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1. 調達概要 

 目的 

独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）における拠点間を結ぶ会議、研修等の実施

において、本調達により、拠点間移動の削減が図られ、業務が効率化されることを目的とする。 

 

 調達範囲 

本仕様書における調達の範囲は、以下の項目とする。 

 テレビ会議システム 8 台 

（パナソニック株式会社製 KX-VC2000J、KX-VC1600J、KX-VC1300J 同等品不可） 

 ライセンス及びハードウェアマニュアル等提供 

 導入する機器の搬入設置及びネットワーク設定作業（既存機器アドレスの登録含む） 

 納入場所における利用説明  

 

 納入場所 

本調達機器を納入する拠点については、以下の通りとする。 

表 1【拠点一覧】 

納入拠点 所在地 納入台数※ 

独立行政法人都市再生機構 

東日本賃貸住宅本部 

東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイラ

ンドタワー19階 

1 台 

（KX-VC2000J） 

独立行政法人都市再生機構 

東日本都市再生本部 都心業務

部 

東京都中央区八重洲 1-3-7 

八重洲ファーストフィナンシャルビル 18 階 

1 台 

（KX-VC1300J） 

独立行政法人都市再生機構 

西日本支社 都市再生業務部中

国まちづくり支援事務所 

広島県広島市東区若草町 12-1 

アクティブインターシティ広島 9 階 

1 台 

（KX-VC1300J） 

独立行政法人都市再生機構 

東日本都市再生本部 長岡都市

再生事務所 

新潟県長岡市東坂之上町 2-5-11 長岡ＳＴ

ビル 3 階 

1 台 

（KX-VC1300J） 

独立行政法人都市再生機構 

九州支社 沖縄まちづくり支援事

務所 

沖縄県那覇市おもろまち 1-3-31 那覇新都

心メディアビル東棟 9 階 

1 台 

（KX-VC1300J） 

株式会社 UR コミュニティ 

本社 

東京都千代田区神田神保町 2-5 北沢ビル 

７階 

1 台 

（KX-VC2000J） 

株式会社 UR コミュニティ 

コミュニティ推進部（西日本エリ

ア） 

大阪府大阪市城東区森之宮 1-6-111 ＮＬ

Ｃ森の宮ビル 8 階 

1 台 

（KX-VC1600J） 
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納入拠点 所在地 納入台数※ 

株式会社 UR コミュニティ 

福岡住まいセンター 

福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-11 KDX

博多南ビル 3 階 

1 台 

（KX-VC1600J） 

 

 調達物品の内訳 

調達物品の内訳については、「3 テレビ会議システムの調達について」を参照のこと。 

 

 導入完了期限 

本調達機器の導入完了期限は令和２年３月 18 日とする。 

 

 調達物品の要求仕様 

テレビ会議システム及び導入する関連機器の要求仕様については、「3 テレビ会議システムの調

達について」を参照のこと。また、紙媒体等については、「1.9」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 29 年 2 月 7 日変更

閣議決定)」における対象製品（ディスプレイ）については、定められた判断の基準を満たしているこ

と。 

 

 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を遵守すること。 

 

 納入スケジュール 

受注者は契約締結後速やかに納入スケジュールを機構に提出すること。 

 

 納品物 

 受注者は、テレビ会議システムに付属する標準マニュアルを提供すること。 

 受注者は、ライセンス契約書を一式にまとめ提出すること。 

 受注者は、端末管理番号・納入拠点名・製造番号・ライセンスキー等を記載した管理台帳

を作成すること。 

 

 検査及び引渡し 

受注者立会いの上で、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、本調達機器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。 
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検査の結果、合格であることが確認された場合は、配備に関する目録を 2 部（機構、受注者）用意

し、速やかに引き渡すこと。 

 

 瑕疵担保責任 

導入後（令和２年３月 18 日）から 1 年以内に本調達機器に不具合又は瑕疵が見受けられた場合、

受注者の責任、負担において他の良品と引き換え若しくは修理を実施すること、又はその瑕疵に

よって生じた損害を賠償することとする。 

 

 機密情報の保持 

受注者は機密情報の保持について以下の内容を遵守するものとする。 

 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を履行する上で知り得たすべ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。 

 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。 

 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。 

 

 知的財産権について 

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

ては、すべて受注者の責任とする。 

 本調達において作成される設計書・マニュアル等の著作権（著作権法（昭和 45 年法律第

48号）第21条から第28条で定められた権利を含む。）及び納品物の所有権については、

機構に帰属するものとする。 

 

 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 

 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

かに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

 (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報告すること。 

 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。 

 

 その他 

 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
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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。  

 本調達機器には、管理番号を記載したラベルを受注者の負担と責任により作成し、貼付

するものとする。ラベルの形式については別途機構より指示する。 

 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。 

 

2. 保守 

 保守内容 

受注者は以下の保守内容に対応すること。 

 本調達機器のハードウェアについて、オンサイト保守を行うこと。オンサイト保守を行う場

合は保守依頼を行った翌営業日以降の対応も可とする。 

 保守期間については、本調達機器の納入から令和６年３月 17 日までとする。 

 オンサイト保守を行う場合、現地対応時間は、月曜日～金曜日の 9：30～17：00 とする（祝

祭日、年末年始は除く）。作業時には、現地機構職員等と保守対応日時等を調整し機構

が指定する部署、担当者に連絡後、現地保守作業を行うこと。保守作業終了後は、機構

が指定する部署、担当者に作業結果を報告すること。 

 その他詳細については、機構と協議・調整すること。 

 

3. テレビ会議システムの調達について 

 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。 

 安全性・信頼性要件 

 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証・確認されたも

のとする。 

 本調達機器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。 

 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。 

 

 ハードウェア条件 

詳細については、「表 2-1、2-2【テレビ会議システム要求仕様】」を参照のこと。なお、本調達機器

について、ライセンスの追加登録及びハードウェア等を増設する場合は、全て本調達機器に導入

又は取り付けた後、正常に動作することを確認すること。 

 

  表 2-1【テレビ会議システム要求仕様】 

機能分類 製品名 品番 

TV 会議システム パナソニック株式会社製 KX-VC2000J×2 台 
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機能分類 製品名 品番 

HD 映像コミュニケーションシステム KX-VC1600J×2 台 

KX-VC1300J×4 台 

カメラ パナソニック株式会社製 

HD コム専用カメラ 

GP-VD131J×8 台 

マイク パナソニック株式会社製 

HD コム専用マイク 

KX-VCA001×8 台 

 

表 2-2【テレビ会議システム要求仕様】 

※TV 会議システム 1 台ごとに以下の条件を満たすこと 

機能分類 機能項目 性能要件 

ディスプレイ モニタサイズ 40 型以上 

解像度 1920×1080 以上 

映像入力 HDMI 

音声出力 20W（10W+10W）外部スピーカーの接続も可 

付属品 テレビモニタスタンド キャスター／天板付き 

LAN ケーブル 青色 LAN ケーブル 5m×1 本 

電源タップ 5m×1 本（本構成機器の必要コンセント数を満

たすこと） 

HDMI ケーブル 5m×5 本  

以 上 

 


