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仕様書 
 

1．総則 
本仕様書は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」とい

う。）及び国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「JST」という。）が主催する「イノベーシ

ョン・ジャパン 2018～大学見本市＆ビジネスマッチング～」（以下「本イベント」という。）に

おける運営及び会場設営業務について定める。 
 
2．件名 

「イノベーション・ジャパン 2018～大学見本市＆ビジネスマッチング～」の運営及び会場設

営業務 
 
3．目的 

本イベントは、大学や公的研究機関、ベンチャー・企業等から創出された研究成果の社会還

元、技術移転を促進すること及び実用化に向けた産学連携等のマッチング支援を実施すること

を目的とする。 
大学見本市とは、JST 事業に関わる大学等から創出された研究成果の社会還元、技術移転を

促進すると共に産学連携を支援するための技術シーズ及び大学組織による産業界に向けた大型

の共同研究開発案件の見本市であり、ビジネスマッチングとは、NEDO 事業に関わる支援先企

業、研究機関、大学等の研究開発成果の実用化及び事業化を支援するためのマッチングイベン

トである。 
 
4．イベント概要 
（1）イベント名称 

イノベーション・ジャパン 2018～大学見本市＆ビジネスマッチング～ 
（2）主催者 

NEDO 及び JST 
（3）開催場所 

東京ビッグサイト 西展示棟 西 1 ホール 
（東京都江東区有明 3-11-1） 

（4）入場料 
無料 

（5）来場者 
企業の技術開発担当者、営業担当者、経営者等、その他産学連携に興味のある者等 

（6）開催日時 
平成 30 年 8 月 30 日（木） 9 時 30 分から 17 時 30 分 及び 

8 月 31 日（金）10 時 00 分から 17 時 00 分 
（7）その他併催事業 

 大学発ベンチャー表彰の表彰式（以下「表彰式」という。） 
    日時：平成 30 年 8 月 30 日(木)14 時 30 分から 16 時 30 分（予定） 
    場所：西 1 ホール「セミナー会場」 
    
5．業務内容 

受注者が実施する業務内容は以下のとおり。 
 
5－1．本イベント全体 
（1）会場の概要 

本イベントに係る会場設営の概要は以下のとおり。 
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なお、これらの設営は、西 1 ホールとすること。 
①運営事務局 
②主催者事務室 
③開会式会場 
④総合受付 
⑤プレスルーム 
⑥大学発ベンチャー表彰「受賞者」（以下「受賞者」という。）展示コーナー  
⑦主催者セミナー会場兼表彰式会場 
⑧来場者向け配布資料置き場 
⑨VIP ルーム 
⑩打合せスペース 
⑪JST ゾーン（大学見本市エリア） 
⑫NEDO ゾーン（ビジネスマッチングエリア） 

  ⑬商談室 
 
（2）全体運営管理 

①運営管理業務 
本イベント実施に係る企画、設計、広報・宣伝、制作、設営、装飾、搬入、搬出及び管理

等の全ての運営管理業務を行うこと。本イベントの業務全般に係る総括責任者及び展示会、

プレゼンテーション、セミナー等の各実行責任者を決めたうえで、業務を円滑に実施する

ための体制を構築して運営にあたること。また、主催者、出展者、来場者、その他関係者

等との連絡窓口等の機能を担う運営事務局を設置し、主催者の指示に基づき、各種連絡及

び調整を行うこと。 
②全体スケジュールの策定 

契約締結後、速やかに全体スケジュールを策定し、主催者の了承を得ること。 
なお、主催者と適宜調整のうえ実行管理を行い、スケジュール及び実施内容に変更の必

要が生じた場合は速やかに報告し主催者の了承を得ること。 
③出展者及び発表者に関わる業務 

ⅰ）本イベントの開催日までに、出展者及び発表者との連絡及び調整を密に行い、必要な

データを回収する等、展示、プレゼンテーション、印刷物等の作成を実施するにあたっ

て円滑に準備が進められるように、適宜対応すること。出展者及び発表者からの問い合

わせ等があった際には、主催者にその内容を報告し、了承を得たうえで対応すること。

問い合わせ内容、回答内容は、電子データで一元管理すること。また、基本的な問い合

わせ（よくある質問）については、Ｑ＆Ａを作成して、主催者の了承の下、運用するこ

と。さらに一般からの問合せにも対応した内容にすること。 
ⅱ）出展者の展示物等の搬入及び搬出が円滑に行えるよう、宅配便の受け取り場所指定、

返送時の受付カウンターを会場内に設置する等の調整を行うこと。搬入及び搬出につい

ては、A0 パネル大の物品についても対応可能とすること。 
ⅲ）出展者等から、出展ブースにおけるインターネット回線接続や展示用備品等のオプシ

ョンの追加要望があった場合には、主催者と協議のうえ主催者の指示に従うこと。 
     なお、追加費用については出展者等が別途負担する。 

ⅳ）会場の災害対策規程等、会場を利用する場合の注意事項を出展者等に周知すること。 
ⅴ）ⅰ）からⅳ）を円滑に実施できるように、契約締結後、速やかに電子版の出展者及び

発表者マニュアルを提示し、主催者の了承を得たうえで作成して、出展者及び発表者に

配布すること。配付先については、主催者が別途指示する。 
④会場の災害対策（火災、台風及び地震等） 

ⅰ）災害時における連絡・対応体制等を構築すること。 
ⅱ）災害発生時においては、来場者、出展者及びその他関係者に対して、適切な避難誘導
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や有効な情報提供を行うこと。 
⑤会場の暑気対策 

省エネに配慮したうえで、来場者及び出展者が快適に活動できるような暑気対策を実施

すること。また、熱中症等が発生した場合に迅速に対応できる体制等を構築すること。 
⑥傷害保険の付保及び展示場施設の損害について 

出展者傷害保険、来場者傷害保険に加入すること。 
ⅰ）出展者傷害保険補償内容 死亡・後遺障害 500 万円以上 

    付保対象人数は 1,500 名程度を予定 
ⅱ）来場者傷害保険補償内容 死亡・後遺障害 200 万円以上 

    付保対象人数は 10,000 名程度を予定 
   ⅲ）故意又は過失によって展示場の施設又は設備を滅失若しくは毀損したときは、それに

よって賃貸人が被った損害を賠償すること。 
⑦運営マニュアルの作成 

本イベントを円滑に進められるように、契約締結後、速やかに主催者及び関係者用の運

営マニュアルを提示し、主催者と協議のうえ、内容を決定すること。また、主催者の了承

を得たうえで、冊子版 40 部（NEDO、JST 各 20 部）、CD-R 等に格納した電子媒体 2 部

（NEDO、JST 各 1 部）を作成して主催者が指定する期日までに提出すること。会期 1 か

ら 2 週間前には、運営マニュアル及び進行台本をベースにオールスタッフミーティングを

開催すること。 
なお、受注者が使用する分は別途用意すること。 

⑧制作物の内容確認 
各種ガイドブック、各種マニュアル、各種台本、各種予稿集、各種パネル、Web 画面、

各種報告書等の制作にあたっては、受注者が主催者に提案する前に、文字校正含めて責任

を持って内容の確認を行うこと。 
 
（3）広報・宣伝活動 

以下により、本イベントの開催告知及び来場者の誘致のための広報・宣伝活動を実施する

こと。 
①本イベントの開催目的を達成するために、告知対象産業分野の選定や来場対象となる企業

の経営者や製品開発担当者等を効果的に誘致するための広報・宣伝計画を立案し、広告媒

体の選定及び広告等出稿スケジュールの案を主催者に提示し、了承を得たうえで広報・宣

伝活動を実施すること。また、バナー広告等を提案する場合は、表示確度が高いことを事

前検証すること。さらに、企業の来場者を増やすために有効なメールマガジン等の提案も

行なうこと。 
②本イベントへの新たな関心を惹起し、新規来場者数を増やすため、産学連携及び技術シー

ズの実用化に関係する国内の学会、展示会その他イベントの公式 Web との相互リンク、当

該イベント会場における告知等、新規の手法を積極的に考案し、主催者の了承を得て広報・

宣伝活動を実施すること。 
③広報・宣伝は、公式 Web のイベント PR と連動した計画を立て来場促進に繋げること。 

 
（4）開催案内ツール等の作成及び配布 

本イベントの来場促進及びマッチング促進を目的とし、以下のとおり開催案内チラシ、開

催案内ポスターを主催者の了承を得たうえで作成、配布すること。 
①開催案内チラシ 

ⅰ）A4 サイズ 2 頁（両面 4 色印刷） 
ⅱ）数：30,000 枚 
ⅲ）主な内容：キービジュアルデザイン、本イベント概要、開催日時・場所・交通アクセ

ス、出展内容、来場登録記入欄等とする。詳細は、別途指示する。 
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ⅳ）開催案内チラシは、電子版を作成し、後述（5）の公式 Web サイトからダウンロード

できるようにすること。 
②開催案内ポスター 

ⅰ）A1 サイズ（4 色印刷） 
ⅱ）数：3,000 枚（折り、折り無しは、別途指示する。） 

ⅲ）主な内容：キーデザイン、イベント名称・概要、開催日時・場所、公式ホームページ、

運営事務局、主催者、共催者等 
③チラシ、ポスター等の配送について 

出展機関（NEDO 分 100 機関程度、JST 分 200 機関程度）等に対して、必要枚数を封筒

に詰めて、送付すること。詳細は、別途指示する。また、出展機関から追加希望がある場

合も対応すること。 
 
（5）公式 Web サイト 

①公式 Web サイトの構築 
本イベント専用の公式 Web サイトを構築・運営及び更新・保守等の管理を行うこと。公

式 Web サイトは無料で一般公開し、セキュリティ対策は万全を期すこと。また、キーワー

ド検索機能を有すること。    
ⅰ）公式 Web サイトの基本項目は、以下のとおり。 
（a）主催者挨拶 
（b）開催概要、プログラムの内容 
（c）出展者情報 
（d）各種プレゼンテーション・セミナー等プログラム、表彰式及び受賞者展示物情報 
（e）会場マップ 
（f）交通アクセス 
（g）FAQ、問い合わせ e-mail フォーム 
（h）来場案内／来場事前登録／来場者用マイページ／プレゼンテーション、セミナー及

び表彰式聴講事前登録（JST のみ） 
（i）出展シーズ情報リンク 
（j）出展者用マイページ／出展者向け案内 
（k）プレス向け案内及びイベント PR 等 
（l）チラシのダウンロードデータ 
（m）過去出展結果等 
(n) その他 

ⅱ）主催者より別途指示する基本項目等の詳細に基づき、公式 Web サイトの仕様を設計す

ると共に、主催者の指示に基づき、出展準備又は来場事前登録に必要な情報を収集する

こと。 
ⅲ）ⅰ）の（c）出展者情報、（h）来場案内／来場事前登録／来場者用マイページ／プレゼ

ンテーション、セミナー及び表彰式聴講事前登録、（i）出展シーズ情報リンク、（j）出展

者用マイページ／出展者向け案内は、パスワード等によるアクセスを限定した設計にす

ること。また、主催者の指示による代理登録及び登録状況の確認・変更ができるように

すること。 
ⅳ）ⅰ）の（h）来場案内／来場事前登録／来場者用マイページ／プレゼンテーション、セ

ミナー及び表彰式聴講事前登録、（i）出展シーズ情報リンク、（j）出展者用マイページ／

出展者向け案内の情報は、主催者が逐次容易に確認できるようにすること。また、主催

者の要望に応じ、電子データ（XLS 形式又は CSV 形式）にて提出すること。 
なお、（i）出展シーズ情報リンクは出展者の要望により、来場者によるシーズの理解を

容易にし、かつ深めるため、出展者による追加、更新ができ、随時最新の情報に更新さ

れること。 
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ⅴ）契約締結後、速やかにサイトを構築し、主催者の確認・了承を得たうえで公開するこ

と。 
ⅵ）公式 Web サイトの構築・運用及び更新・保守にあたっては、別紙「IT セキュリティに

関する構築・運用・保守業務要領」を遵守のうえ作業にあたること。 
ⅶ）改竄等インシデントが発生した場合の連絡及び対応体制を構築し、主催者の了承を得

ること。発生したインシデントは迅速に対応し、主催者に逐次報告のうえ主催者の指示

に従うこと。 
②公式 Web サイト掲出コンテンツの修正と納品 

 公式 Web サイトに掲出したコンテンツを静的要素のみに修正した HTML データを作成

のうえ DVD-R 等に記録して契約期間終了までに提出すること。また、JST の Web に掲載

可能な仕様であること。 
 
（6）設営、機材・備品等の調達、撤去及び廃棄 

以下について、必要なスペースを設けて、設計図書及び施工図を作成のうえ必要な機材・

備品等を調達して設営すること。設計にあたっては、主催者が別途提供する会場図案を参照

し、ブースの配置、小間割り、来場者の導線の設計及び工夫を行うこと。また、本イベント

終了後には速やかに、機材、備品、ゴミ等を法令に基づき撤去及び廃棄すること。 
搬入・設営／搬出・撤去の際は東京ビッグサイト利用規定に基づき、会場内外に警備員等

を配置し円滑な作業が履行できるように努めること。 
①運営事務局 

全体管理が可能な場所に、運営事務局を設営すること。 
②主催者事務室 

主催者として円滑な執務が遂行できるように、主催者それぞれの事務室を、主催者の了

承を得たうえで設営すること。 
③開会式会場 

ⅰ）会場の出入口付近に開会式の会場を設営すること。ステージを設けること。 
ⅱ）来賓用の控室を用意すること。 
ⅲ）以下の備品を用意すること。 
（a）来場者用の椅子 30 脚程度 
（b）マイク 2 本 
（c）スピーカー等の音響設備 1 セット 
（d）本イベント名称と開会式名を記載した看板 1 個 
（e）テープカット用備品 一式 
（f）主催者用胸章 2 個 
（g）来賓用胸章 5 個 
（h）その他必要な付帯物 

④総合受付 
ⅰ）会場の出入口の中央付近に、来場者を案内するための総合受付ブースを設営すること。 
ⅱ）総合受付ブースは、当日来場者用、事前登録済の来場者用、プレス関係者用に分けて

設置すること。 
ⅲ）事前登録済の来場者について、（5）①ⅰ）（h）の来場事前登録情報等を活用すること

によりⅱ）の事前登録済の来場者用受付ブースの設置等、受付所要時間の短縮を図る方

法を併せて提案すること。また、受付待ちの行列ができた場合、速やかに受付カウンタ

ーを増やし、列の整理要員を増やす等の対策を実施し、受付待ち時間の短縮を図ること。 
ⅳ）総合受付ブース近傍及び会場出入口付近に、展示会場マップ兼プログラムを掲載した

掲示板を設置すること。 
ⅴ）その他（誘導看板、会場案内看板等） 

  来場者にとって効果的な誘導看板、会場案内看板等を設置すること。 
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⑤プレスルーム 
会場内に、プレス関係者のためのプレスルームを設営・管理すること。また主催者が指

定する資料を設置すること。 
⑥受賞者展示コーナー 

以下のとおり、必要な設計図書及び施工図を作成したうえ、一体感を有する受賞者展示

コーナーとして造作すると共に、必要な機材・備品等を調達して設営すること。 
ⅰ）受賞者展示コーナーには、全体として遠方から視認し易い標識を施すとともに、通路

を除き、パンチカーペット等を用いて識別のための明示を工夫すること。 
本イベント終了後、機材、備品、ゴミ等を法令に基づき撤去すること。 

ⅱ）主催者セミナー会場の近隣で、受賞者展示ブースを 8 ブース程度備えること。各展示

ブースは、A0 サイズ相当のパネル（タテ又はヨコ）2 枚程度のスペースと、応談者の着

席スペースを確保すること。 
展示台の下には鍵付きの保管スペースを設けること。 
ブースの大きさは、幅 2.0m×奥行 1.5m×高さ 2.7m 程度とする。 

ⅲ）各ブースは、出展者及び来場者が見つけ易く、各ブースでの応談中も周囲・背後の通

路通行を妨げない導線設計を工夫すること。また、追加装飾・照明、サイン看板等の効

果的な演出方法等を検討し提案すること。 
ⅳ）各ブースが均一に明るく見えるように照明設備を整えること。 
ⅴ）各ブースに以下（a）から（d）を設営し、相談業務のための環境を整えること。 
（a）出展者表示板 各展示に 1 枚 

出展者名、小間番号、出展者プロフィール等を表示するもの。 
（b）鍵付きの展示台 1 台 
（c）2 口電源コンセント 1 個 
（d）折りたたみ椅子 1 脚    

⑦主催者セミナー会場兼表彰式会場 
ⅰ）開催日時は、平成 30 年 8 月 30 日（木）及び 8 月 31 日（金）10 時から 17 時の間と

する。 
ⅱ）NEDO・JST 共用の主催者セミナー会場兼表彰式会場を設営すること。 
ⅲ）シアター形式で、椅子を 250 脚程度用意すること。セミナー会場は、平成 30 年 8 月

30 日（木）午後、表彰式会場として利用する。なお、300 席まで増設可能な事前準備を

しておくこと。主催者の指示に基づいて、当日の増席を行なうこと。また椅子の配置（並

び）に関しては来場者が奥の席に入りやすい工夫をすること。 
ⅳ）セミナー会場内には以下の備品を用意し、プレゼンテーションに対応する環境を整え

ること。特に、スクリーンの横に、（l）の大型ディスプレイを設置し、タイトル、講演者

等の情報を常に表示すること。 
（a）講演等スケジュールの掲示板等 一式 
（b）演台 1 台 
（c）司会台 1 台 
（d）審査員等（5 名）用のテーブル及び椅子 一式 
（e）モデレーター（1 名）用のテーブル及び椅子 一式 
（f）受付テーブル 1 台以上 
（g）受付用椅子 6 脚以上 
（h）マイク 5 本程度 
（i）スピーカー等の音響設備 1 セット以上 
（j）会場の規模に適したプレゼンテーション投影装置 一式（映像投影用スクリーン等） 
（k）ノート PC 2 台 
（l）大型ディスプレイ（70 インチ以上） 1 台 
（m）その他必要な付帯物 
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ｖ）表彰式会場内には以下の備品を用意し、表彰式に対応する環境を整えること。 
（a）表彰式名称を記載した看板 4 個（集合写真用の床置き看板も作成） 
（b）表彰式用ステージ（セミナーのステージより大きいもの） 
（c）演台 1 台 
（d）司会台 1 台 
（e）聴講者用イス 250 脚（最大 300 席） 
（f）マイク 6 本程度 

（講演者 1 本、司会者用 1 本、質疑応答用 2 本、予備 2 本の計 6 本） 
（g）スピーカー等の音響設備 1 セット以上 
（h）プレゼンテーション投影装置 一式（映像投影用スクリーン、プロジェクタ等） 
（i）スライド出力用の PC 1 台 
（j）レーザーポインタ 1 本 
（k）PC 接続用のケーブル等その他必要となる付帯物 

実施内容・規模等を考慮し主催者（JST）と協議のうえステージ装飾・照明、サイン看

板等の効果的な演出方法等を検討し、列席者・参加者に対して訴求力のあるスペースと

すること。 
ⅵ）講演者等の控室をセミナー会場に隣接した場所に設けること。  

⑧来場者向け配布資料置き場 
配布資料置き場として、会場の各出入口付近に配布資料配架台を 1 箇所以上設置するこ

と。配置する資料については別途指示する。 
⑨VIP ルーム 

政府要人等の VIP に対する控室（VIP ルーム又はそれ相応の控室）を設置すること。ま

た、VIP が移動に利用する車両用の駐車スペースを別途確保すること。VIP サポート要員

を 2 人以上配置すること。詳細は、別途指示する。 
⑩打合せスペース 

ⅰ）会場内に、打合せスペースを設置すること。（打合せスペースの配置詳細は、別途指示

する。） 
ⅱ）スペースには、机 1 台及び椅子 4 脚を 20 セット以上設置すること。 
ⅲ）出展者と来場者の利便性を考慮した数箇所に点在させること。 

なお目的外の単なる休憩等に使用されないための抑止策（受付兼務スタッフ等）を考

慮すること。 
⑪JST ゾーン（大学見本市エリア） 

大学見本市エリアを設営すること。約 400 の研究者シーズ展示及び約 50 の大学組織展

示ブースを設置する。詳細は 5－2．のとおり。 
⑫NEDO ゾーン（ビジネスマッチングエリア） 

ビジネスマッチングエリアを設営すること。詳細は 5－3．のとおり。 
  ⑬商談室 6 部屋（2 階） 
   ⅰ）商談室 4 部屋 

テーブル 20 個、椅子 40 脚、パーテッション 4 枚、スチールラック 2 台、スチールロ

ッカー1 台、ホワイトボード 1 枚、延長コード 4 本、ゴミ箱 1 個程度 
   ⅱ）お客様用として、商談室 2 つ用意。受付テーブル 1 台、机 2 脚、椅子 4 脚、テーブル

＆ソファーセット 4 セット、パーテッション 8 台、スチールラック 1 台、冷蔵庫 1 台、

延長コード 4 本、ゴミ箱 1 個程度 
   ⅲ）商談室の一部は、運営事務局の更衣室、作業室として利用する場合もある。 
 
（7）物品及び展示物等の輸送、搬入及び搬出 

主催者等が使用する各ブース等に必要な物品及び展示物の輸送、搬入及び搬出を行うこと。 
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なお、全ての輸送に運送保険を付保するものとする。主催者（JST）については東京本部及

び別館から会場までの往復、主催者（NEDO）については NEDO 本部から会場までの往復と

する。会場への搬入日時、会場からの搬出日時は、以下のとおり。主催者の事務所からの搬

出日時、主催者の事務所への搬入日時は別途指示する。 
①搬入日時：平成 30 年 8 月 28 日（火）12 時から 30 日（木）0 時  
②搬出日時：平成 30 年 8 月 31 日（金）17 時から 9 月 1 日（土）0 時 

 
（8）総合受付、来場者管理、来場者事前登録、各種セミナー＆プレゼンテーション事前登録につ

いて 
①総合受付 

ⅰ）開催期間中は、常時 4 名以上の総合受付スタッフを配置し、来場者の受付・誘導を適

切かつ円滑に行うこと。総合受付ブース近傍に設置した展示会場マップ兼プログラムを

利用して、来場者に対して適宜 PR、案内等を行うこと。また、（6）④ⅲ）の事前登録済

の来場者の優先受付処理について工夫すること。開場から 11 時ごろまでは、受付待ちで

大混雑が予測されるため混雑を事前に見込み、受付要員を増やして、速やかに受付が終

了するような対応を必ず行なうこと。同時に事前来場登録者の受付時間短縮の対応を取

ること。 
ⅱ）ⅰ）の人員を管理する者を 1 名以上配置すること。 
ⅲ）来場者に対して、受付時に受付用紙への必要項目の記入を依頼し回収すること。また、

受付時に入場バッジを貸与し、入退場管理を行うこと。受付用紙は主催者から別途提供

する情報を基に作成し、入場バッジは、来場者（業種別）の他、出展者、主催者、共催

者、来賓、プレス関係等を作成し、それぞれ適切に管理すること。受付用紙 5,000 部、

入場バッジ 15,000 個を作成すること。 
なお、バッジの種別内訳については、主催者より別途指示する。 

ⅳ）来場者の人数を開催日別に把握するとともに、開催日ごとに来場した来場者の名簿を

事前登録者と当日来場者に分けて作成すること。 
ⅴ）主催者の指示に基づき、来賓、表彰式関係者及びプレス対応を行うこと。 

②来場者管理 
ⅰ）来場者向け案内・誘導看板、サイン、ディスプレイを設置し、場内外誘導員を常時 5 名

以上配置した会場内の各ゾーン及びスペース等への適確な誘導方法を提案し、運営、実

施すること。 
ⅱ）会場内外の不審者、不審物、安全状態等を常時確認し、随時対策をとるための警備運

用方法を提案し、実施すること。警備員を置くときは、東京ビッグサイトの規定に準ず

ること。 
ⅲ）政府要人等の VIP に対する対応者を 2 名以上配置し、主催者の指示に基づき対応等を

行うこと。 
ⅳ）会場への総来場者数を把握するため、会場内各出入口にスタッフを常時 2 名以上配置

し、人数集計をすること。来場者数については、会期中 1 時間ごとに集計し記録してお

くこと。各日 12 時、14 時、16 時、終了時のタイミングにて主催者に報告すること。 
なお、来場者数の集計方法については出入口に人員を配置する方法以外でも、より効

率的に集計できる方法を提供できる場合はこれを採用すること。 
③来場者事前登録 

来場者事前登録に必要な項目を検討し、主催者と協議して、登録情報を決定すること。公

式ホームページ上で来場登録できるよう設定し、公開すること。 
   ⅰ）主催者より指定された日時での登録状況を報告すること。公開後の日と件数の折れ線

グラフ（前年度との推移比較）、日ごとの件数推移、登録生データを報告すること。 
   ⅱ）最終日終了後に締めた事前登録最終データをⅰ）の内容で報告すること。同時に、事

前登録者を主催者の指定項目で分類して報告すること。 
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   ⅲ）事前登録最終データに、当日の来場結果を付加して提出データを作成すること。また、

事前登録無しの当日来場者情報を登録用紙、名刺を基にデータとしてまとめて報告する

こと。 

   ⅳ）ⅲ）のデータを基に、案内を出すため、案内「可」及び「不可」の要素は必ず盛り込む

こと。 

   ⅴ）来場者事前登録者には、定期的にメール配信を行うこと。内容については、主催者と

協議すること。 
④各種セミナー、表彰式及びプレゼンテーション事前登録（JST のみ） 

各種セミナー、表彰式及びプレゼンテーション事前登録に必要な項目を検討し、主催者

と協議して、登録情報を決定すること。公式ホームページ上で事前登録できるよう設定し、

公開すること。申込しやすい画面構成を提案すること。 
   なお、主催者より指定された日時での登録状況を報告すること。 
 
（9）開会式の運営 

以下に基づき、開会式のリハーサル及び当日の運営を行うこと。 
①開催日時：平成 30 年 8 月 30 日（木）9 時 15 分開始 
②出席者は主催者 2 名及び来賓合わせて 5 名程度とする。また、列席者は、プレス、その他

関係者等 30 名程度の予定。（出席者の詳細は主催者から別途指示する。） 
③司会者 1 名を用意し、出席者の誘導、司会進行等を適切に行うこと。 
④テープカット要員を用意し、開会式の中でテープカットを実施すること。 
⑤開会式実施マニュアルを作成し、主催者の了承を得たうえで開催 3 週間前までに提出する

こと。 
  ⑥開会式終了後、速やかにステージを含め開会式設備を撤去し、開場予定時刻前でも開場で

きるようにすること。 
 
（10）主催者セミナーの運営兼表彰式の運営 

①主催者セミナー運営 
以下に基づき、主催者セミナーのリハーサル及び当日の運営をすること。詳細について

は、主催者と協議のうえで主催者の指示に従うこと。 
ⅰ）開催日時は、平成 30 年 8 月 30 日（木）及び平成 30 年 8 月 31 日（金）の 10 時から

17 時とする。 
ⅱ）開催内容は、主催者が別途指示する。 
ⅲ）セミナー会場入り口付近に受付スタッフ 3 名以上を配置し、来場者の確認・誘導を適

切かつ円滑に行うこと。また、主催者が別途提供する資料配布を行うこと。 
ⅳ）司会者 1 名、補助者 2 名以上を配置し、講演者等の誘導、進行等を適切に行うこと。 
ⅴ）主催者の指示に基づき、席札等の貼り付けを座席に行うこと。席札等の詳細について

は主催者が別途指示する。また、セミナー会場入り口付近に、セミナープログラム内容

の告知看板を 2 箇所設置すること。集客について、会場内アナウンス、セミナー会場周

辺での案内等、当日集客に努めること。 
ⅵ）講演者が当日発表する原稿の電子データ(PPT 形式、PDF 形式等)をあらかじめ入手し、

会場の発表用ノート PC にインストールし、事前に動作確認を行ったうえでセットする

こと。 
ⅶ）セミナー開催中は、その全容が分かるようにビデオ撮影し、開催終了後に Windows 7
以降の標準環境にて閲覧可能な形式で納品すること。 

ⅷ）プログラムごとに参加者数、参加者業種等を確認して、主催者に提出すること。 
ⅸ）実施に際しての詳細については、主催者から別途指示する。 
ⅹ）主催者セミナー運営マニュアル及び進行台本を各 40 部作成し、指定された期日までに

作成し、主催者へ提出すること。 
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ⅹi）テーマ毎に聴講者（立ち見含む）をカウントすること。できるだけピーク時にカウン

トすること。 
②表彰式の運営 

ⅰ）本業務の総括責任者及び専任事務局スタッフにより、契約満了時まで業務全体の運営     

支援を行うこと。また、表彰式の主催者の指示に基づき各種連絡及び調整等を適宜支援

すること。 
実施に際しての詳細については、別途指示する。 

ⅱ）運営補助者 4 名以上を配置し、表彰式の主催者の指示に従って、進行支援、プレゼン

テーション用 PC の操作等を適切に行うこと。 
ⅲ）表彰式の主催者の指示に基づき、席札等の貼り付けを座席に行うこと。席札等の詳細

については別途指示する。 
ⅳ）表彰式実施に先立ち、表彰式の主催者立会いのもとリハーサル支援を行うこと。 
ⅴ）表彰式は、平成 30 年 8 月 30 日（木）午後を予定している。 
ⅵ）表彰式の主催者の指示の下、表彰式運営マニュアル作成の支援を行う。 
 

（11）会場配布物の作成、封入、配布等 
①会場内配布物の作成 

   ⅰ）大学見本市ガイドブック（JST） 
     詳しくは、5-2.（5）参照 

ⅱ）ビジネスマッチングガイドブック（NEDO） 
     詳しくは、5-3.（6）参照 

ⅲ）公式バッグの作成 
展示会場マップ兼プログラム、その他主催者が別途指示する配布物を封入するための

公式バッグをデザインし、主催者の了承を得たうえで作成すること。 
（a）サイズ：A4 サイズのチラシやパンフレットが入れられるサイズであること。 
（b）数：10,000 個 
（c）その他、体裁については来場者にとって利便性が高くなるよう工夫すること。また、 
  布地を提案する場合は、色落ちしないことを確認すること。 

②配布物封入 
公式バッグに、大学見本市ガイドブック（JST）、ビジネスマッチングガイドブック

(NEDO)等の配布物を封入すること。その他資料等を封入する場合は、主催者より指示をす

る。 
ⅰ）主催者が別途指示する会場内の場所にて配布資料の封入作業を行うこと。 
ⅱ）開場前までに、封入完了した公式バッグを 5,000 個用意すること。封入完了したバッ

グを収納できるスペースを会場内に確保すること。また、来場者に対してもれなく資料

を配布できるよう適宜封入を行うこと。 
③会場での配布 

来場者向け配布資料置き場ごとに、封入作業を完了した公式バッグを来場者に配布する

ための要員を 2 名以上配置すること。来場者が会場入口付近にて滞留することが無いよう、

来場者の導線等の工夫をすること。 
 
（12）アンケートの作成、配布、回収、集計及び分析 

以下の①、②、③について、主催者が別途提供する基本項目に基づき、開催 2 週間前まで

にアンケートのフォームを作成して、主催者の了承を得たうえで印刷すること。また、アン

ケートの配布及び回収、集計及び分析の業務を行い、主催者の指示する方法で分析結果を報

告すること。来場者アンケート及び出展者アンケート用紙は、色分けして、区別できるよう

にすること。 
① 来場者アンケート 
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フォームを 10,000 部作成し、来場者全員に対して来場受付の際に配布すること。アンケ

ート回収率は 80％以上を目標とし、2 日間通じて、徹底した回収を行ない、集計すること。       

また、会期の終了後、1 か月以内に集計結果の速報版を作成すること。 
② 出展者アンケート 

ⅰ）出展者開催時アンケート 
出展者全員に対して、会期中にアンケートを配布し、会期終了時点で 100%の回収を目

指し、集計すること。また、原則として会期終了後、1 か月以内に、集計結果の速報版を

作成すること。まとめ方は、主催者より指示をする。 
ⅱ）開催 3 か月後アンケート 

主催者の指示に基づき、出展者等に対して、会期終了の 3 か月後までにアンケートの

配付及び回収を行い、集計結果を主催者に提出すること。 
ⅲ）過去出展者等アンケート 

過去に開催した以下のイベントの出展者等に対して、配布する事後アンケートを行う

こと。主催者によって、設問が異なるため、2 種類のアンケートとなる。 
（開催 3 か月後アンケートと同時期に実施する。） 

（a）イノベーション・ジャパン 2015～大学見本市＆ビジネスマッチング～ 
（b）イノベーション・ジャパン 2016～大学見本市＆ビジネスマッチング～ 
（c）イノベーション・ジャパン 2017～大学見本市＆ビジネスマッチング～ 
最初に、過去アンケートを行なうための仕様書（回収要件定義書）を作成して、主催者

に説明し、了承を得ること。主催者の指示により、過去出展者等データに基づくアンケ

ートの配付及び回収を行うこと。集計したデータは、主催者が提供する過去出展者等デ

ータ（過去開催分の累積データ）に、追加集計すること。また、回収率を上げる工夫を

徹底して行うこと。締め切りまでの間に、回答・未回答の研究者一覧をそのつど主催者

に提出すること。回収したアンケートを基に、各年毎にまとめを行ない報告すること。 
③ 出展者アンケート（大学組織展示） 

出展者開催時アンケート（1 大学に 1 通）については以下のとおり。 
会期終了 1 週間後に、出展者全員に対して、アンケートをメールで配信して、2 週間以

内で回収し、会期終了後 1 か月以内に集計結果報告書を作成すること。まとめ方は、主催

者より指示をする。また、回収は、100%を目指すこと。 
 

④ 来場者アンケートの分析、報告について 
来場者アンケートの分析及び報告書の作成。主催者の指定する期日までに報告書を作

成すること。 
 
（13）写真撮影 

開会式、主催者セミナー兼表彰式、展示会の会場風景、展示状況、来場者の様子等を本イ

ベントの全容が分かるように写真撮影し、Windows 7 以降の標準環境にて閲覧可能なデータ

形式で納品すること。鳥瞰写真は、来場者が多い時間帯に撮影すること。各出展ブース一つ

一つすべて撮影し、最低でも、1 ブース 2 枚以上撮影すること。また、テーマ毎にＤＶＤに

も格納して提出すること。主催者よりデータ提出の依頼に沿って、速やかにデータが提出で

きるよう本イベント終了後、まとめておくこと。 
   納品時に、写真を簡単に検索できるように、小さな写真を印刷して、並べた用紙を目次と

してつけること。 
 
（14）報告書の作成 

以下の報告書を作成のうえ主催者に提出すること。 
① 開催結果報告書及び Web 公開用開催結果報告書 

本イベントの開催結果を 1 つにまとめて作成のうえ開催結果報告書として電子データで
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提出すること。また、Web 公開用開催結果報告書も合わせて作成すること。 
なお、開催結果報告書に添付する内容は以下のとおりとし、Web 公開用開催報告書につ

いては、別途主催者から指示する。 
ⅰ）設計図書、各種運営マニュアル、各種進行台本、展示会場マップ兼プログラム、出展

者・発表者マニュアル、パネル・配布資料及びアンケートの原稿等、ガイドブック及び

予稿集の印刷物 
ⅱ）最終施工図 
ⅲ）アンケート集計及び分析結果 
ⅳ）出展者及び発表者の情報 
ⅴ）来場者名簿（来場者数のカウントを含む。） 
ⅵ）写真（撮影した全てのデータから、一部を抜粋すること。また、個人が特定できない

ようにボカシを入れる等） 
②完了報告書 

全ての業務が完了した際に、業務完了日及び業務完了の旨を記載した完了報告書を紙媒

体で作成のうえ提出すること。 
 
（15）その他 

5-1.（1）から（14）に付帯する業務一式を行うこと。 
 
5－2．JST ゾーン（大学見本市エリア） 

大学見本市は、約 400 の大学等研究者出展ブース（研究者シーズ展示）、約 50 の大学組織展

示ブース、2 つの大学組織プレゼンテーション会場及び JST 面談ルームより構成される。 
（1）出展者管理業務 

大学見本市への出展応募者等に対して、出展情報管理業務等を行うこと。 
① 出展が確定した大学等に対して、公式 Web サイトにおける情報掲載や大学組織プレゼン

テーション等の実施及び予稿集の作成等において必要な情報の管理業務を行うこと。 
②来場者等との打合せ用に用意する JST 面談ルームの予約・管理を実施すること。 

 
（2）設営、機材・備品等の調達、撤去 

JST 面談ルーム、大学等シーズ展示、大学組織展示ブース及び 2 つのプレゼンテーション

会場について、必要なスペースを設けて、設計図書及び施工図を作成のうえ必要な機材・備

品等を調達して設営すること。主催者（JST）から提案する会場案を参照し、ブースの配置、

小間割り、来場者の導線の設計及び工夫を行うこと。また、本イベント終了後には、機材、

備品、ゴミ等を法令に基づき撤去すること。大学見本市は、西 1 ホール内に約 400 の大学等

シーズ展示、約 50 の大学組織展示、2 つの大学組織プレゼンテーション会場及び JST 面談

ルームを設置するため、一体感のあるレイアウト構成、ガイドブック内のマップ表示、会場

内の案内板等で来場者がブースを訪れやすい案内・誘導を行なうこと。 
 
（3）JST 主催者展示ブースに係る設営等 

①JST 面談ルーム 
  大学見本市出展者と来場者が打ち合わせのできる個室（10 室程度）を設営すること。テ

ーブル 1 台、椅子 4 脚で面談ルームを構成すること。名称看板、各個室に番号等を設置す

ること。出展者に対して、事前予約を受け、スケジュール管理すること。当日の受付も可。

責任者 1 人、受付 2 名以上を配置すること。利用状況は終了後、主催者に報告すること。 
②大学組織プレゼンテーション・スペース 

約 50 の大学が来場者に向けたプレゼンテーションが実施できるスペースを設置するこ

と。来場者が当日も参加しやすい工夫をすること。導線から開場が認識できる等の工夫を

すること。 
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プレゼンテーション・スペースの構成は以下ⅰ）から xiv）のとおりとする。 
ⅰ）設置場所と面積、及び設置備品等 
プレゼンテーション・スペースは大学組織展示ブースに隣接する場所に 2 箇所設置する

こと。 
ⅱ）1 箇所あたり 50 名程度の来場者がシアター形式にて聴講できる面積を確保すること。 
ⅲ）プレゼンテーションスケジュール等の掲示板等一式 
ⅳ）講演用ステージ 
ⅴ）演台 1 台 
ⅵ）司会台 1 台 
ⅶ）受付テーブル 1 台以上 
ⅷ）受付用椅子 2 脚程度 
ⅸ）マイク 2 本程度（講演者用マイク 1 本、司会者用マイク 1 本の計 2 本） 
ⅹ）スピーカー等の音響設備 1 セット以上 
ⅺ）プレゼンテーション投影装置 一式（映像投影用スクリーン、プロジェクタ等）モニ

ターを利用する場合は、70 インチ以上、40 インチ以上のモニターを 2 台用意し、プレ

ゼンテーションデータと発表者データを表示すること。 
ⅻ）発表用 PC2 台及び PC 接続用のケーブル等その他必要となる付帯物 
xiii）レーザポインタ、発表時間管理機材一式 
xiv）発表スケジュール掲示板等一式、その他運営に必要な機材 

③JST 面談ルーム、大学プレゼンテーション会場等のスペース演出 
ⅰ）全体にパンチカーペットを敷設すること。 
ⅱ）ブースと通路の境界から立ち上げた柱状構造物（鉄骨トラス等）にて展示に一体感を

持たせること。 
ⅲ）柱状構造物には JST の機関名ロゴを印刷した看板を配置すること。 

 
（4）「大学等」展示ブースに係る設営等 

①研究者シーズ展示 
ⅰ）大学等の展示ブースを設置すること。 
 （a）ブースの大きさ 幅 2.0m×奥行 1.0m×高さ 2.7m 
 （b）ブースの数 400 程度 
ⅱ）展示台、説明者の立つスペースを確保すること。 

なお、展示物が大きい場合は、床に設置できるよう配慮すること。 
ⅲ）各展示ブースに、A0 サイズで 2 枚程度のパネルが設置できる環境を整えること。 
ⅳ）各展示ブースに以下の機材・備品等を調達し、展示のための環境を整えること。 
（a）名称等表示板（研究成果のテーマ、所属・研究代表者名、小間番号等） 
（b）2 口電源コンセント 1 個（100V/0.5kW 程度） 
（c）蛍光灯 1 灯（40 w） 
（d）展示テーブル 幅 1.8m × 奥行 0.6m × 高さ 0.7ｍ（白布付） 

ⅴ）展示ブースは、「超スマート社会」、「情報通信」、「ライフサイエンス」、「医療」、「装置・

デバイス」、「ナノテクノロジー」、「環境保全・浄化」、「低炭素・エネルギー」、「マテリ

アル・リサイクル」、「シニアライフ（高齢社会）」、「防災」の 11 分野とし、パンチカー

ペット及び展示基礎壁面を色分けして来場者に分かりやすく設置すること。 
ⅵ）会場レイアウトは、主催者（JST）の要望を十分ヒアリングしてレイアウトを行い主催

者（JST）と詰めていくこと。 
②大学組織展示 

間口 4m × 奥行 3m の床面に幅 4m、高さ 2.7ｍの壁面及び幅 1ｍの側壁を設置し A0 サ

イズの展示パネル等が 4 枚程度掲出できるようにすること。また、説明資料及び展示物等

を設置できる展示台を設置すること。 
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ⅰ）壁面の構成部材については、独 Octanorm 社製システム等を利用し環境に配慮するこ

と。 
ⅱ）壁面については展示内容を標記した名称板を設置し、展示パネルを主催者（JST）の指

示により設置すること。 
ⅲ）展示台については、1 台あたり重量 50kg 程度の展示物設置に耐える構造とすること。 
ⅳ）ブース内に受付用テーブル及びイス 2 脚を用意すること。 
ⅴ）説明パネル及び展示物用の照明装置を設置すること。 
ⅵ）展示物等の実演用に 1 ブースあたり 100v/0.5kw 程度の電源及び 2 口コンセントを設

置すること。 
ⅶ）大学組織展示ブースの設置総数は 50 ブース程度を見込んでいる。 
ⅷ）展示内容・規模等を考慮し、主催者（JST）と協議のうえ来場者が見学しやすいブース

レイアウトとすること。 
ⅸ）展示内容・規模を考慮し主催者（JST）と協議のうえ追加装飾、サイン看板等の効果的

な演出方法等を検討し、来場者に対して訴求力のあるブースとすること。 
   ⅹ）テーブル巻布の制作 
     出展大学から、ロゴデータ等を回収して、市松模様のテーブル巻布を制作すること。

3000mmｘ700mm（市松サイズ：300mmｘ233mm）、4 色。 
 
（5）大学見本市ガイドブックの作成 

主催者（JST）から別途提供する電子データを基に、以下を踏まえて、大学見本市の出展者

情報、大学組織プレゼンテーションのテーマ内容、発表概要及びタイムスケジュール、セミ

ナーのテーマ内容、発表概要及びタイムスケジュール、会場全体図等を掲載する本イベント

専用のガイドブックを主催者（JST）の了承を得たうえで作成すること。 
①A4 サイズ約 140 頁（両面 70 枚） 10,000 部 
②表 1 から 4 は 4 色刷り、以外のコンテンツページについてはモノクロとする。 
③大学見本市の展示内容に関しては、「分野」、「小間番号」、「プレゼンテーションの管理番号

「成果の名称」、「所属機関」、「所属部署」、「役職」、「研究代表者名」、「技術の概要」、「想定

される用途」、「大学からの紹介」、「問い合わせ先」等の記載があること。分野別、出展機

関別のインデックスを準備する等見やすくする工夫を行うこと。 
 

（6）大学組織展示プレゼンテーションの運営 
出展大学によるプレゼンテーションを 2 箇所にて運営すること。（以下①から⑧については

大学プレゼンテーション 1 箇所あたりの運営となる。） 
①大学プレゼンテーション管理者が常駐し運営管理業務を統括すること。 
②誘導スタッフ 2 名以上を常時配置し、聴講者の誘導・管理を適切かつ円滑に行うこと。 
必要に応じて主催者（JST）から提供する資料配布を行うこと。 

③司会者 1 名、運営補助者 2 名以上を配置し、プレゼンテーション実施者等の誘導、進行等

を適切に行うこと。 
④プレゼンテーション実施者が使用する原稿の電子データ(PPT 形式、PDF 形式等)をあらか

じめ入手すること。 
⑤実施に際しては事前に発表用 PC にインストールし、動作確認を行ったうえで準備してお

くこと。 
⑥プレゼンテーション開催中は、その全容が分かるようにビデオ撮影し、開催終了後に

Windows 7 以降の標準環境にて閲覧可能な形式で納品すること。 
⑦プレゼンテーションごとに聴講者数等を確認して、主催者（JST）に提出すること。できる

だけピーク時に立ち見を含めてカウントすること。 
⑧受付要員を 2 名配置して、事前登録者の受付、当日受付、予稿集の配布を行なうこと。ま

た、周辺を常に確認し、空いている席への誘導等、聴講者を増やす行動を積極的に行なう
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こと。 
 
（7）予稿集の作成 
   大学組織展示プレゼンテーション及び新技術説明会の予稿集を以下のとおり作成すること。 

①表 1 から 4 は、表紙色紙（表紙色紙スミ）、以外のコンテンツページについてはモノクロと

する。 
  ②1 大学 3 ページとして、50 大学で 160 ページ程度。プレゼン資料は、6 面付け。 
  ③4,000 部用意して、各大学に 50 部配布すること。また、当日プレゼンテーション会場受付

にて来場者に配布すること。 
④表紙…再生上質紙 76.5kg、表紙色紙、片面刷 
⑤本紙…再生上質 35.0kg、モノクロ、両面刷 

 
（8）JST ゾーン運営に係るマニュアル類 

JST ゾーンの運営に必要な出展者向けマニュアル、台本を指定された期日までに作成し、

出展者及び主催者への配布、また、必要に応じて Web からのダウンロードができるように作

成、配布すること。 
① 大学見本市_研究者向け出展者マニュアル 
② 大学見本市_大学組織展示向け出展者マニュアル 
③ 大学組織プレゼンテーション向け発表者マニュアル 
④ JST セミナー発表者向けマニュアル 
⑤ 大学組織展示プレゼンテーション進行台本 
⑥ JST セミナー進行台本 
⑦ その他、大学見本市を運営するために必要なマニュアル、台本等 

 
 
5－3．NEDO ゾーン（ビジネスマッチングエリア） 
（1）設営、機材・備品等の調達、撤去 

以下のとおりスペースを設けて、主催者（NEDO）から別途提供される会場図を参照した

うえで、設計図書及び施工図を作成し、必要な機材・備品等を調達して設営すること。ブー

スの配置、小間割りについて、来場者の導線の設計及び工夫を行い、①から④を一体感をも

って配置すること。本イベント終了後、機材、備品、ゴミ等を法令に基づき撤去すること。 
ビジネスマッチングエリアは主催者（NEDO）のストックスペース及び通路を除き、パン

チカーペット等を用いて識別のための明示を工夫すること。また、ブースで立ち止まる来場

者が背後の通行及びブースの視認性を妨げないよう、2ｍから 3ｍ以上の通路幅を常時確保す

ること。 
①主催者（NEDO）ブース 

主催者（NEDO）の事業及び成果を効果的に発信するよう、以下の構成に基づく主催者

（NEDO）ブースを造作すること。 
なお詳細については、主催者（NEDO）の指示に従うこと。 

ⅰ）主催者（NEDO）が貸与するチャンネル文字 4 組を用いたメインサイネージを用いて、

遠方からの視認性を確保できるよう、会場の高さ上限に達する程度のファサード（正面

立面）を設置すること。 
ⅱ）A0 相当パネル 15 枚程度を十分展示できるスペースを確保し、かつ、来場者をブース

内に引き込み、主催者展示を効果的に見せ得る動線を考慮すること。必要に応じて、パ

ーティションなどを用いてブースを造作すること。 
ⅲ）展示パネル、説明者の立席スペース 1 から 2 名分と併せて、PC 及びモニター、成果物

の展示台やショーケース等の設置スペースを確保した、開放的で圧迫感の少ないレイア

ウトとすること。 
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ⅳ）ⅱ）及びⅲ）を一体の展示コーナーとして、全体が均一に明るく見えるような照明設

備を施すと共に、以下の機材・備品等を調達して展示のための環境を整えること。 
（a）パネル 1 式（パネルサイズ及び制作数は、5-3.（4）①及び②を参照。） 
（b）大型ディスプレイ（70 インチ以上）2 台以上又はこれに準じる大型映像投影装置

（動画再生、スライドショー等用） 
（c）展示名称等表示板 各パネル展示に 1 個程度 
（d）受付（受付テーブル 1 台、椅子 2 脚） 
（e）マガジンラック（10 ポケット型） 2 台 
（f）接客（応接）テーブル 2 台、椅子各 4 脚 
（g）展示を行うために必要な電源設備 
（h）その他必要な付帯物 

ⅴ）イベント兼相談スペース 
以下の機材・備品等を調達し、数人単位での技術経営や関係機関の事業に関する専門

家相談の場に資する環境を整えること。 
（a）スケジュール掲示板等 1 式 
（b）パイプ椅子 40 脚程度 
（c）机 8 台程度 
（d）マイク 2 本 
（e）ホワイトボード及びマーカー 8 セット 
（f）ノート PC 2 台（Windows 環境、Mac 環境各 1 台） 
（g）USB/HDMI コネクタ、その他必要な付帯物 

ⅵ）主催者（NEDO）ブースに隣接した、四方を壁で囲み施錠のできるストックスペース

を 1 箇所設置すること。ストックスペース内には、以下の備品を用意すること。 
（a）整理棚（W900mm×D450mm×H1,800mm 程度 4 段） 1 台 
（b）テーブル（W1,800mm×D700mm 程度） 1 台 
（c）2 口電源コンセント 1 個 
（d）その他必要な付帯物 

②NEDO ゾーン出展者展示ブース 
大学見本市を含めた、来場者と出展者との効果的なマッチングを演出するよう、以下の

とおり開放的かつ実用的で、来場者の関心を着実に惹きつける工夫をすること。 
ⅰ）NEDO ゾーン全体のレイアウトは、来場者の動線を考慮し、NEDO ゾーン外のどの方

向からアプローチしても来場目的とする展示物等を短時間で効率よく訪問できるよう工

夫すること。 
ⅱ）主催者（NEDO）と別途相談し、全展示ブースを 10 程度の分野別にエリア分けするも

のとし、分野ごとに展示分野が遠方から視認できる標識を施して分野ごとの一体感を醸

成すると共に、各展示ブースが均一に明るく見えるような照明設備を整えること。 
ⅲ）来場者が各展示ブースの出展目的を識別するための手法について主催者（NEDO）と

別途相談し、床標識、パンチカーペット等を用いて表現を工夫すること。 
ⅳ）ブース数は 100 程度を想定し、ブースごとに以下の機材・備品等を設営し展示のため

の環境を整えること。 
なお、出展者の希望を事前に確認したうえで、会場の制限範囲内で、大型展示物の床

置き及びデモスペースの造作に配慮すること。 
（a）パネル 1 式（パネルサイズ及び制作数は、5-3.（4）①及び②を参照。） 
（b）出展者表示板 各展示に 1 枚 

出展テーマ、出展者名、小間番号等を表示するもの及び出展者プロフィールを表

示するもの。 
（c）展示台（PC 及びモニターの設置やサンプル機器等の展示を行う） 1 式 
（d）2 口電源コンセント 1 個 
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ⅴ）各展示ブースは、B1 サイズ相当のパネル（タテ又はヨコ）2 枚及び展示台を設置でき

るよう配慮し、かつ、説明者の立席スペースを確保すること。 
なお、展示台の下には鍵付きの保管スペースを設けること。 

③出展者プレゼンテーションスペース 
出展者によるプレゼンテーションスペースを 2 箇所程度設置し、各所に以下の機材・備

品等を調達のうえ、遮音効果を含めたプレゼンテーション及び周囲の環境を整えること。

また、会場前方には、デモンストレーションのための概ね 3 平米相当以上のスペースをと

り、会場後方には、立席スペース 15 人分程度を確保すること。 
ⅰ）スケジュールの掲示板等 1 式 
ⅱ）演台 1 台 
ⅲ）受付テーブル 1 台 
ⅳ）聴講者用椅子 30 脚 
ⅴ）説明者、受付用椅子 3 脚   
ⅵ）マイク 2 本 
ⅶ）レーザーポインタ 1 本 
ⅷ）スピーカー等の音響設備 1 セット 
ⅸ）モニター又はプロジェクター・スクリーン 1 セット 
ⅹ）ノート PC 2 台（Windows 環境 1 台、Mac 環境 1 台）  
ⅺ）その他必要な付帯物 

④ビジネスマッチングエリア 
クローズドスペースを設置し、各々のエリアを利用した人数、属性（来場者、出展者の

別、業界、技術分野、所属先等）等について、的確と判断する手法で記録、集計のうえ、主

催者（NEDO）へ報告すること。 
なお、目的外の単なる休憩等に使用されないための抑止策（受付兼務スタッフを配置等）

を講じること。 
クローズドスペースは、NEDO ゾーンの各出展小間から概ね等距離の箇所を選んで、パ

ネル等により 15 程度の小間に仕切り、以下の機材・備品等を調達して簡易な商談を行える

環境を整えること。 
なお、ⅲ)及びⅳ)は小間数分調達すること。 

ⅰ）利用者のプライバシーを配慮した遮蔽物 
ⅱ）マッチングルーム番号表示 
ⅲ）テーブル１台、椅子４脚 
ⅳ）2 口電源コンセント 1 個 
ⅴ）適切な照明、夏季に必要な空気調和措置、その他 

 
（2）出展者等への説明 

主催者（NEDO）が別途指示する出展者等に対して、出展・発表に係る当日の運営につい

て、事前に十分理解されるように案内すること。必要に応じて、平成 30 年 8 月 29 日（水）

午後に、会場内で出展者・発表者マニュアルに基づく説明会を実施すること。また、説明会

の案内を出展者等あてに主催者（NEDO）の指示に基づき事前に連絡すること。 
 
（3）ビジネスマッチングサポート業務の提案、管理運営及び報告 

主催者（NEDO）の指示に基づき、以下を実施すること。 
①事前招待ツールの作成・配布 

ⅰ）以下からなる事前招待ツール 5,000 部を作成し、セットしたうえで、主催者（NEDO）

が別途指示する方法で配布すること。 
（a）招待券兼出展者一覧（A4 サイズ、両面 2 色刷り） 
（b）挨拶状（A4 サイズ、両面 1 色刷り） 
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（c）専用封筒（長 2 サイズ相当、特色 1 色刷り） 
ⅱ）ⅰ）（a）のデータは 5-1.（5）①ⅰ)の公式 Web サイトのデータを主催者（NEDO）の

指示に基づいて使用し、配布後遅滞なく公式 Web サイトからのダウンロードを可能にす

ること。 
②公式 Web サイトの事前登録情報を活用したビジネスマッチングサポート業務の提案及び

管理運営 
以下の方法に準じて、会場における来場者対出展者、又は出展者相互間の効果的なビジ

ネスマッチングサポート業務を全体として提案し、運営すると共に、マッチング数の集計

及び質的効果の分析を行い、主催者（NEDO）へ報告すること。 
ⅰ）5-1.（5）①ⅰ)（c）、（h）及び（j）について収集する NEDO 出展者情報及び来場事前

登録情報の中から、次の情報を抽出すること。 
（a）出展者が求める支援ニーズの情報。 
（b）出展者が提供するマッチングシーズの情報。 
（c）来場者が求める支援ニーズの情報。 
（d）来場者が提供するマッチングシーズの情報。 

ⅱ）マッチングを希望する来場者の保有資源（ヒト／モノ／カネ／情報等）、NEDO 出展者

の発展・成長ステージ（開発／実証／販売の進展度合い）、来場者及び出展者の「市場で

の位置づけ」「競合相手や協力先との関係性」等、わかりやすい指標を設定したうえ、そ

の指標に基づいてⅰ）の抽出情報を整理すること。 
ⅲ）ⅱ ）で整理した情報を効果的に組み合わせ、5-1.（5）①ⅰ）（h）及び（j）の来場者

マイページ及び出展者マイページを用いたマッチング候補先の事前告知、5-3. （1）④の

ビジネスマッチングエリアへの誘導等を行い、会場内での活発な商談等の場を誘発する

こと。 
ⅳ）必要に応じ、事前来場登録者（招待者を含む）及び NEDO 出展者に対する開催日前の

電子メール、電話等によるマッチング促進策等を併用すること。 
ⅴ）事前登録のない来場者、開催当日の来場登録者に対し、NEDO 出展者との商談等の機

会を誘発する仕組みを随時案出し、実行したうえ、実行結果（成果及び課題）をまとめ、

主催者（NEDO）へ報告すること。 
ⅵ）その他必要に応じ、主催者（NEDO）の指示をうけて、随時運営に反映すること。 

 
（4）展示パネルの制作及び設置 

主催者（NEDO）が別途提供する電子データ・原稿を基に、以下を踏まえて、パネルの全

体構成、図表等の基本フォーマットデザインを行い、主催者（NEDO）の了承を得たうえで

制作すること。 
①NEDO ゾーン出展者展示ブース用として B1 サイズ相当を 200 枚程度、各出展者パネルの

ハンドアウトを A4 サイズ、カラーで 100 枚程度制作すること。また、主催者（NEDO）

ブース展示コーナー用として A0 サイズ相当を 15 枚程度制作すること。 
②B1 サイズ相当及び A0 サイズ相当のパネルは、アルミフレーム及びフック 2 個付きのもの

であること。 
③平成 30 年 8 月 29 日（水）に、主催者（NEDO）が指示する展示ブース内に設置すること。 

 
（5）本イベントで使用するプレゼンテーション投影用データ及び印刷配布用データの作成及び回 
  収 

（7）②のプレゼンテーション投影用データ及び印刷配布用データに用いるテンプレートを

作成し、主催者（NEDO）の了承を得たうえ、プレゼンテーションを希望する NEDO 出展者

に対し、当該テンプレートによるプレゼンテーション資料を依頼し、回収すること。NEDO
出展者の連絡先は、主催者（NEDO）から別途指示する。 
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（6）ビジネスマッチングガイドブックの作成 
主催者（NEDO）から別途提供する電子データを基に、以下を踏まえて、NEDO 出展者の

出展内容、主催者（NEDO）の事業紹介等を掲載するビジネスマッチングガイドブックを主

催者（NEDO）の了承を得たうえで作成すること。 
①A4 サイズ 56 頁（両面 28 枚）程度、10,000 部 
②表 1、表 2、表 3 及び表 4 は 4 色刷り、それ以外の頁については 2 色刷りとする。 
③展示内容に関しては、「分野」、「展示の名称」、「所属機関」、「所属部署」、「役職」、「担当者

名」、「技術・製品概要」、「想定される用途」、「利用者のメリット」、「問い合わせ先」等の記

載があること。  
④来場者が NEDO 出展者を探しやすくするため、5-1.（5）①ⅰ ）（c）の出展者情報を基に、

出展者の 50 音順、地域に加え、③で分類した「分野」「展示の名称」「想定される用途」「利

用者のメリット」に基づく索引を工夫すると共に、公式 Web 上でも当該索引が利用可能な

方法を提案すること。 
 
（7）NEDO 出展者プレゼンテーションの運営 

プレゼンテーションをする NEDO 出展者（以下「発表者」という。）に対し、開催日にお

いて、以下の内容を含むプレゼンテーションを提案し、運営すること。 
①プレゼンテーション件数に応じた等分間隔（1 者当たり 5 分から 60 分相当、質疑 5 分・イ

ンターバル 10 分を目安）での発表者タイムテーブルを作成し、主催者（NEDO）へ提出の

うえ、その指示に従うこと。 
②発表者から、あらかじめ（5）によるプレゼンテーション投影用データ及び印刷配布用デー

タを入手し、①の発表者タイムテーブルに従って出展番号を付し、発表順に、発表用ノー

ト PC に設定する等の準備をすること。 
③プレゼンテーションは（1）③の専用スペース 2 箇所を利用し、音の干渉防止を含め、周囲

の環境を整えること。 
なお、スペース前方隅には発表者待機席を 5 席程度用意すること。 

④③の会場に、場内の司会及び進行（進行上の演出、質疑応答を含む）、②のデータ及び資料

の入れ替え、発表者の登退壇、発表後のマッチングへの誘導対応等を適切かつ円滑に行え

るよう、司会者 1 名、発表用ノート PC の操作者 1 名、司会補佐及び場内整理要員 3 名以

上を配置すること。 
⑤プレゼンテーションごとに参加者数、参加者業種等を確認し、主催者（NEDO）に提出す

ること。また、発表者の印刷配布用資料を 40 部程度、白黒コピー等の方法で各プレゼンテ

ーションの聴講者に配布すること。 
⑥その他詳細については、主催者（NEDO）と協議のうえ実施すること。 

 
（8）NEDO ゾーン運営に係るマニュアル類 

NEDO ゾーンの運営に必要な出展者向けマニュアル、台本を指定された期日までに作成し、

出展者及び主催者（NEDO）への配布、また、必要に応じて Web からのダウンロードができ

るように作成、配布すること。 
①ビジネスマッチング出展者マニュアル 
②NEDO 出展者プレゼン対象者向け発表者マニュアル 
③NEDO 主催者ブース運営マニュアル 
④NEDO 出展者プレゼン運営マニュアル兼台本 

 
6．納品 
（1）納品内容 

納品物は、ひとつのファイルに、印刷物と記録媒体（DVD 等）を綴じて、納品すること。目

次とインデックスを作成して、使いやすい資料を目指すこと。ファイルは 2 冊作成し、NEDO
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及び JST に納品すること。 
①5－1．（2）③ⅴ）の出展者・発表者マニュアル 
②5－1．（2）⑦の運営マニュアル 
③5－1．（4）①の開催案内チラシ、②開催案内ポスター及び①②の電子版 
④5－1．（5）①ⅳ）の電子データ 
⑤5－1．（5）①ⅵ）別紙「IT セキュリティに関する構築・運用・保守業務要項」の 5．に記

載する納品物 
⑥5－1．（5）②の HTML データ 
⑦5－1．（8）①ⅲ）の受付用紙、入場バッジ 
⑧5－1．（8）①ⅳ）の来場者名簿 
⑨5－1．（8）③の来場者事前登録情報データ 
⑩5－1．（9）⑤の開会式実施マニュアル 
⑪5－1．（10）①ⅶ）のビデオ撮影データ 
⑫5－1．（10）①ⅹ）の主催者セミナー運営マニュアル及び進行台本、②ⅵ）の表彰式運営マ

ニュアル 
⑬5－1．（11）①ⅲ）の公式バッグ 
⑭5－1．（12）①の来場者向けアンケート 
⑮5－1．（12）②ⅰ）の出展者開催時アンケート  
⑯5－1．（12）②ⅱ）の開催 3 か月後アンケート 
⑰5－1．（12）②ⅲ）の過去出展者等アンケート 
⑱5－1．（12）③の出展者アンケート 
⑲5－1．（13）の写真データ 
⑳5－1．（14）①の開催結果報告書（5－1.（13）写真を含む） 
㉑5－1．（14）①の Web 公開用開催結果報告書 
㉒5－1．（14）②の完了報告書 
㉓5－2．（5）の大学見本市ガイドブック 
㉔5－2．（7）の予稿集 
㉕5－2．（8）の JST ゾーン運営に係るマニュアル類 
㉖5－3．（4）のパネル 
㉗5－3．（5）のプレゼンテーション資料テンプレート及び配布資料 
㉘5－3．（6）のビジネスマッチングガイドブック 
㉙5－3．（7）②の NEDO セミナー用資料（電子データ） 
㉚5－3．（8）の NEDO ゾーン運営に係るマニュアル類 
 

（2）納品期日及び納品期限 
①（1）の⑩：平成 30 年 8 月 20 日（月） 
②（1）の⑦、⑬、⑭、⑮のうちアンケート用紙、㉓、㉔、㉖、㉗、㉘、㉙：平成 30 年 8 月

28 日（火） 
③（1）の⑭及び⑮のうちアンケート集計結果速報版：平成 30 年 9 月 10 日（月） 
④（1）の⑪、⑱：平成 30 年 9 月 28 日（金） 
⑤（1）の⑥、⑭及び⑮のうちアンケート集計及び分析結果、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒：

平成 30 年 12 月 20 日（木） 
⑥ (2)の①から⑤以外については、主催者が別途指示する。 
 

（3）納品場所 
①（1）の①から④、⑦、⑫から⑮、㉓から㉚ 
【会場】 

〒135－0063 
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東京都江東区有明三丁目 11 番 1 号 
東京ビッグサイト 東西展示棟 西 1 ホール、東４ホール 

②（1）の⑤から⑥、⑧から⑪、⑭から㉒ 
【JST】 

〒102－0076 
東京都千代田区五番町 7 K’s 五番町 3 階 
国立研究開発法人科学技術振興機構 
産学連携展開部 産学連携プロモーショングループ 

③（1）の⑧から⑪、⑭から⑰、⑲から㉒ 
【NEDO】 

〒212－8554 
神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 ミューザ川崎セントラルタワー20 階 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
イノベーション推進部 

 
7．その他 
（1）受注者は、本業務の内容及び本業務に関連して開示を受けた又は知り得た相手方の技術的情

報、業務運営にかかわる情報、個人情報その他業務上の一切の情報（以下「機密情報」とい

う。）につき最大限の注意をもって秘密を保持し、事前に主催者の書面による承諾を得ること

なく、本業務の目的外で使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならない。 
なお、受注者は自社の従業員のうち、本業務に従事する従業員にのみ機密情報を開示する

ものとし、本業務に関与しない従業員には一切機密情報を開示し又は使用させてはならない。

また、業務完了後は、本件に関する情報を返却又は確実に破棄すること。 
（2）別紙「IT セキュリティに関する構築・運用・保守業務要項」を遵守すること。また、メール

の誤送信対応策について、提案書に記載すること。 
（3）個人情報データを貸与する場合は、主催者からの了承を得たうえで行い、作業の実施にあた

っては、個人情報の保護に関する法令や規範を遵守するとともに、個人情報の保護の重要性

を認識し、個人の権利又は利益を侵害することのないよう適正な管理を行うこと。万が一流

出等の事故があった場合には、主催者に報告するとともに速やかに対処すること。契約終了

時に、受注者の保有するデータベースを消去すること。 
（4）設営に係る造作工事を行うにあたり、必要な基礎工事、設置する電気機器に応じた電気工事

及び照明設置工事等を適切に行うこと。 
（5）各種制作・作成費、会場使用料、電気工事費、電気料金、水道料金、空調費、インターネッ

ト回線費用、運搬費、輸送費、郵送費、設営費、人件費、廃棄物処理費、保険料金、原状回復

費等本イベントにおける諸経費全てを受注者が負担すること。 
（6）物品の制作、作成、調達等については可能な限り環境に配慮した素材を採用する等、環境影

響に配慮すること。 
（7）本業務の実施及び諸手続等については、開催場所の出展要項や災害対策規定等を遵守するこ

と。 
（8）制作物及び作成物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）、所有

権等は発注者に帰属するものとし、受注者は著作物及びこれに類するものについて、著作者

人格権を行使しないものとする。制作物及び作成物に第三者が権利を有する既存著作物が含

まれる場合は、受注者は当該既存著作物の使用に必要な費用負担及び使用許諾契約等に係る

一切の手続きを行い、当該既存著作物の内容について主催者の了承を得ること。 
（9）仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、主催者と協議のうえ解決すること。 
(10) 本業務の実施に際し、本仕様書及び受注者より平成 年 月 日付で提出された提案書に基

づき実施すること。 
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IT セキュリティに関する構築・運用・保守業務要項 

 

『「イノベーション・ジャパン 2018～大学見本市＆ビジネスマッチング～」の運営及び会場設営業務』に係

る公式 web サイトの構築・運用管理業務等における IT セキュリティに関する構築・運用・保守業務要項を以

下に定める。 

1．運用･保守機器及びソフトウェア 

主催者以外の場所でシステム運用・保守業務を行うために必要な機器及びソフトウェアは受注者が用意する

こととする。 

2．情報セキュリティ管理 

（1）要求事項 

・受注者は管理台帳を作成し、情報データのライフサイクルをトレースすること。二次配布が必要な

場合、事前に主催者に申請し、承認を得たうえで、当該情報データのライフサイクルについてもト

レースすること。 

・セキュリティ管理責任者を設定し、責任・権限を明確化すること。 

・管理対象を明確化し、重要性に応じた管理方法を定めること。 

 

（2）プログラム脆弱性対策 

・開発プログラムの既知の脆弱性は、ＩＰＡ「安全なウェブサイトの作り方」などを参考に解消して

おくこと。また、運用開始前には脆弱性診断結果を提出すること。 

（脆弱性の確認範囲：JPCERT/CC、US-CERT、各ベンダーサイト等） 

 

（3）運用・保守業務に伴うセキュリティ管理実施内容 

基本的には主催者の情報セキュリティポリシーに準ずるが、特に下記事項について確実な管理を行う

こと。 

ａ）外部とのデータ授受（メール、媒体等） 

・電子記録媒体（USB リムーバブルメディア、SD カード、DVD など）の使用は禁止する。 

ただし業務上不可欠な場合に限り、①主催者の承認を受けること、②電子記録媒体自体又はデータ

にパスワードを設定すること、を条件として使用を認める。 

・使用範囲は承認を受けた業務および PC のみとし、使用後は当該データを削除すること。 

・通常の業務で外部と授受するデータは、授受手順を明確化し、主催者に申請し、承認を得たうえで

作業を実施すること。 

・それ以外のデータ授受が発生したときは、主催者の承認を受けること。対象データは事前に必ずウ

ィルスチェックを行うこと。 

・データの授受にあたっては、データ暗号化、パスワード設定等のセキュリティ対策を施こすこと。 

・業務以外でのデータの授受は禁止する。 

ｂ）データの持ち出し 

・データを持ち出すノート PC（媒体を含む）がある場合は、主催者に申請し、承認を受けること。 

・その際、データ暗号化、パスワード設定等のセキュリティ対策を施すこと。 

・個人情報については理由の如何に関わらず持ち出しを禁止する。 
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ｃ）遠隔操作端末管理 

・サーバを遠隔操作で使用することを主催者が承認した場合、端末操作権限の付与・取り消しについ

て管理を行い、本業務に関与しない従業員の操作を禁止すること。 

・受注者とサーバ間の通信路の暗号化を施し、利用できるネットワークを特定するため、IP アドレス

制限を設けること。 

ｄ）作業用 LAN／PC 管理 

・受注者の作業用 LAN／PC 環境は、ファイアウォール、ウィルス対策、Web フィルター、使用者認証

等のセキュリティ対策を実施すること。主催者から、現場確認を求められた場合は、それに速やか

に応じ、承認を受けること。 

・注者の作業環境と主催者間のネットワークについて、主催者の指示に従い、セキュリティを確保す

ること。 

・作業の開始前に、作業用 PC が既にウィルス等に感染していないことを確認すること。 

・作業用 PC は管理台帳で管理すること。 

・業務に必要のないソフトウェアのインストール、私的使用は禁止すること。 

・アンチウィルスなどインストールされているソフトウェア及び OS のアップデートは、動作保証の範

囲内で毎日実施すること。また、アップデート方法について管理台帳に記入し、自動アップデート

でない場合は、アップデート実施の日時、内容等の記録を管理台帳に残すこと。 

・ノート PC を接続している場合は、盗難の防止策を施すこと。 

・パソコンを一定時間使わない時は自動ロックすること。 

 ただし、会場に設置されるパソコンは 10 分以上使用しない場合はロックすること。 

ｅ)ID/PW 管理 

・操作端末ごとに管理者名および使用者名、それらの利用権限、担当作業内容および ID を管理台帳に

記入し、主催者の承認を受けること（変更は報告で良い）。半年に一回、内容の精査を行い、不要な

ID は適宜削除し結果を報告すること。ID は個人ごとに付与し、作業担当者変更時に同一 ID の引継

ぎは行わないこと。 

・PW は原則 90 日毎に更新し、8 文字以上、英字、数字、大文字、小文字、記号の複合であること。PW

を更新した場合、その旨を管理台帳に記入すること。 

・複数の使用者による共有 ID は原則禁止する。システム的に実現が不可能であるときは、共有 ID の

使用記録を残すこと。作業担当の変更があった場合は、必ず PW の変更を行うこと。 

・PW を操作端末に記憶させないこと。 

ｆ）改ざん検知 

・TRIPWIRE 等の改ざん検知システムを設定し、改ざんを検知すること。改ざん検知の範囲及び頻度に

ついては、主催者担当者と調整のうえ決定し、その範囲・頻度を文書として提出すること。 

・改ざんが行われた場合は、速やかにネットワークから切り離すこと。また、運用担当が不在な時間

帯は、自動に停止させること。改ざんが検知された場合の連絡メールの送信先は、主催者が指定す

る宛先とすること。 

ｇ）要員管理 

・セキュリティに関する教育等を実施し、管理台帳に記録すること。 

・一時的な応援要員についても、作業開始前に必要最低限の教育は実施すること。 

ｈ）設備・場所 

・受注業者の作業を実施する場所は、何らかの入退室管理機能を備えること。 

・他の業務と共用の場合は、パーティション等で区分し関係者以外の立ち入りを禁止すること。 

（特に遠隔操作を実施する端末） 

・作業者の入退室については台帳等により適切に管理すること。 
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ｉ）納品物 

・納品物については、納品時点における最新版コンピュータウイルス検索用パターンファイルを実装

したコンピュータウイルス検知ソフトウェアを用いて、コンピュータウイルス混入についてチェッ

クを行い、納品物の健全性を確保すること。 

ｊ）貸与品 

・貸与品は、責任者を定めて適切に管理し、紛失や破損の無い様に留意すること。 

・本件作業が完了次第、全ての貸与品を速やかに返却すること。 

ｋ）その他 

・管理対象のドキュメント、媒体等は、管理台帳により管理すること。また、施錠可能なロッカー等

に保管すること。 

・システムで取得されたログは、定期的に確認を行い、主催者に報告すること。また、ログのバック

アップを最低 3 ヶ月以上保管すること。 

・主催者にてセキュリティ監査が実施される際には、主催者の要請に応じてセキュリティ監査対応を

行うこと。（本件の対応のために多大な工数が必要な場合は、別途調整する）。 

 

3．受注者要件 

公式 web サイトの構築・運用管理業務等にあたり、以下の受注者要件を定める。 

 

（1）情報セキュリティ管理体制について 

受注者における公式 web サーバ担当者が、ISO/IEC27001 若しくは JIS Q 27001 に準拠した管理又は

これらと同等の情報セキュリティ管理を実施していること。 

同等の情報セキュリティ管理を実施しているとは、情報セキュリティ方針、情報セキュリティ管理

体制が制定され、リスクアセスメント、リスクアセスメントに基づく管理策、内部監査及び教育が実

施されていることを言う。 

 

（2）個人情報管理について 

JIS Q 15001 に準拠している又はプライバシーマーク（Ｐマーク）等の同等の資格を有しているこ

と。 

 

（3）本業務を下請者に委託する場合は、作業の全体管理及びセキュリティ管理、個人情報管理、品質管理

等は、本受注者が全責任を負うこと。 

このため、下請者への教育等について、十分な配慮と検査を行うことが必要である。 
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4．業務要件 

（1）システム稼働時間 

システムの運用や障害対応時間などは以下の通り。 

区分 要件 説明 

稼働日 契約履行期間（24 時間） 計画停止、定期保守を除く本件契約履行期間中とする。 

運用日 運用期間中全日 サイト閲覧者、主催者担当者が通常利用する日 

非運用日 特に定めない。  

計画停止予定通知 30 日前にメールで通知 定期的な保守停止に関する事前連絡 

一般問合せ（電話/メール） 9 時から 18 時（土日、祝祭日を除く） 一般問合せ時の問合せ受付業務を実施する時間帯 

 
（2）稼動要件 

区分 定義 説明 

サービス稼働率 99％以上 （計画サービス時間―停止時間）÷計画サービス時間） 

「計画サービス時間」には、計画停止時間を含む 

利用ブラウザ Internet Explorer 11、又は Edge 

Mozilla Firefox 最新版 

Google Chrome 最新版 

Safari 最新版 

ある程度シェアのあるブラウザで、稼動すること。 

 
（3）信頼性 

区分 定義 説明 

障害通知時間 15分以内 基幹以外は 1時間以内 異常検出後に指定された連絡先に通知する時間 

障害監視間隔 15分以内 障害インシデント収集/集計の時間間隔 

可用性 1日／1回以上 バックアップを取り、別媒体に保存すること。 

 
（4）性能 

区分 定義 説明 

応答時間 データセンタ内の平均応答時間 3秒以内 処理の応答時間 

遅延 データセンタ内の平均応答時間が3秒以上 
となる遅延の継続時間が 1時間以内 

処理の応答時間の遅延継続期間 

 
（5）セキュリティ 

区分 定義 説明 

アクセス管理 認証方式 ID／パスワードによる認証を行うこと。 

アクセス制御 IDにより、閲覧、参照、更新の権限を制御できること。 

マルウエア対策 ウイルススキャンの 

タイミング 

常時、リアルタイムスキャンを実施。 

週次フルタイムスキャンを実施。 

パターンファイル更新 逐次実施 

セキュリティパッチ 適用範囲 システム全体 

適用方針 全てのセキュリティパッチを適用。 

適用タイミング パッチ出荷時に実施 

監視 死活監視 サーバー・ストレージ、アプリケーション、プラットフォーム、通信機器

を対象とする。 

障害監視 障害監視を実施 

パフォーマンス監視 実施しない 

不正追跡・ネットワーク対策 ログの取得 利用者の利用状況、例外処理、セキュリティ事象のログを取得する。 

ログの保管期間 6ヶ月 

暗号化の実施 PC等とクラウド間の接続は SSLとすること。 

ファイアウォール設置 ファイアウォールを設置し不正アクセスを防止すること。 

不正侵入検知 不正パケット、非権限者による不正なサーバ侵入に対する検知を行う。 

WEB対策 改ざん検知 改ざん検知を導入すること。 

データ保護 暗号化 個人情報については暗号化して格納すること。 

その他 脆弱性情報 JPCERT/CC や US-CERT などのセキュリティ情報提供サイトから最新の脆弱
性情報を適宜収集し対応すること。 

情報取扱者の制限 セキュリティ管理者の許可を得た者のみが情報を取り扱えること。 

マルチテナントでのセキュ 異なる利用企業間の情報隔離、障害などの影響の局所化を行う 
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リティ対策 

（6）設備要件 

区分 定義 

立地 ・地震による被害の恐れの少ない地域であること。（文献で指摘された活断層直近にないこと、及び過去に

液状化被害を受けた地域でないこと。） 

・国土交通省が公開している洪水危険はんらん地域図で指定された場所にないこと。 

・津波、高潮、集中豪雨等による出水の危険性を指摘されていない地域であること。 

・半径 100M 以内に消防法における指定数量以上の危険物製造施設や高圧ガス製造施設がないこと。 

・日本国内であること。 

・国内法を適用すること。 

建屋 ・新耐震基準等に準拠し、震度 6強まで耐えうる堅牢な耐震構造であること。 

・建築基準法や消防法等の関連法規を満たしていること。 

・免震床等による機器の転倒・移動防止措置がとられていること。 

・複数以上の企業が入居する雑居ビルでないこと 

機器設置室 

 

・建築基準法に基づく独立した防火区画であること。 

・耐震荷重は 1,000KG/㎡以上であること。 

電源・空調 

設備 

・電源供給の冗長化、自家発電設備等の非常電源設備を有していること。 

・無停電電源装置が完備されており、瞬電等に対応できること。 

・無停電電源装置は、動作に必要な数以上余分に用意されていること。 

・電源の保守作業又は災害時においても、自家発電装置等により安定して継続運転できる電源設備が備わっ

ていること。なお、自家発電装置については、24 時間以上電源供給が可能であること。 

・空調の保守作業又は災害時においても、自家発電装置等により安定して継続運転できる空調設備が備わっ

ていること。 

・電源設備の監視、故障修理を 24 時間体制で実施していること。 

・常時、温度 18～27℃、湿度 60％以下を保つことのできる空調設備を整えていること。 

消火・耐震 

設備 

 

・火災検知システムを導入していること。 

・消火設備は、電子機器に影響のないものであること。 

・ガス系消火設備の場合は、人体に無害であるガスを使用していること。 

・漏水設備は配水管や空調機周りに漏水センサー、防水堤などの設置により対策を講じていること。 

・避雷設備は避雷針等によりデータセンタ全体を保護するものを有していること。 

入退室管理 

 

・生体認証、IC カード等を用いた認証により不正な者の侵入を防止できること。 

・入退室の記録は 6ヶ月間保存していること。 

・監視カメラを設置し、6ヶ月間記録を保存していること。 

 

5．納品物 

（1）以下の内容を含む公式 web サイトの構築・運用管理業務計画書を契約締結後 2週間以内に提出し、主

催者の了承を得ること。 

ａ）公式 web サイトの構築・運用管理業務概要 

ｂ）公式 web サイトの構築・運用管理業務実施計画 

・開発方針 

・公式 web サイト設計書 

・工程計画（工程定義、WBS と各作業項目の成果物との対応表） 

・スケジュール 

・体制 

・会議体 

定例会議では進捗状況等を報告し、問題点等については是正処置を講じること。会議体について

は、目的・出席者を明確にすること。 

・開発規模 

機能項目別/新規・改造別に、設計書・画面・帳票・プログラム等の種類・規模、計画工数等。 

[既存のプログラムなどを流用する場合、流用率を記載すること。] 
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・品質計画（レビュー計画、テスト計画、目標バグ率等） 

・合否判定基準（工程完了、最終検査等） 

・公式 web サイトの構築・運用管理業務の納入物 

ｃ) プロジェクト管理手順 

開発・品質管理計画書に記載のこと。 

・開発標準適用計画 

・進捗管理計画 

・課題管理計画 

・リスク管理計画 

・セキュリティ管理計画 

受注者は情報セキュリティ管理責任者を設定し、セキュリティ管理計画に基づき、受注者内のセキ

ュリティ管理を徹底すること。 

 

（2）脆弱性診断結果 

・公式 WEB サイトの公開 1週間前までに JPCERT/CC や US-CERT などのセキュリティ情報提供サイトか

ら最新の脆弱性情報を適宜収集したうえで脆弱性診断を行い、その結果を報告すること。 

・運用開始前には脆弱性診断結果を提出すること。 

（3）JST ホームページ掲出用ファイル 

JST ホームページ掲出用の HTML ファイルを作成し、納品すること。 

納品データ作成にあたっては、静的要素のみで閲覧可能な形式とすること。 

以上 


