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ジェトロ図書館情報システムに係る調達計画書 
 
 
1. 業務の概要 
1.1. 業務・システムの最適化について 
日本貿易振興機構（ジェトロ）では「ジェトロ共通システム基盤の最適化計画」を作成、

公表している。ジェトロ共通システム基盤の最適化計画（平成 24 年 2 月 10 日策定） 
http://www.jetro.go.jp/procurement/system-plan/plan20120210.pdf 
 
1.2. 業務内容 
アジア経済研究所図書館、及びジェトロ・ビジネスライブラリー（東京本部、大阪本部）

の資料情報及び業務を包括的に管理する図書館情報システムの調達を行うものである。 
両図書館の業務内容は以下の通り。 

（１）ジェトロ・ビジネスライブラリー（東京本部、大阪本部）は国際ビジネスの専門

図書館として、ジェトロ海外事務所を通じて収集した世界各国の統計、会社・団体

名簿、貿易・投資制度などの基礎的資料、関税率表などの実務に直結する資料の閲

覧、オンライン蔵書検索、新着情報等を提供している。 
（２）アジア経済研究所図書館は、開発途上地域の経済、政治、社会等を中心とする社

会科学分野の学術的文献、基礎資料、及び最新の新聞・雑誌を所蔵する専門図書館

として、資料の閲覧、オンライン蔵書検索、及び図書・雑誌および雑誌記事索引を

対象として新着情報等を提供している。 
 
1.3. 調達の概要 
最適化計画にしたがって、アジア経済研究所図書館とビジネスライブラリー（東京本部、

大阪本部）の図書館情報システムの共通化、及び業務システム運用管理の共同化を図り、

図書館運営の効率性確保に資する集約・統合を目的とする。今回の調達では、現在両図書

館が個々に運用する図書館情報システムを統合し、落札者が管理している日本国内のデー

タセンターに構築したクラウド環境のサーバを利用する方式とする。調達範囲は、統合図

書館システムパッケージ一式、パソコン及び周辺機器等である。調達は「情報システムに

係る政府調達の基本指針」（平成 19 年 3 月 1 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議）に

準拠し実施する。 
業務の対象期間は 
2016 年 4 月から 2020 年 3 月（48 ヶ月） 
 
2. 調達計画 
2.1. 設計・開発する情報システムの方式 
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本件は、「ジェトロ共通システム基盤の最適化計画」にかかる業務のうち、個別機能システ

ム（研究所図書館システム・ビジネスライブラリシステム統合）に関する調達を行う。 

 

 
 
2.2. 設計・開発工程における分離調達の内容 
本調達においては、開発工程が含まれないことから、各工程を分離せず、「2.5 全工程のス

ケジュール」の作業工程を一つの工程で行う。 
ジェトロ共通システム基盤（PC サーバ更改、メールシステム更改）及び、LAN システム、

WAN 回線及びインターネット回線更改は含まれない。本調達の対象は個別機能システム

（研究所図書館システム・ビジネスライブラリシステム統合）のみであるため、設計から

システム移行・導入までの工程を分離せずに調達する。 
 
2.3. ハードウェアとソフトウェアの分離調達の内容 
図書館情報システムは図書館の業務基盤となるシステムであり、ハードウェアとソフトウ

ェアを最適な状態でサービスとして提供を受けるため一括して調達を行う。 
 
2.4. 設計・開発等の工程、運用の工程及び保守の工程の分離調達の内容 
個別業務システム（アジア経済研究所図書館システム・ビジネスライブラリシステム統合）

の設計、周辺機器を含めた導入構築、データ移行、運用保守及び本調達に関する工程管理

を含める。 
 
2.5. 全体工程のスケジュール 
本調達の概要スケジュールは以下の通り。 
（１）意見招請： 

官報公示     2014 年 11 月 
意見提出期限   2014 年  12 月 

（２）入札公示： 
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官報公示     2015 年  3 月 
入札書類提出期限 2015 年  5 月 
落札者決定    2015 年  5 月 

（３）業務期間： 
2016 年 4 月から 2020 年 3 月まで 

 
3. その他 
3.1. 評価方式 
一般競争入札（総合評価落札方式）による。 
 
3.2. 契約形態 
業務委託（請負）による複数年度契約とする。 
 
3.3. 知的財産権の取扱 
以下の知的財産権の取扱に係る要件を調達仕様書に記載する。 
（１）本件に係り、第三者が有する知的所有権を利用する場合は、落札者の責任において

解決すること。 
（２）本件実施にあたって発生した権利については、原則として日本貿易振興機構に帰属

する。 
（３）納入される成果物に第三者が権利を有する著作物（以下、「既存著作物等」）が含ま

れる場合には、落札者は当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び仕様許諾契

約等に関わる一切の手続きを行うこととする。この場合、落札者は当該既存著作物等

について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。 
 
3.4. 入札制限 
以下の入札者の要件を入札説明書類に記載する。 
（１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被保佐人または被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同

条中、特別の理由がある場合に該当する。 
（２）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 
（３）日本貿易振興機構の「競争参加資格に関する内規」第３条第１項に定める、競争参

加資格者名簿に記載された者であり、平成 25・26・27 年度の業種区分「役務の提供等」

のＡ等級に格付けされている者であること。なお、全省庁統一資格において当該資格

を有する者は、同等級に格付けされているものとみなす。 
（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立て
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がなされている者（手続開始の決定後、再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
（５）公告の日から開札の日までの期間、契約に関し日本貿易振興機構から指名停止措置

を受けていないこと。 
（６）｢情報システムに係る政府調達の基本指針」（平成 19 年 3 月 1 日各府省情報化統括責

任者(CIO）連絡会議）第 3 章Ⅱ4(1)①～③に記載の入札制限。 
 
3.5. 制約条件等 
以下の制約条件等を入札説明書類に記載する。 
（１）再委託に係る制約。 
（２）環境対応に係る制約。 
（３）本件調達に係る契約の相手方の指名、住所、契約名称、契約金額の公表への同意。 
 
4. 妥当性証明 
本調達計画書の内容が妥当であることを確認した調達担当課長は次の通りである。 
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 
ビジネス情報サービス部 ビジネスライブラリー課 長島 麻子 

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 
 アジア経済研究所    資料整理課       村井 友子 
 
本調達計画書の内容が妥当であることを確認した CIO 補佐は次の通りである。 
ジェトロ CIO 補佐／CISO アドバイザ           藤原 一博 
 
5. 窓口連絡先 
本調達計画書に関する問い合わせ先は次の通りである。 
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 資料整理課 （担当 岸） 
 
 

以上 
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