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仕 様 書 

１ 件名 

  大通高等学校映像配信システム 

２ 納入期限 

令和３年２月 26 日（金） 

３ 納入及び検査場所 

  市立札幌大通高等学校（札幌市中央区北２条西 11 丁目１番地１） 

４ 機器構成  

(1) 映像配信システム：下記Ａ～Ｉの製品または下記の同等品条件を満たす製品である

こと。 

Ａ プレゼンテーション装置 ヴォルフヴィジョン：vSolution Cynap A (HDMI) １

台 

  【同等品条件】 

   ＜仕様＞ 

(ｱ) オペレーティングシステム：Linux ベースであること 

(ｲ) 外形寸法：245×245×79mm (9.65×9.65×3.1 インチ)程度以下であるこ

と 

(ｳ) 総重量：2,530g 程度以下であること 

(ｴ) 付属アクセサリー：リモートコントローラ、電源アダプター、アンテナ、

LAN ケーブル 

(ｵ) 製品保証：3年以上を有すること 

(ｶ) 出力解像度：2160p60、 2160p30、1080p60 に対応すること 

(ｷ) 対応ミラーリングプトロコル：AirPlay、Miracast (P2P および MICE) 、

Chromecast、vSolution Cast 

(ｸ) メディアプレーヤー対応イメージファイル形式：GIF、JPEG、BMP、PNG 

(ｹ) メディアプレイヤー対応ドキュメントファイル形式：PDF、Word、

PowerPoint、Excel、Text、HTML 

(ｺ) メディアプレイヤー対応ビデオファイル形式：AVI、WMV、MOV、MP4、DivX、

MKV、M4V、OGV 

(ｻ) メディアプレイヤー対応音声ファイル形式：MP3、WMA、MKA、OGA、OGG 

(ｼ) スクリーン上への最大同時表示ウインドウ数：４ 

(ｽ) デュアルスクリーン機能：有すること 

(ｾ) ローカルストリーミング：有すること(ユニキャスト/マルチキャスト) 

(ｿ) ローカルビデオ収録：有すること (最大 1080pHD/30fps) 

(ﾀ) ホワイトボード＆アノテーション機能：有すること 

(ﾁ) Web カンファレンス機能：Zoom を入力ソースに定義できること 

(ﾂ) 内蔵 Web ブラウザー：有すること 

(ﾃ) ビデオ入力：HDMI×2 (HDMI with HDCP 1.4) 

(ﾄ) ビデオ出力：HDMI×2 (HDMI with HDCP 1.4) 

(ﾅ) オーディオ：Line in / Line out (unbalanced, 3.5mm) 

(ﾆ) USB ポート：背面 USB 3.0×4, 前面 USB 2.0×1 

(ﾇ) LAN ポート：有すること（2ポート×1GigE） 

(ﾈ) 外部コントロール：リモートコントローラ、web インターフェイス、ビジ
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ュアライザー、マルチタッチディズプレイ、ルームコントロールシステム、

キーボード/マウス、デバイスステータスディスプレイ 

Ｂ マルチタップ対応ディスプレイ I-O DATA：LCD-MF224FDB-T １台 

  【同等品条件】 

   ＜仕様＞ 

(ｱ) パネルタイプ：TFT21.5 型ワイド／ADS パネル 

(ｲ) 最大表示解像度：1920×1080 

(ｳ) 最大表示色：1677 万色 

(ｴ) 視野角度：上下 178°、左右 178° 

(ｵ) 映像入力端子：アナログ RGB、HDCP 対応 DVI-D、HDMI 

(ｶ) スピーカー：1W＋1W（ステレオ） 

(ｷ) タッチパネル入力方式：静電容量式 

(ｸ) タッチパネル通信方式：USB 2.0(FullSpeed) 

(ｹ) タッチパネルは 10 点タッチ対応であること。 

(ｺ) 外形寸法：スタンド折りたたみ時 500 mm×50 mm×300 mm 以下であること 

(ｻ) 製品保証：5年以上を有すること ※センドバック保守 

Ｃ IP ストリーミング受信装置 北海ビデオ：piHvR １台 

 【同等品条件】 

   ＜仕様＞ 

(ｱ) オペレーティングシステム：Linux ベースであること 

(ｲ) 外形寸法：32×89×115mm 

(ｳ) 総重量：420g（AC アダプター含まず） 

(ｴ) 上記Ａの製品（プレゼンテーション装置）のローカルストリーミングを受

信できること。 

(ｵ) ビデオ出力：HDMI×１ 

(ｶ) 出力解像度：フル HD 以上であること 

(ｷ) 音声出力：3.5mm ジャック、HDMI 

(ｸ) USB ポート：USB2.0×4 

(ｹ) LAN ポート：10/100Mbps イーサネット 

(ｺ) 温度対応：0℃～40℃ 

(ｻ) 湿度対応：10%～80% 

(ｼ) VESA 規格に対応していること 

(ｽ) 製品保証：1年以上を有すること ※先出しセンドバック保守 

Ｄ プレゼンテーション装置 ヴォルフヴィジョン：Cynap pure pro １台 

  【同等品条件】 

   ＜仕様＞ 

(ｱ) オペレーティングシステム：Linux ベースであること 

(ｲ) 外形寸法：115×110×37mm (4.53×4.33×1.46 インチ)程度以下であるこ

と 

(ｳ) 総重量：480g 程度以下であること 

(ｴ) 付属アクセサリー：電源アダプター、VESA mount (75mm /100mm) 

(ｵ) 製品保証：3年以上を有すること 

(ｶ) 出力解像度：2160p60、2160p30、1080p60 に対応すること 

(ｷ) 対応ミラーリングプトロコル：AirPlay、Miracast (P2P および MICE) 、
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Chromecast、vSolution Cast 

(ｸ) メディアプレーヤー対応イメージファイル形式：GIF、JPEG、BMP、PNG 

(ｹ) メディアプレイヤー対応ドキュメントファイル形式：PDF、Word、

PowerPoint、Excel、Text、HTML 

(ｺ) メディアプレイヤー対応ビデオファイル形式：AVI、WMV、MOV、MP4、DivX、

MKV、M4V、OGV 

(ｻ) メディアプレイヤー対応音声ファイル形式：MP3、WMA、MKA、OGA、OGG 

(ｼ) スクリーン上への最大同時表示ウインドウ数：４ 

(ｽ) ホワイトボード＆アノテーション機能：有すること 

(ｾ) Web カンファレンス機能：Zoom を入力ソースに定義できること 

(ｿ) 内蔵 Web ブラウザー：有すること 

(ﾀ) ビデオ入力：HDMI IN 非対応 (フレームグラバー経由で可) 

(ﾁ) ビデオ出力：HDMI×1 

(ﾂ) オーディオ：HDMI out のみ 

(ﾃ) USB ポート：背面 USB 3.0×2, 前面 USB 3.0×2 

(ﾄ) LAN ポート：有すること（1ポート×1GigE） 

(ﾅ) 外部コントロール：マルチタッチディズプレイ、web インターフェイス、

ルームコントロールシステム、キーボード/マウス、リモートコントロー

ラ (オプション) 

(ﾆ) 製品保証：3年以上を有すること ※センドバック保守 

Ｅ プレゼンテーション装置コントローラー ヴォルフヴィジョン：Cynap pure pro 

remote control   １台 

  【同等品条件】 

   ＜仕様＞ 

(ｱ) 上記Ｄの製品（プレゼンテーション装置）をリモートコントロールできる

こと。 

(ｲ) 電源の ON/OFF 機能を有すること。 

(ｳ) キーボードの物理ボタンを有すること。 

(ｴ) 入力映像の切替ができること。 

(ｵ) 入力映像の切替ボタンを長押しすることで、対象の入力ソースを最大化表

示できること。 

(ｶ) 十字キーの物理ボタンを有すること。 

(ｷ) ワイヤレスでリモートコントロールできること。 

Ｆ ワイヤレスマウス Logicool：M171GR １台  

  【同等品条件】 

   ＜仕様＞ 

(ｱ) 上記Ｄの製品（プレゼンテーション装置）を操作できること。 

(ｲ) マウス外形寸法：98×62×36mm 以内であること 

(ｳ) 重量：80g 以内であること（電池含む） 

(ｴ) 無線方式：アドバンス 2.4GHz ワイヤレス対応であること 

(ｵ) 超小型レシーバー外形寸法：7×15×19mm 以内であること 

(ｶ) スクロールホイール：有 

(ｷ) 超小型レシーバー接続 I/F：USB 

Ｇ Web カメラ Logicool：PTZ PRO2 １台 
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  【同等品条件】 

   ＜仕様＞ 

(ｱ) 外形寸法：146×131×130mm 以内であること。 

(ｲ) 重量：600g 以内であること。 

(ｳ) リモコンによりパン/ティルト/ズーム操作が可能なこと。 

(ｴ) 260°のパンと 130°のティルト（メカニカル）による 90°の視野角であ

ること。 

(ｵ) フル HD 1080p 30fps の画質であること。 

(ｶ) 標準三脚取り付け口を装備すること。 

(ｷ) 電源アダプター接続付き USB ケーブル(3m)を有すること。 

(ｸ) 製品保証：2年以上を有すること ※センドバック保守 

Ｈ Web カメラ用三脚 ベルボン：DP-83S １台 

  【同等品条件】 

   ＜仕様＞ 

(ｱ) 全高：1610mm 以内であること 

(ｲ) ポール伸縮長：870mm 以内であること 

(ｳ) 縮長：625mm 以内であること 

(ｴ) ポール径／段数：36mm／3 段以内であること 

(ｵ) 大型キャスター付きであること。 

(ｶ) 開脚時の直径：700mm 以内であること 

(ｷ) 質量：3620g 以内であること 

Ｉ ユニファイドコミュニケーションスピーカフォン ヤマハ：YVC330 １台 

  【同等品条件】 

   ＜仕様＞ 

(ｱ) 外部インタフェース：USB 2.0 Full Speed、Bluetooth、NFC（近距離無線

通信） 、EXT IN/OUT（ステレオミニ） 

(ｲ) 最大消費電力：2.5W 以下であること 

(ｳ) USB バスパワー駆動に対応すること。 

(ｴ) 外形寸法：240×50×230mm 以内であること 

(ｵ) 質量：0.8kg 以内であること 

(ｶ) Bluetooth バージョン：Ver.2.1+EDR、対応プロファイル： HFP(1.6)、A2DP、

対応コーデック：CVSD、mSBC、SBC、無線出力：Class2、最大通信距離：

10m（障害物がないこと） 

(ｷ) マイク：単一指向性×3であること 

(ｸ) スピーカー：フルレンジ×1 

(ｹ) 音量：瞬間最大 90dB（0.5m）以上であること 

(ｺ) 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイク自動追尾、 オ

ートゲインコントロール、残響抑圧、SoundCap に対応すること。 

(2) 上記４(1)の機器について、下記の要件を満たすこと。 

ア Ａに対してＢを操作用パネル、Ｇを Web カメラ、Ｉをスピーカー・マイクとして

連携設定し、学校指定の既設書画カメラも入力ソースとして設定できること。ま

た、Ａ、Ｂ、Ｇ、Ｉ、学校指定の既設書画カメラを学校指定の可動式ラックに設

置できること。 

イ 校内の既設有線 LAN 設備を利用して、Ａを設置した教室から、他教室に設置する
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Ｃ及びＤへ映像及び音をストリーミング配信できること。このときＡ、Ｃ、Ｄは

同一セグメント内のネットワークにあること。 

ウ 同等品で参加する場合は、入札説明書に示した入札参加提出書類の受領期限まで

に、カタログ等仕様書の規格が満たされていることが分かる書類を添付した同

等・規格確認書（原本）を担当課に提出し、担当課の確認及び署名を受けること。 

５ その他 

(1) 基本事項 

ア すべての納入物品について、日本国内での利用を想定した製品であること。 

イ 社名及び担当者等が変更になった場合は、遅滞無く更新対象校及び担当課に連絡

すること。 

ウ 落札後、速やかに機器構成一覧（ファイルデータ）を提出すること。また、納入

完了時に納品書（機器構成一覧）を提出すること。 

(2) 機器の納入等について 

ア 機器の搬入場所の詳細については、対象校と協議し決定すること。 

イ 納入や設置、調整に係る費用を入札金額に含めること。 

ウ 設置に必要な資材（ケーブル類、モール等）については、受託者にて用意するこ

と。 

エ 納入につき問題が生じたときは、担当課の指示に従うこと。 

オ 校内に入る前には消毒液により両手の消毒を行うこと。また、校内での作業時に

は、名札及びマスクを着用すること。 

カ 作業場所における防災、保安等に協力すること。 

キ 付属品、取扱説明書などは整理し、梱包してその内容物が分かるように梱包箱ご

とに明記した上で、設置対象校に引き渡すこと（下図（サンプル）参照）。 

                 図（サンプル） 

(3) 備品整理票について 

 下図のとおり、備品整理票（シール、大きさは縦 4cm×横 5cm 程度）を作成し、納入

物品に貼付すること。 

なお、各項目の作成ルールについては、以下のとおり。 

ア 番号 

「○○○」には、対象校ごとの「通し番号」を記載すること。 

イ 品名 

   「△△△」には、機器名（例：プレゼンテーション装置）を記載すること。 

ウ 所属 

   「市立札幌大通高等学校」と記載すること。 

大通高等学校映像配信システム 

機器関連一式 

納入業者：○○○○株式会社 

納入日 ：令和３年(2021 年)２月 26 日 
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図 

札 幌 市 備 品 整 理 票 

番 号 E2020－41004－○○○ 

品 名 
映像配信システム 

【△△△】 

受 入 令和３年(2021 年)２月 26 日 

所 属 市立札幌大通高等学校 

(4) その他、仕様等に不明な点がある場合は、必ず入札前に担当課に確認すること。 

６ 担当課 

  札幌市教育委員会 生涯学習部 総務課 学校 ICT 推進担当 

TEL 011-211-3826  FAX 011-211-3828 


