
売 買 契 約 書 （案）

１．品 名 ウェザールーティングシステムサービス提供その他業務

２．仕様・規格 別紙仕様書のとおり

３．数 量 別紙仕様書のとおり

４．契 約 金 額 ￥○，○○○，○○○．－

内、消費税及び地方消費税の額￥○○○，○○○．－）（

(注) ｢消費税及び地方消費税の額｣は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定によ

り算出されたもの並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出さ

れたものである｡

５．納 入 期 限 平成３０年 ３月３１日

６．納 入 場 所 茨城県神栖市波崎７６２０－７

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産工学研究所

７．検 査 場 所 同上

８．契約保証金 免除

上記品名（以下「物品」という。）の売買について、国立研究開発法人水産研究・教育

機構水産工学研究所長 前野 幸男（以下「甲」という。）と、○○○株式会社 代表取締

役 ○○ ○○（以下「乙」という。）との間に上記各項及び次の契約条項により、売買契

約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約締結の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各１通を保有す

る。

平成 年 月 日

甲 茨城県神栖市波崎７６２０－７

国立研究開発法人水産研究・教育機構

水産工学研究所長 前野 幸男 印

乙 ○○県○○市○○○２－２－２

○○○株式会社

代表取締役 ○○ ○○ 印



契 約 条 項

第１条 甲または甲の指定した職員は、乙に対し、頭書の仕様・規格に基づき、期限内に

物品を確実に納入するように指示するものとする。

２．疑義が生じたときは甲、乙協議して決定する。

第２条 甲は、物品の納入について監督をする必要があると認めた場合は、甲が命じた監

督のための職員（以下「監督職員」という。）に監督をさせまたは必要な指示をさせる

ことができるものとする。

２．乙または乙の使用者は、前項に定める監督職員の指示に従わなければならない。

第３条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、期限内に物品を納入することができ

ない場合は、甲に対し遅延する理由及び納入予定期限等を明らかにした書面を提出して、

納入期限の延長の承認を受けなければならない。

第４条 甲は、乙がその責に帰する理由により期限内に、物品の納入を完了しなかった場

合は、前条に定める承認の有無にかかわらず、乙に対し遅滞金を請求することができる

ものとする。ただし、当該遅延が天災その他やむを得ない理由によるものと認められる

場合は、この限りでない。

２．前項に定める遅滞金は、納入期限の翌日から納入完了の日までの遅滞日数１日につき、

契約金額に年５％を乗じて得た額とする。

３．第１項に定める遅滞金の請求は、甲が第１４条に定めるこの契約を解除した場合にお

ける違約金の請求を妨げない。

第５条 乙は、物品を納入しようとする場合は、甲に対し納入する旨を通知し、甲が命じ

た検査のための職員（以下「検査職員」という。）の検査を受けなければならない。

第６条 検査職員は、前条の通知を受けた日から１０日以内に当該物品について検査を行

うものとする。

２．乙または乙の使用者は、検査に立ち会い検査職員の指示に従って、物品の検査に必要

な措置を講ずるものとする。

３．前項の場合において、乙または乙の使用者が検査に立ち会わない場合は、検査職員は、

乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、乙は、検査の結果につい

て異議を申し立てることができない。

４．検査職員は、物品の全部または一部について不適当な個所を発見した場合は、乙に対

し他の良好な物品と取り替えまたは補修を請求することができる。この場合、乙は、た

だちに当該物品の取り替えまたは補修をしなければならない。

５．物品の納入及び検査に要する費用は、すべて乙の負担とする。



第７条 前条に定める検査に合格し、納入を完了した日に、当該物品の所有権は甲に移転

するものとする。

第８条 前条に定める所有権移転の時期以前に、乙の責めに帰することができない事由に

よって、当該物品について生じた損害は、その事由が甲の故意または重大な過失による

場合を除き、すべて乙の負担とし、かつ乙は甲に対する反対給付を受ける権利を有しな

い。ただし、その事由が甲の故意または重大な過失による場合であっても、乙は自己の

債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。

第９条 乙は、物品の納入後１年間は、当該物品の品質及び規格等を保証するものとする。

２．納入後１年以内に当該物品に隠れた瑕疵が発見された場合は、その期間内において、

甲は乙に対し、相当の日時を定めて当該物品の取り替え、または補修、若しくは値引き

を請求することができる。

３．前項の場合において、その瑕疵により甲が契約した目的を達することができない場合

には、その期間内において、甲は、契約の解除をすることができる。この場合において、

乙が損害をこうむることがあっても、甲は、その責を負わないものとする。

４．甲は、乙が納入した物品の隠れた瑕疵により不当な損害をこうむった場合には、乙に

対してその瑕疵によりこうむったすべての損害賠償を請求することができる。

第10条 乙は、物品の引き渡しを完了し、検査職員の検査に合格した場合は、契約金額を

所定の手続きにより甲に請求できる。

第11条 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から３０日以内（以下「約定

期間」という。）に請求金額を乙に支払うものとする。ただし、受理した乙の支払請求

書が不適当のために乙に返送した場合は、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を

受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。

第12条 乙は、甲が約定期間内に請求金額を支払わない場合は、甲に対し、遅延利息を請

求することができるものとする。

２．前項に定める遅延利息は、遅延日数１日につき年２．７％の割合で計算した額とする。

ただし、遅延利息の額が１００円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、

その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

３．支払遅延が、天災その他やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、

約定期間に算入せず、また遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。

第13条 乙は、物品の納入にあたり、甲の庁舎施設、器物等を破損または滅失した場合及

び甲の職員またはその他の者に対し損害を与えた場合はただちに甲に報告しその指示に

従い、損害について賠償しなければならない。

第14条 甲は、次の各号の一に該当する場合はこの契約の全部または一部を解除すること



ができる。この場合において、乙が損害をこうむることがあっても、甲は、その責を負

わないものとする。

（１）天災その他、乙の責に帰することのできない理由により、乙が解約を申し出て甲が

承認した場合

（２）乙がこの契約に違反しまたは違反するおそれがあると認められる場合

（３）乙が正当な理由がなく、契約上の義務を履行せずまたは履行する見込がないと認め

られる場合

（４）乙が破産の宣告を受けた場合またはそのおそれがあると認められる場合

（５）この契約の履行にあたり、乙または乙の使用者に不正の行為があった場合

（６）乙または乙の使用者が、第５条に定める検査職員の検査を妨げた場合

（７）前各号に掲げる理由以外の理由により、乙が解約を申し出た場合

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契

約金額の１００分の１０に相当する額を請求することができる。

（１）前条第２号から第７号までの規定によりこの契約が解除された場合

（２）乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務に

ついて履行不能となった場合

２．次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。

（１）乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人

（２）乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人

（３）乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等

３．甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害につい

て、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。

第16条 乙は、書面による承認を得ないで、この契約により生ずる権利及び義務を、第三

者に譲渡し若しくは承継させてはならない。

第17条 法令の制定または改廃による統制額の設定若しくは改定または予期することがで



きない理由に基づく経済状勢の激変等により頭書に定める契約金額が著しく不適当であ

ると認められる場合は、甲、乙協議して変更することができるものとする。

第18条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一

部を解除することができる。

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して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７条又は

第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定に

よる排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法

第７条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知

を行ったとき。

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含

む｡）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁

止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴

を提起されたとき。

２．乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やか

に、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

第19条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の

全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する額

を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２

（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措

置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む｡）の規定による課徴金納付命令を

行い、当該納付命令が確定したとき。

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１８項又は

第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

（４）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含

む｡）に係る刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若し

くは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。

２．乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前

項の契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当す

る額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

（１）前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第６項の



規定の適用があるとき。

（２）前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙又は乙の

代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む｡）が違反行為の首謀者であるこ

とが明らかになったとき。

（３）乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して

いるとき。

３．乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。

４．第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合

において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

第20条 この契約により、甲が乙から収得すべき遅滞金及び違約金等がある場合は、甲は、

その選択により乙に対し支払うべき金額と相殺しまたは別に徴収することができるもの

とする。

第21条 甲、乙双方は、信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履

行にあたり、甲、乙間に紛争が生じた場合及びこの契約に定めのない事項については、

甲、乙協議して定めるものとする。



業 務 仕 様 書 

 

 

１．件  名  ウェザールーティングシステムサービス提供その他業務 

 

２．概  要  ①ウェザールーティングシステム提供業務 

  ②ウェザールーティング気象サービス提供業務 

                 

 

３．仕  様  別紙詳細仕様書のとおり 

 

４．納入場所  茨城県神栖市波崎 7620-7 

        国立研究開発法人水産研究・教育機構 

        水産工学研究所 

 

５．履行期限  平成３０年 ３月３１日 

 

６．そ の 他  詳細については担当職員の指示に従うこと。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



詳 細 仕 様 書 ① 

 

１．品  名   ウェザールーティングシステム提供業務 

 

２．業務目的    本業務は、平成２９年度開発強化連携プロジェクト「気象海象情報

を活用した漁船の安全性向上及び省エネ操業実現に向けた合理的運用

方法の開発」において、ウェザールーティングを用いた近海かつお一

本釣り漁船の省エネ・安全航路選択及び航海計画での利用方法を検証

するため、国立研究開発法人水産研究・教育機構にウェザールーティ

ングシステムを提供することを目的とする。 

 

３．業務内容    近海かつお一本釣り漁船を対象としたウェザールーティングによる

省エネ・安全航路選択及び航海計画策定の検証に資する下記１）から

７）を満たすウェザールーティングシステムを提供する。 

 

１）稼働条件 

ノートパソコンにシステムをインストールの上、Windows 7以上のパ

ーソナルコンピュータで実行できること。また日本語表示に対応し

ていること。マウスによる画面の移動、拡大縮小ができること。 

２）入力項目 

ウェザールーティングを行うに当たり、船型情報、平水中抵抗・推

進性能、波浪中抵抗増加、プロペラ単独性能、操縦性能、船体汚損

影響を入力し、最適航路算出に考慮できること。プロペラは固定ピ

ッチプロペラとし機関回転数を入力できること。 

３）最適航路の算出条件 

ウェザールーティングは、別紙１に示す海域をはじめとした近海か

つお一本釣り漁船の操業海域における最少燃料航路及び最短時間航

路の算出が可能であること。その際、ウェザールーティングは船体

コンディション（①出港状態、②航海状態、③帰港状態）および機

関出力を考慮の上、最適航路の算出ができること。また、船首上下

加速度、船首海水打ち込み発生確率、スラミング発生確率を考慮し

た荒天下における安全確保を前提とした最適航路を算出できること。 

４）表示条件 

最適航路に加え、任意の航路における航跡及び燃料消費量、航海時

間を比較できること。また別紙２に示す気象・海象データを航跡に

合わせて表示できること。1度間隔の緯度経度線を表示すること。0.

5度ごとの水温等値線の表示ができること。最適航路と船長航路の気



象海象影響、船速、機関回転数、機関出力、船首上下加速度、スラ

ミング発生確率、船首海水打ち込み発生確率をグラフで比較表示で

きること。海底地形図を表示できること。 

        ５）システムの操作方法の説明 

ウェザールーティングシステムの操作方法を担当職員に指導するこ 

と。 

６）システム及び取扱説明書の提供 

ウェザールーティングシステム及び取扱説明書（pdfファイル）を提

供すること。 

 

４．成 果 品   業務完了後は、下記の成果品を提出すること。 

取扱説明書 ３部（Ａ４版簡易製本） 

         電子媒体  ３部（システム及び取扱説明書の pdf ファイル） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



詳 細 仕 様 書 ② 

 

１．品  名   ウェザールーティング気象サービス提供業務 

 

２．業務目的    本業務は、平成２９年度開発強化連携プロジェクト「気象海象情報

を活用した漁船の安全性向上及び省エネ操業実現に向けた合理的運用

方法の開発」において、ウェザールーティングを用いた近海かつお一

本釣り漁船の省エネ・安全航路選択及び航海計画での利用方法を検証

するため、国立研究開発法人水産研究・教育機構にウェザールーティ

ング用気象サービスを提供することを目的とする。 

 

３．業務内容    近海かつお一本釣り漁船を対象としたウェザールーティングによる

省エネ・安全航路選択及び航海計画策定の検証に資する詳細仕様書①

に示すウェザールーティングシステムに対して気象データを提供する。 

１）稼働条件 

詳細仕様書①に示すウェザールーティングシステムで利用できるこ

と。 

２）気象・海象データの提供 

別紙２に示す気象・海象データを航路1日分において最大4回、1回の

リクエストに対して10分以内に、1ファイル最大300KBのサイズでイ

ンマルサットを利用して電子メールにより提供すること。気象デー

タメッシュサイズは等緯度等経度で0.1度×0.1度間隔以内とするこ

と。平成29年12月1日～平成30年3月31日のうち1か月間の予報データ

を当所担当職員と提供期間を打ち合わせの上、提供すること。過去

実績検証用気象データ(平成24年～26年)を提供すること。 

        

 



別紙１ 
近海かつお一本釣り漁船の操業海域（青枠） 



別紙 2 
 
気象・海象データ 
(1) 風、海面気圧、波、500hPa 等圧面高度、気温(6 時間ごとに更新されたものであること) 
(2) 海流、海面水温(毎日更新されたものであること) 
(3) 台風(6 時間ごとに更新されたものであること) 
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