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第１ 本委託業務について 

 

１ 件名 

公益財団法人広島観光コンベンションビューローホームページ作成等及び保守・運

用委託業務 

 

２ 業務内容 

   本基本仕様書は本委託業務にあたり、受託者が行うべき内容の基本を定める。受託者

は本基本仕様書に記載されている課題や目的を踏まえ、公益財団法人広島観光コンベ

ンションビューローホームページ作成等及び保守・運用について、提案、実施すること。

なお、コンテンツ構築については、本基本仕様書の記載内容を参考とし、課題や目的を

踏まえ、変更が必要な場合は協議のうえ、変更できるものとする。 

 

３ 契約期間  

契約締結の日から平成３０年３月３１日（土）まで 

  

４ 現行ホームページの課題 

(1) 検索エンジン最適化（以下「ＳＥＯ」という。）対策がなされていない。 

(2) 閲覧後の問い合わせ件数が少ない。 

(3) パソコン以外の閲覧機器に対応していない。 

(4) ＭＩＣＥの主催者等（以下「主催者」という。）にとって必要な情報、魅力ある情

報が探しづらい。例えば施設検索機能がなく、各施設を閲覧できないため適した施

設を探すことが難しい。 

(5) 情報の即時性に欠けている。 

   ※ 参考：サイト閲覧数 

     平成２８年度訪問者数 ８９，２９４（日本語）、２，６５７（英語） 

 

５ 目的 

 本業務は、平成１５年に開設した現行のホームページをリニューアルすることで、広

島をＭＩＣＥ開催都市としてより魅力的に紹介し、問い合わせ件数を増やすことで、Ｍ

ＩＣＥの誘致・開催件数を増加させることを目的とする。 

 

※ ＭＩＣＥとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセン

ティブ旅行）（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、

展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交

流が見込まれるビジネスイベント等の総称である。 
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６ 基本方針 

(1)  検索結果で上位になるような仕組みを取り入れる。 

(2)  ホームページ内の回遊性を高める。 

(3)  問い合わせページへの誘導を効率的に行う。 

(4)  閲覧機器を問わず、見やすいデザインとする。 

(5)  主催者の求める内容にあった情報を提供できるよう、現行のホームページの情報を

整理し、必要な機能や情報については拡充を行う。 

(6)  コンテンツ・マネジメント・システム（以下「ＣＭＳ」という。）を用い、情報の更

新、蓄積をスムーズ、かつ、効率的に行えるようにする。 

(7)  円滑な保守・運用を行う。 

 

第２ ホームページのシステム構築について 

 １ 業務内容 

(1) 対応言語 

日本語及び英語 

(2) 閲覧機器 

スマートフォン、タブレット、パソコンとし、それぞれの機器で円滑に作動し、必

要に応じてコンテンツを最適化し、表示するものとする。 

(3) ドメイン 

新たにドメインを取得する。 

(4) ＣＭＳの導入 

ア 広く普及したＣＭＳを導入すること。 

イ 拡張性の高いものを導入すること。 

(5) コンテンツの構築 

ア  閲覧者が必要とする情報に簡単、かつ、わかりやすく到達できる構成とすること。 

イ  閲覧者の利用する機器の通信速度が遅い場合でも、スムーズに表示されるよう配

慮すること。主なページの情報量は２ＭＢ以内程度とする。 

ウ  使用する写真・画像・動画については、現行のビューローホームページからのデ

ータ移行分、ビューロー及び各ＭＩＣＥ関係者が保有するもののほか、不足する素

材については、受託者で収集若しくは撮影を行うこととする。 

エ  掲載する情報や新たに撮影した素材については、著作権者又はその管理者から使

用の許諾を得ることとし、その費用は作成経費に含めるものとする。なお、人物の

被写体に関する肖像権等については、受託者の責任において了解を得ること。また、

使用した写真・画像・動画については、著作権若しくはその管理者の一覧表を作成

し、ビューローに提出すること。ただし、ビューローから提供があったものについ

てはこの限りでない。 

オ  新ホームページの構成にあたっては、すべての個別の情報を最適な形でカテゴリ
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ー分類し、事前にサイトマップを作成し、ビューローの承諾を得ること。 

カ  日本語のページと同内容である英語ページについては、基本的に日本語ページを

翻訳すること。 

キ  閲覧しているコンテンツを別の言語に切り替えた場合、別の言語サイトでも同内

容のコンテンツを表示するようにすること。同内容のコンテンツがない場合は、言

語を切り替えた際に別言語のトップ画面を表示させること。 

(6) 公開前のサイトチェック 

  公開前に動作検証・確認が可能とすること。 

(7) ＳＮＳの活用 

    プレスリリースを更新した際に、自動的にＦａｃｅｂｏｏｋに反映されるようにす

ること。 

(8) ＳＥＯ 

 ＳＥＯを考慮したうえで、すべてのページに効果的、かつ、最適と思われるキーワ

ードを記述する。各ページのキーワードについては、ビューローと協議を行い決定す

る。また、ＳＥＯのために考慮したキーワードについては、ビューローでも把握でき

るように、マニュアルを作成する。 

(9) アクセシビリティ 

  アクセシビリティに配慮すること。なお、内容についてはビューローと協議のうえ、

決定する。 

(10)  閲覧者に対するサービスについて 

ア  サイト内の階層づくりにあたっては、トップページから３クリック以内で目的と

するページに到達できるように配慮すること。 

イ  サイト内検索機能を設け、精度の高いサイト内検索方法を採用すること。内容に

ついてはビューローと協議のうえ、決定する。 

ウ  個別の情報は、ページごとに印刷に適した表示とするよう、配慮すること。 

エ  閲覧者を惹きつけ、広島でのコンベンション開催の興味・関心を喚起するような

デザイン、レイアウトとすること。 

  

 ２ システム環境等 

  (1) サーバ環境 

ア 公開用Ｗｅｂサーバ 

(ｱ) 独自ドメインが利用可能な共用型ホスティングサービスとすること。 

(ｲ) 閲覧数やデータ転送量にかかわらず、利用料金が毎月一定額であること。 

(ｳ) 指定されたＵＲＬにコンテンツが存在しない場合、１秒以内にコンテンツが

存在しない旨のエラーを返すこと。 

(ｴ) 公開用Ｗｅｂサーバと全く同じ状態のサイトを準備し、公開前に動作検証・

確認が可能とすること。又は、同等の機能を有するプレビュー機能を用いたＣＭ
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Ｓを導入すること。 

(ｵ) 検証・確認用サーバを用いる場合は、指定されたＩＰアドレス以外からの閲

覧を禁止する機能を有すること。 

(ｶ) 著しく負荷を与える利用者が共用している場合でも、閲覧速度への影響が生

じない構成とすること。 

(2) バックアップ 

日時でバックアップが取得されていること。 

(3) 可用性 

２４時間３６５日稼働すること。障害が発生した時は、２４時間以内に復旧できる

設備を備えていること。 

(4) セキュリティ 

ＩＳＭＳ認証を得たデータセンターで運用されていること。 

 

 ３ 日本語サイト 

(1) ターゲット 

国内の学会事務局、研究者、業界団体、行政等のＭＩＣＥ主催者、ＭＩＣＥ参加者、

賛助会員 

(2) 基本方針 

・ＭＩＣＥ開催都市として広島を広報する。 

・ＭＩＣＥ開催都市としての都市の特徴や、ＭＩＣＥ開催にあたり必要な情報を提供

する。 

・主催者が閲覧をした後、ビューローに問い合わせを行いやすくする。 

・ＭＩＣＥ参加者にとって、ニーズの高い情報を提供する。 

(3) コンテンツの構築 

ア  現行のホームページで提供している情報を整理し、閲覧者が必要な情報を簡単に

見つけ出せるなど、使いやすいものとすること。 

イ  グローバルメニューは以下の項目とすること。ただし、必要と認められる場合は

ビューローと協議のうえ、変更することができる。 

(ｱ) ホーム（トップページ） 

(ｲ) 広島が選ばれる理由 

(ｳ) アクセス 

(ｴ) 誘致・開催支援 

(ｵ) 施設紹介 

(ｶ) ユニークベニュー 

(ｷ) ＭＩＣＥ特集 

(ｸ) プレスリリース 

(ｹ) ダウンロード 
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(ｺ) 問い合わせ 

(ｻ) 組織概要 

(ｼ) 賛助会員 

ウ  トップページの作成にあたっては、以下の項目を取り入れること。 

(ｱ) 閲覧者を視覚的に惹きつけるデザインとすること。また、各ページにおいても

写真や動画を使用するなど視覚的に訴えるデザインとすること。 

(ｲ) 新着情報を掲載する欄を作成すること。 

(ｳ) プレスリリース、マンスリーニュース、賛助会員へのインフォメーションを更

新した場合に、自動的にその情報が反映されるようにすること。 

(ｴ) ＭＩＣＥの予定（以下、「コンベンションカレンダー」という。）を表示できる

ようにすること。また、コンベンションカレンダーをビューローが変更できるよ

うにすること。 

(ｵ) 開催予定会議のバナーを掲載する場所を設けること。 

(ｶ) 広告バナーの欄を設けること。 

エ トップページ以外の各グローバルメニューに以下のコンテンツを作成すること。 

(ｱ) 広島が選ばれる理由 

 ・（ＭＩＣＥ開催地としての）概要 

 ・産業 

 ・開催実績 

 ・主催者の声、参加者の声 

 ・広島の魅力（観光地、食べ物） 

(ｲ) アクセス 

 ・海外から広島へ 

 ・日本国内主要都市から広島へ 

(ｳ) 誘致・開催支援 

 ・誘致・開催支援紹介 

 ・賛助会員紹介（検索機能を含む。） 

(ｴ) 施設紹介（検索機能を含む。） 

 ・ＭＩＣＥ施設（ＭＩＣＥ施設を兼ねたホテルを含む。） 

 ・宿泊施設（ＭＩＣＥ施設とは別の宿泊施設） 

(ｵ) ユニークベニュー 

 ・懇親会 

 ・体験 

 ・産業観光 

(ｶ) ＭＩＣＥ特集（ＭＩＣＥ特集を４社程度が行うページで、内容については別途

広告契約締結後に更新を行う。） 

(ｷ) プレスリリース 
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(ｸ) ダウンロード 

 ・申請書 

 ・パンフレット 

 ・ロゴ 

 ・写真 

 ・動画 

(ｹ) 問い合わせ 

(ｺ) 組織概要 

 ・組織紹介 

 ・事業計画・報告 

 ・決算公告 

 ・役員・評議員 

 ・入札情報 

 ・アクセス（ビューローまでのアクセス） 

 ・リンク 

(ｻ) 賛助会員 

 ・賛助会員向けコンベンションカレンダー（ＩＤ、パスワードの入力を求める。） 

 ・マンスリーニュース 

 ・入会案内 

 ・賛助会員へのインフォメーション 

 ・各種手続き 

オ  その他、以下の留意事項を踏まえてコンテンツの作成を行うこと。 

(ｱ) 全体について 

 ・各ページには少なくともサイトの現在位置が把握できるパンくずリストと関連

リンクが表示されるようにすること。 

     ・関連ページから問い合わせページへの誘導を行い、問い合わせ件数を増加させ

る工夫をすること。 

(ｲ) 誘致・開催支援ページ 

・各支援メニューや事務手続等についてフローチャートを用いる等、わかりやす

く紹介し、必要に応じて、詳細に紹介を行うこと。 

・賛助会員を紹介するページでは、２５種類程度の業種分類から検索が可能にす

ること。 

・賛助会員の紹介については、ビューローが更新することができるようにするこ

と。 

(ｳ) 施設の紹介ページ 

・Ｇｏｏｇｌｅ Ｍａｐ等の無料の地図サービスを使用し、地図表示ができるよ

うにすること。また、ＭＩＣＥ施設と宿泊施設を色分けするなどして、わかりや
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すく表示するように努めること。 

・施設の紹介ページでは、主催者が求める条件を入力した場合に、条件に合うＭ

ＩＣＥ施設が表示されるような双方向性のある機能を取り入れること。約７０件

のＭＩＣＥ施設を地区、規模、広さ、宿泊室数等の項目で検索可能とすること。 

・施設の紹介ページはビューローが更新できるようにすること。 

・ＭＩＣＥ施設の紹介では、写真（実際の会議の写真を含む。）や見取り図等の複

数の画像を見えやすく工夫すること。 

(ｴ) ＭＩＣＥ特集ページ 

・４社程度がＭＩＣＥ特集を展開することを想定し、１社あたり写真５枚程度と

その説明文を入れることが可能なレイアウトとすること。 

(ｵ) プレスリリースページ 

・ビューローが更新できるようにすること。 

(ｶ) ダウンロードページ 

・写真や動画は著作権、肖像権についてフリーのもののみを使用し、閲覧者が自

由にダウンロードできるものとする。ＭＩＣＥロゴは見本をページ上に掲載し、

主催者が希望データについての申請をビューローに提出後、ビューローから本デ

ータを提供するような仕組みとすること。 

(ｷ) 賛助会員のページ 

・コンベンションカレンダーについて、トップページで一般に公開するものとは

別に、現行ホームページと同様、ＩＤ、パスワードの入力が必要なコンベンショ

ンカレンダーページを設けること。その際、過去のコンベンションカレンダーに

ついて、暦年で整理して蓄積できるようにすること。 

・賛助会員のページの各種手続きでは、各種様式をワードとＰＤＦでダウンロー

ド可能とすること。 

・賛助会員のページに問い合わせページのリンクを貼ること。 

(ｸ) その他 

・広告バナーやＭＩＣＥ特集ページについては、広告契約時期にかかわらず、作

成業務、又は、保守・運営業務内で更新を行うこと。 

・プレスリリースやマンスリーニュースは記事のカテゴリ分類を作成、登録する

ことができるようにすること。また、投稿日で、月ごと、年毎にアーカイブでき

るようにすること。 

 

 ４ 英語サイト 

(1) ターゲット 

海外からのＭＩＣＥの参加者、国内の学会事務局、研究者、業界団体、行政等のＭ

ＩＣＥ主催者 

(2) 基本方針 
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日本語サイトの内容に、海外からのＭＩＣＥ参加者の参加意欲を高めたり、広島を

来訪するにあたっての必要な情報が得られたりするものを加える。 

(3) コンテンツの構築 

 基本的に作成するページの種類や仕様について日本語サイトと同様とする。ただし、

海外参加者にとって、需要の高い情報は英語サイトで充実させること。また、内容を提

案すること。（たとえば、広島の年間の気温等） 

 

 ５ コンテンツの管理方法について 

(1) システムの導入 

新ホームページの運用に際し、ＣＭＳ機能を導入し、以下のコンテンツの修正、更新

を行えるようにすること。 

ア トップページの新着情報 

イ トップページのコンベンションカレンダー 

ウ 施設紹介内の施設情報 

エ プレスリリース 

オ 組織概要ページ内の事業計画・報告、決算公告、役員・評議員、入札情報 

カ 賛助会員内の賛助会員情報 

キ 賛助会員内のマンスリーニュース 

ク その他、ビューローが必要とするものについて、受託者と協議し、決定する。 

(2) 操作性 

同システムにおいては、ＨＴＭＬを意識することなく、一般的なワープロソフトに

近い操作でコンテンツの編集が行えるようにすること。 

(3) 画像挿入機能 

登録時に代替テキストの入力を必須とすること。 

(4) ファイルのアップロード 

画像（ＪＰＥＧ、ＧＩＦ、ＰＮＧ）ファイルや文書（ＰＤＦ、ワード、エクセル等）

のファイルが容易かつ適切にアップロードできること。 

(5) サイトの管理機能 

ア  ウェブページは原則静的ＨＴＭＬ形式で作成すること。 

イ  アクセス状況が把握できるようＧｏｏｇｌｅ Ａｎａｌｙｔｉｃｓのタグを全ペ

ージに埋め込むこと。なお、使用するタグについては受託者に対して別途指示する。 

(6) その他 

ビューローが修正、更新作業を行うための、使用方法に関するマニュアルを作成す

ること。 

 

 ６ 現行システムのデータ移行 

(1) 現行システムを利用して登録されているコンテンツについて、必要に応じてリニュ
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ーアル後のシステムへ移行・登録すること。 

(2) 契約後、移行の手順等はビューローと協議のうえ、決定すること。 

(3) データ移行に係るすべての作業は、一部データの提供を除いて基本的に受託者にて

負担すること。また、本業務に伴い、現行運用業者による作業及び協議が発生する場合

は事前に調整のうえ、これにかかる費用はすべて受託者にて負担すること。 

(4) 現行システムは、コンベンション振興部に係る内容の移行が完了した後も存続する

ことから、現行システムにて作業する場合には、業務影響がないことを検証及びビュー

ローが承認したうえで実施すること。 

 

 ７ リニューアル後の対策 

(1) 関連サイトへの相互リンクの働きかけを行う。 

(2) リニューアル後はアクセス数の減少が見込まれるため、その影響を最小限に抑え、

アクセス数を向上させる対策を実施すること。 

  

 ８ 提案 

(1) 提案 

  以上の内容を踏まえたうえで、具体的な手法、内容等を提案すること。なお、他に考

慮すべき事情、取り組むべき内容があると思う場合は、自由に提案内容に組み入れてよ

い。 

(2) 次年度以降の年間保守・運用業務について、経費及び運営内容を提案すること。（「第

３ 保守・運営等業務について」を参照） 
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第３ 保守・運用業務について 

 

  今年度の、リニューアルしたホームページ開設以降の保守・運用を以下のとおり行う。 

  次年度以降の運用については、今回の契約には含まれないが、提案された経費及び運営

内容を次年度以降の運用の参考とする。 

  なお、次年度以降は、ビューローの関係団体に当該保守・運用等業務を発注する可能性

がある。 

 

 １ 保守・運用内容 

(1) 基本的事項 

 受託者は、サイトの稼動・運用に要する一切の環境を整備するとともに、システム

の運用サービスの提供を行うものとする。 

(2) 基本要件 

ア 情報セキュリティが確保された安全な運用、サービスの提供 

イ 安全性、安定性及び拡張性が確保されたシステム構成と運用体制の提供 

ウ 技術動向や業務処理の変化等への柔軟な対応 

(3) サイトの公開 

原則、２４時間３６５日のサービスとする。ただし、保守作業等でシステムを停止

する必要がある場合は、この限りでない。 

 

 ２ サイト開設以降の運用について 

(1) 構築したシステムの維持・管理を行い、円滑な運営を支援し、ビューローからの電

話、電子メール、ＦＡＸによる問い合わせに対応する。なお、基本的に対応時間は平

日（土・日・祝祭日・年末年始を除く）の９時から１７時４５分までとする。 

(2) 障害発生時に対応を行うための体制を有すること。障害発生時は、状況の把握を直

ちに行うとともに、速やかに復旧作業を行う。 

(3) ソフト等のバージョンアップがあった場合、速やかに適切なプログラムの改修を行

ったうえ、その結果を報告する。 

(4) 随時、ビューローが指定するコンテンツの修正を行う。（年間１００件程度） 

(5) ビューローが更新内容を確認するための、公開前プレビュー環境を確保する。 

(6) その他、ページの作成、更新、プラグイン追加等について、ビューローもＣＭＳ、

サーバー、ドメイン等のすべての管理者権限を保有するものとする。 

(7) ＳＥＯ対策を行う。 

(8) 今後のシステムの改変をふまえ、新システムに移行する際の必要な支援を行う。 

 

 ３ その他 

(1) セキュリティ対策に関すること 
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以下のア、イにおけるセキュリティ対策を実施すること。また、ＣＭＳについてもセ

キュリティを確保したうえで導入すること。 

ア 暗号化通信 

入力フォーム等の個人情報を扱うコンテンツ又は全コンテンツの通信を暗号化通

信にする等の対策を実施すること。また、サーバ証明書等の更新は本業務内で実施

すること。 

イ ウィルス対策 

本調達における全てのサーバを対象にウィルス対策を実施すること。 

(2) 障害対応に関すること 

  以下の仕様に基づき、本業務受託事業者は障害時対応マニュアルを作成すること。 

ア 体制の準備 

ビューローからの障害連絡やシステムからの障害自動通知を直ちに受けられる連

絡体制及び障害発生時に直ちに対応できる責任や担当が明確な体制を整備すること。 

イ 障害時対応 

(ｱ) 復旧管理 

障害等が発生した場合には、速やかな復旧に向けた復旧管理を行うこと。また、

同様の障害が発生しないよう是正措置・予防措置を講じたうえ、対策の結果を障害

時対応マニュアルに反映し、万が一同様の障害が発生した場合には迅速に対応で

きるよう務めること。なお、障害が発生した場合及び復旧した場合には、障害の原

因、復旧のめど、再発防止策等をすみやかにビューローに連絡・報告すること。 

(ｲ) 復旧作業 

     ａ 障害等の切り分け 

       障害発生時には、直ちに、機器等障害、ソフト障害、ネットワーク障害等の

切り分け及び障害の影響範囲調査を行うこと。 

     ｂ 障害別の対応 

       ソフトの障害及び機器等の障害については、速やかな部品・機器交換等、復

旧対応をすること。 

     ｃ システム及びデータ復旧作業 

       障害復旧後に、必要に応じてシステムバックアップによるシステム復旧作業

や障害発生時点へのデータの復旧作業を行い、動作確認を行うこと。 
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第４ ホームページの諸要件、事務手続きについて 

 １ 公開予定日 

   平成３０年３月１日（木） 

   ただし、協議のうえ、変更することができる。 

 ２ 成果物 

 本事業のプロジェクト管理に関するもの及び各工程の計画、成果に関するもの並びに

システム運用・操作、ページの作成方法等に関する内容の各種ドキュメント類について

は、受託者が作成するものとし、各工程において作成する各種設計書等については、以

下のとおりとする。 

(1) 納入物 

ア ソフトウェアライセンス 

イ ドキュメント 

 ・システム計画書 

 ・プロジェクト計画書 

 ・システム仕様書等 

 ・サイト設計書 

 ・テンプレート設計書 

 ・単体テスト計画書 

 ・結合テスト計画書 

 ・総合テスト計画書 

 ・テスト結果報告書 

  ドキュメントは、ＭＳ－Ｗｏｒｄ、ＭＳ－Ｅｘｃｅｌ、ＭＳ－Ｐｏｗｅｒｐｏｉ

ｎｔを使って作成すること。 

ウ サイト管理者用マニュアル 

エ 電子媒体 

・上のイ、ウで示すドキュメントを記録したもの 

 

(2) ドキュメント 

ドキュメントの詳細については、以下のとおり。 

ア プロジェクト管理等 

システム計画書  システム全体の概要を記述した文書 

プロジェクト計画書  プロジェクトにおける対象業務とその機能、システ

ム構成の方針、導入方法とスケジュール、導入の推進体

制や導入方法／管理方法など、当該プロジェクトの基

本方針や全体構想及び導入方法といった基本的な計画

を記述した文書 
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イ システム等 

システム仕様書等  システムの仕様書に関する記述をした文書 

サイト設計書  サイトの設計書及びデザインの図面 

テンプレート設計書  作成したテンプレートに関する設計書 

 

ウ 各種テスト等 

単体テスト計画書  プログラム設計書に基づいて開発した各プログラム

が、プログラム設計どおりに単体で動作することをテ

ストする計画を記述した文書 

結合テスト計画書  プログラム設計書に基づいて開発した各サブシステ

ムを構成するプログラムを結合したときに、サブシス

テムがプログラム設計書どおりに動作することをテス

トする計画を記述した文書 

総合テスト計画書 

（ユーザーテスト） 

 システム全体がシステム設計書どおりに動作するこ

とをテストする計画を記述した文書 

テスト結果報告書 

（ユーザーテスト） 

 各種テスト結果を記述した文書（複数名の確認書） 

 

エ その他 

サイト管理者用マニ

ュアル 

 ＳＥＯマニュアル・システム運用・操作マニュアル、

障害時対応マニュアル、ＣＭＳ用ホームぺージ作成マ

ニュアル（ＨＴＭＬタグの解説に関して記述した文書

を含む。）、よくある質問とその回答集（ＦＡＱ）などを

記述した文書 

 

(3) 留意事項 

ア  受託者は、開発スケジュールを作成のうえ、各工程に着手する前に、当該工程に

おいて作成するドキュメントに関し、ビューローと十分に調整すること。 

イ  各種ドキュメントの作成にあたっては、業務の流れ図（フロー）や画面展開ごと

のハードコピー、説明項目のマークなどを多用し、視覚的にわかりやすいものとす

ること。ビューローの判断により、わかりにくいなどの理由でビューローから承認

が得られない場合、受託者は速やかに代案を作成し、ビューローの承認を得ること。 

ウ  作成した全てのコンテンツがテスト環境で正しく掲載・表示されていることを確

認し、複数名による確認書を提出すること。 

エ  各種ドキュメントの内容に関しては、ビューローに対し十分な説明と、操作に関

して必要なトレーニングを行い、内容の承認を得てから納品すること。 
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 ３ 知的財産権等の取り扱いについて 

(1) 契約に関する開示情報等の取り扱い 

受託者は、委託契約に関してビューローが公開した情報等及び本契約履行過程で生

じた成果物等に関する情報（公知の情報等は除く。）を本契約の目的以外に仕様又は第

三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じる

ものとする。 

ただし、当該情報等を契約の目的以外に使用又は第三者に開示する必要がある場合

は、事前にビューローに承認を得るものとする。 

(2) 著作権の取り扱い 

ア 契約利用により生じた著作権の帰属 

契約の履行過程で生じた著作権法第２７条及び第２８条に定める権利を含む全て

の著作権及びノウハウ（営業秘密）は無償でビューローに帰属するものとする。 

イ 受託者が従来より有する著作権の扱い 

委託業務の成果物のうちプログラムの構成部品であるルーチン、関数、モジュー

ル、型等（以下「プログラム構成部品」という。）で、受託者が従来より権利を有し

ていたものについては、その権利は受託者に留保されるものとする。この場合にお

いて、受託者はビューローに対し、当該プログラム構成部品について、ビューロー

が使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとす

る。 

ウ 第三者が権利を有する著作物の取り扱い 

成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物」という。）が含まれて

いる場合は、ビューローが特に使用を指示した場合を除き、当該著作物の使用に必

要な経費の負担及び使用承諾契約に係る一切の手続きを受託者が行うこととする。

この場合、受託者は当該契約等の内容について事前にビューローの承諾を得ること

とし、ビューローは既存著作物について当該許諾条件の範囲内で使用するものとす

る。 

なお、契約に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利障害の紛争が

生じた場合は当該紛争の原因が専らビューローの責めに帰す場合を除き、受託者の

責任及び負担において一切を処理するものとする。ビューローは係る紛争等の事実

を知った時は、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の

協力を講じるものとする。 

(3) 産業財産権の取り扱い 

ア 産業財産権の帰属 

委託契約を実施することによって新たに発生した産業財産権は、ビューローに帰

属するものとする。 

イ 第三者の産業財産権等の実施 

ビューローは、第三者の産業財産権又はノウハウ（営業秘密）を実施又は使用す
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るときは、その実施又は使用に対する一切の責任を負うものとする。 

ウ 第三者との紛争の処理 

委託契約に基づく作業及び成果物に関し、第三者との間に産業財産権に係る権利

障害の紛争が生じた場合は、受託者の責任及び負担において一切を処理することと

する。ビューローは係る紛争等の事実を知った時は、受託者に通知し、必要な範囲

で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 

 

 ４ その他 

(1)  受託者は、ビューローと連絡調整を十分に行い、円滑に業務を実施すること。 

(2)  受託者は、業務実施過程で疑義が生じた場合は、速やかにビューローに報告し協

議を行い、その指示を受けること。 

(3)  受託者は、委託業務上発生した障害や事故については、大小にかかわらずビュー

ローに報告し指示を仰ぐとともに、早急に対応を行うものとする。 

(4)  特別の事情が生じた場合は、双方協議のうえ、委託条件等を変更できるものとす

る。 

 


