
 

 

旧中島地区被爆遺構展示解説用映像コンテンツ制作業務基本仕様書 

 

１ 業務名 

  旧中島地区被爆遺構展示解説用映像コンテンツ制作業務 

 

２ 履行期間 

  契約締結の日から令和４年３月１０日まで 

 

３ 履行場所 

  旧中島地区被爆遺構展示施設（新設・仮称）（広島市中区中島町１番１ 平和記念公園内） 

 

４ 本業務の位置付けと目的 

 ⑴ 本業務の位置付け 

   平和記念公園の区域は、被爆当時多くの人が生活していた旧中島地区の町の上に被爆後盛

土をして整備されたものであることから、公園の地下には現在でも被爆前の人々の暮らしぶ

りが伺える遺物・遺構が存在する。 

   こうした被爆遺構をそのままの形で市民や平和記念公園を訪れる方々に見ていただけるよ

う展示整備するため、令和２年度に「旧中島地区被爆遺構展示整備基本計画」（以下、「基本

計画」という。）を策定した上で、展示解説等の全体のデザインやその配置などを定める実施

設計を行い、「映像コンテンツシノプシス」を作成した。 

   本業務は、基本計画に定める「積層の記憶」という展示解説全体のコンセプトに沿いつつ、

この「映像コンテンツシノプシス」に基づき、展示解説用映像コンテンツを制作する業務で

ある。 

 ⑵ 目的 

   広島平和記念資料館や原爆ドームを訪れる世界中の多くの人々が、世代や国籍等を問わず、

この被爆遺構を見て当時の町並みや市民生活にまで想いを至らせることができるようにする

ため、映像によって、この展示箇所の被爆遺構が、被爆前の建屋や町並み、旧天神町筋など

の一部であることを伝え、この場所にもともと人々の暮らす町があり、人々の日常の営みが

あったことを見る者に想起させることを目的とする。 

 

５ 適用範囲等 

⑴ 本仕様書は、旧中島地区被爆遺構展示解説用映像コンテンツ制作業務（以下「映像コンテ

ンツ制作業務」という。）に適用する。 

⑵ 映像コンテンツ制作業務は、本仕様書のほか、基本計画及び別添の「映像コンテンツシノ

プシス」に従い履行する。ただし、「映像コンテンツシノプシス」の内容については、平和記

念公園における旧中島地区被爆遺構の展示整備に関する懇談会等の意見を踏まえて変更する

ことがある。 
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６ 業務内容・工程 

 ⑴ 発注者が、受注者に委託する業務の概要は、次のとおりである。 

  ア 展示解説用映像コンテンツの制作 

    「旧中島地区被爆遺構展示整備基本計画」及び「映像コンテンツシノプシス」に従い、

展示解説用映像コンテンツを制作する。 

区分 展示形態 時間 字幕の言語 

映像本編 映像・テロップ・効果音 60～120 秒 日本語・英語 

インターバル映像 映像・テロップ・効果音 30 秒 日本語・英語 

   (ｱ) 制作関係 

     企画構成、演出、発注者等との打ち合わせ 

   (ｲ) 撮影 

     素材の撮影（必要な場合のみ） 

     ※展示施設整備前の現状を撮影する場合は、新築工事着工前に行う必要がある。 

     ※広島平和記念資料館平和データベースに登録されている写真等や旧中島地区被爆遺

構確認調査の写真等は本市から提供するものを使用許可条件の範囲内で使用するこ

とができる。 

   (ｳ) ＣＧ・アニメーション作成 

     モデリング、テクスチャ作成、アニメーション設定、レンダリング（最終ビジュアル

画面の生成） 

    ※ 単なるアニメではなく、当時の現実の建物の実写に近いものとし、現実に撮影した

ものと大きく遜色のない、実写に近い表現であること。 

    ※ 昭和２０年当時の広島市内の建築の色調等を、可能な限り考証を加えて、正確に再

現すること。少なくとも、本市が指定する学識経験者の監修を受け、その指示に従う

こと。 

   (ｴ) 編集 

     画像加工、撮影素材の特殊加工、仮編集、本編集 

     再生機器の規格に合わせたデータ書き出し 

   (ｵ) 録音関係 

     音効果作成 

  イ 現場調整 

    旧中島地区被爆遺構展示施設（新設・仮称）の映像システムを用いた投影テスト及び調

整を行う。 

展示形態 サイズ（W×D×H） 備考 

映像スクリーン W3240×H2040 旧中島地区被爆遺構展示整備基本計画に基

づき、プロジェクタにより映像コンテンツを

投影することとしている。ただし、投影機器

等については、今後、変更することがある。 
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 ⑵ 業務工程の主な流れは、次のとおりである。なお、受注者は、内容に関して、逐次、発注

者に確認を行うものとする。 

  ア 企画構成・演出の検討、発注者との打ち合わせ 

  イ 素材の撮影 

  ウ ＣＧ・アニメーション作成 

  エ 画面デザイン等制作 

  オ 仮編集 

  カ 発注者、広島平和記念資料館学芸課、公益財団法人広島市文化財団文化科学部文化財課

及び平和記念公園における旧中島地区被爆遺構の展示整備に関する懇談会委員等による内

容確認及び修正（各１回程度） 

  キ 本編集 

  ク 現場調整（履行場所の映像システムを用いた投影テスト及び調整） 

    現場調整の段階において、平和記念公園における旧中島地区被爆遺構の展示整備に関す

る懇談会委員等による内容確認を行うことがある。 

 

７ 成果品 

  受注者は、映像コンテンツ制作業務の完了後、遅滞なく、次の成果品を発注者に引き渡す。

なお、デジタルデータがあるものは、そのデータを含む。 

 ⑴ 展示解説用映像コンテンツ                      １式 

 ⑵ 使用・作成した素材のリスト（素材の名称、作者・撮影者・提供者等） １部 

 ⑶ 報告書など関係書類                        １式 

 ⑷ 上記⑴～⑶のデジタルデータを保存した記録媒体 

 ⑸ その他、協議のうえ発注者が指定するもの 

 

８ 業務実施上の留意事項（条件等） 

 ⑴ 発注者や第三者などから借用する資料・写真などの保全については、万全を期し、必要に

応じて保険に加入すること。 

 ⑵ 平和記念公園は国の名勝に指定されていることから、同公園内において撮影等を行う場合

には、受注者は次のとおり対応すること。 

  ア 公園管理者を始め、関係機関などへの所要の手続きは、受注者の責任において遺漏なく

行うこと。 

  イ 名勝平和記念公園内の既存建築物・工作物・樹木等を毀損しないよう、適切な方法で保

護・養生すること。また、許可なく名勝の現状変更等を行わないこと。 

 ⑶ 平和記念公園内にある広島平和記念資料館、広島市平和記念公園レストハウス、国立広島

原爆死没者追悼平和祈念館などの展示内容との重複を避け、特色ある内容とすること。ただ

し、平和記念公園内の他施設の展示物等との調和を図るとともに、被爆資料の展示整備業務

の一環であることを意識し、被爆者等の心情に十分に配慮した内容とすること。 

 ⑷ 業務工程を組む際には、発注者や広島平和記念資料館学芸課や平和記念公園における旧中
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島地区被爆遺構の展示整備に関する懇談会など、関係機関における内容確認に要する日数を

十分に確保すること。 

 ⑸ 広島平和記念資料館学芸課や公益財団法人広島市文化財団文化科学部文化財課、平和記念

公園における旧中島地区被爆遺構の展示整備に関する懇談会の意見等が付された場合は、発

注者の指示に基づき、映像コンテンツの内容を修正すること。 

 ⑹ 受注者は、撮影等を行う場合、現場の後片付け、清掃を入念に行い、発生した廃棄物など

については、関係法規に従い適切に処理すること。 

 ⑺ 本市が指定する監修者への報酬は、受注者の負担とする。 

 ⑻ 業務の履行に当たり官公庁、関係機関などへの所要の手続きについては、受注者が遅滞な

く行う。これらの手続に要する経費は受注者の負担とする。なお、公文書が必要な場合は、

発注者と協議する。 

 ⑼ 受注者は、映像コンテンツの制作に当たり、仕様素材に著作権使用料（初期費用・更新費

用）がかかる場合は、原則として受注者が負担する。なお、借用・使用に係る事務処理に当

たり発注者による手続きが必要となる場合は、発注者と協議する。 

 ⑽ 現場での作業時の写真、その他必要な記録については、常に整備し、必要に応じて発注者

の確認を受ける。 

また、官公庁、関係機関などと協議した事項については、これを記録して遅滞なく発注者

に提出する。ただし、軽微な事項は、発注者の了解を得て省略することができる。 

 ⑾ 受注者は、発注者が別途発注する予定の旧中島地区被爆遺構展示施設（仮称）新築工事等

の施工業者と必要に応じて密接な連絡をとり、本体建築物の工事等に支障のないように留意

する。 

 ⑿ 映像コンテンツ制作に当たり英訳が必要な場合には、発注者から提供する。 

 

９ その他 

 ⑴ 本業務は、広島市委託契約約款及び本仕様書（「映像シノプシス」を含む。）によるほか、

適用を受ける関係法令等を遵守すること。 

 ⑵ 成果品に係る所有権は、発注者に帰属する。 

 ⑶ 本業務により新規に発生した著作権はすべて（著作権法第２７条及び第２８条に規定され

た権利も含む。）発注者に帰属する。以後、発注者が成果品の本旨をゆがめない範囲で変更等

を行っても、受注者は異議を申し立てないものとする。 

 ⑷ 履行期間中に、受注者に帰すべき理由により不備・不具合が生じた場合は、誠意をもって

対応すること。なお、この場合に必要な経費は受注者の負担とする。 

 ⑸ 発注者は、引き渡しを受けた成果品に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対し

て、相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに

損害の賠償を請求することができる。 

 ⑹ 業務の実施に当たり、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注

者で協議の上、決定するものとする。 



DATESCALE NO.

1/60(A3)

TITLE

映像コンテンツシノプシス 2021.03.31旧中島地区被爆遺構展示解説等設計業務

SIGNCHECK承認

（※）

（※）

（※）

（※）

（※）

（※）

（※）

（※）

（※）

（※）

（※）イメージ画像についてはすべてダミーです

も可とする。

※ホワイトアウト以外の表現も可とする。（広
島平和記念資料館のホワイトパノラマ映像との
重複を避けるため。）
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TITLE

パース図 2021.03.31旧中島地区被爆遺構展示解説等設計業務

SIGNCHECK承認
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