
 

 

別紙 

仕様書 

 

Ⅰ．件名 

「Ｗｏｒｌｄ Ｒｏｂｏｔ Ｓｕｍｍｉｔ」競技紹介動画の制作業務 

 

Ⅱ．動画制作対象 

  受注者が制作する動画の対象は以下のとおり。 

  経済産業省（以下「ＭＥＴＩ」という。）及び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。）が主催する「Ｗｏｒｌｄ Ｒｏｂｏｔ Ｓｕｍｍｉｔ

２０２０」（以下「ＷＲＳ２０２０」という。）の開催に向け、プレ大会である「Ｗｏｒｌｄ 

Ｒｏｂｏｔ Ｓｕｍｍｉｔ２０１８」（以下「ＷＲＳ２０１８」という。）において実施された

ロボット競技、次の４カテゴリー全９チャレンジとする。 

 １. ものづくりカテゴリー／製品組立チャレンジ 

 ２. サービスカテゴリー／パートナーロボットチャレンジ(リアルスペース)  

 ３. サービスカテゴリー／パートナーロボットチャレンジ(バーチャルスペース) 

４. サービスカテゴリー／フューチャーコンビニエンスストアチャレンジ 

５. インフラ・災害対応カテゴリー／プラント災害予防チャレンジ 

 ６. インフラ・災害対応カテゴリー／トンネル事故災害対応・復旧チャレンジ 

 ７. インフラ・災害対応カテゴリー／災害対応標準性能評価チャレンジ 

 ８. ジュニアカテゴリー／スクールロボットチャレンジ 

 ９. ジュニアカテゴリー／ホームロボットチャレンジ 

 

Ⅲ．提供物 

  発注者からの提供物は以下のとおり。提供日については、契約締結後、発注者と調整するこ

と。 

 １．競技実施映像、表彰式映像 

ＷＲＳ２０１８開催期間（２０１８年１０月１７日から２１日）内に撮影された各競技及

び表彰式の映像データ。 

（１） データ形式：ＭＰ４（Ｈ.２６４形式）形式 

（２） 解 像 度：１９２０×１０８０ ピクセル 

（３） データ容量：約１．２ Ｔｅｒａｂｙｔｅ 

（４） 総再生時間：約２６０ 時間 

（５） 提 供 形 態：専用ハードディスク貸与 

 ２．競技概要説明資料 

   各競技の概要を説明した資料。（公式ＨＰ上に掲載） 

  http://worldrobotsummit.org/wrc2018/ 

 ３．競技ルールブック 

   各競技のルールブック（ＰＤＦ形式。英語版のみ。）一式。 

 ４．ロゴデータ 



 

 

   （１）「ＭＥＴＩ」ロゴ １種（ａｉ形式） 

   （２）「ＮＥＤＯ」ロゴ １種（ａｉ形式） 

（３）「ＷＲＳ」ロゴ １種（ａｉ形式） 

   （４）各競技カテゴリー用アイコン ４種（ＰＮＧ形式） 

 ５．Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｖｉｄｅｏ 

「Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｖｉｄｅｏ」映像 １種（ＭＰ４形式） 

 

Ⅳ．業務概要 

受注者が行う業務の概要は以下のとおり。 

１. スケジュールの作成及び進捗管理等 

２. 人員の配置 

３. 動画編集及び制作作業 

４. その他付帯業務 

 

Ⅴ．業務の詳細 

  受注者が実施する業務の詳細は以下のとおり。 

１． スケジュールの作成及び進捗管理等 

受注者は、以下のとおりスケジュールの作成及び進捗管理等を行うこと。 

（１） 契約締結後速やかに発注者とキックオフミーティングを実施すること。キックオフミ

ーティングでは、動画制作状況及び業務進捗状況が可視化可能な形式のスケジュール

案を作成し、発注者へ提出し、発注者の了承を得ること。 

（２） スケジュールの内容に即した進捗管理を随時行うこと。 

（３） スケジュールは、業務進捗状況に応じて随時更新すると共に、２週間に１回程度、発

注者に更新したスケジュールの報告等を行うこと。 

（４） スケジュールに変更が生じる場合は、変更理由と対応策を発注者に報告し、発注者の

了承を得ること。 

 ２． 人員の配置 

受注者は、以下のとおり人員を配置すること。人員の選定及び人数の確定にあたっては、

発注者の業務内容及び本動画制作の目的を十分理解している者とし、発注者の了承を得るこ

と。なお、（１）から（３）の人員の兼任は不可とする。 

（１） 統括責任者 

本業務に係る全てを管理監督する統括責任者を１名配置すること。統括責任者は、

「１．スケジュールの作成及び進捗管理等」の業務進捗状況を把握したうえで、ディ

レクター、映像エディター等の制作担当実務者に発注者の意図を明確に伝えて指示す

ることができる者とすること。 

（２） ディレクター 

全ての動画制作業務に対して発注者との調整、対応を行うディレクターを１名以上

配置すること。ディレクターは、発注者の意図を汲んだうえで最適な映像表現の選定、

説明文の作成、映像エディターへの指示及び業務の進捗管理を行うこと。 

なお、説明文の作成に人員を要する場合は、ライター等の適任者を配置すること。 



 

 

また、ディレクターは原則として発注者とのミーティングに出席すること。 

（３） 映像エディター 

動画編集・データ処理等を行う映像エディターを 1 名以上配置すること。映像エデ

ィターは、発注者から提供された競技実施映像及び競技概要説明資料を企画や構成に

沿って放映枠の長さに編集し、テロップや字幕などの映像処理、音声処理を効果的に

行える実績を有していること。 

 ３． 動画編集及び制作作業 

受注者は以下のとおり編集し、動画を制作すること。 

（１） 企画及び構成立案 

受注者は契約締結後速やかに発注者と協議のうえ以下を反映した企画及び構成立案

を絵コンテ等により行い、発注者の了承を得ること。なお、構成案の修正は３回まで

とする。 

① 制作する動画は、ＷＲＳ２０２０に向けた競技紹介動画とし、「Ⅱ．動画制作対

象」で示した１チャレンジにつき１本、計９本の動画を制作すること。 

② 動画は１本当たり２０分程度とし、専門的な知識を持たずかつ競技内容を知らな

い者が、競技の内容及びルールを概略で理解できる内容とすること。 

使用する提供映像のピックアップに際しては、発注者又は発注者が委任した競技

関係者のサポートの下で行う事を前提とすること。 

③ 映像だけで伝え難い内容には、字幕又はテロップを挿入するなどして解かりやす

く説明すること。字幕又はテロップで用いる文言及び表現は、発注者から提供さ

れる「競技概要説明資料」及び「競技ルールブック」の内容を参考とすること。 

④ 動画内で使用される字幕又はテロップ、タイトル等は全て日本語／英語併記とす

ること。 

ただし、ロゴやアイコンに含まれる文章は対象外とする。 

⑤ 各競技カテゴリーに割り当てられたカラーやアイコンは既存のもの（ＨＰ等を参

考）を踏襲すること。 

⑥ 動画の画面のアスペクト比は１６：９であること。 

⑦ 冒頭及び画面任意の位置へ常時、発注者が提供する「ＷＲＳ」ロゴを表示させる

こと。 

⑧ 各種ロゴの使用に際しては、発注者が提示する基準及びルールを遵守すること。 

⑨ クロージングに「ＭＥＴＩ」及び「ＮＥＤＯ」の制作・著作クレジットを入れる

こと。 

（２） 動画の構成 

受注者が制作する動画の構成概要は、以下のとおり共通仕様とする。（１）を基に

構成案を作成し、発注者との協議後に確定すること。 

     ① オープニング 
冒頭に既存「Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｖｉｄｅｏ」の冒頭約４５秒間部分を

流用すること。 
各チャレンジ名を表示し、次のチャプターへ移行すること。 
流用部分については、別途、発注者より指示する。 



 

 

② 競技紹介及び概要説明 
各チャレンジの主旨及び目的を紹介すること。主旨及び目的は公式ＨＰに記載

されている内容を簡潔に紹介すること。 
各チャレンジのタスクを紹介すること。その際、競技ハイライト映像をバック

に説明文を流すなど、見る人を飽きさせない紹介となるように工夫すること。 
説明文は各タスクの概要説明とすること。 
提供映像に収録されている司会者及び解説者とのやり取り映像を活用するなど

し、効果的に競技の魅力を紹介する内容とすること。 
③ 競技のルール説明 

各タスクのルール概要を順に説明すること。 
タスク成功チームの映像をピックアップし、その映像に説明文を交えてルール

説明をすること。 
   ④ ＷＲＳ２０１８結果紹介 

各チャレンジの競技結果及びチーム順位を紹介すること。 
表彰式の映像も交えること。 

   ⑤ クロージング 
競技映像、表彰式映像を組み合わせたダイジェスト映像を流した後、制作・著

作クレジットを流して終了すること。 
 

（３） 動画の制作 

（１）及び（２）に基づき、動画の制作を行うこと。 

①第一版として、発注者が指示する期限までに「Ⅱ．動画制作対象」で示したチャレ

ンジのうち「１．ものづくりカテゴリー／製品組立チャレンジ」、「２. サービス

カテゴリー／パートナーロボットチャレンジ(リアルスペース)」、「５. インフ

ラ・災害対応カテゴリー／プラント災害予防チャレンジ」、「８. ジュニアカテゴ

リー／スクールロボットチャレンジ」の４チャレンジについて編集した動画及び説

明文案（日本語のみ）を発注者に提出すること。 

 提出の方法は、発注者が確認可能な形式とすること。発注者からの指示を踏まえて、

動画及び説明文の編集を行うこと。 

②第二版として①の指示を反映させた４チャレンジ及び残りの５チャレンジについて、

発注者が指示する期限までに発注者に提出すること。提出の方法は、発注者が確認

可能な形式とすること。発注者からの指示を踏まえて、動画及び説明文の編集を行

うこと。 

③全てのチャレンジの見本（ラッシュ）を発注者が指示する期限までに発注者に提出

すること。提出の方法は発注者が確認可能な形式とすること。また、発注者からの

指示を踏まえて、動画の編集を行うこと。編集後の動画は、試写等により発注者の

確認、了承を得たうえで最終版を制作すること。 

なお、編集映像の修正は各チャレンジ４回までとする。 

編集した動画、音声等制作したものを含め、全ての映像等の著作権（著作権法第 

２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）及び所有権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

のとすること。 

（４） 字幕・テロップの制作 

発注者が提供する素材・資料（ＨＰ含む。）より引用した日本語及び英語の説明

文・キーワードを基に、字幕・テロップ案を制作し、発注者の了承を得たうえで日本

語版、英語版の２種類を制作すること。 

英語翻訳及び日本語翻訳は受注者が行うこと。 

（５） データの作成 

９本の映像データをそれぞれ最適なビットレートで以下のとおり作成し、①②③す

べてをＤＶＤ－Ｒ又は外付けハードディスク等に保存し納品すること。 

なお、ハードディスクを使用する場合は③のみ別途ＤＶＤ－Ｒに保存し納品するこ

と。 

① 編集用データ 

（ａ）解像度１９２０×１０８０ｐとすること。 

（ｂ）ＭＰ４形式（元データの画質・音質を最大限保持）とすること。 

② ＹｏｕＴｕｂｅ公開用データ 

（ａ）解像度１９２０×１０８０ｐとすること。 

（ｂ）ＭＰ４形式とすること。 

③ ＰＣ連携用データ 

（ａ）解像度６４０×３６０ｐとすること。 

（ｂ）ＭＰ４形式とすること。 

 

 ４． その他付帯業務 

１．から３．に付帯する業務を行うこと。 

 

Ⅵ．納入物及び納入場所 

１． 納入物 

 本業務における納入物の名称、本仕様書上の掲載箇所及び納入期限は下表のとおり。 

項番 名称 掲載箇所 納入期限 

ア 編集用データ一式 Ⅴ．の３．の（５）の① ２０１９年７月１９日（金） 

イ 
ＹｏｕＴｕｂｅ公開用 

データ一式 
Ⅴ．の３．の（５）の② ２０１９年７月１９日（金） 

ウ ＰＣ連携用データ一式 Ⅴ．の３．の（５）の③ ２０１９年７月１９日（金） 

 

 ２． 納入場所 

〒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 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボット・ＡＩ部 

 

 



 

 

Ⅶ．業務完了の通知 

  受注者は全ての業務が完了したときは、完了報告を履行期限までに書面により発注者に通知

すること。 

 

Ⅷ．守秘義務等 

  本業務の遂行に際し、発注者が保有している秘密情報を受注者に提供するにあたっては、別

途秘密情報の取扱いについて覚書を締結する。 

 

Ⅸ．その他 

１． 納入物に関する全ての知的財産権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含

む。）は発注者に帰属することとし、受注者は納入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。 

２． 第三者の著作物を使用する場合の著作権の取り扱い 

 （１）制作物に、第三者が権利を有する既存著作物を使用する場合は、使用許諾条件を確認

したうえで、無償かつ無制限に使用できるものを優先し、手続き等に必要な費用は受

注者が負担すること。 

 （２）制作物に、第三者が権利を有する既存著作物が含まれる場合は、受注者が当該既存著

作物使用に必要な費用負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。ま

た、受注者は当該既存著作物の内容について事前に発注者の了承を得ること。 

３． 納入後一年以内に受注者の責に帰すべき事由による瑕疵があることが判明した場合は、

発注者から瑕疵の連絡を受けてから発注者の１５営業日以内に瑕疵を修正し、発注者に納

入すること。 

４． 受注者は、受注者の交通費及び宿泊費、人件費、機材及び装備等調達費、翻訳費、運搬

費、保険料等の本業務に係る諸経費全てを負担すること。 

５． 発注者のシンボルマーク及び名称ロゴの使用に際しては、「ＮＥＤＯデザインマニュア

ル」で規定する Adobe Illustrator 形式の電子データを使用すること。 

６． 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、発注者と協議のうえ解決する

こと。 

７． 本業務については、本仕様書及び受注者より２０１９年〇月〇日付けで発注者に提出さ

れた提案書に基づき実施すること。 

 

 


