情報（複製を含む。以下同じ。）を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送

信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。 

（６）本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。 

（７）農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農

林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査（サイバーセキュリ

ティ基本法（平成 26 年法律第 104 号）第 25 条第１項第２号に基づく監査等を含む。以下

同じ。）を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実

施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。 

（８）本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると

認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。 

（９）本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生

した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出

すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防

止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。 

（10）情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を

立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。 

２ 受託者は、私物（本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。）の機器

等を本業務に用いないこと。 

３ 受託者は、成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、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

切に対処するとともに、確認結果（確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定

義ファイルのバージョン等）を成果物等に記載又は添付すること。 

４ 受託者は、本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い、本業務上不要
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となったとき若しくは本業務の終了までに返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担

当部署に書面で報告すること。 

 

Ⅳ 情報システムの各工程における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要

件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。 

（１）情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、本業務の成果物

へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。 

ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務

の成果物に明記すること。 

イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要

な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。 

（ア）農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスを監

視する機能 

（イ）不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通

信を監視する機能 

（ウ）農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能 

（エ）端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能 

（オ）サーバ装置等の機器の動作を監視する機能 

（２）開発する情報システムに関連する脆（ぜい）弱性への対策が実施されるよう、以下を含む

対策を本業務の成果物に明記すること。 

ア 既知の脆（ぜい）弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構

成要素としないこと。 

イ 開発時に情報システムに脆（ぜい）弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実

装方針を定めること。 

ウ セキュリティ侵害につながる脆（ぜい）弱性が情報システムに存在することが発覚した

場合に修正が施されること。 

エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。 

２ 受託者は、本業務において情報システムの設計・開発を行う場合には、以下の事項を含む

措置を適切に実施すること。 

（１）情報システムのセキュリティ要件の適切な実装 

   ア 主体認証機能 

イ アクセス制御機能 

ウ 権限管理機能 

エ 識別コード・主体認証情報の付与管理 

オ ログの取得・管理 
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カ 暗号化機能・電子署名機能 

キ 暗号化・電子署名に係る管理 

ク ソフトウェアに関する脆（ぜい）弱性等対策 

ケ 不正プログラム対策 

コ サービス不能攻撃対策 

サ 標的型攻撃対策 

シ アプリケーション・コンテンツのセキュリティ要件の策定 

ス 政府ドメイン名（go.jp）の使用 

セ 不正なウェブサイトへの誘導防止 

ソ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知 

（２）情報セキュリティの観点に基づく試験の実施 

ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムと分離して実施す

ること。 

イ 試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施すること。 

ウ 試験の実施記録を作成し保存すること。 

（３）情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策 

ア ソースコードが不正に変更されることを防止するため、ソースコードの変更管理、アク

セス制御及びバックアップの取得について適切に管理すること。 

イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針に従うこと。 

ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われている

ことを確認するために、情報システムの設計及びソースコードを精査する範囲及び方法

を定め実施すること。 

エ オフショア開発を実施する場合、試験データとして実データを使用しないこと。 

３ 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置が

ある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。 

４ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、情報システムに実

装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。 

（１）情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備 

（２）情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法 

（３）情報システムの保守における情報セキュリティ対策 

（４）運用中の情報システムに脆（ぜい）弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリテ

ィ対策 

（５）利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告 

（６）「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2019 年 2 月 25 日各府省情報化統括責任者

(CIO）連絡会議決定)の別紙３に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した

情報資産管理標準シートの提出 
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（７）情報システムの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時におけ

る、サポート継続中のバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常に動作させるた

めの情報システムの改修等 

５ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、運用保守段階へ移

行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。 

（１）情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備 

（２）運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施 

（３）情報セキュリティインシデント（可能性がある事象を含む。以下同じ。）を認知した際の対処

方法の確立 

６ 受託者は、本業務において情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容

を含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。 

（１）監視するイベントの種類 

（２）監視体制 

（３）監視状況の報告手順 

（４）情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順 

（５）監視運用における情報の取扱い（機密性の確保） 

７ 受託者は、本業務において運用中の情報システムに脆（ぜい）弱性が存在することを発見

した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆（ぜ

い）弱性の対策を行うこと。 

８ 受託者は、本業務において本業務の調達範囲外の情報システムを基盤とした情報システ

ムを運用する場合は、運用管理する府省庁等との責任分界に応じた運用管理体制の下、

基盤となる情報システムの運用管理規程等に従い、基盤全体の情報セキュリティ水準を低

下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。 

９ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、不正な行為及び意

図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守

に係る作業についての記録を管理すること。 

10 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報シス

テムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。 

（１）情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策 

（２）情報システム廃棄時の不要な情報の抹消 

 

Ⅴ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保 

 受託者は、本業務において、クラウドサービスを活用する場合には、以下の措置を講じること。

また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービ

スに対して、Ⅷの措置を講じること。 

１ ISO/IEC27001 又はそれに基づく認証を取得しているクラウドサービスを採用すること。また、
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当該認証の証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

２ クラウドサービスの情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを

提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

（１）ISO/IEC 27017 又は ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）クラウドセキュリティ認

証制度に基づく認証 

（２）セキュリティに係る内部統制の保証報告書（SOC報告書（Service Organization Control 

Report）） 

（３）情報セキュリティ監査により対策の有効性が適切であることを証明する報告書（クラウド情

報セキュリティ監査制度に基づく CSマークが付された CS言明書等） 

３ クラウドサービスにおいて個人情報又は農林水産省における要機密情報が取り扱われる

場合には、当該クラウドサービスのデータセンター（バックアップセンターを含む。）は国内に

限ること。 

４ クラウドサービスの廃止、サービス内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラ

ウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前（サービス廃止等の１年

以上前が望ましい。）に担当部署へ通知すること。 

５ クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存された農林水産省の

データについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、クラウドサービス上

において復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 

６ クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、担当部署からの要求があった場

合は提供すること。なお、証跡は１年間以上保存することが望ましい。 

７ インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。 

８ クラウドサービスに係る業務の一部がクラウドサービス事業者以外の事業者に外部委託さ

れている場合は、当該クラウドサービス事業者以外の事業者にⅧの措置を講ずること。 

９ クラウドサービスにおける脆（ぜい）弱性対策の実施内容を担当部署が確認できること。 

10 クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替等の対

策が講じられていること。また、クラウドサービスに障害が発生した場合の復旧時点目標

（RPO）等の指標を提示すること。 

 なお、農林水産省の要安定情報を取り扱う場合は、データセンターを地理的に離れた複数

の地域に設置するなどの災害対策が講じられていること。 

11 クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセ

ス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。 

12 クラウドサービスの利用者が、自らの意思によりクラウドサービス上で取り扱う情報を確実

に抹消できること。 

13 本業務において、農林水産省に開示することとしているクラウドサービスに係る情報につ

いて、業務開始時に開示項目や範囲を明記した資料を提出すること。 

14 農林水産省に対して、クラウドサービスに係る機密性の高い情報を開示する場合は、農林
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水産省において、当該情報を審査又は本業務以外の目的で利用しないよう適切に取り扱う

ため、必要に応じて当該情報に取扱制限を明記するなどの措置を講じること。 

 

Ⅵ 機器等に関する情報セキュリティの確保 

 受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特

定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等（以下「機器等」という。）を納品、賃貸借等

をする場合には、以下の措置を講じること。 

１ 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう

適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施

状況を証明する資料を提出すること。 

２ 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。

また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除

できる体制を整備していること。 

３ 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。 

４ 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。 

５ 脆（ぜい）弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認

できること。 

６ ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該

認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れ

ていないこと。） 

７ 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サ

ポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフト

ウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事

前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年

数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。 

８ 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。 

（１）調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況（セキュリティ要件に係る試験

の実施手順及び結果） 

（２）機器等に不正プログラムが混入していないこと（最新の定義ファイル等を適用した不正プ

ログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えら

れていないことを確認した結果等） 

 

Ⅶ 管轄裁判所及び準拠法 

１ 本業務に係る全ての契約（クラウドサービスを含む。以下同じ。）に関して訴訟の必要が生

じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。 

２ 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする
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こと。 

 

Ⅷ 業務の再委託における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務の一部を再委託（再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業

者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。）する場合には、受託者が上

記Ⅱの１、Ⅱの２及びⅢの１において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関

する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を

提出し、農林水産省の許可を得ること。 

２ 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託

先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を

定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほ

か、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査

を受け入れるものとすること。 

３ 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策

の履行状況を報告すること。 

 

Ⅸ 資料等の提出 

 上記Ⅱの１、Ⅱの２、Ⅲの１、Ⅴの１、Ⅴの２、Ⅵの１及びⅥの６において提出することとして

いる資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証

明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の

総合評価のための書類に添付して提出すること。 

 

Ⅹ 変更手続 

 受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ及びⅧに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとす

る場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 
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情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルにも基づくセキュリテ

ィ対策要件 

 

○システムの可用性確保 

サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目標時間として 

48時間を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備える

こと。 

 

○不正プログラムの感染防止 

不正プログラム（ウイルス、ワーム、ボット等）による脅威に備えるため、想定される不正プ

ログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不

正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。 

 

○ログの蓄積・管理 

情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用

記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、１年間保管するとともに、不正の検知、原因特

定に有効な管理機能（ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等）を備えること。 

 

○ログの保護 

ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能を備えるとともに、

ログのアーカイブデータの保護（消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減）のための措置を含む設

計とすること。 

 

○時刻の正確性確保 

情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログの分析等を

容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。 

 

○主体認証 

情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムにアクセスす

る主体の認証を行う機能として、知識による主体認証方式（ＩＤ、パスワード）を採用すること。 

 

○ライフサイクル管理 

主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント（識別コード、主体認証情

報、権限等）を管理（登録、更新、停止、削除等）するための機能を備えること。 

 

○管理者権限の保護 

特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備えること。 
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○通信経路上の盗聴防止 

通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、通信回線を

暗号化する機能を備えること。暗号化の際に使用する暗号アルゴリズムについては、「電子政府推

奨暗号リスト」を参照し決定すること。 

 

○保存情報の機密性確保 

情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセスを制限でき

る機能を備えること。また、外部との接続のある情報システムにおいて保護すべき情報を利用者

が直接アクセス可能な機器に保存しないこと。 

 

○システムの構成管理 

情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティインシデント

の発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成（ハードウェア、ソフトウェア

及びサービス構成に関する詳細情報）が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成と

し、加えて情報システムに関する運用開始後の最新の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法又

は機能を備えること。 

 

〇調達する機器等に不正プログラム等が組み込まれることへの対策 

機器等の製造工程において、府省庁が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられ

ており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を

提出すること。 

 

○構築時の脆弱性対策 

情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するた

め、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入

すること。 

 

○情報の物理的保護 

情報の漏えいを防止するため、使用する端末の保管場所の施錠やワイヤーロック等によって、

物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機能を備えること。 

 

○侵入の物理的対策 

物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、情報システムの構成装置（重要情報を

扱う装置）については、外部からの侵入対策が講じられた場所に設置すること。 

 

○運用時の脆弱性対策 

運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成す

るソフトウェア及びハードウェアの更新を行う方法（手順等）を備えること。 
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○委託先において不正プログラム等が組み込まれることへの対策 

情報システムの構築において、府省庁が意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないこと

を保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。当該品質保証体制を証明す

る書類（例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図）

を提出すること。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を確認する

ために、府省庁が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、受託者は情報セキュリ

ティ監査を受け入れること。 

また、役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して、情報

セキュリティを確保すること。 
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水産庁資源管理部国際課 宛 

 

機密保持誓約書 

 

当社は、「令和 5年度かつお・まぐろ・遠底ＶＭＳシステムに係る現行システ

ムの運用保守・クラウド移行・移行後の運用保守業務」（以下「本件業務」とい

う）に係る資料閲覧に当たり、下記の事項を厳守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 農林水産省の情報セキュリティに関する規程等を遵守し、次の情報を除き

農林水産省が開示した情報（以下「閲覧情報」という）を、本件業務を調達す

る目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩しません。 

① 開示の時点ですでに公知のもの、又は、当社の責めによらずして公知と

なったもの 

② 正当な第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手したもの 

③ 開示の時点ですでに保有しているもの 

 

２ 当社は、閲覧情報を第三者に開示若しくは漏洩することのないように必要

な措置を講じます。 

 

３ 閲覧資料については、一切複製、複写、撮影、記録、又は閲覧場所からの持

ち出しを行いません。 

 

４ 本件業務に係る調達の期間中及び終了後にかかわらず、本誓約を遵守いた

します。 

 

５ 当社が本誓約に違反し、閲覧情報を本調達の目的以外に使用又は第三者に

開示若しくは漏えい等した場合、当社は、一切の責任を負担し、これにより

農林水産省が被った一切の損害を賠償します。また、その際には秘密保持に

関する農林水産省の監査を受けることとし、誠実に対応します。 

 

令和  年  月  日 

住   所 

会 社 名 

氏  名                      印 
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