
別 紙 

仕  様  書 

 

１．借入件名   国立西洋美術館事務用計算機賃貸借及び保守（搬入、据付、調整含む） 

一式 

 

２．借入期間   平成２８年８月１日から平成３３年７月３１日まで 

 

３．納入期限   平成２８年８月１日より稼働可能な状態にすること。 

 

４．納入場所   東京都台東区上野公園７番７号 

         国立西洋美術館 

 

５．機器構成   別紙「パーソナルコンピュータ仕様書」による。 

 

６．作業内容   別紙「作業仕様書」による。 

 

７．保守内容   別紙「保守仕様書」による。 

 

８．秘密保持 

賃借者及び賃貸者は、秘密と指定した事項及び業務上知り得た秘密を第三者に漏ら

してはならない。本契約期間終了後も同様とする。 

 

９．事故の報告 

賃貸者が、業務の遂行に支障を生ずる恐れのある事故の発生を知ったときは、その

帰責の如何に関わらず、賃貸者は直ちにその旨を賃借者に報告し、速やかに応急処置

を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告書を提出するものとする。 

 

10．その他の事項 

１ リース満了時の作業について 

  （１）リース期間満了後、賃貸者はすべての機器を撤去すること。また、サーバルー 

ムに加えた変更も、リース開始前の状態に復元すること。 

（２）パソコン機器、サーバ機器はデータを消去し、証明書を賃借者に提出すること。 

その際、賃貸者は賃借者の情報を漏洩しないよう措置を講じること。 

 

11．留意事項 

１ 業務の遂行に当たっては賃借者及び賃貸者間で打ち合わせをし、業務内容に反映さ 

せること。 

２ 本仕様書に定めのない事項については、賃借者賃貸者間において協議するものとす 

る。 



１　一体型デスクトップパソコン：２９台

機器仕様

本体 きょう体

一体型デスクトップ
PC本体の外形が概ね70mm（幅）×260mm（奥行）×260mm（高さ）に収まること。
設置占有面積が少なく、キーボードをモニタ下部等に収納できる構造であること。
モニタマウントキットを使用し、モニタとＰＣ本体が一体型にできる構造であること。

OS Windows 10 Pro 64Bit

CPU インテル(R) Core(TM) i5-4590Sプロセッサー(3.0 GHz)　相当以上

メモリ 8GB DDR3 SDRAM SODIMMモジュール(1600MHz, 2DIMM)　以上

ディスプレイ ２０インチワイドモニター・モニタマウントキット付 

解像度 1,600×900ドット以上表示可能なこと

表示色数 1,600万色以上表示可能なこと

ハードディスク 320GBハードディスクドライブ(SATA/600, 7,200rpm)　以上

DVD-ROM スーパーマルチドライブ(SATA, スリムライン)

USBポート USB2.0対応、4ポート以上かつ本体前面に２ポート以上あること

LANインターフェース 1000BASE-T/100BASE-TX内蔵（WakeonLAN対応）

サウンド機能 あり

スピーカー 内蔵型又はディスプレイ内蔵型

環境 国際エネルギースタープログラム バージョン6.0適合  

キーボード 日本語109キー、JIS標準配列、PS/2又はUSBインターフェース対応

マウス
レーザー式、2ボタン、ホイール機能付
USB又はPS/2のインターフェースに対応可能なこと
マウス本体の全長が概ね１００ｍｍ以上であること

２　デスクトップパソコン：２５台

機器仕様

本体 きょう体
省スペース型デスクトップ
外形が概ね100mm（幅）×380mm（奥行）×340mm（高さ）
（縦置き時）以内であること。

OS Windows 10 Pro 64Bit

CPU インテル(R) Core(TM) i5-6500プロセッサー(3.2 GHz)　相当以上

メモリ 8GB DDR3 SDRAM SODIMMモジュール(1600MHz, 2DIMM)　以上

ディスプレイ ２４インチワイドモニター

解像度 1920×1080ドット以上表示可能なこと

表示色数 1,600万色以上表示可能なこと

ハードディスク 500GBハードディスクドライブ(Serial ATA/600, 7,200rpm)　以上

メディアカードリーダー SDメディアカードリーダーライター 

DVD-ROM スーパーマルチドライブ

USBポート USB2.0対応、4ポート以上かつ本体前面に２ポート以上あること

LANインターフェース 1000BASE-T/100BASE-TX内蔵（WakeonLAN対応）

サウンド機能 あり

スピーカー 内蔵型又はディスプレイ内蔵型

環境 国際エネルギースタープログラム バージョン6.0適合  

キーボード 日本語109キー、JIS標準配列、PS/2又はUSBインターフェース対応

マウス
レーザー式、2ボタン、ホイール機能付
USBインターフェースに対応可能なこと
マウス本体の全長が概ね１００ｍｍ以上であること

機器

パーソナルコンピュータ仕様書

機器



３　デスクトップパソコン：１台（ＣＡＤ用）

機器仕様

本体 きょう体
省スペース型デスクトップ
外形が概ね100mm（幅）×380mm（奥行）×340mm（高さ）
（縦置き時）以内であること。

OS Windows 10 Pro 64Bit

CPU インテル(R) Core(TM) i7-6700プロセッサー(3.4 GHz)　相当以上

メモリ 8GB DDR3 SDRAM SODIMMモジュール(1600MHz, 2DIMM)　以上

ディスプレイ ２４インチワイドモニター

グラフィックボード NVIDIA GeForce GT 730 LP 2GB DVI-I to VGA 変換アダプター付　相当以上

解像度 1920×1080ドット以上表示可能なこと

表示色数 1,600万色以上表示可能なこと

ハードディスク 500GBハードディスクドライブ(Serial ATA/600, 7,200rpm)　以上

DVD-ROM DVD読込最大8倍速以上、DVD-R/RWも利用可能なこと（内蔵）

USBポート USB2.0対応、4ポート以上かつ本体前面に２ポート以上あること

LANインターフェース 1000BASE-T/100BASE-TX内蔵（WakeonLAN対応）

サウンド機能 あり

スピーカー 内蔵型又はディスプレイ内蔵型

環境 国際エネルギースタープログラム バージョン6.0適合  

キーボード 日本語109キー、JIS標準配列、PS/2又はUSBインターフェース対応

マウス
レーザー式、2ボタン、ホイール機能付
USBインターフェースに対応可能なこと
マウス本体の全長が概ね１００ｍｍ以上であること

４　ノートパソコン：２台

機器仕様

本体 きょう体
Ａ４ノートブック
外形が概ね380mm（幅）×270mm（奥行）×25mm（高さ）
以内であること。

OS Windows 10 Pro 64Bit

CPU インテル(R) Core(TM) i3-6100Uプロセッサー (2.3GHz/3MB)　相当以上

メモリ 8GB（4GB×2）SO-DIMM DDR3L-1600 PC3L-12800　以上

ディスプレイ 15.6インチワイドHD (1366×768) 液晶ディスプレイ 

ハードディスク 500GBハードディスクドライブ(SATA2、7,200rpm) 　以上

DVD-ROM スーパーマルチドライブ

USBポート USB2.0対応２ポート以上あること

LANインターフェース 1000BASE-T/100BASE-TX内蔵（WakeonLAN対応）

環境 国際エネルギースタープログラム バージョン6.0適合  

キーボード 日本語109キー、JIS標準配列、PS/2又はUSBインターフェース対応

マウス
レーザー式、2ボタン、ホイール機能付
USB又はPS/2のインターフェースに対応可能なこと

５　ソフトウェア

Windows 10 Pro 64Bit
調達はMicrosoft Academic Open Licenseで行うこと。
また、ディスクを1セット添付すること。
セットアップに必要な数量を用意すること。
Microsoft WindowsServer2012R2 CAL（デバイスCAL）
調達はMicrosoft Academic Open Licenseで行うこと。
数量：75

オフィスソフト

Microsoft Office2016 Professional
調達はMicrosoft Academic Open Licenseで行うこと。
また、ディスクを1セット添付すること。
数量：62

DVD再生ソフト PCバンドル製品の利用も可能
DVDライティングソフト PCバンドル製品の利用も可能

機器

OS

サーバアクセスライセンス

機器



Adobe Flash Player 最新版

Adobe Air 最新版

Adobe　Reader 最新版

一太郎Viewer 最新版

LHAPlus 最新版

Pixel Live Viewer 最新版

Irfan View 最新版 日本語化すること

PDF　reDirect 最新版

PDFsam 最新版

Java 最新版

Cybozu Desktop 2 最新版

Thunderbird 最新版　・　メールソフト

Winmail Opener 最新版

Moz Backup Thunderbird 用バックアップソフト

Symantec End Point
Protection

ライセンス、メディアは、賃借者より提供する。

File Maker Pro 11 ライセンス、メディアは、賃借者より提供する。

プリンタドライバ ネットワークプリンタ及びローカルプリンタ

ソフト類は、賃借者の指定するPCにインストールを行うこと。
利用するすべてのユーザが利用できるよう、動作確認を行うこと。

注１）項番１、２、３、４については、同一メーカ品であること。

　　　サードパーティ製やいわゆるショップブランドの製品は禁止とする。

　　　また、個人向けに作られたものは禁止とする。やむを得ず個人向け製品を採用する場合は、事前に賃借者に確認をとること。

　　　その場合、賃借者が指定する以外のソフトウェア、ツールなどは、削除、もしくは、利用できないようにすること。

注２）項番１、２、３、４については、リース期間中のオンサイト保守を付けること。

　　　保守時間は、平日９：００～１７：００とする。

注３）項番１、２については、それぞれのマスタＰＣを作り、Sysprepを使いSIDを消去した後、SymantecGhostで

　　　ディスクイメージを作成し、残りのPCについてはクローンを配布すること。その際、ユーザプロファイルをコピーすること。

　　　また、障害時の復元用にイメージをDVDに焼いて納品すること。

　　　Ghostを起動するためのディスクを納品すること。

　　　Ghostのライセンスは、必要数を賃貸者が用意すること。

注４）賃貸者は、賃借者が現在利用しているプリンタとの接続を行い、動作確認をすること。

　　　プリンタの製造年度が古く、利用ができない場合、そのことを賃借者に申告し対処方法についての指示を受けること。

ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア



 

 

 

作業仕様書 

１ キッティング作業（機器設定及びソフトウェア設定） 

 （１） 計画準備 

ア 賃貸者は、賃借者と協議の上、キッティング作業にかかる計画書を作成する

こと。 

    イ 賃貸者は、計画書に基づき、賃借者と協議の上、設置及び設置時における設

定に関する作業手順書を作成すること。 

 また、既存 PC からのデータ移行についての、手順書を作成すること。 

    ウ 賃借者の都合により、作業の実施時期、機会及び方法が制限される場合があ

るので、実施に当たっては賃借者と十分に打合せを行うこと。 

    エ 賃貸者は、作業を行うに当たっては、現場作業指揮を行う責任者を選定し、

賃借者に通知すること。  

 （２） 作業全般 

    ア 賃貸者は、作業について計画書及び作業手順書に従い、機器のキッティング

に適した設備が整備され、セキュリティが確保された場所を賃借者の社外に設

置し、計画的かつ効率的に実施するとともに、作業進捗の管理を行うこと。 

    イ 賃貸者は、作業について一括的に実施できるようにし、作業の効率化及び迅

速化を図ること。 

    ウ 賃貸者は、機器及びソフトウェアに関する設定を行うときに、現地ＬＡＮ接

続時でないと不可能な作業及び機器ごとに異なる個別の設定以外は、すべて搬

入前までに実施するものとし、機器設置場所での作業について時間の短縮及び

効率化を図ること。 

    エ 賃貸者は、機器及びソフトウェアに関する設定を実施した結果について、1台

ごとに報告書を作成し、設置作業及び動作確認作業時における結果報告ととも

に、最終的に機器 1台ごとの作業結果報告書として提出できるようにすること。 

 （３） 機器に係る作業 

    ア 賃貸者は、本体、キーボード、ディスプレイ及び付属する装置には、各端末

を識別するために、賃借者が別途指示するホスト名等の情報を表示したラベル

を作成し、別途指示する場所に貼付すること。ラベル貼付に当たっては、減耗

及び剥離防止を考慮すること。 

    イ 賃貸者は、賃借物件であることを明示したシールを作成し、本体に貼ること。

減耗及び剥離防止を考慮すること。 

（４） ソフトウェアに係る作業 

    ア セットアップ及び事前検証 

     （ア）セットアップ用環境の構築 

キッティング作業を行う場所を選定し、ソフトウェアのセットアップ用環

境を構築して、以下に掲げるソフトウェアをクライアントパソコンへセット



 

 

 

アップを行うこと。また、セットアップを行うソフトウェアは賃借者が機種

ごとに指定するものとする。 

       なお、以下のソフトウェアのメディアは賃借者が提供する。 

① Symantec Endpoint Protection 

②プリンタドライバー 

③その他賃借者が指示するソフトウェア 

     （イ）事前検証 

賃貸者は、セットアップ用環境において、セットアップを完了したクライ

アントパソコンの動作検証を行うこと。また、検証項目は別途賃借者と協議

すること。 

     （ウ）接続検証 

賃貸者は、検証用環境での動作検証を完了したクライアントパソコンを、

賃借者が別途指定する場所においてＬＡＮ接続を行い、賃借者のＬＡＮ上に

おける接続検証を行うこと。 

（エ）機器の個別設定 

賃貸者は、別途賃借者が提供する情報を基に以下の個別設定を行うこと。 

①ＯＳ固有の設定（ユーザ名等） 

②ネットワーク設定（ＩＰアドレス、コンピュータ名等固有の設定） 

③その他、賃借者が指示する設定 

イ リカバリディスクの作成 

     賃貸者は、リカバリツールによる復旧を可能とするため、リカバリ用ＣＤ－Ｒ

ＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭを作成すること。 

   ウ 賃貸者は、インストールするソフトウェア間またはインストールするソフトウ

ェアとハードウェア間で競合等の不具合が発生しないようにすること。発生した

場合は調査を行い、正常動作させること。 

   エ 賃借者が別途提供するソフトウェアについては、インストール用媒体を１部ず

つ提供する。 

 



 

 

 

２ 設置場所作業 

  設置場所で行う作業は以下のとおりとする。 

 （１）開梱、設置 

 （２）ネットワーク接続 

 （３）起動確認 

 （４）ネットワーク接続、賃借者が指定するドメイン（Active Directory）への参加 

 （５）プリンタードライバーインストール、印刷確認 

 （６）賃借者が指定するソフトウェアのインストール 

 （７）空きダンボール、ゴミ等の撤去 

 （８）その他、賃借者が指示する作業 

 

３ 特記事項 

 （１）パソコンのメーカは保守性を考慮して同一であること。 

 （２）国際エネルギースタープログラムの適合製品であること。 

 （３）JEITA「PC グリーンラベル制度」の審査基準を満たしていること。 

 （４）「グリーン購入法」（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）で定めら 

れている判断基準を満たしていること。 

 （５）通信プロトコルとして、ＴＣＰ／ＩＰが使用できること。 

 （６）パソコン本体に付属する取扱説明書類は、各機器２部ずつ納品すること。付属す

ること。ＣＤ－ＲＯＭ類についても、同様の扱いとする。 

    なお、詳細については、契約締結後、賃借者と協議すること。 

  



保守仕様書 

１ 保守体制 

 

（１） 賃貸者は、保守について、次項以降の内容を踏まえた上で保守に関する条件等

を整理し、賃借者と協議を行うこと。協議の結果は文書化し、速やかに賃借者に

提出すること。 

 
（２） 賃貸者は、装置等の異常等に速やかに対応出来る様、賃借者と協議の上、連絡

体制を確保し、連絡体制図を賃借者に提出すること。 

 

（３） 連絡体制構築時には、保守の受付窓口を１つにし、連絡方法は電話及び電子メ

ールの２通りを用意すること。 

ただし、プッシュ式の自動応答メニューによる電話窓口は不可とする。 

 

（４） 保守対応の時間は、原則として月曜日から金曜日の間（休日、祝日及び年末年始

を除く）の午前９時から午後５時までとする。 

なお、緊急及びその他必要が生じた場合には、賃借者の指示に従い速やかに対

応すること。 

２ 保守対象 

 （１） 保守対象となる物件は、本契約で調達する全ての装置等とする。 

 

（２） 設定内容を変更することなく、利用者が通常に使用しているにも関わらず、使用に

支障をきたす障害が発生した場合は、保守対象とし、機器の交換やソフトウェアの

再設定等を行うこととする。 

 
（３） 賃借者が全機器又は特定の機器に、動作確認を経た設定変更を実施した場合

は、前号（２）と同様の扱いとする。 

 

（４） 賃借者の故意又は重大な過失により発生した障害に関しては、保守対象外とす

る。 

なお、保守対象外と判断する場合には、その理由及び原因について賃借者と事

前に協議を行い、報告を行うこと。 

 （５） 前号（４）以外で、保守にかかる費用は、すべて賃貸者が負担すること。 

３ 保守内容 

 
（１） 賃貸者は、障害について保守の依頼があった際は、速やかに正常に稼動し、使

用することができる状態まで復旧を行うこと。 

 

（２） 賃貸者は、装置等の予防保全に努め、部品等について将来障害が発生する確率

が高いことが判明した場合は、賃借者と協議の上、全ての機器に対して部品交換

を含む予防保守を行うこと。 

 

（３） ハードディスク障害時の復旧作業において、ハードディスク交換及び再インストー

ルによりソフトウェアを復旧させる場合は、ハードディスクの記録内容を設置当初

の状態（個別設定を含む）まで再設定を行うこと。 



 
（４） 保守において、ハードディスク以外の障害の場合、極力ハードディスクの記録 内

容は保持し、ユーザデータ及び設定の消失が無いように復旧作業を行うこと。 

４ その他 

 

（１） 賃貸借期間中、継続的にオンサイトサポートが可能なこと。原則として障害連絡が

あった日に初期対応を行うこと。 

また、部品調達の都合などで保守が遅れる場合は、必ず賃借者にその旨を説明

すること。 

 （２） 障害発生時は、障害箇所を特定し、原因を除去した上で復旧作業を行うこと。 

 （３） 障害回復後は、設置・ネットワークへの接続した上で動作確認を行うこと。 

 
（４） 障害対応を行った場合は、その都度賃借者が指定する方式により賃借者に報告

を行うこと。 

 （５） 障害対応については、賃借者と連携して行うこと。 

 

（６） 賃借者の組織改正等により、装置等の設置場所に変更があった場合でも、保守

を行うこと。ただし、賃借者は賃貸者に対し事前に変更内容を通知することとす

る。 
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