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豊中市ペーパーレス会議システム構築等業務 仕様書 

 

 

Ⅰ. 調達の目的 

 

本調達は、情報セキュリティ対策を施したペーパーレス会議システム（以下「本システ

ム」という。）の導入を図ることにより、部長会、政策会議その他庁内会議資料の準備等

の省力化、紙使用量の削減及び会議運営の効率化を実現することを目的とする。 

 

 

Ⅱ. 業務概要 

 

1 件名等 

件  名 豊中市ペーパーレス会議システム構築等業務 

構築期限 平成 30年（2018年）9月 14日 

保守期間 平成 30年（2018年）10月 1日 から 平成 35年（2023年）9月 30日まで 

納入場所 豊中市中桜塚 3丁目１番１号 

     豊中市総務部行政総務課 執務室（第一庁舎４階） 

 

2 業務概要 

2.1 本調達は以下の業務を含むものとする。 

(a)本システムを構築し、発注者の執務室内で使用できる状態で納品する。 

(b)契約期間中、本システムの運用保守を行う。 

2.2 本システムを構成する機器及びソフトウェアは、本調達とは別に入札を行って調

達する予定であるため、本調達には含めないこと。なお、受注者は、本調達にかか

る契約締結後速やかに機器明細書を発注者に提出すること。 

2.3 受注者は、本調達にかかる契約締結後 2 週間以内に以下の書類を提出し、発注者

の承認を得るものとする。 

(a) 業務実施計画書 

(b) 構築スケジュール 

(c) 業務体制表  ※受注者の連絡先を明記すること 

  



2 

 

2.4 本仕様書内で用いる用語の定義は、下表のとおりとする。 

No. 用語 定義 

1 ペーパーレス会議シス

テム 

会議出席者がタブレット端末上で電子資料を閲覧できるシス

テム。 

2 会議室 ペーパーレス会議システム上で、各会議を識別する最も大

きな単位。 

（例）部長会、政策会議 

3 イベント ペーパーレス会議システム上の会議室内にある、個別具体的

な会議を表す単位。 

（例）平成○年○月度部長会 

4 アノテーション ペーパーレス会議システム上で、ユーザ自らが手書きもしく

はタイピングで資料に情報を書き込める機能。 

 

2.5 本システムで、発注者が想定しているシステム構成図は以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 ソフトウェアのインストール、セットアップ､保守支援に要するすべての費用は、

本調達に含まれるものとする。 

 

  

会議室 

…  

iPad 

(40台) 

無線 AP×必要数 

iPad収納カート 

スイッチングハブ 

サーバ機 

RADIUSサーバ 

MDMサーバ 
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2.7 納入物は下表のとおりとする。なお、ドキュメント類は電子データ（CD-R または

DVD-R）及び紙媒体（パイプ式ファイルなど頑丈なファイルに綴込したもの）で納

入すること。 

No. 納入物 説明 

1 機器明細書 ・契約締結後速やかに発注者に提出すること。 

2 ハードウェア一式 ・別途発注者が調達するハードウェアに、システムの利用に

必要なソフトウェア等を導入して納品すること。 

3 ソフトウェア一式 ・使用したライセンス一覧（プロダクトキー含む）も作成す

ること。 

4 業務実施計画書 ・契約締結後 2 週間以内に提出すること。 

5 構築スケジュール 

6 業務体制表 

7 設定資料 ・少なくとも以下の事項を明記すること。 

 (1) システムの概要図 

 (2) アカウント管理表（OS、システム等） 

 (3) パラメータシート（システム）  

8 運用マニュアル ・少なくとも以下の事項を明記すること。 

(1) 機器の起動手順 

(2) システムの起動手順 

(3) システムの操作手順（管理者側） 

(4) システムの操作手順（タブレット利用者側） 

(5) システム不具合時の再起動手順 

(6) システムの終了手順 

(7) 機器のシャットダウン手順 

・操作のステップごとに GUI のキャプチャを貼るなどし、

初見の職員でも操作が可能なように配慮すること。 

9 打合せ議事録  

10 保守連絡先一覧 ・ハードウェア、ソフトウェア両方の保守連絡先を明記する

こと。 

2.8 本システムを構成する機器は下表のとおりとする。 

No. 機器名称 説明 台数 

1 iPad ・9.7 ｲﾝﾁ Wifi 32GB 以上とする。 

・以下のサプライも含む。 

(1) iPad 用フィルム ※貼り作業も含む。 

(2) iPad 縦横置き可能なスタンド（サンワサプライ

PDA-STN11BK 相当） 

40 台 



4 

 

2 ペーパーレス会議

システムサーバ 

（ペーパーレスサーバ） 

・以下の要件を満たすものとする。 

 (1) 形状はノート型 PC とする。 

(2) 光学ドライブは、DVD スーパーマルチドライ  

ブ相当以上の機能を有する。 

 (3) Windows 10 の場合は Pro 以上のエディション 

とする。macOS の場合は 10.13 High Sierra

以上のエディションとする。 

 (4) Adobe Acrobat Reader の最新版を導入する。 

 (5) Microsoft Office Home & Student2016 

    forMac もしくは Office Home& 

Business2016 を導入する。 

 (6) 本システムを満足に運用可能な程度のスペック

を有するものとする。 

・システム本体は、ペーパーレスサーバに直接イン

ストールするほか、ペーパーレスサーバ上に構築

した仮想環境上に導入してもよいものとする。こ

の場合、仮想環境の OS は特に指定しない。 

1 台 

3 モバイルデバイス

管理サーバ 

（MDM サーバ） 

・iPad の機能を一部制限するため導入する。 

・MacBookAir 又は同等品以上とする。 

※ペーパーレスサーバに統合できる場合は、統合し

てもよい。 

1 台 

4 iPad 収納カート ・iPad が 40 台収納可能なもので、収納部を施錠でき

るものとする（キャスター付）。 

・iPad40 台を同時に充電できるものとする。 

・ペーパーレスサーバ、MDM サーバ、無線 LAN ア

クセスポイントその他本システムの利用に必要な

機器一式が収納、設置可能で、カート運搬時にもこ

れらの機器が転倒しづらい構造になっているもの

とする。 

1 台 

5 スイッチングハブ ・サーバ・無線 LAN アクセスポイント接続用 1 台 

6 無線 LAN 

アクセスポイント 

・ペーパーレス会議システム及び iPad40 台を安全・

快適に稼動させるために必要となるもの・数量と

する。 

・WPA2 エンタープライズによる端末認証が可能で

あること。 

必要数 

7 RADIUS サーバ ・iPad 収納カートに収納可能なサイズであれば、形

状を問わない（PC 型、アプライアンス型など）。 

※無線 LAN アクセスポイント本体が本機能を実装し

ている場合は、調達不要とする。 

1 台 
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8 その他必要な物品 ・LAN ケーブルや OA タップなど、システム利用に

必要となるサプライ 

一式 

3 プロジェクトマネージャーの指定 

受注者は、本業務を総括管理し、発注者との調整を一元的に担うプロジェクトマネージ

ャーを 1人指定し、発注者に通知するものとする。 

 

 

Ⅲ．調達物品に備えるべき技術的要件 

 

1 技術的要件の前提 

1.1 本調達物品に係る性能、機能及び技術等(以下｢性能等｣という。)の要求要件(以

下「技術的要件」という。)は、「Ⅲ．調達物品に備えるべき技術的要件」に示す

とおりである。 

1.2 技術的要件はすべて必須の要求要件である。 

1.3 必須の要求要件は、発注者が必須とする最低条件を示しており、ソフトウェアの

性能等が、これらを満たしていないとの判定がなされた場合は契約を締結しない。 

1.4 提案するハードウェアは、原則として提案時点で製品化されている最新のもので

あること。 

1.5 提案するソフトウェアは、原則として提案時点で製品化されている最新のもので

あること。 

 

2 ソフトウェア要件 

2.1 システム管理機能 

(ア) 本システムは利用することができるユーザを登録することができる機能を

有するものとする。 

(イ) 本システムは登録されているユーザのみが利用することができるものとす

る。 

(ウ) ユーザ登録にあわせて、ユーザグループの登録・変更を行うことができる機

能を有するものとする。 

(エ) 利用ユーザ情報の編集及び削除を行うことができる機能を有するものとす

る。 

(オ) 利用ユーザの ID 及びパスワードを設定し、管理することができる機能を有

するものとする。 

(カ) 本システムを利用するライセンス状況の確認とライセンス増数時の更新に

ついて管理することができる機能を有するものとする。 

(キ) 本システムに登録したユーザから会議室マネージャ（権限）を指定すること
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ができる機能を有するものとする。 

(ク) 登録されている会議室の削除を行うことができる機能を有するものとする 

(ケ) 登録されている会議室の管理ファイル数、利用者の状況について、一覧にて

確認することができる機能を有するものとする。 

(コ) iPadについて、個体別に認証管理を行うことができる機能（以下、「個体認

証機能」という）を有するものとする。 

 

2.2 会議室マネージャ機能 

(ア) 会議室データについて、作成及び名称変更を行うことができる機能を有する

ものとする。 

(イ) 登録された会議室データに対して、利用権限（iPad個体認証機能）の設定可

否について指定することができる機能を有するものとする。 

(ウ) 登録された会議室に対して、本システムに登録されているユーザについて、

任意に参加者を指定することができる機能を有するものとする。 

(エ) 指定したユーザから、該当の会議室にのみ有効な「会議管理者」・「利用者」・

「ゲスト」の権限を付与する機能を有するものとする。 

(オ) 「イベント」（サブフォルダ）を作成・削除・編集することができる機能を有

するものとする。 

(カ) 会議室にて使用する書類（データ）を登録・削除・編集することができる機

能を有するものとする。 

(キ) 書類(データ)の登録は､別途用意した CD-ROM または DVD－ROM によりサーバ

ヘ読み込みデータをアップロードするものとする。アップロードする用の記

録装置についても手配すること｡ 

(ク) iPadからアノテーション付き書類（データ）の自動アップロードを行うこと

ができる機能を有するものとする。 

(ケ) 会議後、アノテーション付き書類（データ）を利用者のパソコン等にダウン

ロードすることができる機能を有するものとする。 

(コ) 本システムにてログ管理を行い、保存されているログデータを閲覧すること

ができる機能を有するものとする。 

 

2.3 会議室管理者機能 

(ア) 指定された会議室内にのみ適用することができ、会議室作成を除いて会議室

マネージャと同等の権限を有することができる機能を有するものとする。 

 

2.4 利用者権限機能 

(ア) 「イベント」（サブフォルダ）を作成・削除・編集することができる機能を有
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するものとする。 

(イ) 書類（データ）の登録・削除・編集を行うことができる機能を有するものと

する。 

(ウ) iPad からアノテーション付き書類の自動アップロードを行うことができる

機能を有するものとする。 

(エ) 会議後、アノテーション付き書類を利用者のパソコン等にダウンロードする

ことができる機能を有するものとする。 

 

2.5 ゲスト権限機能 

(ア) iPad にて会議室に登録されている書類の閲覧のみを行うことができる機能

を有するものとする。 

 

2.6 イベント機能 

(ア) 会議室内の管理を容易にするサブフォルダ的な役割を有するものとする。 

(イ) 日時指定にて、開放期間を設けることができる機能を有するものとする。 

(ウ) 開放期間中において、iPad 側に優先的に表示させることができる機能を有

するものとする。 

 

2.7 セキュリティ機能 

(ア) 各書類（データ）に対して、iPadへのデータ残存可否を指定することができ

る機能を有するものとする。 

(イ) 各書類（データ）に対して、資料を外部へ持ち出してはならないことを意味

する文言（「Confidential」「秘」「機密」など）の透かしを表示することがで

きる機能を有するものとする。 

(ウ) 各書類（データ）に対して、日時指定によるサーバからの自動削除を行うこ

とができる機能を有するものとする。 

(エ) iPadの個体識別番号等を利用し、事前に許可設定をされた iPadのみからア

クセスできる機能を有するものとする。 

 

2.8 クライアントシステム機能（iPad） 

(ア) PDF データの閲覧及び操作を行うことができる機能を有するものとする。

Microsoft Word、Excel、PowerPoint、jpg、txt、MP4vの各データについて

は閲覧のみで構わない。 

(イ) 表示データについて、iPadのピンチ操作にて拡大・縮小を行うことができる

ものとする。 

(ウ) 表示データについて、iPad のフリック操作によるページめくりができるも
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のとする。また各ページはサムネイルで表示されサムネイルをタップするこ

とで指定したページに遷移することができるとする。 

(エ) 表示データに対して、マーカー機能/指やスタイラスペンにより、直接加筆

することができるものとする。 

(オ) マーカー機能については、加筆した線の色、太さ、濃淡を任意に変更するこ

とができるものとする。 

(カ) 付箋機能を有し、キーボードからの入力/貼り付けた付箋については、同一

ページ内にて移動することができるものとする。 

(キ) マーカー、付箋によって記録されたアノテーション情報のサーバへの書き戻

し機能を有するものとする。 

(ク) 発表者画面を参加者の画面に配信することができる機能を有し、発表者が指

し示す箇所と参加者の画面を連動することができる機能を有するものとす

る。 

(ケ) 発表中、聴講者の画面はサブ画面と全画面表示ができるものとする。 

(コ) 外部プロジェクタへの出力を行うことができるものとする。 

 

2.9 クライアントシステム機能（PC） 

(ア) サーバへの書類データの登録、削除、名称編集を行うことができる機能を有

するものとする。 

 

3 ハードウェア要件 

3.1 iPad 

(ア) iPad本体の初期セットアップを行うこと。その際、Apple IDが必要となる

場合は、ID取得のための技術的支援を発注者に対し行うこと。 

(イ) 各 iPad に固有の名前を設定すること。また、設定した名前をラベルシール

に印字し、iPadの裏面に貼付すること。 

(ウ) 納品時点に入手可能なアップデート（iOS並びに必要なアプリケーションの

もの）は全て適用すること。 

(エ) ソフトウェアのバージョンは全ての iPadで統一すること。 

3.2 無線 LAN 

(ア) 本システムの利用に必要な閉鎖ネットワークを構築すること。また、各サー

バと iPad 間の通信は無線 LAN を使い、これ以外の通信は有線 LAN により行

うこと。 

(イ) 無線 LAN 接続方式は WPA2エンタープライズを採用し、RADIUSサーバによる

認証を行うこと。 

(ウ) iPad 40 台が安定して接続できる無線アクセスポイントを準備すること。 
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(エ) 無線アクセスポイントはペーパーレス会議システム及び iPad40 台を安全・

快適に稼動させるために必要となる数量としているが、ロードバランシング

は不要とする（各 iPadの接続先無線アクセスポイントは固定でよい）。 

(オ) SSIDの隠蔽を行うこと。 

(カ) WPA2の脆弱性対策を実施すること。 

 

3.3 モバイルデバイス管理サーバ 

(ア) 本システムを利用する以外の目的でユーザーが iPad を使用しないよう、モ

バイルデバイス管理機能（以下「MDM機能」という。）を導入すること。 

(イ) MDM機能は、少なくとも以下の機能を有すること。 

(a) Safari を無効にし、アイコンをホーム画面から削除できる。 

(b) 指定した SSID以外の無線 LANアクセスポイントへの接続を禁止できる。 

(c) Bluetooth機能及び AirDrop機能を禁止できる。 

(ウ) 上記以外の事項であっても、導入する MDM機能で制限が可能な事項について、

構築時点で発注者が受注者に制限を依頼した場合は、制限を行うこと。 

(エ) MDM機能を利用するために、本仕様書に定める納入物以外の物品（コンピュ

ータ（サーバ含む）、ソフトウェアライセンス、各種アプライアンス等）が必

要であるときは、これも提案内容に含めること。 

(オ) MDM機能は納品後、管理者が自由に設定を変更できるものとする。 

（カ） MDM機能は専ら本システム用の閉鎖ネットワーク内で利用するものとし、MDM

機能を利用するために iPad 及び MDM サーバをインターネットに接続するこ

とは、たとえ一時的にであっても不可とする。 

※発注者側にインターネット環境はありません。 

※受注者側のインターネット環境で初期設定を行う場合を除く。 

3.4 各サーバ機（ペーパーレスサーバ、MDMサーバ及び RADIUSサーバ） 

(ア) 各サーバの初期セットアップを行うこと。 

(イ) 各サーバのコンピュータ名及び役割をラベルシールに印字し、わかりやすい

箇所に貼付すること。 

(ウ) 納品時点に入手可能なアップデート（OS 並びに必要なアプリケーションの

もの）は全て適用すること。 

(エ) Windows の場合は、OS標準の Windows Defenderを有効にすること。 

3.5 RADIUSサーバ 

(ア) 端末認証に必要な設定一式を行うとともに、各 iPad の端末認証を完了させ

ておくこと。 

(イ) iPad 収納カートに設置可能なサイズであれば、形状は問わない（PC 型、ア

プライアンス型など）。 
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(ウ) 無線アクセスポイント本体が本機能を実装している場合は、無線アクセスポ

イントを RADIUSサーバとして使用してよい。この場合、RADIUSサーバ本体

の調達は不要とする。 

3.6 iPad収納カート 

(ア) 会議場所や会議の主催が毎回異なるため、iPad40 台及び各サーバその他必

要な機器一式を収納できる移動可能な収納カートを使用して管理できるよ

うにすること。 

(イ) 納品時は、機器一式を iPad 収納カートに格納すること。この際、各サーバ

等を LAN ケーブルで配線すること。また、iPad 以外の機器の電源コードは

OAタップに接続した状態にし、iPad収納カートへの電源供給は全てこの OA

タップ 1本から行えるようにすること。 

 

4 その他 

4.1 ソフトウェアのインストール及びセットアップ 

(ア) ソフトウェア（本システム稼働に必要なミドルウェアを含む。以下同じ）の

インストール及びセットアップは、すべて本調達に含まれるものとする。 

(イ) 発注者側にはインターネット接続環境がないことから、ライセンス認証など

インターネット接続が必要な作業については、全て受注者側で行った上で発

注者側に持参すること。 

(ウ) セットアップ作業として、iPad のデスクトップ App 内に当市が指定する電

子データを配置する作業を含めること。 

(エ) マイクロソフト社製ソフトウェアのライセンスには一切違反しないこと。 

(オ) マイクロソフト社製ソフトウェアをボリュームライセンスで調達する場合

は、豊中市総務部行政総務課の Microsoftアカウントを使用すること。アカ

ウント情報は発注者より提供する。 

(カ) ソフトウェアのインストール､セットアップ及びネットワークの設定時にお

いて、障害や損傷等を発生させた場合は､受注者において対処し､原状復帰さ

せること。 

(キ) ソフトウェアのインストール及びセットアップ後は､導入システムの動作確

認を行うこと。 

(ク) ソフトウェアのインストール及びセットアップについては､事前に作業日程

と体制を発注者に提示し協議した上で、その指示に従うこと。 

 

Ⅳ．運用保守サービス要件 

 

1 保守及び運用サポート体制 
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(ア) 各サーバは 5 年間のオンサイト保守（平日９－17時）を含むものとする。なお、

各サーバのバッテリーの経年劣化による充電不良も保守対応範囲に含めるもの

とする。 

(イ) 各サーバの HDDがクラッシュしたり、障害時に元の環境に修復できなくなった場

合は、各サーバの OSのリカバリを行うこと。この場合、OSの再セットアップに

加え、本システムを利用するように必要なソフトウェアのインストール及び設定

等を全て行うこと。なお、リカバリ時に備えて納品時の OS 環境のバックアップ

を取得し受託者で保管することは差し支えない。 

(ウ) iPadは 1年間の保証を含むものとする。ただし、保守の依頼は保守連絡先一覧に

記載された Apple社に直接行うものとする。 

(エ) ソフトウェアについては、導入後 5年間の保守サポートを行うこと。また、発注

者が依頼した場合は、ハードウェアのファームウェアのアップデートも保守サポ

ートの範囲内で実施すること。 

(オ) 導入完了後のシステム運用については、発注者の要求に応じて必要な情報を提供

すること。 

(カ) 導入後に生じた当該システムに関連する技術的問題点、ソフトウェアの不具合、

パッチ、バージョンアップ等に関しては、情報及び修復用ディスク等を速やかに

提供すること。 

(キ) 本システムの運用を円滑に実現するためのサポート体制を整備すること。電話、

FAX及び電子メールによる受付窓口を有すること。 

(ク) 本システムを運用する上で必要な情報の提供に努め、発注者が助言を求めた場合

には迅速に対応すること。 

 

2 障害時の復旧支援 

(ア) 本システムの稼働中に障害が発生した場合は、迅速な復旧対応を行うこと。なお、

本契約における障害とは、主に以下の事象のことをいう。 

(a)iPad、各サーバ等の機器の物理的障害。ただし、以下の場合を除く。 

 (i)機器の落下など、発注者が責めを負う原因による障害 

 (ii)iPad のバッテリーの経年による劣化 

(b)ペーパーレス会議システム、端末の OSやアプリケーション等のソフトウェア 

 障害 

(イ) 復旧支援は原則として平日９－17時に行うものとする。 

(ウ) 復旧支援は原則として電話、FAX 及び電子メールによるものとするが、発注者が

オンサイト対応を受注者に求めた場合は可能な限り対応すること。 

(エ) 電話、FAX 及び電子メールによる障害対応は、可能な限り発注者からの連絡を行

った当日中に行うこと。オンサイト対応は、可能な限り発注者が連絡した日の翌
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日までに行うこと。 

(オ) 障害修復の後は、その原因と対策について文書で報告すること。発注者の業務に

支障を来たすと判断される障害については、迅速に対応を行うこと。 

(カ) 障害の切り分けの支援を行うこと。 

(キ) 障害対応にチケット制を採用する場合は、有効なチケット数や障害ごとのチケッ

ト消費数その他必要な全ての情報を提案時に示すこと。 

 

3 業務支援体制 

(ア) システム導入後に、管理者向けの操作説明会を行うこと。なお、説明方法及び時

期については、発注者と協議すること。 

(イ) 操作説明会の実施における費用は、すべて本調達に含まれるものとする｡ 

 

4 守秘義務 

(ア) 受注者は、本業務を実施する過程で知り得た個人情報を含む一切の情報の取り扱

いについては、豊中市個人情報保護条例をはじめとする発注者の諸規程ならびに

個人情報保護法を含む法令を遵守すること。 

(イ) 受注者は、本業務を実施する過程で知り得た個人情報を含む一切の情報を与えら

れた業務以外の目的のため、使用または複製しないこと。また、資料、記録媒体

の取り扱いについては、厳重に保管・管理し、無断で持ち出さないこと。 

(ウ) 受注者は、資料、記録媒体を使用する必要がなくなった場合には、速やかに破棄

すること。 

 

5 その他  

(ア) 本作業の実施にあたっては、発注者と十分に連絡、検討を行い、必要に応じて指

示を受けるものとする。 

(イ) 本作業を行う上で必要な事項は、発注者と協議の上で、決定するものとし、逐次

進捗状況を報告するものとする。 


