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ＣＡＤシステム用パーソナルコンピュータ交換購入仕様書

１ 目的

本調達は、現在運用中のＣＡＤシステム用パーソナルコンピュータ機器が老朽化し

たことから、交換購入を行うものである。

２ 購入数量

パーソナルコンピュータ ２式

ディスプレイ ２台

ソフトウェア ２式

３ 納入場所

大臣官房予算課 ドア№本１２０

４ 納入及びデータ消去履行期限

物品等の納入、設定及び設置の完了期限は、平成２８年９月３０日（金）までとす

る。

データ消去の履行期限は、平成２８年１０月３１日（月）までとする。

５ 構成及び機能

導入するパーソナルコンピュータの構成・機能は、次に掲げるもの又はこれと同等

以上のものとすること。

なお、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成28年2月2日変更閣議決

定）の基準を満たしている環境に配慮した機器を選定すること。

（１）パーソナルコンピュータ

ア 電子計算機本体（スリムタイプタワー型）

(ｱ) ＣＰＵ ：インテル(R) Core(TM)i7-6700 プロセッサー

3.60GHz、4コア、8MB L3キャッシュ以上

(ｲ) メインメモリ ：8GB（4GB×2）DDR3(1600MHz) 以上

(ｳ) ＦＤドライブ ：無

(ｴ) ＣＤ／ＤＶＤ ：ＤＶＤ－スーパーマルチドライブ

(ｵ) インターフェース：USB 3.0以上に準拠（前面及び背面に合計4個以上）

パラレル セントニクス準拠 D-SUB25ピン

LAN RJ45 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠

(ｶ) 表示機能 ：WQHD 2,560×1,440ドット 32ビット 以上

OpenGL及びDirectX9.0対応

(ｷ) ＨＤＤ ：2.5インチまたは3.5インチ Serial ATA

7,200rpm 500GB 以上
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(ｸ) 消費電力・電源 ：電源はAC100Ｖ±10％（50／60Hz）

省エネルギー対応であること

イ 周辺機器

(ｱ) キーボード ：日本語キーボード(109キー)

(ｲ) ＵＳＢ対応マウス：光学式のﾎｲｰﾙ付きﾏｳｽ又は同等の機能を有するもの

（２）ディスプレイ

25型LEDバックライト液晶モニタ

WQHD 2,560×1,440ドット ケーブル付属

（３）ソフトウェア

(ｱ) 基本ソフトとして「Windows 7 Professional（日本語版,64bit）SP1以上」

とし、インターネットエクスプローラーのバージョンは10とする。また、リカ

バリーメディアを付属させること。(Windows 8.1（日本語版）からのダウング

レードも可とするが、その場合はWindows 8.1（日本語版）のリカバリメディ

アも付属すること。)

(ｲ) ビジネスソフトとして「Microsoft(R)Office Standard 2013（日本語版）」

を搭載すること。

(ｳ) 日本語ワードプロセッサソフトとして「一太郎Pro2」（ジャストシステム社

製）を搭載すること。

(ｴ) ウィルス対策ソフトとして「ウィルスバスター コーポレートエディション

10.6」（トレンドマイクロ社製）を搭載すること。

(ｵ) 汎用閲覧用ファイル作成ソフトとして「アクロバットスタンダード」（アド

ビシステムズ社製）最新版を搭載すること。

(ｶ) CADソフトとして「FILDER Cube」（ダイキン工業社製）最新版を搭載するこ

と。

※ 全てプリインストール可とするが、リカバリディスクを付属させること。

また、ライセンス関係については別項を参照のこと。

６ 国が引き渡す物品

（１）パーソナルコンピュータ

NEC PC-MY33AAZ76 ２式（平成２０年度購入）

（２）ディスプレイ

Dell E190S ２式（平成２１年度購入）

７ データ消去

受注者は、引き渡す物品の磁気ディスクから、農林水産省に関する情報が一切流出

することがないよう、受注者の責任により必要な措置を講ずること。

また、その方法を示し、データ消去証明書を発行すること。

８ 搬入、設置
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受注者は、パーソナルコンピュータを使用可能な状態（ソフトウェアのインストー

ルやネットワークの接続設定を含む。）にした上で、納入期限までに納入場所に搬入

すること。

なお、機器等の設置場所及び動作確認については、当省担当職員と日時等を打ち合

わせ、事務に支障のないように実施すること。

９ 保証等

ハードウェア及びソフトウェアについては、過去において出荷・稼働実績を有し、

高い信頼性を備えていることとする。

受注者においては、納入したハードウェアの無償保証期間は納入後１年間とし、そ

れ以降については当省担当職員と協議の上定めること。また、向こう５年間にわたり

アフターサービス、修理、部品提供等を円滑に行いうる体制を確保すること。

10 責任の所在

パーソナルコンピュータについては、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に

責任を負うこと。

11 情報セキュリティの確保

(1) ソフトウェアについては、指定したバージョンでセキュリティ上の問題やソフト

上のバグが見つかっていない最新版を導入し、既知のセキュリティホールに対する

セキュリティ対策（最新版のサービスパックの導入等）を全て行うこと。

(2) 本調達の受注、施行にあたって知り得た事項については、外部に漏らしてはなら

ない。秘密保全に関することは、当省担当職員の指示に従うこと。

(3) 本調達の受注、施行にあたっては別紙「情報セキュリティに係る遵守事項」を遵

守すること。

12 ライセンスについて

(1) マイクロソフトライセンス契約

マイクロソフト製品については、Microsoft Open license for Government（新

GOLP）にて調達すること。(認証番号：96444559ZZG1802)

(2) ジャストシステムライセンス契約

農林水産省とジャストシステム社間で「J-License契約」を締結していることか

ら、本調達においては、JL-Excellent区分Excellent-E、（J-Licenseナンバー200

860-000）にて調達すること。

(3) トレンドマイクロライセンス契約

農林水産省が保有するTRSL(Trend Micro Reliable SecurityLicense)Client/Se

rver Suite Premium(ID:54515)を使う。

(4) アドビシステムズライセンス契約

農林水産省とアドビシステムズ社間でライセンス契約を締結していることから、
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本調達においては、CLP5.0 for Government、メンバーシップID：4400462852にて

調達すること。

(5) ダイキン工業ライセンスについて

ダイキン工業製CAD「FILDER CUBE」のライセンスはUSBプロテクタ版にて調達す

ること。

13 その他

詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、当省担当職員と必要に応じ

打ち合わせを行うこと。
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別紙

情報セキュリティに係る遵守事項

情報セキュリティの確保

１ 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規

則（平成27年３月31日農林水産省訓令第４号。以下「規則」という。）等の説明

を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。

２ 受託者は、情報セキュリティ管理体制を整備していること。

３ 受託者は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティ対策の教育を実施するこ

と。

４ 本業務の遂行に当たり、以下の内容を含む情報セキュリティ対策について遵守す

ること。

（１）受託者に提供される情報の目的外利用の禁止

（２）業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、再委託先、若しくはその他の者

による意図せざる変更が加えられないための管理体制

（３）情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法

５ 担当部署が必要と認めた場合、情報セキュリティ監査の受入れ及び業務内容、品

質等のサービス水準（サービスレベル）の保証を行うこと（農林水産省が別途選

定した事業者による監査を含む。）。

６ 本業務の遂行に当たり、役務内容を一部再委託する場合は、再委託することによ

り生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、上記４から５

までの措置の実施を委託先に担保させること。

７ 担当部署から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合、速やか

に報告すること。

８ 本業務に係る情報セキュリティインシデントの発生若しくは情報の目的外利用等

の認知に際して、担当部署の指示に従い必要な措置を講じること。

９ 本業務の遂行に当たっては、知り得た全ての事項について、契約期間中はもとよ

り、契約終了後においても外部に漏らしてはならない。秘密保全に関することは、

担当部署の指示に従うこと。

10 本業務において知り得た情報の漏えい等の事案が発生した際には、担当部署に電

話、口頭等による報告を行うとともに、書面にて提出すること。なお、事案の発

生後は事態の収拾及び拡大防止の措置を迅速かつ適切に行うこと。また、受託者

以外の者の作業も含め、対処に係る費用は全て受託者が負担すること。

11 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しな

いよう、可能な限り最新版を選定することとし、ソフトウェアの種類、バージョ

ンについて納品時等に示すこと。
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機器等に対するセキュリティ要件

機器等に対するセキュリティ要件は以下のとおり。

【取り扱う情報の格付、取扱制限、機器等を利用する組織の特性、利用環境等に

応じて、想定されるリスクを考慮した上で検討すること】

１ 機器等の開発工程における品質保証体制を証明する資料を提出すること。

２ 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこ

と。

３ 利用マニュアル・ガイダンスが整備された機器等を採用すること。

４ ソフトウェアの利用期間を踏まえ、サポート期間が十分に確保されたものを採用

すること。また、サポート期限が公表されていない場合には、ソフトウェアを導

入する情報システム等のライフサイクルを踏まえ、発売からの経過年数や後継と

なるソフトウェアの有無等を考慮すること。

５ ぜい弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が

確認できること。

６ ISO/IEC 15408に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。

７ 情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクを低減する以下の対策が実施

されており、農林水産省の求めに応じて、対策の内容等を書類等で開示すること。

（１）機器等の製造工程における不正行為の有無について、定期的な監査を行っ

ていること。

（２）機器等の製造環境にアクセス可能な従業員を適切に制限し、定期点検を行

っていること。

（３）製造工程の履歴を記録していること。

（４）OEM提供製品や製造委託された製品の場合には、製造業者が不正な変更を

加えないよう、サプライチェーン全体を適切に管理していること。

（５）機器等に不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して

原因を調査・排除できる体制を整備していること。


