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1 調達目的・前提 

本業務は、DX 推進に使用するサブネットワークを利用した端末の購入及びソフトウェア等の調達を実

施するものである。本仕様書では、サブネットワークを利用する端末等の機能、機器、構成、運用管理等

について最低限必要なシステム要件を示しており、本仕様書に明示されていない事項についても、当該

システム等として当然備えるべき事項については、完備しているものとする。 

 

注）「サブネットワーク」とは、個人情報等の機密性の高い情報を利用しないユーザ利便性の向上を目的

としたネットワークを指す。 
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2 調達概要 

 

2-1 調達範囲 

 本仕様書における調達の範囲は、次の項目とする。 

(1) 端末にインストールするソフトウェアの構成等システム設計及び環境構築 

(2) 端末及び周辺機器等の設置・調整 

(3) (2)に導入するソフトウェア並びにそのインストール及び稼働調整 

(4) (2)が稼働するために必要なソフトウェアライセンス 

(5) (2)とサブネットワークとの接続及び稼働調整 

(6) ハードウェア及びソフトウェア付属の媒体及び既存マニュアル等提供 

(7) 端末初期化用の媒体とマニュアルの提供 

(8) 適切な保証 
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2-2 納入場所 

本調達物品を納入する拠点は、次に記載のとおりとする。 

納入場所：東北震災復興支援本部 福島復興支援部 大熊復興支援事務所 

所在：福島県いわき市平字大町７－１ 平セントラルビル９階 

 

2-3 調達物品の内訳及び数量 

調達物品の内訳及び数量については、「5端末調達について」を参照のこと。 

 

2-4 導入完了期限 

 本調達の導入完了期限は令和５年３月 31日とする。 

 

2-5 調達物品の要求仕様 

 本調達端末等の要求仕様については「5端末調達について」を参照のこと。また、紙媒体等について

は、「2-9 納品物」を参照のこと。 

 ただし、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12年法律第 100号)第 6条第 1項

の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成 13年 4月 1 日施行)」における対象

製品については、定められた判断の基準を満たすこと。 

 

2-6 機器の基本要件 

 本調達で導入する機器の基本要件は下記のとおりである。 

(1) OS等のセキュリティホール対策 

OS等のソフトウェアは、既知のセキュリティホールに対する対策が施されていること。また、導

入完了期限までに指摘されているセキュリティホール等に対して、修正モジュールのインストー

ル等、適切な処理を施すこと。 

(2) 標準・規格化要件 

イ) 将来における接続機器の増設及び拡張等が互換性、移植性及び接続性を確保でき、かつ柔軟に

対応できるよう標準化が考慮されていること。 

ロ) 漢字コードは基本的に JIS X 0208及び JIS X 0213に規定される文字とし、これ以外の文字の

扱いについては機構と協議し決定することとする。 

なお、コードはシフト JISに準拠すること。 

(3) 安全性・信頼性要件 

イ) ハードウェア及びソフトウェアにおいては、製品の動作等十分に保障・確認されたものとす

る。 

ロ) 本調達端末等のネットワークへの接続によって、ネットワークのセキュリティ水準が低下する

ことのないよう、十分な対策が講じられていること。 

ハ) 本調達端末等は機械的及び電気的に人体等に危険のない構造であること。 

ニ) 通常の使用環境において、放電や雑音電圧の混入が発生しても、装置が容易に誤作動しないこ

と。 
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2-7 セキュリティ要件 

本調達のセキュリティ対策においては、民法、刑法、個人情報保護法、情報セキュリティ等の関連法規

を遵守することはもとより、政府機関統一基準等関連ガイドラインを理解した上で、機構情報セキュリ

ティ関連規定（以下「情報セキュリティ関連法規」という。）を遵守すること。 

また、システムの構成や特性に応じ、情報の機密性・完全性・可用性を各々適切に確保し、取組を行う

と同時に、万全な体制を整え維持していくものとする。セキュリティ対策における基本方針については、

次に記載する各対策を実施することとする。 

・請負者は、次の情報セキュリティ対策を整備・規定し、かつ、実効性を担保すること。 

イ）請負者に提供する情報の請負者における目的外利用の禁止 

ロ）請負者の資本関係・役員等の情報、本調達の実施場所、本調達従事者の所属・専門性（情報

セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報提供 

 

2-8 情報セキュリティ規程及び関連ガイドライン 

次の規程及び各種ガイドライン等において、本調達で該当する事項について考慮すること。 

 「独立行政法人都市再生機構情報化等管理に関する規程」 

 「独立行政法人都市再生機構情報化等管理に関する達」 

 「独立行政法人都市再生機構情報セキュリティ管理に関する規程」 

 「独立行政法人都市再生機構情報セキュリティ管理に関する達」 

 「独立行政法人都市再生機構個人情報保護規程」 

 「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（令和 3年度版）」（内閣サイバーセキ

ュリティセンター） 

 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」 

 「政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指針」 

 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（令和 3年度版）」 

 「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン（令和 3年度版）」 

 「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」（内閣サイバーセキュリティセ

ンター） 

 『高度標的型攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド（独立行政法人情報処理推進機構） 

 『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド（独立行政法人情報処理推進機構） 

 

2-9 納品物 

(1) 共通事項 

イ) 受注者は、本調達端末等を納入する際に指定のドキュメントを紙及び CD-ROM等の媒体により日

本語で提供すること。また、提出予定のドキュメントを一覧にまとめ提出すること。 

ロ) 紙のサイズについては、A4サイズとし必要に応じて A3サイズを使用すること。また、容易に

差替えができるようバインダー方式とする。 

ハ) CD-ROM等の媒体に保存する形式は、Microsoft Office 形式又は PDF形式とする。ただし、機

構が別形式での提出を求めた場合はこの限りではない。 
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ニ) 紙及び CD-ROM等の媒体の納入数量においては「2-11 媒体及びマニュアルの提供」を参照する

こと。 

(2) 提出内容の修正 

提出したドキュメント等の修正が発生する場合においては、紙媒体は更新履歴及び修正を行った

ページ、CD-ROM等の媒体は、修正後再編した媒体を速やかに提出すること。 

(3) 設定等に関する納品物(各 2部) 

イ) ハードウェア・ソフトウェア一覧 

ロ) テスト結果報告書 

(4) マニュアルに関する納品物 

数量については「2-11 媒体及びマニュアルの提供」を参照のこと。 

イ) 機器利用マニュアル 

(5) その他の納品物(必要部数) 

イ) ライセンス情報（電子） 

ロ) その他関連ドキュメント 

 

2-10 納入作業 

 機構が指定する配置場所において、受注者の責任と負担により、本調達端末等の搬入及び調整（セキ

ュリティ設定等を含む）等を令和５年３月 31日までに完了し、運用可能な状態にすること。詳細につ

いては「3-1 想定作業日程」を参照すること。 

 機構の業務時間は平日 9：15～17：40となっている。作業に当たっては、業務に支障が生じないよう

に業務時間内において円滑に行うこと。 

 

2-11 媒体及びマニュアルの提供 

 ハードウェア及び搭載ソフトウェアの使用に必要な媒体及びマニュアル等は、可能な限り日本語で記

述されたものを納品すること。 

 また、端末初期化用の媒体及びマニュアルを作成し、納品すること。 

 なお、原則として表 2-15 に示す数量を、管理面を考慮した形で提供及び配備するものとする。各媒体

及びマニュアルの形式等については機構と調整を行った後、別途機構が提供するセキュリティワイヤの

鍵とともに、ファイリングした状態で納品すること。 

 

表 2-15 媒体及びマニュアルの配備方法及び数量 

品名 配備方法及び数量 備考 

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア(

注
１) 

端末 マニュアル 1式 ハードウェア付属品 

媒体 1式  

〃 
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ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 

端末 マニュアル 1式 ソフトウェア付属品 

媒体 1式  

〃 

端末初期化 マニュアル 1式  

媒体 1式  

(注 1)納品するハードウェア付属媒体においては、製品に添付されていた媒体をファイリングすること。また、ソフトウ

ェア媒体においては、必ず製品版の媒体を指定した数量ずつファイリングすること。 

 

2-12 検査及び引渡し 

 受注者立会いの上で、端末のセキュリティ設定、ソフトウェアのインストール正常性確認と管理機能

の動作を行い、機構が総合動作状態、書類等の検査を実施する。 

 検査の結果、本調達端末等の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直ちに当該機器を

引き取り、機構が定めた日時までにその代替品を納入するものとする。 

 検査条件については、次のとおりである。 

(1) 検査前に最新のセキュリティパッチを適用し、システム全体に対しウイルスチェックを実施する

こと。 

(2) その他検査内容については、機構と協議の上決定すること。 

(3) テストを実施する際に使用したデータ等については検査前に削除しておくこと。 

 

2-13 保守・保証等 

(1) 保守等 

 受注者は導入完了後から１年間、次の事項について受注者の責任と負担により行うものとする。 

・本調達システムを構成する各種機器及びソフトウェア(自社製品以外のものも含む。)に関す 

る製品保証 

(2) 保証等 

・「2-11納品物」に記載する成果物は、利用開始時から１年間の保証期間を設けることとする 

。この保証期間内において、明らかに利用者側の原因によると判断される以外の異常について 

は、受注者において無償による修理等、システムの正常稼働に必要な処置を行うこと。 

・システム納入後障害が発生した場合、機構及び機構の業務を受託している関連事業者から問 

合せを受けた受注者は速やかに原因究明に協力しなければならない。 

・受注者は、システム納入後に発生した不具合に対しては、機構及び機構の業務を受託してい 

る関連事業者側に責任がないことが明らかな場合又は受注者の責めに帰すべき事由による場合 

は、障害復旧などの対応を行う責任が発生する。 

・障害対応を実施した際は、文書により機構及び機構の業務を受託している関連事業者に報告 
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を行うこと。 

・システムの不具合に関しては、文書により機構に報告の上、修正・対処を行うと同時に関係 

するドキュメントを修正の上、提出すること。 

 

2-14 機密情報の保持 

 受注者は機密情報の保持について次の内容を遵守するものとする。 

(1) 本仕様書における各作業の実施中はもとより作業の実施後も、本仕様書上のシステム構造、機器

及びその他本契約書を履行する上で知り得た全ての情報を第三者に開示、漏洩することのないこ

と。また、そのために必要な措置を講ずることとする。 

(2) 機構が提供する資料においては、原則として貸出しとし、導入完了期限までに返却すること。ま

た、当該資料の複写及び第三者への提供はしないこと。 

(3) 機構が提供した情報を第三者に開示する必要がある場合は、事前に機構と協議を行った上で承認

を得ることとする。 

 

2-15 知的財産権について 

(1) 本仕様に関する産業財産権(工業所有権)の取扱いにおいて生ずる一切の問題については、全て受

注者の責任とする。 

 

2-16 連絡指示事項 

 本仕様書の各項目に不明な点がある場合は、機構と随時打合せを実施し、その指示に従うこととす

る。 

 

2-17 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受

けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報

し、捜査上必要な協力を行うこと。 

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を

記載した文書により機構に通告すること。 

(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、機

構と協議を行うこと。 

 

2-18 その他 

(1) ハードウェア及びソフトウェアのライセンス登録が必要な場合は、受注者が代行し登録を行

い、かつ登録の証明を示すライセンス書等を一式にし、機構へ納めること。 

(2) 入札価格には、要求仕様及びそれに係る費用(搬入、稼働調整等の附帯経費を含む。)を含むも

のとする。 

(3) 本仕様書に記載のない事項で、本調達に際し必要と認められる事項が発生した場合は、機構と

協議し、その指示に従うこと。 

(4) 当機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選
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定やリスク低減対策等、当機構と迅速かつ密接に連携し、導入する端末等の見直しを図るこ

と。なお、当機構の確認結果を受けて代替製品を検討・調整することになった場合でも、機器

発注等のスケジュールに影響が発生することが無い様に調整を進めること。 

調達した機器に不正な変更が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、当機構と受注者が連

携して原因を調査・排除できる体制を整備すること。 
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3 導入前提条件 

 

3-1 想定作業日程 

 想定作業日程は、次のとおりである。 

(1) 構築・テスト期間 

令和５年３月中 

(2) 導入完了期限 

令和５年３月 31日 

 

3-2 事前調査・調整 

 本調達に伴い、次の作業を含む事前調査・調整を受注者の負担と責任において実施すること。 

(1) 本調達端末のホスト名、製造番号、MACアドレス等を調査し、納品前に機構へ当該情報を提供す

ること。設置場所の詳細情報等においては、機構から提供する。 

 

3-3 搬入作業 

・端末 

イ) 機器搬入については、搬入日程等を機構と協議の上、受注者が調整すること。 

ロ) 設置場所については、機構が指示する場所に設置すること。 

なお、運用開始以前に設置場所の変更が生じた場合は、機構と受注者とで調整し対応するこ

と。 

 

3-4 インストール作業及び環境設定 

(1) 端末 

イ) インストールについては、受注者が納入場所にて行うこと。 

ロ) 「5-3ソフトウェア要件」に記載するソフトウェアをインストール・設定した上で、正常動作

の確認を行うこと。 

なお、サブネットワークを利用するために必要なソフトウェア及び端末設定手順書を別途機構

より提供するので、端末設定手順書に従い、インストール・設定を行うこと。 

ハ) ログオンサーバに対するクライアントの環境及びネットワーク接続に必要な情報を設定するこ

と。設定内容については別途協議した内容とする。 

ニ) 機器配備後にユーザが、本調達以外のソフトウェアをインストールして利用する場合を想定

し、管理者権限が必要となる場合、その他要件についての対応方法及び運用方法を検討し、各

端末の設計に反映すること。 

なお、本調達の端末は、Active Directoryでの認証を行うことを想定している。 

 

3-5 動作確認作業 

(1) 本調達における配備・現地作業時に、受注者にて動作確認を行うこと。テストに必要な端末の環

境構築は、本調達に含むものとする。 

(2) テストに必要な機器(ネットワーク機器、LANケーブル、電源タップ等)並びにテスト場所、テス
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トで使用する端末の設定情報に関しては機構が提供する。 

(3) テストを実施するに当たり、機構と十分な協議・調整を行い、事前に確認項目等を作成し、機構

への説明及び調整を実施し承認を得ること。 

また、テスト実施に当たり費用が発生する場合は、受注者の責任と負担において対応すること。 

(4) 本調達機器を納入する前に、テスト実施結果について機構の承認を得ること。 

(5) テストに必要となるサブネットワーク側情報については、別途受注者に開示するため、必要とな

る情報を一覧にまとめ、機構に提出すること。 

(6) 端末については、現地での配備・環境設定作業においてネットワーク上で使用できるように環境

設定を行った後、サブネットワーク側との連係が正常にできることを確認すること。 

(7) (1)から(6)については、機構担当者及びサブネットワーク構築受注者と協議の上、日時・場所を

決定し、必要ソフトウェアのインストール、サブネットワークへの接続確認、動作確認等を実施

すること。 
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4 運用・保守要件 

(1) 本調達対象機器（ハードウェア及びソフトウェア等）は、本調達対象機器の契約期間中はメーカ

ーサポートの対象であること。 

(2) メーカーサポートは、本調達対象機器に関して、アフターサービス、修理、修理に伴う故障部品

の交換、ソフトウェアアップデート、脆弱性対応、各種相談、問合せ等の対応が含まれているこ

と。 

(3) メーカーサポートの問合せ先が明示された資料を作成すること。 
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5 端末調達について 

 

5-1 機能要件 

端末において、次に機能要件を記載する。 

 

5-1-1 機能条件 

(1) 通信プロトコルは TCP/IPプロトコルを使用できること。 

(2) インストールする各ソフトウェアが正常に連係して稼働できること。 

 

5-1-2 ハードウェア条件 

詳細については、「5-2 ハードウェア要件」を参照のこと。ただし、国等による環境物品等の調達

の推進等に関する法律第 6条第 1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に

おける対象製品については、定められた判断の基準を満たしていること。 

 

5-1-3 ソフトウェア条件 

詳細については「5-3 ソフトウェア要件」を参照のこと。また、導入する際に次の準備等を行うこ

ととする。 

(1) 調達するソフトウェアは原則として日本語とし、動作確認済みであること。ただし、利用開始時

点までの間に新しいバージョンが発売された場合は、別途、機構と協議すること。 

(2) 操作説明書等は、日本語で記載されたものを納入すること。 

 

5-1-4 費用の支払いについて 

本調達に係る費用の総額は、１年間の運用を含む費用の総額であり、原則、検収後、その総額を受

注者に支払う。 
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5-2 ハードウェア要件 

 

5-2-1 高性能パソコン端末 

区分 スペック 

形状 ノート型 

CPU Corei7 相当以上 

グラフィックカード NVIDIA Quadro P1000 (4GB GDDR5) 相当以上 

メインメモリ 32GB以上でかつ内蔵型であること 

ハードディスクドライブ SSD 1TB以上でかつ内蔵型であること 

ネットワークインターフェイス 無線 LAN（IEEE 802.11a/b/n/g） 

インターフェイス USB×3ポート以上 

サウンド機能 内蔵型スピーカーで音声出力が可能なこと 

パソコンサイズ 幅 400mm × 奥行 300mm × 高さ 260mmの範囲内に収まること 

マウス パソコンと無線接続可能であること（USB レシーバーによる

2.4GHzワイヤレス接続または Bluetooth接続） 

対応 OS Microsoft Windows 10（エディションは Pro以上） 

付帯事項 クライアントパソコンに取り付けることが可能なセキュリティ

ワイヤ（統一キータイプ）を購入し、本クライアントパソコン

に取り付けること。 

台数 １台 
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5-3 ソフトウェア要件 

 

5-3-1 端末ソフトウェア要件 

別途機構が提供するソフトウェアは、改めて受託者に開示する。 

(1) 高性能パソコン端末 

区分 ソフトウェア名・仕様 

OS Windows 10（エディションは Pro以上） 

BIM/CIMに関わるソフトウェア AEC-Collection Single-user（新規・３年） 

インターネットブラウザ Microsoft Edge相当以上 

※最新の修正プログラムを適用すること 

ウイルス対策ソフトウェア 別途機構が提供する 

資産管理ソフトウェア 別途機構が提供する 

サブネットワーク接続用クライ

アント VPNソフトウェア 

別途機構が提供する 

その他 7-zip相当以上 

※特記なき限り、ソフトウェアのバージョンは最新版とする 

※ライセンスの使用開始日は別途協議を行うものとする 

 

(2) タブレット端末 

区分 ソフトウェア名・仕様 

点群取得に関わるソフトウェア OPTiM Geo Scan（新規・１年） 

※付帯備品 GNSSアンテナを含む 

※特記なき限り、ソフトウェアのバージョンは最新版とする 

※ライセンスの使用開始日は別途協議を行うものとする 

※タブレット端末（Apple 製品 iPad pro ２台）は機構が支給するものとする 

 

(3) ソフトウェアの導入案件 

ソフトウェアの導入要件は以下のとおりである。ただし、国等による環境物品等の調達の推進

等に関する法律（平成 12年法律第 100号）第６条第１項の規定に基づく「環境物品等の調達の推

進に関する基本方針（平成 13年４月１日執行）」における対象製品については、定められた判断

の基準を満たすこと。 

1)インストール作業及び環境設定作業下記ソフトウェアを指定の PCにインストール及び動作の確

認をすること。  

① Civil 3D ② NavisWorksManage ③ AutoCAD ④ InfraWorks ⑤ Revit 

2)購入ソフトウェアの操作支援サポート保守 

①下記ソフトウェアの操作支援のテレホンサポートサービスを提供すること。 

・Civil 3D ・ NavisWorksManage ・ AutoCAD ・ InfraWorks ・ Revit 

②上記テレホンサポートをリモートでの画面共有にて補足できること。 
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③テレホンサポート受付時間   

・月曜日～金曜日 9時～17時。ただし、祝日および年末年始をのぞく。 

④点群データの取得および導入するソフトウェア等の使用方法について、一連の説明を実施す

ること。（１回分） 

3)特記事項   

①調達から構築まで自社で対応できること。 

②自社で保守サポートのコールセンター及び専任の TEL サポートエンジニアを有すること。   

③導入するソフトウェアの教育を実施できること。 

④CADスクールを定例的に開催していること。 

⑤CADソフトメーカーの正規代理店であること。 

⑥BIM/CIMの導入コンサルティングまで対応ができること。   

 

 

以 上 

 


