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見積参加者の立ち会いは 必須ではない

見  積  公  告
契約担当者

令和3年2月17日

FO030217D調達番号

/ 総価契約

見積書提出期限 

参加資格 

①  機構の競争参加資格審査事務取扱要領もしくは国の各省各庁における競
争参加資格審査において、平成３１・３２・３３年度又は令和１・２・３年
度の資格を有する者。

②  ①の証明書の写しを見積書封筒（形態自由）に同封すること。

令和3年3月3日
見積合せの日時等 

要
詳細は仕様書による。

令和4年3月31日

12時00分

調達件名 【役務】 構造解析システム ソフトウェア部保守

契約種類/契約種別 役務の提供

令和3年3月3日

第１提出場所

履行場所
福岡県福岡市南区塩原２－１－２８
独立行政法人製品評価技術基盤機構

履行期限 契約書締結

詳細は仕様書による

13時00分 以降

第２提出場所

〒151-0066 東京都渋谷区西原2－49－10
独立行政法人製品評価技術基盤機構
本所本館2階 企画管理部 財務・会計課 契約担当
〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原２－１－２８
独立行政法人製品評価技術基盤機構
九州支所 

１． 仕様の内容等：仕様書のとおり。

見積書提出場所 

仕様書

その他

本件調達に係る照会 
℡：03-3481-1932 E-mail：g-keiyaku@nite.go.jp

企画管理部 財務・会計課 契約担当 磯部

見積書の提出方法

見積書は以下の方法により、参加資格①とともに提出すること。

① 電子メールにより提出する場合
   n.tokyo-keiyaku@nite.go.jpまで、「【見積公告】（件名及び調達番号）
  をメール件名として、連絡先（電話番号）とともに送付。

② 郵送により提出する場合(第１提出場所又は第２提出場所）
    見積書封筒の表面に、「見積書在中」と記載し、件名及び調達番号を明記
    した上で、連絡先を標記した文書（又は名刺）を同封すること。



 

 
構造解析システム ソフトウェア部保守 仕様書 

 
１．目的 
 当支所では、事故原因調査のため有限要素法を用いて構造部品の応力解析を行っている。

応力解析にあたっては、平成１３年度からＣＡＤソフトウェア(SolidWorks)及び解析ソフ

トウェア(SolidWorksSimulations)を導入しているが、当該ソフトウェアでは、定期的なサ

ービスパックの提供、モデル作成機能及び応力解析機能の強化、作業の効率化等のために

バージョンアップが実施されている。当支所で使用しているこれらのソフトウェアに対し

て、サービスパックの適用及びバージョンアップを行うことで解析能力の向上及び解析結

果の信頼性を維持するため、保守契約を行う。 
 また、これらのソフトウェアの高度な機能を活用するため、操作方法の問い合わせがで

きるものとする。 
  
２．契約期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。  
 
３．仕様  
（１）ＣＡＤソフトウェア保守契約 
  ①SolidWorks Professional（研究機関版）のバージョンアップ用 DVD メディアの提供。 
  ②サービスパックダウンロード環境の提供。 
  ③契約本数 １本（継続）。 
   ④サービスパックは、九州支所職員（以下「担当者」という。）から要求があれば DVD

等の電子媒体により提供すること。 
 
（２）有限要素法解析ソフトウェア保守契約 
  ①SolidWorks Simulation Premium（研究機関版）のバージョンアップ用 DVD メディア

の提供。 
  ②サービスパックダウンロード環境の提供。 
  ③契約本数 １本（継続）。 
  ④サービスパックは、担当者から要求があれば CD 又は DVD メディアで提供すること。 

 
（３）サポート保守契約 
   ①電話又は電子メールによる、操作方法、ソフトウェアの障害発生時の復旧支援等の

問い合わせ窓口があり、翌営業日を目処に対応すること。また、電子メールによる問

い合わせについては、24 時間受付を行うこと。 
 なお、電話による問い合わせ対応は、原則として行政機関の休日に関する法律第１

条に定める日を除く平日の 9:00～17:00 とし、日本語で対応すること。 
   ②問い合わせの回数に制限はないこと。 



 

  ③ソフトウェア又はハードウェアに障害が発生した場合には、無償で納入場所又は電

話により障害内容の確認、復旧方法のアドバイスを行うこと。 
 
４．納入場所 福岡市南区塩原２丁目１番２８号      
       独立行政法人製品評価技術基盤機構九州支所３階 FEM 解析室 
 
５．契約形態 役務契約とする。 
 
６．その他 
  本仕様について不明な点が生じたときは、担当職員の指示に従うこと。また、本仕様

に定めのない事項について疑義が生じた場合は、双方協議の上解決するものとする。 
 



 

 

役 務 請 負 契 約 書 

 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 企画管理部長 髙橋 正和（以下「甲」という。）は、

○○○○株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○（以下「乙」という。）と、構造解析システム ソ
フトウェア部保守について、下記のとおり役務請負契約を締結する。 
 

記 
 
 請 負 役 務 名  構造解析システム ソフトウェア部保守 

 
 契 約 金 額  総額 ￥○○○○○○○.－ 
            （うち消費税額及び地方消費税額\○○○○○○.-） 

            
上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第１項及び第29

条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額

である。 
 
 役務請負仕様  仕様書のとおり 
 
  契 約 期 間  令和３年４月１日から令和４年３月３１日 
          
 契 約 保 証 金  全 額 免 除 
 
納 入 場 所  独立行政法人製品評価技術基盤機構 

 詳細は仕様書による。 
 
  この契約の証として本証書２通を作成し双方記名押印のうえ各自１通を保有する。 
 
 
  令和 ３年  月  日 
 
 
                 甲  東京都渋谷区西原２－４９－１０ 
                       独立行政法人製品評価技術基盤機構 
                        企画管理部長   髙橋 正和    
 
 
                        乙   ○○○○○○○○○○○ 

                                ○○○○○株式会社 

                                  代表取締役     ○○ ○○ 



製品評価技術基盤機構  役務契約条項 

 

（適用） 

第１条 本契約条項は、頭書業務に適用する。乙は、頭書業務を頭書条件により完了し、成果品

がある場合は成果品と共に、甲に引渡さなければならない。 

 

（契約事項移転の制限） 

第２条 乙は、甲の承諾を得ないで本契約事項を第三者に移転してはならない。ただし、乙が信

用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第２条第３項に規定する

特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第１条の３に規定す

る金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 

 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第３条 乙は、本契約の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはな

らない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 

 

（一般的損害） 

第４条 本契約の履行に際し、又は本契約の履行に起因して生じた損害その他納入にあたり生じ

た損害（次条第１項、第２項若しくは第６条第１項に規定する損害を除く。）については、乙

がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものにつ

いては、甲が負担する。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第５条 本契約の履行に際し、又は本契約の履行に起因して生じた損害その他納入にあたり第三

者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、

乙がその賠償額を負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示その他甲の責に帰するべ

き事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示が

不適当であること等甲の責に帰するべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった

ときは、この限りでない。 

３ 前２項の場合その他本契約の履行にあたり第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲

乙協力してその処理解決にあたるものとする。 

 

（天災その他不可抗力による損害） 

第６条 乙は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、本契約の履行が不可能となっ

たときは、甲に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求する

ことができる。 

２ 甲は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、乙が明らかに損害を受け、これによ

り本契約の履行が不可能となったことが認められる場合は、乙の契約の解除の請求を承認する

ものとする。 

 

（役務完了の通知） 

第７条 乙は、役務行為の全部を終わったときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

なお、甲が承諾し分割払いとしたときは、支払対象期間終了の都度通知するものとする。 

 

（役務完了の検査の時期） 

第８条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合

格した上で引渡し又は給付を受けるものとする。 



（所有権移転及び請求権発生の時期、著作権の譲渡） 

第９条 前条の引渡し又は給付が完了した日（以下「役務完了日」という。）を以て、所有権移

転及び当該契約に係る請求権発生の時期とする。 

２ 乙は甲に対し、成果品の著作権（以下「本著作権」という）を譲渡するものとする。 

３ 本著作権には、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び第２８条に規定する権利

を含むものとする。 

４ 本著作権は、成果品について役務完了日に乙から甲に譲渡するものとする。 

５ 甲に譲渡される所有権及び著作権の対価は、本役務によって甲から乙に支払われる金額に含

まれるものとする。 

６ 乙は、成果品について、自ら著作者人格権の行使をせず、また、乙の従業員その他著作に関

わった者をして著作権又は著作者人格権を行使させないことを甲に保証するものとする。 

 

（第三者の権利の非侵害の保証） 

第９条の二 乙は、甲による成果品の利用が第三者の著作権、知的財産権その他の権利を侵害し

ないことを甲に保証するものとする。 

 

（契約不適合責任）  

第 10条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない

（以下、「契約不適合」という。）ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約

不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。 

２ 甲は、前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を乙に請求する

には、甲がその契約不適合の事実を知った時から１年以内に乙に通知することを要する。ただ

し、第８条の引き渡し時においてその契約不適合を甲が知ったときは、この限りでない。 

３ 乙が第１項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完

をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただ

し、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本

契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほ

か甲が第１項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲

は、乙に対し、第１項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完を

させ、又は対価の減額を請求することができる。 

 

（対価の支払の時期） 

第11条 甲は、役務の完了日後、乙から適法な支払請求書を受理した日から60日（以下「約定

期間」という。）以内に対価を支払うものとする。 

 

（対価の支払遅延利息） 

第12条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了日の

翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対して財務大臣が定める率を乗じて

計算した金額を支払うものとする。 

 

（違約金） 

第13条 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、期日内に役務行為を完了できないときは

甲は違約金として延引日数１日につき契約金額の1,000分の１に相当する額を徴収することが

できる。 

 

（契約の解除） 

第14条 乙が本契約条項に違反したとき、又は乙の過怠によって期限内に義務を履行する見込が

ないと認められるときは、何時でも甲は契約を解除することができる。 



（損害賠償） 

第15条 甲は、契約不適合の補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償を請求する

ことができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、役務完了日から１か年とす

る。 

２ 前項の損害額は、甲乙協議の上決定するものとする。 

 

（守秘義務） 

第16条 乙及び本契約履行に係わる乙の従業員は、甲から提供された資料及び情報、口答により

開示された情報を一般の公知となるまでの間、第三者に一切開示、漏洩又は提供してはならな

い。また、甲からの返却若しくは破棄の要請がある場合、乙はそれに従うこととする。 

２ 乙は、第３条ただし書きにより第三者に業務を委任する場合は、乙が第三者の守秘義務につ

いて責任を持つこととする。 

 

（個人情報の保護） 

第17条 「個人情報」とは、乙が本契約の履行に関し、知り得た生存する個人に関する一切の情

報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む。）をいう。 

２ 乙は、本契約の締結及び本契約の履行により知り得た甲の業務上の情報（以下「業務上の情

報」という。）及び「個人情報」を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。 

３ 乙は、業務上の情報及び個人情報を、本契約の業務遂行のみに使用する。 

４ 乙は、業務上の情報及び個人情報を、本契約の業務遂行上必要な限り複製できるものとする。

ただし、作成した複製は、契約終了時に甲に返還しなければならない。 

５ 乙は、本契約が終了した場合には、速やかに、甲に対して、業務上の情報及び個人情報に係

る書面、フロッピーディスクその他業務上の情報及び個人情報の一部又は全部が表示され、若

しくは化体した一切のもの及びそれらの複製物を引き渡さなければならない。 

６ 乙は、乙の役員及び従業員（派遣労働者を含む。）に対して、その在職中及び退職後を問わ

ず、業務上の情報及び個人情報を秘密に管理するために必要な次の措置を講じなければならな

い。 

一 業務上の情報及び個人情報に関する文書・媒体等の秘密保持、保管、受渡、複製、廃棄、事

故発生時における対応、再委託先の監督等に関する管理規定の作成 

二 業務上の情報及び個人情報に関し、電子計算機処理業務（入力のための準備作業も含む。）

を行う場合は、パスワード管理及びアクセスの適切な制御等の技術的な対策 

７ 乙は、業務上の情報及び個人情報を管理するために管理責任者を置く。 

８ 管理責任者は、業務上の情報及び個人情報の取扱い、廃棄、その他業務上の情報及び個人情

報の秘密の保持に必要な管理規定が順守され、その他秘密の保持に必要な行為が適切に行われ

るよう監督する責任を有する。 

９ 乙は、本契約期間中、甲の求めに応じて、業務上の情報及び個人情報の取扱いについて、業

務上の情報及び個人情報の取扱報告書を甲に提出し、必要に応じて甲の検査を受けなければな

らない。 

10 乙は、業務上の情報又は個人情報の漏えい等の事故が発生した際には、直ちに甲に報告し、

甲の指示に従って適切な措置をとるものとする。 

11 甲は、乙が本条の規定に違反した場合には、第14条に基づいて本契約を解除できるとともに、

乙に対し、甲の被った損害の賠償を請求する。 

12 乙が甲の了承に基づき、本契約に係る業務の全部又は一部を第三者に再委託又は共同実施等

する場合には、乙は当該第三者に対し、業務上の情報及び個人情報の管理について、本条に規

定する乙の義務と同様の義務を負わせなければならない。 

13 乙は、本契約に係る業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働派遣契約書に、秘密保持等



業務上の情報又は個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 

 

（契約の公表） 

第18条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに

同意するものとする。また、甲と乙との間の取引高が、乙の総売上高又は事業収入の３分の１

以上を占めている場合は、加えて乙への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表され

ることに同意するものとする。 

 

（協議） 

第19条 本契約条項について疑義のあるとき、又は本契約条項に定めていない事項については甲、

乙双方協議の上で決定するものとする。 

 

  



特 記 事 項 

 

（談合等の不正行為による契約の解除） 

第１条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 

２ 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54

号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為を行

ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき 

一 独占禁止法第４９条に規定する排除措置命令が確定したとき 

二 独占禁止法第６２条第１項に規定する課徴金納付命令が確定したとき 

三 独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があ

ったとき 

３ 本契約に関し、乙の独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規定する刑が確

定したとき 

４ 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40

年法律第45号）第９６条の６又は第１９８条に規定する刑が確定したとき 

 

（談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出） 

第２条 乙は、前条第２項各号に該当したときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写し

を甲に提出しなければならない。 

一 独占禁止法第６１条第１項の排除措置命令書 

二 独占禁止法第６２条第１項の課徴金納付命令書 

三 独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書 

 

（談合等の不正行為による損害の賠償） 

第３条 乙が、本契約に関し、第１条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除す

るか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、

乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１

００分の１０に相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた金額）を違約金（損害賠償額の予定）として甲の指定する期間内に支払わなければなら

ない。 

２ 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３ 第１項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、

乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場

合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならな

い。 

４ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合

において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではな

い。 

５ 乙が、第１項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙

は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計算

した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第４条 甲及び乙は、本契約締結時及び将来にわたって自らが反社会的勢力（「暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律」の定義する暴力団及びその関係協力団体をいう）でないこと、

反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力と社会的に非難

されるべき関係を有していないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀

損し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと、自らの主要な出資者又は役



員及び従業員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証する。 

２ 甲及び乙は、前項の規定を、自らの再委託先及び本契約の履行に関わる第三者にも遵守させ

る義務を負うものとする。 

３ 甲及び乙は、相手方について前二項に対する違反を発見した場合、何らの通知催告を要せず

本契約を解除することができ、当該解除の結果により相手方に損害が生じたとしても、これに

よる一切の損害を賠償しない。 

 

      
 


