
番号 質問内容 回答内容

1

【Ⅰ.既存資料のアップロード】

「既にリスト化されている資料のアーカイブ化リスト」

は、Excelデータ化されているか。

紙資料をExcel入力する等のExcelデータ作成業務は事業

に含まれるか。

【博物館】

エクセルデータです。また、紙媒体をエクセルデータ化

する作業は含まれません。

【戸定歴史館】

Excelデータ化未実施のリストについては、桐データを

Excelデータへ変換する作業を業務内に含むものとします

（紙資料入力は無し）。

2

【Ⅰ.既存資料のアップロード】

既にある画像のデータ形式・データ容量について。

（アップロード時のデータ変換作業の可否参考のため）

【博物館】

JPEG（2~6MB)またはTIFF形式(80~120MB)です。

【戸定歴史館】

JPEGまたはTIFF形式です。

JPEG（1～8MB）、TIFF（20～350MB）です。

3

【Ⅰ.既存資料のアップロード】

既存資料のデジタル化とアップロード　プリント100点

のサイズとサイズ毎の枚数。

すべて、キャビネまたは2Lサイズです。

4

【Ⅰ.既存資料のアップロード】

既存資料のデジタル化とアップロード　４×５または６

×７の約150点中での割合（枚数）。

4×5は約20枚、6×7は約130枚です。

5

【Ⅰ.既存資料のアップロード】

立体撮影100点、平面撮影100点とありますが、大きさの

わかるリストなどは事前にご提供いただけないでしょう

か。

契約締結後にリストをお渡しします。商品撮影台に、載

せられる大きさです。

6

【Ⅱ.所蔵資料の撮影】

撮影資料のリスト（サイズの情報のあるもの）はご提供

いただけるか。

【博物館】

契約締結後にリストをお渡しします。資料は撮影台に、

載せられる大きさです。

【戸定歴史館】図録「プリンス・トクガワ」掲載の資料

が主な対象となります。契約締結後、同図録参照のほ

か、必要に応じてリストを提供しますが、撮影する全資

料のサイズが提供できるかどうかは8月1日時点では確約

できない状況です。（現在まだ調査中の資料も一部含ま

れるため）

7

【Ⅱ.所蔵資料の撮影】

各作品の評価額一覧はご提供いただけるか。（必要であ

れば保険を掛ける為）

撮影は、原則本市学芸員が資料を取り扱うため、保険を

かける必要はないと考えております。また、評価額一覧

の提供はいたしません。

8

【Ⅱ.所蔵資料の撮影】

戸定歴史館での撮影について、画素数400dpi以上（一部

資料600dpi以上）を確保とありますが、デジタルカメラ

の画素数の見込み（4,000万画素以上など）はありますで

しょうか？もしくは、予定されている撮影画角の最大縦

横をお教えください。

デジタルカメラの画素数の見込み：文書は1200万画素／

A4相当以上、工芸品等は4000万画素相当以上の画質でお

考えください。

工芸品で最大サイズは、「源氏物語図屏風」（6曲1双）

で、寸法は片側H1600×W3475（mm）。長尺、大型資

料の場合は、全体を撮影したうえで、各部を分割撮影し

画像を統合する方式とします。

9

【Ⅱ.所蔵資料の撮影】

戸定歴史館での撮影は「dpi」で指定されているが、これ

は対象の原寸に対しての解像度か。

データベースへのアップ画像においてそれぞれのdpi相当

の画質が欲しいと考えております。

サイズを詳細に指定するのは難しいので、デジタルカメ

ラの画素数の見込み：文書は1200万画素／A4相当以上、

工芸品等は4000万画素相当以上の画質でお考えくださ

い。

長尺、大型資料の場合は、全体を撮影したうえで、各部

を分割撮影し画像を統合する方式とします。
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10

【Ⅱ.所蔵資料の撮影】

撮影場所について、博物館・歴史館内での撮影が可能

か。

また撮影可能の場合、施設の利用可能な時間。（撮影ス

ケジュール参考のため）

【博物館】

撮影用のスタジオがあるため、可能です。作業時間は、

10時から16時30分までとさせていただきます。お昼の休

憩場所はありません。

【戸定歴史館】

撮影は、戸定歴史館展示室または松雲亭での実施を想定

しています。

戸定歴史館展示室：休館日または指定する時間帯

松雲亭：9:00～17:00（17:00完全撤収）

11

【Ⅱ.所蔵資料の撮影】

撮影を行う場所は、博物館内で想定をされているので

しょうか。

【博物館】

撮影用のスタジオがあるため、そこでの撮影作業を想定

しています。

【戸定歴史館】

撮影は、戸定歴史館展示室または松雲亭での実施を想定

しています。

12

【Ⅱ.所蔵資料の撮影】

資料の取り扱いに専門知識を有するものという項目の具

体的な内容を伺いたい。

基本は博物館・歴史館側で取り扱いをしてくれると考え

て問題ないでしょうか

撮影の際は、原則、本市学芸員が資料を取り扱います。

資料の保全を最優先とするため、過去に歴史的資料の撮

影などを経験し、資料の価値や扱いについて知識を持っ

ているスタッフを配置ください。

13

【Ⅱ.所蔵資料の撮影】

撮影にあたっては、学芸員の方が基本的に出し入れをさ

れるという理解でよろしいでしょうか。

資料の取り扱いは、原則、本市学芸員が行うことを想定

しています。

14

【Ⅱ.所蔵資料の撮影】

撮影日は、連続する日程で可能でしょうか？それとも休

館日などに対応することになりますでしょうか。

【博物館 】

開館日での実施をお願いします。開館日であれば、連続

する日程も可能です。

【戸定歴史館】

戸定歴史館展示室：休館日または指定する時間帯

松雲亭：9:00～17:00（17:00完全撤収）

連続した日程を組むことも可能ですが、時期によるため

担当者間で応相談とします。

15

【Ⅲ.所蔵資料の加工表現】

所蔵資料の撮影重要な資料は、デジタル化、公開方法に

ついて　工夫することとありますが、これは撮影対象資

料に対して、どの程度の点数があるものでしょうか？プ

ロポーザル前に事前に数を選定頂くことはできますで

しょうか。

加工表現につきましては、ご提案いただいた内容によっ

て、資料を選定することを想定しております。加工表現

等によって、本業務で実施できる数量も不確定であるた

め、数の提示はできません。

16

【Ⅳ.デジタルミュージアムWebページのデザイン、作

成】

「作成したWEB ページには IBMUSEUM SaaS のシステ

ム機能を組み込み、データベースを公開できる仕様にす

ること。Web-API 機能を活用した構成とすること。」と

ありますが、

ここで示されている「IBMUSEUM SaaS のシステム機

能」について、Web-API 機能の活用を検討するために

は、あらかじめ「IBMUSEUM SaaS のWeb-API 機能」

に関する設計書などが無いと検討ができないと思います

が、プロポーザル前にご提示は頂けないのでしょうか？

IBMUSEUMSaaSのシステム会社である早稲田システム

株式会社様に確認をお願いします。

早稲田システム株式会社　担当　杉山　様（メールアド

レス t-sugiyama@waseda.co.jp）
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17

【Ⅳ.デジタルミュージアムWebページのデザイン、作

成】

図書管理システムは令和3年11月1日利用開始となってい

ますが、連携するWebページ（デジタルミュージアム）

は当該日以降に稼働すると考えても良いでしょうか？

Webページの稼働につきましては、修正等を行いなが

ら、令和4年3月～4月の間より立ち上げることを想定し

ております。

18

【Ⅳ.デジタルミュージアムWebページのデザイン、作

成】

「登録できる蔵書件数は 50,000 冊以下 のもの」と記載

がありますが、冊数は年間新規追加数でしょうか、また

は各年次における登録合計件数でしょうか？

当該ソフトが想定する最大登録数です。

19

【Ⅳ.デジタルミュージアムWebページのデザイン、作

成】

図書管理システムを使用すると想定される職員様はおお

よそ何名程度でしょうか？

3名を想定しております。

20

【V. 多言語化対応】

既にリスト化されている資料のアーカイブ化リストは多

言語対応されているか。

多言語化されていない場合、翻訳は提案内容に含める

か。

されておりません。Webページ含め、翻訳の範囲は各業

者の提案によるため、アーカイブ化した資料も翻訳する

ということであれば、提案内容に含めていただく必要が

あります。

21

【V. 多言語化対応】

多言語対応について、所蔵資料の日本語の解説原稿など

はご提供いただけるのでしょうか。解説原稿も、受託者

が作成することになりますでしょうか。

所蔵資料の解説などにつきましては、本市で作成しま

す。また、WEBページを翻訳される場合は、一から作成

していくことになりますので、掲載する文章など検討の

上、翻訳いただければと思います。

22

【V. 多言語化対応】

翻訳について、解説文などの今回の業務で検討された、

翻訳文字数などは教えて頂けないでしょうか。

作成いただくWebページも含め、翻訳する範囲をご提案

いただくため、特に文字数などは想定しておりません。

23

IBMUSEUM SaaSには、大量のデータを登録する仕組み

があるのでしょうか？それとも、1点単位で画像等を登

録することになるのでしょうか。

画像データの一括登録は出来ません。1枚ずつ登録して

いただく形となります。

詳細は、IBMUSEUMSaaSのシステム会社である早稲田

システム株式会社様に確認をお願いします。

早稲田システム株式会社　担当　杉山　様（メールアド

レス t-sugiyama@waseda.co.jp）

24

IBMUSEUM SaaSへ登録するデータベースの方は、多言

語（英語）に対応されているのでしょうか？

対応しております。文字コードはUTF-8に対応していま

す。

詳細は、IBMUSEUMSaaSのシステム会社である早稲田

システム株式会社様に確認をお願いします。

早稲田システム株式会社　担当　杉山　様（メールアド

レス t-sugiyama@waseda.co.jp）

25

BMUSEUM SaaSに、データを登録するという要件です

が、当社では独自の収蔵品管理システムがあり、WEBサ

イトと連携して、一般への公開、非公開設定が行え、

WEBサイトの保守費用の範囲でご提供が可能ですが、そ

の場合でもあくまで、 IBMUSEUM SaaSへの登録は必須

であるという理解でよろしいでしょうか。

仕様書に記載のとおり、指定の収蔵管理システムを活用

いただくようお願いします。

26

IBMUSEUM SaaSに、アップロードする際のユーザIDお

よびパスワードについてはご提供いただける想定でよろ

しいでしょうか？

作業時に、お知らせ致します。
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27

【実施要領】

A4 版紙ファイルに綴りインデックスをつけ、ファイル表

紙及び背表紙に事業者名を記載することとあるが、紙

ファイルとはどのようなものを想定しているか。提案書

に穴を空けるなど問題ないでしょうか

一般的なフラット紙ファイルを想定しており、企画提案

書にパンチで穴を空け、インデックスを付し、綴るよう

にお願いします。

28

【実施要領 】

松戸市内に事業所が無い場合、「⑥納税証明書（法人市

町村民税、固定資産税）」は不要と考えてよろしいで

しょうか。また、千葉県の電子自治体共同運営協議会へ

「⑩使用印鑑届兼委任状」を提出していない場合、不要

の書類と考えてよろしいでしょうか。

松戸市内に事業者がない場合、「⑥納税証明書（法人市

町村民税、固定資産税）」は不要です。

「⑩使用印鑑届兼委任状」につきましては、千葉県の入

札名簿の登録の際に、必ず必要な書類であるため、写し

の提出をお願いします。

29

【実施要領】

参加表明書の押印書類および提案資料の送付については

宅急便でもよろしいでしょうか。

元払いであれば、問題ございません。

30

【実施要領】

参加表明書に付属する納税証明書や履歴事項全部証明書

について原本を送付する必要はありますでしょうか。

原本でも写しでもどちらでも構いません。


