
薬害の歴史展示室紹介動画作成業務 仕様書 

 

 

１．業務名  

薬害の歴史展示室紹介動画作成業務  

 

 

２．目的  

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）においては、薬害の歴史

や教訓を伝え、社会の認識を高めることを目的として、「薬害の歴史展示室」を開設し、薬

害に関する解説パネルの他、被害者の方の証言映像等の資料を展示している。これらの資料

の一部については、PMDA の公式ウェブサイトに掲載されており、オンラインで閲覧が可能

となっているが、現状は静止画像と資料名のみであるため、新たに展示室全体や各資料につ

いてナレーションやテロップ入りの動画を作成し、オンライン閲覧環境の拡充を図るもの。

なお、作成した動画は YouTube の PMDA 公式チャンネルに掲載し、PMDA 公式ウェブサイトか

らリンクする予定である。 

 

 

３．業務の範囲及び内容 

特定のターゲットは設定せず、薬害や薬事に馴染みが薄い者も含めて、老若男女誰もが理

解できる内容となることを目的に、以下の映像を作成する。なお、各項目の詳細については 

PMDA と協議の上決定すること。 

  

（１）薬害の歴史展示室の全景を撮影した動画 

  ①内容 

    薬害の歴史展示室の全景を撮影し、タイトル、ナレーション、テロップを入れる。

個々の展示物については、以下（２）及び（３）で個別に紹介するため、本動画

においては展示室フロア全景を映すことを目的とする。薬害の歴史展示室に来

なくともその全景がイメージできるように撮影し、撮影時間はナレーションに

応じて適宜調整する。 

  ②参照 URL 

    https://www.pmda.go.jp/about-pmda/exhibition-room/0001.html 

 

（２）薬害に関する説明パネル等を紹介する動画 

  ①内容 

薬害に関する説明パネル等の静止画像に、タイトル、ナレーション及びテロップ



を入れる。但し計 6 点のうち 5 点（パネル 2～パネル 6）については PMDA ウェブ

サイト（③の参照 URL）に掲載している既存静止画像を用いるため、新規で撮影

が必要となるパネルは 1 点（パネル 1）のみとなる。6 点全て静止画像を用いる

が、読み上げている部分が目立つような処理（例：明暗をつける、色を変える、

アンダーラインを引く、該当部分をクローズアップする等の中から効果的な手

法を提案すること）を施すこと。 

   ②ナレーション量 

      ・パネル 1：約 1,000 文字 

      ・パネル 2：約 2,400 文字 

      ・パネル 3：約 1,000 文字 

      ・パネル 4：約 1,200 文字 

      ・パネル 5：約 1,200 文字 

      ・パネル 6：約 1,600 文字 

      （原則として、パネルに記載している文章を全て読み上げることを想定） 

   ③参照 URL 

     https://www.pmda.go.jp/about-pmda/exhibition-room/0002.html 

     （上記のうち「薬害に関する歴史、説明パネル」部分） 

 

（３）被害者からお預かりしている手記等を紹介する動画 

   ①内容 

     PMDA ウェブサイト（③参照 URL）に掲載している被害者からお預かりしている手

記等 20 点について、クローズアップで撮影し、タイトル、ナレーション及びテ

ロップを入れる。ガラスケースに保管されている資料一式を動画で撮影すると

ともに、別途準備する撮影場所においてクローズアップした画像も撮影し、最終

的には両者を組み合わせた動画とすること。なお、クローズアップ撮影の際、ガ

ラスケース内では折り畳まれている横断幕等については、広げて撮影を行うこ

と。また、個人が識別できる情報（人名や顔写真等）については、黒塗りやぼか

し等の処理を施すこと。 

   ②ナレーション量 

     1 資料あたり 50 文字程度（上記（２）と異なり資料名のみを説明する） 

   ③参照 URL 

     https://www.pmda.go.jp/about-pmda/exhibition-room/0002.html 

     （上記のうち「被害者からお預かりしている手記等」部分） 

 

 （４）サムネイル 

   ①内容 



     以下のサムネイルを作成すること。素材は作成した動画の中から象徴的なカッ

トを選定し、タイトルを入れること。 

      ・上記（１）～（３）を結合した動画 ：計１点 

      ・上記（１）～（３）の単体動画   ：計３点 

      ・上記（２）をパネル毎に分割した動画：計６点 

 

 

４．業務における実施事項 

 上記３の動画作成に際しては、以下に記載の事項にしたがって実施すること。 

 （１）ナレーション用の原稿については全て PMDA から提供するが、句読点の位置や、言

い回し等についての効果的なアレンジを適宜提案した上で、PMDA の判断に基づき反

映させること。 

 （２）ナレーションについては AI 音声ではなく肉声とし、性別については PMDA との協議

により決定すること。 

（３）ナレーションのスピードは聞き取りやすい一般的なスピードで読み上げるように

すること。 

（４）各動画の再生時間は、ナレーションに要する時間に合わせ、全ての動画に BGM を挿

入すること。但し、BGM をタイトル部分だけに挿入するか全編に挿入するかは、PMDA

との協議のうえ決定すること。 

（５）本動画における全ての素材（ナレーションや BGM 等）については、期間限定ではな

く永年利用できるようにすること。 

（６）本動画における全ての演出（デザイン（タイトルやテロップのフォントや配色等）、

カット割、ナレーション及び BGM 等）については、老若男女を想定した一般的なもの

とし、事前に PMDA の承認を得ること。 

 （７）動画ファイルの形式は MPEG4、サムネイルの形式は JPEG とすること。 

 （８）PMDA で準備した撮影用の部屋で撮影すること。 

 

 

５．業務スケジュール及び業務体制 

（１）業務スケジュール 

  ①業務計画書の作成：正式発注後 3 営業日以内に PMDA に提出 

            （責任者・連絡体制・スケジュールを明確にすること） 

  ②絵コンテの作成 ：正式発注後 5 営業日以内  

  ③撮影      ：令和 5年 2 月下旬～3 月上旬のうちの平日 1 日 

  ④編集      ：撮影後即（編集が完了したものから順次 PMDA の確認を受け、

修正指示等を反映させること。この段階では「６．納品物」に



規定する形式に関わらず、適宜分割されたファイルでも可と

するが、詳細は協議のうえ進めること。） 

  ⑤最終納品    ：令和 5年 3 月 28 日 

 

（２）業務体制 

  ①PMDA との窓口を担い、全ての打合せや撮影に必ず同席するプロデューサー若しく

はプロジェクトマネージャーを 1名設け、当該 1 名については再委託を不可とし、

自社で賄うこと。当該職務における 3 年以上の経歴を有し、１０（２）に定める動

画作成に 5 件以上携わったことのある者を選定し、見積書と合わせて予定者の実

績を登録すること（様式任意）。 

  ②以下を担当する専門の技師を、それぞれ 1 名以上設けること。また、撮影（カメラ

マン）と映像編集については、当該職務における 3 年以上の経歴を有し、１０（２）

に定める動画作成に 5 件以上携わったことのある者を選定し、見積書と合わせて

予定者の実績を登録すること（様式任意）。 

     ・撮影（カメラマン） 

     ・映像編集 

     ・ナレーション 

  ③撮影については照明機材を用いること。 

   ④ナレーションの録音については MA 室で行うこと。 

 

 

６．納品物 

以下の納品物が記録された DVD-R を正副 2 部納品すること。 

  ・「３．業務の範囲及び内容」（１）～（３）を結合した動画 ：計１点 

  ・「３．業務の範囲及び内容」（１）～（３）の単体動画   ：計３点 

  ・「３．業務の範囲及び内容」（２）をパネル毎に分割した動画：計 6 点 

  ・上記計 10 点のファイルのサムネイル           ：計 10 点 

 

 

７．著作権について  

（１）正式に採用されたデザインデータ及び動画に関しては、本著作権に関する全ての著

作権（著作権法第 27 条、同第 28 条に定める権利を含む）、使用権等、作品に係る一

切の権利を、PMDA に譲渡するものとする。 

 

（２）本著作権については、正当な権利を取得した第三者及びその他の指定する者に対

し、著作者人格権（公表権、氏名表示権及び同一性保持権）を行使しないものとする。 



 

 

８．再委託について 

（１） 受託者は、受託業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することはできない。受

託業務の一部を再委託する場合は、その最終的な責任を受託者が負うこととし、事前

に再委託する業務、再委託先等を PMDA に申請し承認を受けること。申請に当たって

は、「再委託に関する承認申請書」の書面を作成のうえ、PMDA に提出すること。また、

受託者は、機密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受託者の責務を再委託

先業者も負うよう、必要な処置を実施し、PMDA に報告のうえ承認を受けること。 

 

（２）受託者又は本業務の一部の委託を受けた業者（以下この項において「委託元業者」

という。）から本業務に係る業務の一部を受けた業者は、当該業務の一部を第三者に

再委託する場合、再委託する業務の範囲及び再委託先等について、委託元業者を通

じ、受託者が取りまとめのうえ、PMDA に申請し承認を受けること。申請に当たって

必要な書類及び手続き並びに本仕様書に定める責務については８（1）に準拠する。 

 

 

９．秘密保持について  

PMDA から提供する情報については、秘密保持契約の対象とする。なお、本項目の詳細要

件については秘密保持契約書に明記してあるので、受託者においては別途書類提出を求め

ることとする。  

 

 

１０．参加要件  

（１）本件の撮影対象である薬害の歴史展示室及び各資料について現地確認を行い、PMDA

職員から本調達に関する説明を聞いた者であること。現地確認に際しては、本調達の

提出期限の３営業日前までに、「１２．連絡先」宛てに、希望時間や人数等を連絡す

ること。 

 

（２）過去 3 年以内に、以下の条件を満たす動画作成実績が 10 件以上あり、うち行政機

関に関わる内容のものが 2 件以上あること。実績については、見積書と一緒に提出

し、当該動画が一般に公開されている場合は閲覧できる URL を記載すること（様式任

意）。 

    ・受注者の事務所以外の撮影地でロケを実施した作品であること 

    ・ナレーション及び BGM が挿入された動画であること 

    ・一般向けに公開された作品であること 



 

（３）従業員数が 3 名を上回る組織であること。 

 

（４）“５．業務スケジュール及び業務体制（２）”を満たしていること。 

 

（５）受託者においては、本業務の見積の内訳について、詳細な根拠資料を即日提出でき

ること。 

 

 

１１．検収及び業務の完了 

 納品物について、PMDA 担当者による検収を受けること。納入成果物の全部又は一部に不

合格となるものが存在した場合、受託者の負担により是正した上で、再度、PMDA による検

収を受けること。PMDA 担当者による検収終了をもって、業務完了とする。 

 

 

１２．連絡先 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構  

経営企画部広報課 遠藤宏志 

03-3506-9454 

kouhou●pmda.go.jp 

（迷惑メール対策のため、●は＠に置き換えて下さい。） 


