
明石市立明石商業高等学校第 1・3・5 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ-室ﾊﾟｿｺﾝ等賃貸借仕様書 

 

１ 長期継続契約 

本賃貸借契約は地方自治法第 234 条の 3 に規定する長期継続契約として契約期間を 5 年とする。ただし、契

約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、本賃貸借契約における予算が削除された場合又は年間予定賃

貸借料総額未満に減額された場合は、本賃貸借契約を解除する。 

 

２ 賃貸借期間 

 令和 4 年 3 月 1 日～令和 9 年 2 月 28 日 

 

３ 物件等 

(1) 物件名、数量及び納品場所 

① 物件名：第 1・3・5 ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ-室ほかﾊﾟｿｺﾝ等更新作業 

② 物件数：第 1・3・5 ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ-室 130 台(先生機 4 台、生徒機 126 台)、ﾉ-ﾄ PC3 台、複合機 3 台、無線

ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置 6 か所(7 台)ほか 

③ 納入場所：明石市魚住町長坂寺 1250 番地 明石市立明石商業高等学校 B 棟 4 階ほか 

(2) 規格 

ﾊﾟｿｺﾝ及び印刷機ほかの仕様については「本仕様書」・「明石市立明石商業高等学校第 1・3・5 ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ-室

ﾊﾟｿｺﾝ等賃貸借機器仕様書」・「無線アクセスポイント設置箇所図」のとおり。規格で示している場合は準拠若

しくはそれ以上の性能を有する製品とすること。 

「ｸﾗｲｱﾝﾄ PC の OS について」、Microsoft ｽｸ-ﾙｱｸﾞﾘ-ﾒﾝﾄ契約を学校で保有しているため、PC 本体は OS を

「Windows 10 Pro 64bit」若しくは Home のプリインストールモデルを導入し、キッティング作業時に学校保有

のライセンスを使用し「Microsoft Windows10 Enterprise LTSC 2019(64bit)」に変更する方法でもよい。ただし、

「業務費内訳書」及び「納入予定機種及び保守業務拠点調書」へ記載するパソコン本体の規格等の欄にはその旨、

記載すること。 

記載例：【「Windows 10 Pro 64bit」または「Home のプリインストールモデル」で導入し、キッティング時に貴

校保有のスクールアグリーメントライセンスを使用し Microsoft Windows10 Enterprise LTSC 2019(64bit)に設定

して納品する。】等。また、Windows10 Enterprise LTSC 2019(64bit)の稼働確認、動作保障も必要である。 

(3) 製造者等の指定 

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ及びﾉ-ﾄﾌﾞｯｸﾊﾟｿｺﾝ並びに複合機(本体)は、下記の製造者の製品とすること。 

・Microsoft 

・Dynabook 株式会社 

・ﾚﾉﾎﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 

・日本電気株式会社 

・富士通株式会社 

・ｾｲｺ-ｴﾌﾟｿﾝ株式会社 

・ｴﾌﾟｿﾝﾀﾞｲﾚｸﾄ株式会社 

また、保守用部品に関しては、当該機種の製造中止後、最低 5 年間、ﾒ-ｶ-による同一部品の供給が受けられる

機種であること。 

 
４ 初期設定作業 

設定内容は概ね下記を予定する。詳細及び仕様書に記載のない事項については、明石商業高等学校事務局(以



下「事務局」という。)との打合せのうえ、実施計画書を提出し承諾を得ること。 

また、設定作業にかかる費用は購入費用に含み、納入・設定にあたり発生した不具合については、受注者が対

応すること、納入後 5 年間は、機器の障害に対して無償で対応すること。 

各 PC 本体に端末管理ｼ-ﾙの貼り付けを行うこと。端末管理ｼ-ﾙに記載する内容は、事務局と打合せするもの

とし、作成に係る経費は受注者の負担とする。 

教室内の LAN 配線については基本的に既存配線を流用可能だがﾈｯﾄﾜ-ｸ構築上問題と思われる不良箇所がある

場合は配線し直すこと。また、既存の机・椅子のネジの緩みを無くすこと。 

機器の搬入日については、事務局と打合せのうえ行うこと。 

 

[PC 登録] 

ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚ-ﾀﾊﾟｽﾜ-ﾄﾞ、ﾎｽﾄ名、ﾛｸﾞｲﾝｱｶｳﾝﾄ、ﾊﾟｽﾜ-ﾄﾞ、Bios ﾊﾟｽﾜ-ﾄﾞ等。ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲは、OSD ﾛｯｸをかけること。 

[ｿﾌﾄｳｪｱ等のｲﾝｽﾄ-ﾙ] 

下記のｿﾌﾄｳｪｱ等を、すべて正常に動作するようｲﾝｽﾄ-ﾙと設定を行うこと。 

また、導入後の運用において、不具合が発生した場合についても事務局と協議のうえ、改善に努めること。 

(1)   Microsoft Office2019(本校はｽｸ-ﾙｱｸﾞﾘ-ﾒﾝﾄを所有、ｲﾝｽﾄ-ﾙ作業のみ)。なお、Office(Word、Excel)の環境

設定は他教室を参考にして行うこと。 

(2)   令和 4 年 9 月 1 日、本校が所有する Microsoft ｽｸ-ﾙｱｸﾞﾘ-ﾒﾝﾄ契約からﾗｲｾﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ契約する可能性があ

る(OVS-ES+EMS Desktop Education 等)。ﾗｲｾﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの契約変更を行った場合に生じる Office 関係 ID 関連

登録作業やリスク管理(システム障害への対応)等も本調達内に含むこととする。 

(3)   TREND MICRO Apex One  既存ｻ-ﾊﾞよりｲﾝｽﾄ-ﾙすること(ﾗｲｾﾝｽは所有済み)。 

(4)   ﾌﾘ-ｿﾌﾄ 主な形式のﾃﾞ-ﾀ(動画ﾌｧｲﾙ、PDF ﾌｧｲﾙ、音声ﾌｧｲﾙ、LZH/Zip 圧縮解凍ﾌｧｲﾙ等)についてはﾕ-ｻﾞ

が新たに、ｲﾝｽﾄ-ﾙすることなく、参照可能に設定すること。また、各ﾒﾃﾞィｱﾃﾞ-ﾀを参照可能とするｱﾌﾟﾘｹ-

ｼｮﾝ群は最新版をｲﾝｽﾄ-ﾙし、自動ｱｯﾌﾟﾃﾞ-ﾄ機能を停止させておくこと。 

Windows Live(ﾌｧﾐﾘ-ｾ-ﾌﾃｨ以外すべて) 

Quick Time、ShockWave、RealPlayer、AcrobatReader,、Ffftp、GIMP、Zoom、Teams、Google Chrome、Google 

Meet 等本校が指示するﾌﾘ-ｿﾌﾄ 

(5)   DVD 再生・書き込みｿﾌﾄ 

 [ｻ-ﾊﾞ接続] 

第 1・3・5 ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ-室用に構築したﾌﾟﾗｲﾏﾘ-ｻ-ﾊﾞとｾｶﾝﾀﾞﾘ-ｻ-ﾊﾞを利用し、ﾃﾞ-ﾀを移行、ﾄﾞﾒｲﾝ参加するよう

に設定すること。ｻ-ﾊﾞ設定情報については「既存機器導入・保守業者」に確認を行うこと。 

[ﾌﾞﾗｳｻﾞの設定] 

本校に設置されているﾌﾟﾛｷｼｻ-ﾊﾞを経由してすべてのﾊﾟｿｺﾝがｲﾝﾀ-ﾈｯﾄに接続できるよう調整すること。 

生徒がﾌﾟﾛｷｼｻ-ﾊﾞの設定等を変更できないようにすること。 

ﾌﾞﾗｳｻﾞのｽﾀ-ﾄﾍﾟ-ｼﾞは、Yahoo Japan にすること。不要なｱﾄﾞｵﾝは外すこと。 

[ﾈｯﾄﾜ-ｸ接続] 

既存のﾈｯﾄﾜ-ｸ設定を引継ぎ、接続確認はすべて行うこと。 

ﾊﾟｿｺﾝ等の設定を変更する機会が生じた時に､全台一斉に設定変更できる仕組みを提案すること｡ 

生徒が勝手に設定変更した場合でも元に戻るような設定をすること｡ 

[LAN 配線工事/無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置・設定] 

(1) LAN 配線 

対象教室壁面等の情報ｺﾝｾﾝﾄ及び無線 LAN ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄまでの配線を実施する。将来的に 10Gbps での通信を 

見据えた対応を行うこと。 



    ケーブル仕様は 10GE に対応した Category6A の配線を敷設すること。 

    指定箇所までのｹ-ﾌﾞﾙﾙ-ﾄについては原則、既存敷設ﾙ-ﾄとし、既存ﾙ-ﾄでの配線が困難もしくはﾙ-ﾄが無い 

箇所は、別途、事務局と協議すること。 

    作業前に事前の現地調査を行うこと。調査にかかる費用も本調達に含むこととする。 

(2) 電源工事 

基幹ｽｲｯﾁ・ﾌﾛｱｽｲｯﾁ･無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄを設置する際に電源工事が必要な場合は電源工事を行うこととする。 

電源盤等の増設や改修が必要な場合は別途、事務局と協議すること。 

(3)  無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置・設定 

学校内の通信(ﾈｯﾄﾜ-ｸ)を考慮し、設計を実施すること。 

    設置対象教室については別紙「新設無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置箇所図」(黄枠着色箇所)参照のこと。 

    設置(増設)した無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄが学内にある管理ｻ-ﾊﾞ(UNIFAS)へ登録を行い、管理ｻ-ﾊﾞ(UNIFAS)での運用管 

理を行うこと。 

  設置(増設)する無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄについては既存機器とのﾈｯﾄﾜ-ｸ設定を考慮し、既存機器と同様の設定を行 

うこと。 

  機器設定にあたり転倒・転落の防止策やｹ-ﾌﾞﾙ抜けを考慮すること。 

(4)   本校に導入している無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄの管理ｻ-ﾊﾞである「UNIFAS」のﾊﾞ-ｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ作業を行うこと｡ 

「UNIFAS」のﾊﾞ-ｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ作業に伴い､学内に設置されているｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄのﾌｧ-ﾑｳｪｱのｱｯﾌﾟﾃﾞ-ﾄ作業も行

うこと｡ 

「UNIFAS」の設定にて BYOD 登録用 Wi-Fi と授業用 Wi-Fi の設定を行い、BYOD 端末の MAC ｱﾄﾞﾚｽが取得可

能な設定を行うこと｡ 

登録した BYOD 端末については、本校に設置されているﾌﾟﾛｷｼを経由してｲﾝﾀ-ﾈｯﾄに接続できるように調

整すること｡ 

MAC ｱﾄﾞﾚｽ登録作業については令和 4 年 2 月 28 日までに学校担当者立会のもと 1 回実施し、2 回目以降は

学校担当者にて作業ができるようにﾏﾆｭｱﾙを作成すること。 

生徒 BYOD 端末のみ校内無線 LAN への接続は、7 時から 18 時に制限すること。接続時間帯は、変更でき

るようﾏﾆｭｱﾙを作成すること。なお、許可した BYOD 端末に対して接続時間の制限等の設定変更を学校が希

望する場合は、初回の設定変更時のみ UNIFAS 側で設定変更作業を行うこと。2 回目以降は学校担当者にて作

業ができるよう作業ﾏﾆｭｱﾙを作成すること。 

(5)  運用保守 

本調達にて追加で増設する機器(無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ､ﾈｯﾄﾜ-ｸ機器類)の保証はﾒ-ｶ-の保守範囲のものとする｡ 

その他､ﾈｯﾄﾜ-ｸに関する保守は初期不良を除き､別途ｽﾎﾟｯﾄ(有償)のものとする｡ 

[既存ﾌﾟﾘﾝﾀの接続] 

     第 1・3・5 ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ-室内の既存ﾌﾟﾘﾝﾀ(LP-M5000S)を本校の商業経済準備室等へ移設すること。再設置、 

設定費用も本調達に含むこと。 

 

５ 保守業務 

[定期保守] 

納入物件が常に良好、適正な機能を発揮し、その使用に耐えるよう定期的に専門技術者を派遣して、次に掲

げる機器の保守点検を行うとともに、機器、ｿﾌﾄｳｪｱ等の利用について、適正な助言、提案等を行うこと。 

(1) 清掃及び一般調整 

(2) 異常の有無の点検及び障害の修復 

(3) 必要な部分の性能検査 



(4) 自然消滅による機器の摩耗部分の修復・調整 

[緊急保守] 

機器の故障等、緊急に修理または調整を要する場合は、速やかにﾒ-ｶ-専門技術者を派遣し、48 時間以内に正

常な状態に復旧すること。また、機器を持ち帰る等復旧に日数を要する場合は、その期間中、代替機を設置する

ものとする。また、賃貸物件の操作等について、その利用者が電話、FAX 及び電子ﾒ-ﾙ等で照会したときは、速

やかに回答すること。なお、故障等で OS の再ｲﾝｽﾄ-ﾙが必要な場合は、納入完了状態に戻すこと。 

(※ A4 用紙 1 枚程度に再ｲﾝｽﾄ-ﾙの方法を文書化すること。) 

 

６ その他 

[既設機器の撤去] 

既設機器の搬出及び廃棄に係る全ての費用は、受注者にて負担すること。また、導入作業期間中において、設

置場所内で既設機器ﾊ-ﾄﾞﾃﾞｲｽｸ等内のﾃﾞ-ﾀを完全に消去の上、ﾃﾞ-ﾀ消去証明書(任意様式)を事務局に提出するこ

と、それらの費用も本調達に含むものとする。 

[その他] 

(1) 賃貸料には動産総合保険料（ｿﾌﾄｳｪｱを除く）を含むこと。 

(2) ﾘｶﾊﾞﾘ用ﾒﾃﾞｲｱ一式(設定手順書等を含む)を納品すること｡ 

本仕様書及び「明石市立明石商業高等学校第 1・3・5 ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ-室ﾊﾟｿｺﾝ等賃貸借機器仕様書」並びに「新設無線

ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置箇所図」等に明記されていない事項でも構成上･性能上･作業上、必要なものは受注者の負担で作

業し、疑義が生じた場合は全て事務局の解釈に従うこと。 

(3) 賃貸期間満了後は、無償譲渡を行うものとする。 

(4)「業務費内訳書」及び「納入予定機器及び保守業務拠点調書」には必ず付属品(ｷ-ﾎﾞ-ﾄﾞ等)が盛り込まれた型

番(要：製造ﾒ-ｶ-に確認すること)を記載すること。または、ﾊﾟｿｺﾝ本体のみの型番と付属品(ｷ-ﾎﾞ-ﾄﾞ等)のみの型

番を羅列して記載すること。 

入札者は、事前に仕様書等を十分確認したうえで、入札に応じること。また、落札等決定後の異議については

一切認めないものとする。もし、仕様書等に疑義のあるときは、必ず質問受付期間中に質問書を事務局へ FAX

し、明石市ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞで公表される質問回答を受けることにより解決すること。また、落札等後は事務局の解釈

に従うこと。 

(5 )本校が所有するﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末(166 台)へ「EPSON iprojection」のｲﾝｽﾄ-ﾙ作業を行うこと。対象端末(166 台)につ 

いては別途、本校より指示を行う。  

(6)書画ｶﾒﾗ「L-12W」への無線接続設定を行うこと。対象機器については本件で調達する 24 台に加えて、既 

に導入している 7 台を追加した合計 31 台とする。 

  書画ｶﾒﾗ「L-12W」については ZOOM の利用と PDF が閲覧できるようにすること。対象機器については本件で

調達する 24 台に加えて、既に導入している 7 台を追加した合計 31 台とする。 

(7)生徒機(ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ)の液晶ﾃﾞｲｽﾌﾟﾚｲについては既存のものを流用とする。 

 



別紙「明石市立明石商業高等学校第 1･3・5 ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ-室ﾊﾟｿｺﾝ等賃貸借機器仕様書」 

 
■クライアントＰＣ 

 品名(参考機種：

Endeavor 

MR4900) 

項目 規格 数量 
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CPU CPU・クロック数 インテル® CoreTMi７-10700 プロセッサー(8 コア/2.9GHz) 相当以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

OS 
Microsoft Windows10 Enterprise LTSC ２０１９(64bit) 

※仕様書３「物件等」(2)規格を参照 

メインメモリ 16.0GB(8.0GB×2)ＰＣ4-2933 DDR４ SDRAM Non-ECC 以上 

チップセット インテル® H470 チップセット(標準搭載) 

本体 幅×奥行×高さ ９８.０×３95.５×3５７.0ｍｍ(スタンド装着時約１５４.0×3９５.５×3６８.２㎜)(突起物除く) 

ストレージ ５１２GB SSD シリアル ATA 600ＭＢ/s2    基内蔵可能 

サウンド機能 インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ(標準搭載) 

 

 

 

インターフェイス 

USB 
USB３.2 Gen1(USB3.0 5Gbps)×４(前面×２、背面×２)、USB3.2 Gen２(USB3.１ 

１０Gbps)×２(背面×２)、USB2.0×3(前面×１、背面×２) 

IEEE1394 オプション増設可能 背面スロットを１スロット使用 

LAN RJ-45×１ 

サウンド 
インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ.前面：ヘッドホン出力×１、マイク入力×

１ 背面：ライン入力、ライン出力×１、マイク入力×１ 

デｨスプレイ出力 
VGA:ミニ D-Sub 15 ピン ×１ DVI-D：24 ピン×１(HDCP 対応) HDMI：１９ピン×１(HDPC 対応)  

マルチモニター：最大３画面 

その他 
キーボード：PS/２互換 ミニ DIN×１、マウス：PS/2 互換 ミニ DIN×１ 

シリアル：D-Sub ９ピン×１(オプションで増設時 D-Sub 9 ピン 最大２基まで)、 

パラレル：D-Sub 25 ピン×１ 

ディスプレイ 19 型 TFT アナログ・デジタルディスプレイ 解像度：1,280×1,024 以上 表示色：1,677

万色相当(参考：LD1974) 

光学ドライブ Blu-ray Disc ドライブ(BDXL 対応) 

入力装置 

キーボード 109 キーボード OADG109A 準拠、JIS 標準配列準拠 

ﾏｳｽ、ﾍｯﾄﾞﾌｫﾝﾏｲｸ ホイール付 USB オプティカルマウス 

読取装置 マルチカードリーダー ※内蔵 

保守 内容 メーカーによる５年間オンサイト保守  

※教師用ＰＣについては 19 ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲを 8 台用意しﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲで運用すること。 

 

 品名(参考機種：

Endeavor AT

９９7) 

項目 規格 数量 

  
 
  

 
  

 

生
徒
機 

デ
ス
ク
ト
ッ
プ
Ｐ
Ｃ 

CPU CPU・クロック数 インテルⓇ CoreTMi５-１０５00 プロセッサー(6 コア/3.1GHz)相当以上  

 

 

 

 

 

 

126 

OS 
Microsoft Windows10 Enterprise LTSC 2019(64bit) 

※仕様書３「物件等」(2)規格を参照 

メモリ メインメモリ 
8.0GB(8.0GB×１)ＰＣ4-2９３３ DDR４ SDRAM Non-ECC 以上(64GB まで増設可

能なこと) 

本体 幅×奥行×高さ ９9.０×３83.0×310.0ｍｍ(スタンド装着時約１５４.0×383.0×321.0 ㎜)(突起物除く) 

ストレージ １２８GB SSD シリアル ATA 600ＭＢ/s、２基内蔵可能 ※内蔵 

サウンド機能 (標準装備)インテル ハイ・デフィニション・オーディオ 

インターフェイス 

USB USB3.2 Gen1(USB3.０ 5Gbps) ×４(前面×２、背面×２)、USB2.0×２(背面×２)             

LAN RJ-45×１ 

サウンド インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ.前面：ヘッドホン出力×１、マイク入力×

１ 背面：ライン入力×１、ライン出力×１ 

デｨスプレイ出力 VGA:ミニ D-Sub 15 ピン ×１ DVI-D：24 ピン×１(HDCP 対応)、マルチモニター：最大２画面 



その他 
キーボード：PS/２互換 ミニ DIN×１、マウス：PS/２互換 ミニ DIN×１、背面スロ

ットを最大２スロット使用 

光学ドライブ DVD-ROM 

入力装置 
キーボード 10９キーボード、OADG109A 準拠、JIS 標準配列準拠 

ﾏｳｽ、ﾍｯﾄﾞﾌｫﾝﾏｲｸ ホイール付 USB オプティカルマウス 

保守 内容 メーカーによる５年間オンサイト保守  

※生徒用の液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲは既存品を流用すること。 

※汎用ﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞを教師機、生徒機の台数分を用意すること。 

※第５ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室用 OA ﾀｯﾌﾟ：ＴＡＰ-SPWMG36-3 を 22 個用意し、既存の OA ﾀｯﾌﾟと交換すること。 

※第５ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室のﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄをしっかり貼り付けること。 

 

■カラーページ複合機 

 品名(参考機種：

ＬＰ-M81８AZ3) 
項目 規格 数量 

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

複
合
機 

形状  カラー対応  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

コピー機能 

解像度：読取り ３００×３００ｄpi、６００×６００dpi 

解像度  ６００×６００dpi 

対応用紙(最大) A3 

連続複写速度 A4 カラー 約３５枚/分、モノクロ 約３５枚/分 

ファーストプリント(A4) カラー １５秒、モノクロ １３秒以下 

 

 

 

プリント機能 

 

プリント方式 レーザー方式(半導体レーザービーム走査+乾式二成分電子写真方式) 

解像度：書き込み ６００×６００dpi、1,200×１,２００dpi 

対応用紙(最大) A3 

印刷スピード 

(A4 ヨコ)(片面) 
カラー 約３５枚/分、モノクロ 約３５枚/分 

印刷スピード 

(A4 ヨコ)(両面) 
カラー 約２５ページ/分、モノクロ 約２５ページ/分 

ファーストプリント(A4) カラー ９.５秒、モノクロ ８秒以下 

メモリ ４GB 

インターフェイス １０００BASE-T/100BASE-TX/１０BASE-T、ＩＥＥＥ802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi５) 

給紙容量 標準の給紙カセットに加えて３段の増設カセットを搭載し、最大で普通紙２,５００枚以上の給紙容量を備えること。 

耐久性 90 万ページまたは５年 

自動両面印刷 標準対応 

消費電力(最大) １,２１０W 以下 

TEC 値 0.58kWh 

保守 内容 メーカーによる５年間オンサイト保守 、定期交換部品付(5 年) 

 

■教員用ノートＰＣ 

 品名(参考機種：

Endeavor 

NL１０00E) 

項目 規格 数量 

 

教

員

用
ノ
ー
ト

Ｐ
Ｃ 

  
 
  

 
 

教
員
用
貸
出
し 

ノ
ー
ト
Ｐ

CPU CPU・クロック数 インテル® CoreTMi５-１１３５Ｇ７U プロセッサー(4 コア/2.4GHz)相当以上  

 

 

 

 

OS Microsoft Windows10 Pro 64bit 

メモリ メインメモリ ８.0GB(４.0GB×２)ＰＣ4-３２00 DDR４ SDRAM  Non-ECC 

ストレージ ２５６GB SSD  M.２ ＳＳＤ  PCIE Express x４対応 

ディスプレイ １５.6 型 フルＨＤ液晶(ノングレア、LED バックライト、視野角：垂直 170° 水平１７０°)以上 



インターフェイス 

USB 
USB３.２  Gen2(USB3.1 10Gbps)Type-C×１(左側面)、USB3.2 Gen２(USB3.１ 

１０Gbps) ×１(左側面)、USB2.0×１(右側面) 
 

 

 

 

 

 

 

３ 

Thunderbolt™ 
Thunderbolt ™３ ( 最 大 転 送 速 度 ４ ０ Gbps 、 Power Delivery 対 応 最 大 １ ５ W 、

DisplayPort 出力対応※オルタネートモード)Type-C×１(左側面) 

ネットワーク １０００Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応ネットワーク機能(標準搭載) 

有線 LAN RJ-45×１(右側面) 

サウンド インテル® ハイデフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー(出力２.０W×２)、

ステレオマイク内蔵(前面)、ヘッドホン/ヘッドホンマイク共用入出力×１(右側面) 

ディスプレイ出力 

HDMI:19 ピン×１(左側面、HDCP 対応)、USBType-C×１(左側面、HDCP 対

応、データ通信/ディスプレイ出力兼用)、マルチモニター：最大 3 画面(本体液晶+

ディスプレイ出力) 

内蔵カメラ 最大解像度 １,280×720 対応、92 万画素(前面) 

マルチカードリーダー マイクロＳＤカード(ＳＤＨＣ/ＸＣ ＵＨＳ-Ⅰ)(右側面) 

セキュリティー機能 
セキュリティーチップ(TPM2.0)：TOG 準拠ｖ２.０※１１、セキュリティーロックスロット(右側

面)、顔認証(Windows Hello 対応、ＩＲカメラ×２ 前面) 

本体 幅×奥行×高さ ３５６.７×２２０.３×１９.９ｍｍ(最薄部、突起物除く) 

電源 
AC アダプター 

入力 AC100V～２４０±１０％(50/６０Hz)(入力波形は正弦形のみをサポート)、容量：

65W 出力 DC １９V ３.４２A 質量：約 262g（電源コード含む）、AC アダプター寸法：約

108×46×30mm、ケーブル長：DC 側 約 1.5m、AC 側 約 2.0m 

内蔵バッテリー リチウムリイオンポリマーバッテリー(7.７V/9350ｍAh) 

バッテリー 
充電時間 約３.２時間(本体電源オン/オフ時) 

駆動時間 約１６.２時間(JEITA バッテリー動作時間測定法 Ver2.0 にて測定) 

消費電力 
最大定格出力時約７３.０W(理論値)/最大構成時約６２.５W/通常時約６.５W/スタンバイ時

(スリープ時、モダンスタンバイ対応) 約 0.8W/電源 OFF 時約 0.2W 

入力装置 マウス、ヘッドフォンマイク ホイール付き USB オプティカルマウス 

保守 内容 メーカーによる５年間オンサイト保守  

 

■スイッチング HUB 

 ２４ポートＨＵＢ 

参考機種：LSW4-ＧＴ-24NSR 
規格 数量 

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

各
教
室
用
Ｈ
Ｕ
Ｂ 

本体 幅 300×奥行４３×高さ１８０ｍｍ  

 

 

 

 

９ 

対応機種 IEEE802.3   IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.３x 対応機器 

準拠規格 
IEEE802.3( １ ０ BASE-T) 、 IEEE802.3u( １ ０ ０ BASE-TX) 、 IEEE802. ３

ab(1000BASE-T). IEEE802.３x(Flow Control) 

伝送速度(規格値) 10Mbps(10BASE-T)、１００Mbps(１００BASE-TX)、１０００Mbps(１０００BASE-T) 

データ転送方式 ストア＆フォワード 

伝送路符号化方式 
マンチェスターコーディング(10BASE-T)、４B５B/MLT-３(１００BASE-TX)、８B１Q４/４

D-PAM5(１０００BASE-T) 

伝送距離 １００ｍ 

端子形状 RJ-４５型 ８極 

データ転送速度(スループット) 
14，881 パケット/ｓ(１０BASE-T)、１４８,810パケット/ｓ(１００BASE-TX)、１,488,095

パケット/ｓ(1000BASE-T) 

電源電圧 100V 50/60 Hz 

消費電力 最大 13.5W 

規格 VCCI Class A 

 

 

 

 

 

 

 

 



■実物投影機 

 書画カメラ 

(参考機種：L-１２W) 
規格 数量 

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

書
画
カ
メ
ラ 

本体 
幅：３４９㎜ 奥行：３７７㎜ 高さ：432 ㎜(セットアップ時) 

幅：１９５㎜ 奥行：２９４㎜ 高さ：４７５㎜(収納時) 
 

 

 

 

 

 

２４ 

出力端子 HDMI,RGB 各 1 以上 

入力端子 HDMI,RGB 各 1 以上 

インターフェイス USB2.0 ホスト タイプ B、USB2.0 ホスト タイプ A、SD カードスロット、LAN、Wi-Fi 各 1 以上 

ズーム 光学１２倍/デジタル１６倍、ダイヤル式ズームを有すること。 

撮像端子 ８００万画素以上 

撮影速度 ３０フレーム/秒 

フォーカス ワンプッシュオートフォーカス、ズームダイヤル 

カメラヘッド アーム部及びカメラヘッド部の回転は、左右３００度以上回転可能であること。 

本体内蔵機能 

・無線映像出力が可能であること。 

・USB 出力が可能であること。 

・実物投影機単体でＱＲコード等を読み込みができ、インターネットへの接続ができること。 

・最大 4 画面分割表示が可能であること。 

・パソコン連動時に映像の入力切替が可能であること。 

電源/消費電力 DC５V(AC アダプタ AC100～２４０V/２０W) 

保守 メーカーによる 5 年保証を付けること。 

※接続ｹｰﾌﾞﾙ①：KM-HD20-50 24 本、接続ｹｰﾌﾞﾙ②：KM-HD20-SSSA50 24 本、接続ｹｰﾌﾞﾙ③：KC-ALCHD30 28 本、OA ﾀｯ

ﾌﾟ：ＴＡＰ-B110USH-3W 24 個を用意すること。 

※接続ｹｰﾌﾞﾙについては学校より指定した教室へ納品し、各教室の黒板下部へﾌｯｸ等を用いて収納できるようにすること(詳細は契約締

結後に説明)。 

 

■商業科追加依頼備品 

 メーカー・型名 品名 数量 

  
 
  

 
  

 

物
品
購
入 

Insta360 Insta360 one X2 ライト版究極キット ３ 

Insta360 Insta360 one X2 粘着式レンズ保護フィルター ３ 

Insta360 Insta360 one X2 リチウムポリマー充電池 ３ 

DJI DJI Mini２Fly More コンボ ３ 

DJI MavicMini360°プロペラガード ３ 

DJI DJI RC-N1 送信機モニターフード ３ 

 

■授業支援ソフトウェア 

品名 項目 規格 数量 

eWatcher SRⅣ相当品 

台数 
先生機 ３ 

生徒機(第 1・３・５コンピューター室) 126 

 

 

 

画面 

教師ＰＣのデスクトップ画像全体はもちろん、マウスで領域指定した枠内の部分映像やマウ

スの周辺の部分映像および指定したタイトルのウインドウ内の部分映像、外部ＡＶ機器画像

や任意生徒画像なども生徒ＰＣへ転送表示でき、同時にその映像にマーキングしたり、静止

画ファイルとして保存したり、動画ファイルとして録画したり、印刷したりできること。教師Ｐ

Ｃ画像送信機能の解除は、操作画面を生徒に見せることなく、画面上からワンクリック操作

で解除できること。生徒ＰＣがマルチモニター構成であった場合、自動的に先生画像を生徒

ＰＣのセカンダリーモニターに表示させる機能を有すること。 

 

 

 

モニタリング 

教室座席レイアウト時でのモニタリング・複数台ごとの生徒画面の分割モニタリング表示が

できたり、マウスカーソルを近づけた生徒の画面が若干拡大表示されるピックアップ表示が

できたり、生徒画面をダブルクリックして拡大表示できるなど用途に合わせた三段階の生

徒画像受信機能を有していること。また生徒ＰＣがマルチモニター構成だった場合でも全て

の領域の画像を受信できること。 



グループワーク 

手動、座席順もしくはランダムに作成したグループで、各グループのリーダーを指定し、その

リーダーの画面をグループ内で共有することができる機能やグループチャット機能を有す

ること。また、グループのメンバーが各自のＰＣからリーダーの画像をリモート操作できる機

能も有すること。さらに簡易なＣＡＬＬオプション機能を追加することにより、グループ会話

や先生も加わった三者会話も実現できること。 

 

ロック・リモコン 

キーボード/マウスのロック/リモートコントロール(ウィンドウのサイズ/位置等の整列も可

能)、ブラックアウトが複数・一斉にでき(２４時間の分単位)設定でブラックアウト、ロックの

タイマー動作ができること。ブラックアウト時に表示される画像は予め用意された６種類の

中から選択できるほか、ユーザ側で作成したオリジナル画像も選択できること。 

ハードウェア制御 
教師からリモートによるアプリケーションソフトの起動/終了や授業中に生徒に利用させな

いソフトを起動禁止制限できること(設定するソフトを任意複数登録が可能なこと。)。 

 

ステータス表示 

教室レイアウトと同様な座席表示ができ、座席表示、電源ＯＮ/OFF、ログイン状況、ログオン

済みの生徒ＰＣの最新画像、生徒名(ActiveDirectory のユーザ情報)/ユーザ ID/コンピ

ュータ名/アクテｨブアプリのタイトル/アクテｨブアプリのアイコンを自動更新表示できるこ

と。 

 

 

情報表示 

リスト型式の表示にも対応しており、座席番号、コンピュータ名、起動状態、ログオン済みの

生徒ＰＣの生徒名 CPU 使用率 メモリ使用率 ネットワーク使用率 ログオン先ドメイン

CD・DVD メデｨアの情報/USB 記憶メデｨアの接続の有無 ネットワークアダプタ情報、IP

アドレス、 サブネットマスク デフォルトゲートウェイ、Mac アドレス、BIOS 情報、通常使う

プリンタの情報等が高速で自動更新表示でき、それらの情報をファイル保存(CSV)できる

こと。 

 

 

ログ 

授業中の生徒の出欠ログ/ＰＣ稼働ログ(ログイン・ログオフ)アプリケーションソフトの利用

ログ/InternetExplorer の Web アクセスログの収集ができ、収集が必要なログのみ設

定で有効化できること。また、専用ビューアによる閲覧や部分検索、データのエクスポート

(CSV)ができること。MYSQL を使ったデータベース形式による保存にも対応しているこ

と。 

 

出欠確認 

出欠確認機能は、サーバを持たなくても生徒ＰＣのログオン状況を元に出欠データとして

CSV ファイルに保存できる方式と、出欠ログとして、授業開始時に自動で記録したり、講義

中に出席票を配布し回収できること。配布のタイミングは先生が設定できること。 

電源 

教師側で生徒ＰＣの電源ＯＮ、シャットダウン、再起動、ログイン・ログオフができること。電

源ＯＮはダイレクトブロードキャストにも対応していること。ログインは同一ユーザ ID・パス

ワードでのログオンの他に各座席毎に異なるユーザ ID、パスワードでのログオンにも対応

していること。 

分割比較表示 教師から生徒ＰＣのネットワークドライブの一時割当て/切断設定が複数・全台できること。 

 

メッセージ通知 

教師から生徒にメッセージ通知表示し、生徒からの応答表示や教師・生徒間、生徒間同士の

メッセージ送受信(モニタリング 生徒間禁止し、設定も可)ができること。 

教室内のみ(教室外不可)で動作する簡易的な電子メール機能を有すること。 

割当・解除 教師から生徒ＰＣへのネットワークドライブの一時割当て/切断設定が複数・全台できること。 

動画 教師ＰＣ上の動画ファイル(MPEG2 形式)の映像を生徒ＰＣ上にリアルタイムで表示できること。 

 

 

操作 

操作画面は通常画面とランチャー画面の２種と、USB 接続の専用キーボードでの操作がで

き、機能キーの表示/非表示等の設定等を教師ごとの環境で保存・動作できること。また、コ

ントロールソフト上から市販の USB メモリ内に対してコントロールソフトの起動情報を出力

することができ、先生ＰＣが故障した際など生徒ＰＣにその USB メモリを装着することによ

り、一時的に生徒ＰＣをコントロールＰＣとして代理運用ができること。 

 

 

許可・禁止 

生徒が利用する InternetExplorer のサイトアクセスの許可(ホワイトサイト)/禁止(ブラック

サイト)登録ができ、授業中に生徒のサイトアクセスへの許可/禁止制限ができること。 

また、教師側で開いた Web ページと同じＵＲＬを選択した全ての生徒ＰＣ上に開くことがで

きること。表示サイト以外へはロックすることや登録のお気に入りの転送(追加/置換)ができ

ること。 

 

校内 LAN 

PC 教室内で動作するシステムだけでなく、別セグメントの職員室等の他のＰＣからでも、教

室内の PC をコントロールできること。マルチキャスト通信が許可されていない環境の場合

は必要に応じてユニキャスト通信に切り替えて制御が可能であること。 

統合分離 教室の統合・分離運用が標準機能で実現できること。 

 

設定表示 

教師ＰＣはマルチモニタで動作し、操作画面、生徒の分割受信画面をプライマリ/セカンダリ

モニタに選択設定・表示ができること。生徒 PC もマルチモニタに対応し、先生画面、AV 送

信、発表画面などをプライマリ セカンダリモニタに選択設定、表示ができること。必要に応

じ、先生画像送信中も生徒ＰＣのモニタリングを同時に行える設定ができること。 

 

 

配布回収 

教師ＰＣと選択した全ての生徒ＰＣの間で操作画面上から簡単に任意のフォルダもしくはフ

ァイルを一斉配布・再配布・任意配布・回収・削除できること(各ユーザ毎に割り当てられた

ホームフォルダなども指定できること。)また、教師側の指定により配布したファイルを自動

的に開いたり、保存先を生徒が任意に選択できるようにしたり、回収時にファイル名やフォ

ルダ名にユーザ名やコンピュータ名を自動的に付加したりする機能を有すること。 

回収状況 生徒が自由にファイルを投函できる回収ボックスが準備でき、教師ＰＣ画面上で投函状況を

確認できること。 

 

アンケート 

アナライザ・アンケート・ドリル機能を有し、その結果をリアルタイムにグラフ表示できるこ

と。また、集計結果は CSV 及び HTML 形式にてレポート出力できること。 

アンケートやドリルの問題を付属のエデｨタにて先生自身で簡単に作成できること。 

 

画面表示 

教師 PC に接続された PC カメラのリアルタイム映像を一斉に生徒ＰＣの画面上に表示でき

ること。また、その映像は表示されているすべての PC 間で同期がとれていること。本機能



を実行するにあたりＰＣカメラ以外の周辺機器は必要としないこと。 

発表 特定生徒の画面と音声を配信(発表)できること。また別の生徒の画面と音声を簡単に切替できること。 

遅刻してきた 

生徒への自動制御 

遅刻してきた生徒が起動したＰＣに対しても自動的に先生画像転送や IE 禁止(ブラウザロ

ック)、ロック、ブラックアウトなどの制御がかかる仕組みを有すること。 

マーキング 自由にマーキング操作ができる機能を有していること。また、マーキング操作中は指示棒な

どを表示して軌跡、線、コメント文字などのマーキングができること。 

複数 OS ActiveDirectory 配下において、教室内ＰＣに複数の WindowsOS が混在している環

境でも教師ＰＣから問題なく制御できる仕組みを有していること。 

教師用ＰＣの複数対応 

授業支援のコントロールソフトを操作する先生ＰＣと画面を送信したり、生徒画面を受信し

たりする先生ＰＣを別々に設置する構成に対応していること。また、代理ＰＣとして先生ＰＣ

になり得る持ち込みＰＣを複数登録しておくことにより適宜画像送信元となる先生ＰＣを切

替えながら運用できること。 

シンクライアント対応 

ネットブート型シンクライアント環境において、先生・生徒ＰＣを同一イメージで運用できるこ

と。並びにVMWareによるゼロクライアントＰＣ環境において、座席位置との自動位置合わ

せが標準で可能であること。 

 

 
ActiveDirectory 連携 

ActiveDirectory へのユーザ一括登録や生徒ホームフォルダへ先生が簡単にアクセスで

きるユーテｨリテｨを標準装備していること。また、それらのユーテｨリテｨで作成されるホー

ムフォルダ名は専用ソフトを介さないとどの生徒のものか識別できないブラックボックス仕

様でなく管理者が将来的にメンテナンス及びサーバ移行しやすい形式に自由に設定できる

こと。 

サポート 
サポート体制として、電話・FAX・Email での対応ができること。 

上記全て無償対応のこと。 

 

■環境復元ソフトウェア 

NeteRecoveryRX8 

相当品 

項目 規格 数量 

仕様 

マスターデータを利用して、ネットワーク上のクライアントに対し、復元ポイントの作成や、ベー

スポイントの復元などの復元操作、電源管理、画面モニタリング、操作ロックなどの管理を行

う機能があること。基本ベースポイントとは別に、別の復元ポイントを作成可能であり、復元

ポイントは最大３０ポイント(ベースポイントを含む)が作成可能なこと。 

復元ポイントは任意に変更可能であること。この機能はクライアント単独でも設定できるこ

と。また、復元ポイントの切替えは各クライアントの DOS 画面からも切替が可能なこと。 

ベースポイントまたは任意の復元ポイントをベースに再起動では復元しない「独立ポイント」の

作成が可能なこと。マルチ OS 対応が可能で、1 台のクライアントに異なる OS の起動イメー

ジを搭載し、起動時に選択して利用することが可能なこと。(※Windows8.1 以降の

WindowsOS が対象)その際、どのイメージも本ソフトウェアの管理対象にできること。 

 

 

 

１２６ 

運用 eWatcher と同じサーバで運用できるものであることとし、構築に関してはサーバ構築業

者に問合せること。 

※使用方法について説明会を 1 時間程度行うこと。 

 

■無線アクセスポイント 

 品名 規格 数量 

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

無
線
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト 

 

 

 

 

 

 

 

無線アクセスポイント  

参考機種：

ACERA1110 

プロセッサ CPU  32bit ARM クアッドコア(4 コア)  

 

 

 

 

 

 

 

７ 

無線規格 IEEE802.11ac(Wave2)/ｎ/a および IEEE802.11n/g/b を同時使用可 

伝送速度 

2.4GHz、５GHz の合算で：最大 1267Mbps 

IEEE802.11ac(Wave2)：最大８６７Mbps 

IEEE802.11n(2.４GHz)：最大４００Mbps 

IEEE802.11n(５GHｚ)：最大３００Mbps 

IEEE802.11a/ｇ：最大５４Mbps 

IEEE802.11b：最大１１Mbps 

バンド選択 
5GHz：802.１１ac/n/a[W52、W53、W56*2] 

2.4GHz：802.１１ｎ/ｇ/ｂ 

５GHz/2.４GHz 同時使用可 

 

セキュリティ規格 

(認証方式・暗号

化方式) 

WPA/WPA2(Mixed)-Enterprise(AES/AUTO) 

WPA２- Enterprise(AES/AUTO) 

WPA/WPA2(Mixed)-Personal(AES/AUTO) 

WPA2-Personal(AES/AUTO) 

WEP(64/128bit) 

セキュリティ機能 MAC フィルタ、無線セパレータ 

通信最適化 無線ハンドステアリング機能、無線通信公平化機能 

同時接続端末台数 
５GHｚ：最大 127 台(「無線通信公平化機能」使用時は最大 50 台) 

２.４GHｚ：最大１２７台(「無線通信公平化機能」使用時は最大 50 台) 

外形寸法 １７４(縦)×１７４(横)×47(高さ)ｍｍ(ゴム足含まず) 

質量 約 750ｇ 



盗難防止 ケンジントックロック用スロット 

動作温湿度範囲 ―10°C～＋５５°C/３０～８５％RH(結露なきこと) 

保存本湿度範囲 ―２0°C～＋６５°C/３０～８５％RH(結露なきこと) 

 


