
様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

1
東京リース（株）レンタル事業本
部

パソコンとコピーのレンタル
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.22 806,190 随意契約
事業の運営上、事業で募集した大量の申請書を整理のための機器を一時的に用意する必
要があるため。（第34条第2項5号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

2
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

経理システム及び事務処理用パソコン賃
貸借

資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H18.4.1 811,440 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

事務処理用パソコンの賃貸借
資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H18.4.3 811,440 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

4 東京リース（株） 事務機器賃貸借（新事務所追加分）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 817,992 随意契約 少額による随意契約（会計規定第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

5
ベンチマークテック・コーポレー
ション

ポスターセッション実施場所等借料　一式
資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.12.1 829,290 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

6 エリアリンク（株） 麹町スクエアビル駐車場賃貸借
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 840,000 随意契約
当センターが入居をしているビル併設の駐車場であり、利便性がよく、機械式駐車場で入庫
時には外部と遮蔽され防犯効果も高いため、オーナであり東急不動産から委託管理を受け
ている同社を選定する。（会計規程第３４条２項１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

7
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材の開発及び提供・普及業務に
使用するﾉｰﾄ型ﾊﾟｿｺﾝのﾘｰｽ

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 850,752 随意契約 リース契約の継続（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

8
センチュリー･リーシング･システ
ム（株）

経理システム及び事務処理用パソコン賃
借料

資金前渡出納員、事務参事、山本
幸三

H18.4.1 861,840 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

9 日立キャピタル（株） カラー複合機　リース料
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.4.6 868,140 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

10
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（

複写機の賃貸借及び保守 konica
7145（権利化支援担当)

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.4.1 877,188 随意契約
再リース期間中の物件であり、稼動に問題はなく、経済面から考えて、当年度も再
リース契約を継続。（会計規程第34条第2項第4号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

18

11
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

ReaD用機材（統合検索用）の増設賃貸借
（再リース）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 877,272 随意契約 当該機器を継続して賃貸するため。（会計規程34条第2項1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

12
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

事務所経理システム用機器の賃貸借
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 879,480 随意契約 リース契約（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

13 日立キャピタル（株）
フェロー用ＰＣ１７年度再追加導入（賃貸
借）

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 882,756 随意契約
平成１６年７月より賃貸借を行っていたものを耐用年数の観点からも問題がないので継続し
て選定する。（会計規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

14 富士ゼロックス（株） コピー機保守料１２月分
資金前渡出納員、事務参事、井口
洋平

H18.4.1 893,589 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

15
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（

複合機賃貸借及び保守契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 894,600 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲であるため。（会計規程第34条第２項４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

16 芙蓉総合リース（株） 什器備品等賃貸借リース（4～3月）
資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.4.1 894,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

17 日立キャピタル（株） 複写機の賃貸借
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 910,980 随意契約 継続リースであるため、一者随意契約とした（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

18 芙蓉総合リース（株）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ領域事務所　什器・備品リー
ス料

資金前渡出納員、事務参事、橋本
常七

H18.4.1 912,996 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

19 日立キャピタル（株） 事務機器の賃貸借
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 928,620 随意契約 リース契約（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

20
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）

複写機賃貸借保守②
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 932,400 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。（会計規程第34条第2項1号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

21 日立キャピタル㈱ パソコン等賃貸借
分任契約担当者　経理部長
佐藤薫

H18.4.1 937,440 随意契約
平成１７年１０月に３年間のリースを前提として当初の契約を締結している。解約する正当な
理由がない場合、平成２０年９月末日まで契約は自動延長されることになっており、競争入
札を行うことは適当でないと考えられるため。（会計規程第３４条第２項第４号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

22 日立キャピタル（株） パソコン等賃貸借
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 937,440 随意契約 継続リースであるため、一者随意契約とした（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

23
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）

複写機の賃貸借・保守契約
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 938,700 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

24
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）

OA用モノクロコピー機の賃貸借保守契約
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.5 942,932 随意契約 少額による随意契約（会計規定第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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25
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）

複写機器賃貸借契約
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 961,632 随意契約
本件は平成１５年５月より継続して賃貸借を行うものであり、コピー機の性能としても申し分
なく、故障時の対応も迅速であり、また継続によりコストを大幅に削減することが可能であ
る。（会計規程第３４条２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

26
（株）国際電気通信基礎技術研
究所

共同研究契約に係る賃借料等支払い
（後安）/Ｈ18.4～Ｈ19.3

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.4.1 963,900 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

27
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ領域事務所　貸借料
資金前渡出納員、事務参事、橋本
常七

H18.4.1 966,924 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

28 （株）佐藤建築設計工務所 川口分室借料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 973,001 随意契約 本契約先は当該物件の賃貸人である。（会計規程３４条第２項１号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

29
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）

コピー機賃貸借及び保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 981,792 随意契約
見積もり合わせ実施。今後3年間（平成21年３月31日まで）は同社とリース契約により締結。
（会計規程第３４条の２の４）

見直しの余地あり 競争入札に移行

30
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

事務処理用ﾊﾟｿｺﾝ貸借料
資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H18.4.1 987,840 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

31 日立キャピタル（株）
東京特許化支援事務所用ＰＣ
の賃貸借

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.4.1 990,360 随意契約
リース期間中の物件であり、当年度はリース契約を継続するため、契約相手先とし
て選定。（会計規程第34条第2項第4号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

18

32 オリックス・レンテック（株）
平成18年度実施予定教員研修会において
使用するPCレンタルの件

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.31 995,295 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

33 （財）名古屋産業科学研究所
委託研究「磁気プロトニクス原理による歯
根膜活性化と歯周病予防技術の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.8.18 1,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

34 愛知製鋼（株）
委託研究「磁気プロトニクス原理による歯
根膜活性化と歯周病予防技術の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.8.18 1,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

35 石川県知事
「天然物由来抗菌性コーティング材の開
発」

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.9.1 1,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

36 石川県知事
「メソポーラスシリカを用いた鉛濃縮材料の
開発」

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.9.1 1,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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37
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）

コピー機賃貸借及び保守
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.5.1 1,000,831 随意契約
本件は平成１５年５月より継続して賃貸借を行うものであり、コピー機の性能としても申し分
なく、故障時の対応も迅速であり、また継続によりコストを大幅に削減することが可能であ
る。（会計規程３４条２項１号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

38 住友不動産（株） 会場使用料 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.8.31 1,001,700 随意契約
会場の賃貸借に係る契約で、当該賃貸借物件でなければ目的を達成することができないた
め（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

39
（株）エヌ・ティ・ティファシリティ－
ズ

本部ＯＡルーム用無停電電源装置保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,008,000 随意契約
契約相手先は、無停電電源装置（UPS)を導入した業者である。また、UPSの製造販売を行う
と共に、２４時間の監視サービスセンターを有し、室の高い保守サービスを期待できる。
（会計規程第３４条第２項４号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

40
特許業務法人 原謙三
国際特許事務所

特許調査手数料一式「育成研究に応募さ
れた課題に関する特許調査」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.7 1,008,000 随意契約
当機構の嘱託弁理士であり、機構の他事業における同様の特許調査を行うなど、機構の業
務に精通しているため

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

41 芙蓉総合リース（株） FAX賃貸借（4～3月）
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H18.4.1 1,011,220 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

42 オホーツク地域振興機構
特定のアミノ酸生成能に優れた食用植物
の食品加工適性の検討

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.14 1,013,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

43 （株）シービーケー 書庫電灯増設工事
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.1 1,013,250 随意契約 見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

44 （財）日本システム開発研究所
資金・予算管理ｼｽﾃﾑの年度切替作業
(戦略)

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.25 1,017,450 随意契約
契約の相手方は本件システムの開発業者であり、同システムへの各種機能追加・改造は同
業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

45 （株）フジミック インターネットロボット競技会運用
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,018,500 随意契約
本業務を継続して担当してきたことから、豊富な知識・ノウハウ・経験を有するため。（会計
規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

46 （株）新興精機 ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ(SC付)移設一式
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.10.19 1,020,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

47 ブルカー・エイエックスエス（株） X線回析装置修理　基本料金
資金前渡出納員、事務参事、松江
光昭

H18.4.3 1,020,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

48
センチュリ－・リ－シング・システ
ム（株）

事務用ﾊﾟｿｺﾝ賃貸借 資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.4.1 1,021,464 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

49 芙蓉総合リース（株） 複写機の賃貸借契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,021,860 随意契約
本件は契約相手先と平成16年7月から36ヶ月ﾘｰｽ契約で締結している継続契約のため。
（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

50 みずほ信託銀行年金数理部 退職給付債務等計算業務
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.4 1,022,700 随意契約

給与システムのソースプログラムの著作権は本システムの製造業者であるみずほ情報総
研（株）が有しており、その関連会社であるみずほ信託銀行年金数理部以外への開示は行
われていない。よって本システムのプログラムの改修作業を行えるのはみずほ信託銀行年
金数理部のみであるため。
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

51 理科研（株）津営業所 ペプチド合成 KS-0170　１件　他１件
資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.11.2 1,023,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

52 （株）エスアールエル 唾液中コルチゾール検査料 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.7.4 1,025,325 随意契約
内容の専門性から、契約の目的を達成できる契約相手方が同社しか見当たらなかったため
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

53 （財）日本システム開発研究所
H18年度新設事務所資金・予算管理シス
テム導入

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.20 1,025,640 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

54 （株）ティーエス・プロパティーズ 事務所清掃業務　18年4月～19年3月分
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,030,428 随意契約 契約の相手方は、事務所賃貸借契約先の指定業者である。（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

55 新日鉄ソリューションズ（株） 総合情報システム運用回線の接続変更
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.14 1,031,940 随意契約

新日鉄ソリューションズ(株)は、当該VPNネットワークと、これに接続されるJST東京本部構
内LANの設計・構築作業を行っており、接続環境や設定内容を熟知している唯一の会社で
ある。他の会社と契約した場合、接続の品質を維持できない。（会計規程第３４条第２項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

56 （株）日本旅行
ハワイ研修交通費等
18-1618-25

前渡資金出納員、事務参事、岸本
武久

H18.6.21 1,034,500 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。実績も多く、目的を十分に理解し円
滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

57 （株）エポリードサービス
ナノ立体構造電子デバイス作成装置TFE
－Tip交換　　1式

資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H18.9.8 1,035,006 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

58 富士ゼロックス埼玉（株） 複写機保守（年契）
分任契約担当者　研究支援部長
伊藤　洋一

H18.4.1 1,035,720 随意契約 契約の予定価格が少額である（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

59 ヤフー（株） サイエンスポータル　デザイン変更
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.22 1,039,500 随意契約
契約相手先は既調達物品等の作成業者であり、本件は既調達物品等の変更を行うことか
ら、既調達物品等の連接使用の確保が必要なため。（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（19年
度契約から）

60 新日本環境調査（株） 東京湾水温測定業務
資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.10.20 1,039,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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61 (株)リコー 複写機の保守･消耗品の供給
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,040,000 随意契約 当該機器が契約相手先の機種であるため。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

62 国立成育医療センター 委託研究契約(藤本)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,040,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

63 日本電信電話（株） 委託研究契約（赤崎）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,040,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

64 綜合電子（株）
過搬式ﾏｲｸﾛ波放射計用ｼｪﾙﾀｰ内ｺﾝﾄﾛｰ
ﾗｰ修理

資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H19.1.10 1,041,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

65 （財）大阪科学技術センター
平成18年度「権利化試験終了後の追跡調
査に関する業務」

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H19.1.9 1,042,000 随意契約

実用化に向けた進捗状況調査、調査結果の分析等を行うためには、試験チームの権利化
の進行状況等を経時的に追うことや各課題の比較を行うことが必要であるため、フォロー
アップを適確に行ってきた実績を有する(財)大阪科学技術センターを業務委託先として選
定。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

66 徳島酸素販売（株） ﾅｲﾄﾗｲﾄﾞ系半導体MOVPE装置点検・修理
資金前渡出納員、事務参事、星
昭一

H18.8.4 1,042,230 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

67 （株）池田理化 共焦点レーザー顕微鏡レーザー交換作業
資金前渡出納員　事務参事　相澤
貞夫

H19.1.23 1,042,650 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

68 MDSソリューションズ（株）
MAGNUM-SERVO‐ES4　基板開発　設計
代

資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.8.25 1,044,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

69 （株）リコー ｶﾗｰ複写機(ﾘｺｰ)の保守及び消耗品供給
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,046,016 随意契約
既存物との互換性・連接性
（会計規程第34条2号(1)）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

70 八洲薬品（株）
MBL-ﾎﾟﾘｸﾛｰﾅﾙ抗体受託作製 抗原名
prdml

資金前渡出納員、事務参事、櫻井
健

H18.6.21 1,046,850 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

71
京セラコミュニケーションシステ
ム（株）

ホームページ異常監視ソフトの保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,047,816 随意契約
同社はホームページ異常監視ソフトの納入者であり、常に 新のモジュールを入手するた
めには同社と保守契約を結ぶ必要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

72 新日鉄ソリューションズ（株） 業務用ﾒｰﾙｻｰﾊﾞ機器の保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,050,000 随意契約

本件は、業務用メールサーバとして用いている機器類の保守を委託するものである。契約
相手先は本メールサーバの構築を行い、機器類を熟知している。また、十分な技術力を有
し、稼働監視および障害時の対応に迅速かつ正確な対応を期待できる。（ハードウェア機器
保守は納入業者に絞られる）
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行
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73 日本電子（株）
NMR装置における年間保守費　（2006年4
月1日～2007年3月31日）

資金前渡出納員　事務参事　嶋田
康夫

H18.4.1 1,050,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

74 ダイキン工業（株）
MaterialsStudioｿﾌﾄｳｪｱAccelrys社製ﾗｲｾﾝ
ｽ使用料（Token10式）

資金前渡出納員　事務参事　嶋田
康夫

H18.5.22 1,050,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

75 （有）クリックトライ 事務委託費 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.5.25 1,050,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

76 （株）トランスジェニック 2610528A17Rik キメラマウス作製
資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.6.1 1,050,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

77 （株）矢野経済研究所 各種研究会用DM発送リスト作成業務
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.22 1,050,000 随意契約
科学技術に関する専門的知識を有する業務であり、契約の性質又は目的が競争に付する
ことに適さないため。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

78 理科研（株）津営業所
One-Pass ｼｰｹﾝｼﾝｸﾞ受託解析 4000ｻﾝﾌﾟﾙ
１式

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.7.19 1,050,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

79 （株）トランスジェニック
2610528A17Rik ｼﾞｬｰﾑﾗｲﾝ･ﾄﾗｯｽﾐｯｼｮﾝ確
認

資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.9.1 1,050,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

80 （株）サイエンティフィックつくば サテライト茨城ホームページ作成費 資金前渡出納員　山下昌二 H18.9.6 1,050,000 随意契約 契約の予定価格が２００万円以下であるため（会計規程第34条第2項4） 見直しの余地あり 競争入札に移行

81
（株）日本工業新聞社（フジサン
ケイビジネ

全日本科学機器展in東京2006出展
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.1 1,050,000 随意契約
本展示会への出展がJSTの存在価値を高め、認知度を上げ、効果的な宣伝となるため（会
計規程第３４条の２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

82 （株）日鉄技術情報センター 発光素子に関する特許調査
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.30 1,050,000 随意契約
少額のため。（会計規程第３４条第２項第４号）
また、特許マップ等の作成業務であり、その技術分野および特許に関する高い専門性が必
要とされたため。（会計規程第３４条第２項第５号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（H20
年度から）

83 （株）ウイルアライアンス CD-ROM制作「日本再発見マップ」
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.16 1,050,000 随意契約
本コンテンツ制作会社であるため著作権処理が円滑に行え、かつ、そのデータ構造や権利
確認を熟知しているため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

84 （株）トラフ建築設計事務所 空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ業務【地下展】
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.2.2 1,050,000 随意契約

本企画展のコンセプト、アイディアを活かすために１）物語構成を活かした空間デザインで受
賞歴がある、２）ユニット、モジュール化した空間デザインで受賞歴がある、３）複数のデザイ
ナーによる会社である等の理由から(株)トラフ建築設計事務所が 適であるため。（会計規
定第34号2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施
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85 （株）三菱総合研究所
理数大好きモデル地域事業
連絡協議会調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.20 1,050,000 随意契約
契約相手方は理数学習支援事業及び本事業について精通しており、かつ、関係機関とネッ
トワークを有する。また、広範にわたる分野の調査実績を有することから、効率的かつ的確
に調査・分析を行うことができるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

86 （株）日刊工業広告社
日刊工業新聞広告記事及び
BUSINESSLINEﾃｷｽﾄﾊﾞﾅｰ掲載

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.14 1,050,000 随意契約
新聞購読者やwebサイト訪問者への対象を絞った効率的な広告を行うには、日刊工業新聞
が 適であり、その代理店である（株）日刊工業広告社は、効果的な広告文の提案ができる
唯一の企業であるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

87 ＮＴＴナビスペース（株） ターゲットメールの送信
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.14 1,050,000 随意契約
本件でターゲットとする技術者へのメール送信が可能である。　（会計規定第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

88 ネプラス(株) 鉄製フレームの輸送･搬入（ｼﾞｵｽﾍﾟｰｽ）
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.6.12 1,054,614 随意契約
本機器の日本における代理店は（株）ネプラスであり、取り扱いに注意を要することから、他
に依頼できなかったため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

89 （株）ＳＰフォーラム ﾒｶﾞｽﾀｰⅡｺｽﾓｽ 新規番組の音響制作業務
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.1.15 1,056,300 随意契約
メガスターⅡのシステムは、未来館にて開発した経緯があり、特別な音響システムになって
いるため、開発時からの経緯を知っている業者でなければ、製作することが困難であるた
め。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

90 （株）エポリードサービス
気相成長その場観察用走査電子顕微鏡保
守請負　1式

資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H18.4.24 1,058,400 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

91 マツダオートリース（株） 水素自動車の賃貸借
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.20 1,059,051 随意契約
未来館事業に対する寄附行為として、展示を支援するため水素ロータリー自動車が提供さ
れることとなったが、当該自動車のメーカーのリース会社がマツダオートリース(株)であるた
め。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

92 （財）生産開発科学研究所
ICORP「RNAｼﾝｾﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｰ」PJ研究
実
施場所兼事務所　賃貸契約（生産研）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.5 1,059,945 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

93
（株）リクルートマネジメントソ
リューション

新任管理職研修
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.27 1,060,500 随意契約
（株）リクルートマネジメントソリューションズが制度構築を行ったため。
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（H20
年度）

94 （株）トランスジェニック ES細胞の微生物検査、ｷﾒﾗﾏｳｽ作成 1式
資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.6.1 1,065,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

95 大星ビル管理（株） サイエンスプラザ４階事務室清掃作業
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.5 1,065,782 随意契約
契約相手先は、サイエンスプラザビルの管理・清掃業務を委託されており、事前の作業内容
の確認・指示等を省力化できる。
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

96 ケイアンドカンパニ－（株） 高齢者給与の調査・枠組み策定等業務
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.26 1,066,800 随意契約

３２．の見積り合わせをした段階で機構の人事制度検討のための現状分析を行っており、状
況を詳細に把握していることから、業務の連続性が確保され、効率的な執行が可能となるた
め。
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（H20
年度）



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

97 北海道立工業試験場
H18顕-2-061(北海道立工業試
験場)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,070,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

98 綜合警備保障（株） 機械警備料
資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.4.1 1,071,000 随意契約
プラザ大阪の機械警備を継続して依頼しているため、一者随契とした。（会計規程第３４条
第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

99 （株）東レリサーチセンター 委託研究契約(杉山)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,076,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

100 サントクエンタープライズ（株）
ハワイ研修引率交通費等
18-1808-1

前渡資金出納員、事務参事、佐藤
隆

H18.7.20 1,076,400 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。前年度実績もあり、目的を十分に
理解し円滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

101 理科研（株） Mariner　修理代　S/N　5127　一式
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H18.6.1 1,076,775 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

102 （財）日本システム開発研究所
資金・予算管理ｼｽﾃﾑの年度切替作業（さ
きがけ）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.15 1,077,300 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

103 （株）アイネス Web配信サーバの移行
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.19 1,081,500 随意契約

実施に当たっては、クライアントのプログラム内に埋め込まれているサーバ情報を変更し、
モジュールを再作成する必要があり、既存部分との整合性を保つことが必須である。よって
開発元である（株）アイネス以外には本作業を行うことができないため。（会計規程第３４条
第２項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

104 トップツアー（株）
ハワイ研修交通費等
18-1819-67-01

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H19.3.8 1,082,650 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。十分な実績もあり目的を十分に理
解し円滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

105
キャノンマーケティングジャパン
（株）

カラーコピー機（再リース）保守
分任経理担当者
経理部長　加納富次雄

H18.12.15 1,088,745 随意契約
本件は継続して賃貸借を行うコピー機の保守を販売元に依頼するものでであり、故障時の
対応も迅速であり、また継続によりコストを大幅に削減することが可能である。（会計規程３
４条２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

106 （財）日本科学技術振興財団 連携事業課webｻｰﾊﾞの保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,090,320 随意契約
契約相手方はサーバの導入・設定を行ったため機器及び課のネットワークについてノウハ
ウを有するため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

107 （株）アート録音 テープ起こし
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.19 1,096,200 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。(会計規定第３４条第２項第４号) 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

108 （株）新大宗ビル
「平成１８年度スーパーサイエンスハイ
スクール連絡協議会」の会場手配

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.2 1,096,725 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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109 幸和商事（株） 引越し作業（事務室、実験室）
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.12.14 1,096,725 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

110 ＮＥＣリース（株） 特許出願申請管理ＤＢサーバ賃貸借
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.19 1,097,649 随意契約
契約の予定価格が少額であるため複数者による見積もり合わせを行い、契約相手先
を選定。（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

111 日立キャピタルオートリース（株） オートリース契約
資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.4.1 1,098,405 随意契約 継続リースであるため、一者随契とした（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

112 （株）日本旅行
未来館筑波研修交通費等
18-1809-32

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H18.8.8 1,098,800 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。前年度実績もあり、目的を十分に
理解し円滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

113 （財）電力中央研究所 共同研究費（電力中央研究所）
分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.6.1 1,100,000 随意契約
公募により採択された機関との共同研究契約に基づき、参画機関と覚書を締結。契約の性
質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

114 （学校法人）新潟薬科大学
委託研究（ＦＳ）「大腸菌によるバイオマス
から２ーデオキシーシロローイノソースの発
酵生産システムの開発」

前渡資金出納員　泉　直行 H18.7.3 1,100,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

115 石川県知事
乳酸菌を用いたストックの切花品質保持技
術の確立

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.7.11 1,100,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

116 東邦大学
男女両性に適用可能な，経口，経皮両用
の発毛・育毛藥開発研究

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.7.20 1,100,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

117  （株）カーボテック
委託研究「ｺｰﾋｰ滓を原料とする安全な水
処理用ﾅﾉﾎﾟｰﾗｽ吸着剤の試験研究」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.4 1,100,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

118
学校法人　高梁学園
九州保健福祉大学

サテライト宮崎委託研究「効果的な薬物療
法を目的とした臨床検査値より組織移行性
を推測するための手法の開発」

前渡資金出納員　山田　昭男 H18.9.15 1,100,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

119 秋田県立大学
H18顕-3-357(秋田県立大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 1,100,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

120 オリエンタル技研工業（株） ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ解体作業 資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.10.26 1,100,400 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行



様式３－２
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

121 （株）日本旅行
理研阪大研修交通費等
18-1825-5-01

前渡資金出納員、事務参事、岸本
武久

H18.8.30 1,100,880 随意契約 少額のため、見積合わせを実施。（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

122 （株）帝国データバンク 企業調査（年契）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,102,500 随意契約

企業調査における高度な専門的知識を有しており、その報告内容には信頼性があり、かつ
質が高く、委託予定企業選定において十分な資料となっているとともに、国内トップクラスの

新企業情報を保持しており、必要となる企業情報調査を迅速に的確かつ着実に実施する
ことができるため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
平成20年以降当該事
務の委託等を行わない
もの

123 栃木家田化学（株） 保守契約料　ABI 7900HT
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.4.3 1,102,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

124
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ（株）

一般公開に向けたデジタル教材改修作業
（ｃｐ0370ａ植物！小さな体の～）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.27 1,102,500 随意契約
既存システムからの機能の独立、管理ツールの改修作業等、既存システムを構築した者が
構築することが効率的であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

125 （株）日立情報システムズ
整理標準化データ取り込み用アプリケー
ション購入

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.26 1,102,500 随意契約
既に調達済みの特許管理システムに搭載するソフトウェアであり、本ソフトウェアは本システ
ム製造元の(株)日立情報システムズだけが取り扱っているため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

126 武蔵光学（株）
キーテクノロジー研究開発業務室清掃作
業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.1 1,104,280 随意契約
九段センタービル指定の清掃会社であり、競争を許さないため（会計規程第３４条第２項１
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

127
ベンチマークテック・コーポレー
ション

第三回公開シンポジウム会議室等借料
一式

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.12.1 1,104,433 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

128 日立キャピタル（株） パソコンのリース契約　７台
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,108,800 随意契約
本件は該当機器のリース契約物件であり、契約期間終了まで競争を許さないため（会計規
程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

129 ニッセイ同和損害保険（株）
貨物海上保険（2006年5月27日～7月25
日）

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.4.26 1,109,619 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

130 埼玉県産業技術総合センター
H18顕-1-058(埼玉県産業技術
総合センター)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 1,110,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

131 （株）富士通ビジネスシステム
「物質と光作用」領域事務所　機器導入
作業

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.1 1,110,900 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

132 芙蓉総合リース（株） 什器・備品等の賃貸借　他6件
資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H18.4.3 1,111,296 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

133 （株）トクチョー 融資先に関連する調査（吹谷）
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.16 1,113,000 随意契約
(株)トクチョーは豊富な資料、情報源、経験を駆使した高度な技術を持っている。調査内容
のせいかくさ、迅速性も高く、側面調査重視の秘密保持においても信頼できるため。（会計
規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

134 協同リース（株）
ＪＳＴサテライト岩手パーソナルコンピ
ュータ他の賃貸借

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,113,336 随意契約 継続リースであるため、一者随意契約とした（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

135
（株）サイマル・インターナショナ
ル

「中国総合研究センターホームページ資
料」に関する翻訳業務

分任経理担当者
経理部長　加納富次雄

H19.1.4 1,113,840 随意契約
中国センターオープニング記念シンポジウムの同時通訳を実施した業者であり、ホームペー
ジの内容も同シンポジウムが中心であったこと、また日中翻訳に極めて定評のあるトップ企
業であるため。（会計規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

136 （株）地圏環境テクノロジー
H18顕-3-080(地圏環境テクノ
ロジー)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 1,115,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

137 （財）日本科学技術振興財団
南アフリカ国際イノベーションフェアの
開催準備と運営管理

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.3 1,118,071 随意契約
イベント出展の取りまとめ機関（文部科学省）による指定のため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

138 （社）化学情報協会 SciFinder 310 ﾀｽｸﾊﾟｯｹｰｼﾞ
資金前渡出納員、事務参事、井口
洋平

H19.1.31 1,119,720 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

139 （有）バーサット
大規模辞書登録候補データのチェック・登
録作業③

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.5 1,119,888 随意契約
作業基準の精通､専門分野・言語等の処理体制確保､の観点による。他業務である文献
データベース作成工程及び作業期間に支障を来すことなく当辞書データを作成できる機関
は他にないため。（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

140
（株）日立ハイテクフィールディン
グ

日立S-4700Ⅱ形走査形電子顕微鏡保守
契約

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.4.1 1,123,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

141 （株）レビックグローバル 「組込みOS」領域HP製作
分任契約担当者、研究領域総合運
営室長、臼井勲

H18.10.31 1,123,500 随意契約
契約の予定価格が少額であったため、２人以上から見積書を聴取し、 低価をもって随意
契約とした。（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

142 （株）トクチョー
融資先に関する調査の件(中澤＆丸勝
産業㈱）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.12 1,131,070 随意契約
(株)トクチョーは豊富な資料、情報源、経験を駆使した高度な技術を持っている。調査内容
のせいかくさ、迅速性も高く、側面調査重視の秘密保持においても信頼できるため。（会計
規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

143 芙蓉総合リース（株） 研究実施場所（２）什器・備品の賃貸借
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,132,740 随意契約 リース契約（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

144 サンフロンティア不動産（株）
ICORP-SORSTｶﾙｼｳﾑ振動PJ事務所
賃貸契約

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,134,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5
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145 創英国際特許法律事務所
（源泉）特許調査（創英国際特許法律事
務所）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.16 1,134,000 随意契約
応募件数が締切まで確定しない上、締切後3週間程度で調査完了する必要があるため、委
託開発制度趣旨を理解した迅速な特許調査の出来る当該事務所と契約を行った（会計規
定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

146 新日鉄ソリューションズ（株）
東京本部－支所・関連会社InternetVPN
回線使用料

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,137,780 随意契約

新日鉄ソリューションズ(株)は、当該VPNネットワークと、これに接続されるJST東京本部構
内LANの設計・構築作業を行っており、接続環境や設定内容を熟知している唯一の会社で
ある。他の会社と契約した場合、接続の品質を維持できない。（会計規程第３４条第２項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

147 （有）ゼット企画
「Science Window」創刊準備号の発送に
かかる業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.17 1,139,116 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

148 （有）ゼット企画
産と学 紹介DM発送作業(11/24同志社大
学 12/15-16さきがけﾗｲﾌﾞ2006案内用)

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.31 1,139,468 随意契約
研究報告会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり
競争入札に移行(総合
評価）
（20年度契約から）

149 （株）日本触媒 委託研究契約（林）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 1,144,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

150 （株）ミツエーリンクス ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｻｲﾄﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.11 1,144,500 随意契約
当機構が定める随意契約の限度額を下回る契約（見積合わせ）のため。（会計規程第34条
第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

151 日立キャピタル（株） 事務機器の賃貸借
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,146,600 随意契約 リース契約（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

152 （株）池田理化 ﾚｰｻﾞｰ光源取替え
資金前渡出納員、事務参事、日向
紀英

H18.12.15 1,146,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

153 大阪市 建物賃借料 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.4.1 1,148,140 随意契約
地方公共団体との契約であり、競争によることができないため（会計規程第３４条第２項第１
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

154 (株)内藤一水社 副館長採用公募掲載料（日経）
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.6.6 1,148,700 随意契約

(株)内藤一水社は掲載依頼から広告掲載までの事務等が迅速かつ正確であり、新聞の主
要全紙に広告欄掲載が可能なネットワークを有しており、採用試験の時期が不定期で、起
案日から極力早く人材を確保したい当館の状況を勘案した場合に 適な業者であるため。
（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

155 （株）ティ・アイ・ディ
ｻｰﾊﾞ計算機:Integrity rx4640(HP)年間保守
契約

資金前渡出納員、事務参事、倉本
信義

H18.4.1 1,149,120 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

156 コクヨショールームサービス（株）
ｼﾞｮｲﾝﾄｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(5)開催に伴うｺｸﾖﾎｰﾙ使
用料　5/17～18

資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.5.12 1,149,640 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別
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結した日
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（単位：円）
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

157 オーストリア大学 共同研究契約（長谷川）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,150,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

158 （有）アイシオール ｢deep_science｣編集委託業務
分任契約担当者　事務局長　菊池
文彦

H18.2.6 1,150,170 随意契約
（有）アイシオールは意欲的な取材や出版物の高い完成度等により出版業界で信頼を得て
いる編集会社であり、特に情報社会分野において意欲的な業者であり、本業務を請け負う
業者として 適であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

159 （有）ゼット企画
産と学との出合いの場 紹介DM発送作業
(11/30新潟大学､12/8首都大学東京案内)

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.20 1,154,068 随意契約
研究報告会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり
競争入札に移行(総合
評価）
（20年度契約から）

160 和研薬（株） 恒温室（三洋電機㈱　MBCR-2525）移設費
資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H19.2.28 1,154,475 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

161 （株）日経産業広告社 ナショナルジオグラフィック広告
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.2.21 1,155,000 随意契約
同社は、JREC-IN、ReaDにおいて雑誌広告の実績があり広告作成に必要な体制を整え、か
つJREC-IN、ReaDの事業概要を把握した上で効果的な広告デザインの提案ができる唯一
の業者であるため。（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

162 （株）ＮＨＫエンタープライズ
一般公開に向けたデジタル教材改修作業
（ｃｐ0270ｂ科学をささえた～）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.23 1,155,000 随意契約
企画提案公募において、審査会を経て採択された企画内容の改修であり、企画内容を実施
できる相手方は、採択された企画を提案した当該契約相手方以外に存在しないため。（会計
規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

163 東北化学薬品（株）秋田支店 DNAシーケンサー修理
資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H18.9.25 1,155,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

164 （株）富士通ビジネスシステム ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ新規制作
資金前渡出納員、事務参事、 首
八重子

H19.2.15 1,155,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

165
三菱電機ビルテクノサービス
（株）

実験室空調工事一式
資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H19.2.27 1,155,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

166 コクヨショールームサービス（株） コクヨホール　使用料
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H19.3.7 1,155,915 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

167 ヤマト運輸（株）西大阪主管支店
宅配便の利用（ヤマト運輸）18年4月～19
年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,156,100 随意契約
本業務は、円滑、確実な業務遂行が必要であるが、契約の相手方は、全国ネットが完備さ
れていること及び短期間で宅配可能なことから、業務遂行能力を有している。（会計規程第
34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

168
伊藤忠テクノソリューションズ
（株）

J-STAGE関連機器の移設(事前移動)
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.19 1,157,100 随意契約
既存物との互換性・連接性
（会計規程第34条2号(1)）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

169 富士ゼロックス（株） コピー機賃貸借料金及びプリント料金
資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.4.1 1,160,389 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

170 （株）紀伊國屋書店 derwent analyticsの利用一式
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.9.8 1,167,568 随意契約
本件の利用に関しては、トムソン・サイエンティフィック社と代理店契約を締結している必要
があり、前年度までの実績も考慮し、見積もりあわせにより決定した。（会計規程３４条２項）

見直しの余地あり 競争入札に移行

171 (株)内藤一水社 科学技術スペシャリスト採用公募掲載料
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.10.10 1,167,600 随意契約

(株)内藤一水社は掲載依頼から広告掲載までの事務等が迅速かつ正確であり、新聞の主
要全紙に広告欄掲載が可能なネットワークを有しており、採用試験の時期が不定期で、起
案日から極力早く人材を確保したい当館の状況を勘案した場合に 適な業者であるため。
（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

172 （有）ゼット企画
産と学との出合いの場　紹介DM発送作業
(10/24東京農工大、11/6高知工科大用)

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.10 1,168,668 随意契約
研究報告会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり
競争入札に移行(総合
評価）
（20年度契約から）

173 京都リサ－チパ－ク（株）
研究開発実施場所の賃貸借（347　融合性
骨修復材料ﾁｰﾑ）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,170,222 随意契約
研究開発実施場所の賃貸借であり、対象物件の立地、設備等の利便性から当該施設が
も適切と判断され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第
34条第2項の（1））

見直しの余地あり
平成20年以降当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

174 （株）サーベイリサーチセンター 場に関する調査費 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.11.29 1,170,750 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

175 （有）テラパブ
電子ｱｰｶｲﾌﾞ用データ変換
（地球電磁気・地球惑星圏学会）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.16 1,171,695 随意契約
データ形式に関する専門的知識・技術経験の保有の必要性
（会計規程第34条2号(1))

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（平成19年度より実施
済）

176 西鉄旅行（株）
未来館東大他研修交通費等
18-1717-20

前渡資金出納員、事務参事、岸本
武久

H18.6.30 1,171,925 随意契約 少額のため、見積合わせを実施。（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

177 新日鐵ソリューションズ（株） 東京本部別館２ＦフロアＬＡＮ工事
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.6.23 1,173,690 随意契約

本件は、東京本部と当センターの間の接続に係わる当センターのネットワーク機器及びＬＡ
Ｎシステム関連機器についての保守を委託するものである。本ＬＡＮシステムは基幹となる
ものであるため、保守を行うにあたってはＬＡＮ全体の構成及び運用方法について熟知して
いる必要がある。同社は機器の導入を行っており、またＪＳＴのＬＡＮシステムの機器構成及
び内容を熟知している。（会計規程３４条２項１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

178 ﾔﾏﾄ運輸（株） ｸﾛﾈｺﾒｰﾙ便年間利用契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,176,000 随意契約
契約先は、近隣に営業所があり利便性に優れており緊急な要請に対応可能なため（会計規
程第34条2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

179 ヤマト運輸（株） クロネコメール便の利用
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,176,000 随意契約
契約相手方のサービス内容が も適合と選定され、競争を許さないため（会計規程第３４条
第２項１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

180 （株）インフォグラム
「物質と光作用」領域事務所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作
成

資金前渡出納員、事務参事、藤永
重任

H18.10.27 1,176,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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181 正晃（株）
ジェネティックアナライザー3100の修理代
（004/70/0003-00）

資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.10.27 1,178,100 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

182 （株）池田理化 DNAｼｰｹﾝｻｰ修理費
資金前渡出納員、事務参事、解良
昭六

H18.11.13 1,178,730 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

183 （株）JTB 西日本
日本科学未来館研修交通費等
18-1820-2

前渡資金出納員、事務参事、岸本
武久

H18.5.30 1,179,400 随意契約 少額のため、見積合わせを実施。（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

184 （株）日立製作所
JDreamⅡ中国DB追加に伴う機器等賃貸
借

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.1 1,180,756 随意契約
既存システムの機器増設あり、システム、動作環境、機器を熟知している必要がある。既調
達物品等の調達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支
障が生ずるおそれがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

185
日本ケイデンス・デザイン・シス
テムズ社

CADENCEソフトウェア年間保守
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.4.12 1,181,250 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

186 （有）ゼット企画 産と学との出合いの場　紹介DM発送作業
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.22 1,181,538 随意契約
研究報告会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(総合
評価）
（準備期間を経たのち
20年度から）

187 （株）トクチョー
融資先に関連する調査（吹谷　他3
件）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.4 1,183,065 随意契約
(株)トクチョーは豊富な資料、情報源、経験を駆使した高度な技術を持っている。調査内容
のせいかくさ、迅速性も高く、側面調査重視の秘密保持においても信頼できるため。（会計
規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

188 （株）リコー 複写機保守及び消耗品の供給
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,184,040 随意契約 当該機器が契約相手先の機種であるため。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

189
（株）日本能率協会マネジメント
センター

2007年版　能率手帳
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.28 1,185,313 随意契約
（株）日本能率協会マネジメントセンターの能率手帳を基本としてJSTの手帳を作成している
ため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

190
中央光学出版（株）

PatentWebの利用
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,185,885 随意契約
Patentwebを運営している米国MicroPatent社の国内総販売代理店であるため契約相手先
として選定。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

191 （有）ゼット企画 産と学との出合いの場紹介DM発送作業
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.23 1,185,959 随意契約
研究報告会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(総合
評価）
（準備期間を経たのち
20年度から）

192 ㈱東レリサーチセンター ＴＥＭ観察
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H19.1.19 1,186,500 随意契約 研究に必要な高度特殊分析を行えるのは一者しかなかった。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札に移行
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193 リオン（株）
H18顕-3-321(リオン)委託研
究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 1,190,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

194 エヌ・ティ・ティ・リース（株） 研究室什器類借上げ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,194,480 随意契約 リース契約（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

195 （社）日本産業カウンセラー協会 産業カウンセリング
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,197,000 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。（会計規程３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

196 （株）ＧＩＳ北海道
共同運用：アジアの鳥類分布DBの機能
改善

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.25 1,197,000 随意契約

契約の相手方は、「鳥類分布DB」について概念設計の段階からDBの構築、公開・運用に至
るまで一貫して業務を担当し、DBシステムの内容について熟知している唯一の企業であ
り、、同システムの機能改善は同業者しかできないことから競争に適しないため。（会計規程
第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

197 ダイキン工業（株） CP用ｿﾌﾄｳｴｱﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ費用
資金前渡出納員　事務参事　長澤
睿

H18.11.10 1,197,052 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

198 （株）阪急カーゴサービス 貨物輸送業務契約(サテライト便）
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,199,205 随意契約
同社は当機構本部と東京本部との連絡便の貨物運送を請け負っていること、17年度に当該
業務を実施し円滑に遂行した実績があることによる契約（会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり 競争入札へ移行

199 ダイキン工業（株） アクセルリス社製ソフトウェア保守費
資金前渡出納員、事務参事、井口
洋平

H18.4.1 1,199,520 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

200 （財）日本科学技術振興財団
平成18年度科学技術系人材育成事業の
公
報活動推進業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,199,603 随意契約
契約相手方は同種の事業を長く実施し、ノウハウを蓄積するなど、広報活動に関する効率
的な実行が可能であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

201 （株）栄屋理化
ABI　塩基配列決定装置3100 Genetic
Analyzer 修理

資金前渡出納員　事務参事　相澤
貞夫

H18.6.7 1,199,625 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

202 （株）ジェーシービー（タクシー） タクシーサービス（ＪＣＢ）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,200,000 随意契約 認可料金であり、価格競争が存在しないため。(会計規程第34条２項１号） 見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。

203 （財）にいがた産業創造機構 JSTｻﾃﾗｲﾄ新潟賃貸借
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,200,000 随意契約
サテライト設置の際、地元自治体と協議の上、設置場所を指定されている（会計規程第３４
条第２項（１））

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

204
Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト
運営協議会

R&Bパーク札幌大通サテライト運営協議会
事業負担金

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.4.1 1,200,000 随意契約
負担金の支出であるため
（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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205 東京四社営業委員会
タクシー券の利用（東京四社営業委）　18
年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,200,000 随意契約
契約相手先は全国規模で台数も多く、 も効率的である。また、認可料金が同一であり、競
争になじまない。（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。

206 岐阜県生物工学研究所
委託研究「トラスジェニック昆虫細胞を利用
したIHKワクチンの開発研究」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.8.22 1,200,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

207 ㈱トリマティス
四光波光回折技術を利用した表面解析装
置の開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 1,200,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

208 インフォコム（株）
H18顕-2-150(インフォコム)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,203,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

209 北海道曹達（株）
H18顕-2-030(北海道曹達)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,205,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

210
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株）

HelioxACV(006/71/0127-00)改造一式
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.7.7 1,207,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

211 （株）ウィズウィグ 医学薬学予稿集記事索引等作成
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,209,600 随意契約

本契約先には文献データベース作成作業を発注しており、その作業の中で医学薬学予稿集
記事索引等作業に用いる資料の論文についても抄録索引作成を行っている。そのため作業
対象の資料が手元にある状態であり、本作業についても迅速に索引等の作成を行える。
よって本業務は本契約先にしか行えない。（会計規定第３４条第２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

12

212
（株）鉱工業海洋生物利用技術
研究センター

釜石ｾﾝﾀｰ利用料
資金前渡出納員、事務参事、牧野
敏侑

H18.9.29 1,209,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

213 （株）アプロサイエンス MALDI-TOF MSによるPMF分析
資金前渡出納員　事務参事　相澤
貞夫

H18.11.15 1,209,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

214 （株）アグレックス
科学技術理解増進ｼﾞｬｰﾅﾙ配布先ﾃﾞｰﾀ作
成

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.8 1,209,941 随意契約
ジャーナル配布先となる全国教育委員会の元データ「全国学校総覧」の全情報をＤＢで有す
る唯一の機関であっため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

215 ジオサーフ（株）
H18顕-2-025(ジオサーフ)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,210,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

216 富士通（株）
顧客認証DB及び予稿集全文DB開発用ｻｰ
ﾊﾞ保守　　18年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,212,372 随意契約
契約の相手方は、対象機器に関する設定等の実績を有し、細部にわたって把握しているこ
とから、円滑な業務遂行が達成できる。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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217 エヌ・エス・システム（株） 食堂管理システム保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,212,750 随意契約
本契約先は当該食堂管理システムの開発・導入業者であり、基幹プログラムの著作権を有
しているとともに、システム内容を熟知しているため不具合の発生時に迅速な対応が可能で
ある。（会計規程３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

218 （株）プライムインターナショナル
「劣化の科学」俯瞰ＷＳに関する準備、運
営業務

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.6.12 1,213,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

219 コクヨショールームサービス（株） 第５回公開シンポジウム会場費
資金前渡出納員　事務参事　相澤
貞夫

H18.6.2 1,219,975 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

220 （株）リコー 複写機の保守および消耗品の供給
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,222,452 随意契約
リース契約している複写機のメーカーであり、保守及び消耗品等の円滑な供給が出来るた
め。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

221 下道陽二 賃貸借契約（シモミチビル）
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.20 1,223,000 随意契約
事務所の賃貸借に係る契約で、当該賃貸借物件でなければ目的を達成することができない
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

222 （有）ゼット企画
産学共同シーズイノベーション化事業
産と学との出合いの場紹介DM発送作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.10 1,224,041 随意契約
研究報告会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(総合
評価）
（準備期間を経たのち
20年度から）

223
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

日化辞Webの機能増強ハードウェア等賃
貸借(平成17年度導入分)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H17.8.1 1,224,720 随意契約 既存のシステムとの互換性による。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

224 （財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所 資金予算管理ｼｽﾃﾑ事務所版機能追加
資金前渡出納員、事務参事、藤永
重任

H18.10.27 1,228,122 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

225
バリアンテクノロジーズジャパン
リミテッド

NMR修理代 資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.11.30 1,231,650 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

226 （株）日本旅行
つくば東大研修交通費等
18-1801-6

前渡資金出納員、事務参事、佐藤
隆

H18.6.13 1,236,440 随意契約 少額のため、見積合わせを実施。（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

227 日立キャピタル（株） 研修室用端末及び付属品の賃貸借
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,236,987 随意契約 当該機器を前年度に引き続きリースするもの。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

228 (株)東畑建築設計事務所
研究成果活用プラザ大阪　施設定期調査
等

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.4.1 1,237,950 随意契約
プラザ大阪の建物を設計した会社で、建物の維持管理に必要な調査や相談を行うため一者
随契とした。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

229 アルブラスト （株） Ｖ７９細胞を用いる細胞毒性試験費用
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.8.2 1,239,000 随意契約 研究に必要な高度特殊分析を行えるのは一者しかなかった。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

230 （株）トーコン・システムサービス
本部Windows Server 2003ソフトウェア
保守

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.26 1,241,100 随意契約

本件は、ファイル共有等の機能や性能を正常に維持するための保守、サポートである。契
約相手先はファイル共有等のシステムを導入した業者であり、環境を熟知しており、安全で
効率的な障害対応が期待できる。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

231 （有）ゼット企画
Science Window 創刊号にかかる
発送業務

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.6 1,241,256 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

232 （株）日本旅行
筑波研究学園都市サイエンスキャンプ研
修交通費等
18-1610-53-02

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H18.7.21 1,249,000 随意契約 少額のため、見積合わせを実施。（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

233 住商情報システム（株）
分子ﾃﾞｻﾞｲﾝ用ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ用追加ｿﾌﾄｳｴｱ
の保守料（18.6.1～19.3.31）

資金前渡出納員　事務参事　長澤
睿

H18.6.1 1,249,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

234 （株）エスアールエル 唾液中コルチゾール検査料 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.8.18 1,249,500 随意契約
内容の専門性から、契約の目的を達成できる契約相手方が同社しか見当たらなかったため
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

235 （株）パトリス
「J-STORE掲載特許の公開公報および公
開公報のpdf出力」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.5 1,249,500 随意契約 複数社による見積合わせにより契約締結したもの（会計規程第34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

236
（学）関西文理総合学園長浜バ
イオ大学

委託研究契約（学校法人　関西文理総合
学園　長浜バイオ大学）

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.4.1 1,250,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

237 （株）オプセル
H18顕-2-003(オプセル)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,250,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

238 （公立大学法人）大阪市立大学
研究開発実施場所の賃貸借（348　網膜投
影電子めがねﾁｰﾑ）平成18年度分

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,254,515 随意契約
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり
平成20年以降当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

239 藤田グリーンサービス（株） 「プロミネント車山」の年管理費等
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,254,600 随意契約 本契約先は当該施設の運営法人である。（会計規程３４条第２項第１号） 見直しの余地あり 競争入札に移行

240 東レ（株） 委託研究契約(吉川)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,258,800 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

241 （株）日経ＢＰマーケティング
記事提供サービス(日経BP社運営サイト
）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,260,000 随意契約
データ・ニュースソース等、販売価格が維持されている情報等を調達する場合で、供給元が
一に限られているため（会計規程第３４条の２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

10

242 日本ＳＧＩ（株） Origin3200年間保守契約
資金前渡出納員、事務参事、藤原
英樹

H18.4.1 1,260,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

243 武蔵エンジニアリング（株）
高速自動分注装置保守料金（H18.4.1～
H19.3.31）

資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.4.1 1,260,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

244 （株）トランスジェニック
ESクローン解析（ｻｻﾞﾝﾌﾞﾛｯﾄ解析による相
同組換ｸﾛｰﾝの検出）

資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.4.3 1,260,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

245 富士通（株）
一般公開に向けたデジタル教材改修作業
（ｃｐ0040e電気の働き）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.23 1,260,000 随意契約
企画提案公募において、審査会を経て採択された企画内容の改修であり、企画内容を実施
できる相手方は、採択された企画を提案した当該契約相手方以外に存在しないため。（会計
規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

246
ホテルマネジメントインターナショ
ナル（株）

京大他研修宿泊費等
18-1615-32-03

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H18.7.28 1,260,000 随意契約
多人数（180名）の宿泊が可能で研修先機関に非常に近く、価格も安価であるため（会計規
定第34条第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

247 中国化薬（株） 鈍性化した爆薬試薬　基礎ﾃﾞｰﾀ取得試験
資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H18.8.14 1,260,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

248 （株）エヌ・ティ・ビー映像センター
「北海道大学ＣＯＥ研究紹介番組の制作
」映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.31 1,260,000 随意契約
本件は、北海道大学との連携により番組制作を行うものであるが、同機関より制作業者の
指定を受けたため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

249 アルブラスト （株） ラット背部皮下埋植試験費用一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.10.24 1,260,000 随意契約 研究に必要な高度特殊分析を行えるのは一者しかなかった。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

250 （株）ｻｲﾏﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
戦略的研究拠点育成評価WG出張録音ﾃｰ
ﾌﾟ起こし等

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.27 1,260,000 随意契約
戦略的研究拠点育成評価WGでは、科学技術全般だけではなく多分野の専門的発言が多
いため契約者以外では作業がし難いため（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

251 アルブラスト （株） ラット頭蓋皮下埋植試験費用一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.10.31 1,260,000 随意契約 研究に必要な高度特殊分析を行えるのは一者しかなかった。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

252 （株）トランスジェニック Usp9x ｴﾚｸﾄﾛﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 薬剤耐性ｾﾚｸｼｮﾝ
資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.12.7 1,260,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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253 （株）トランスジェニック
2410127E18Rik ｴﾚｸﾄﾛﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 薬剤耐性
ｾﾚｸｼｮﾝ

資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.12.27 1,260,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

254 （株）千代田ラフト
映像コンテンツ制作「第５回全国こども
科学映像祭」（仮題）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.4 1,260,000 随意契約
当該業務をはじめ多くの類似業務を実施した実績を有するため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

255
（株）ミツエーＷｅｂコンサルティン
グ

産学官連携ｼﾞｬｰﾅﾙのアクセスログ解析
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.5 1,260,000 随意契約 見積合わせのため（会計規程第３４条の２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

256 （株）JTB首都圏
オーストラリア研修交通費等
18-1603-126-01

前渡資金出納員、事務参事、西本
直久

H18.11.22 1,260,560 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。前年度実績もあり、目的を十分に
理解し円滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

257
（株）ツクバ・インフォメーション・
ラボ

サテライト茨城開館記念式典開催業務 資金前渡出納員　山下昌二 H18.9.25 1,266,266 随意契約 契約の予定価格が２００万円以下であるため（会計規程第34条第2項4） 見直しの余地あり 競争入札に移行

258 和研薬（株）
ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞDNAｼｰｹﾝｻｰ3100用ﾚｰｻﾞｰﾍｯﾄﾞ交
換作業 1式

資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H19.1.9 1,267,350 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

259 （株）ＮＴＶ映像センター 「私の取れたて日本一」の英語版の制作
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.27 1,270,500 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

260 （有）ＳＫＩＰ－Ｎ 応募申請書出力業務
分任契約担当者　研究支援部長
伊藤　洋一

H18.4.3 1,275,750 随意契約 契約の予定価格が少額である（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

261 UNIVERSITY　OF　ARIZONA 水ｻﾝﾌﾟﾙ同位体分析費用　390個
資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H19.1.15 1,276,341 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

262
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

パソコン賃貸借一式
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,280,664 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

263 丹羽建設鋼業（株） フェムトレーザー実験室パーテイション
資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H19.2.28 1,282,050 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

264 （株）サンメディアｅ－Ｐｏｒｔ
ＪＤreamⅡ医学・薬学系特別研修会講師業
務

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.17 1,285,200 随意契約
本作業は、JDreamⅡの基本操作、データベース毎の特徴を踏まえた検索技能が求められ
る。契約の相手方は、十分な実績、経験、知識及び技能を有している。（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約
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265 （株）潮見サービス
ＳＳＨ事業指定校における物品の
動産総合保険

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.16 1,289,860 随意契約
契約相手方は業務に精通しており、様々なケースに柔軟に対応できるため。（会計規程第３
４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

266
朝日奈特許事務所　朝日奈　宗
太

特許・文献調査手数料　７課題分 資金前渡出納員　二階堂　知己 H18.9.29 1,290,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

267 （株）アオヤマ・フォト・アート
予感研究所展示用パネル制作・設営及び
撤去

資金前渡出納員、事務参事、橋本
常七

H18.4.10 1,291,421 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

268 ジャパンウェルネス株式会社 厚生施設衛生管理業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,295,437 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。（会計規程３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

269
（株）リクルートマネジメントソ
リューション

新人事制度にかかる新任管理職への研修
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.30 1,296,750 随意契約
（株）リクルートマネジメントソリューションズが制度構築を行ったため。
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（H20
年度）

270 （株）ＩＣＳコンベンションデザイン
『ノーベル賞受賞者特別講演会「高校生
の君たちへ」』の記録ＤＶＤ作成

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.21 1,299,375 随意契約
契約相手方が講演会の記録撮影一式を請け負っておりＤＶＤ撮影に必要なデータ等を全て
把握しているため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

271 （ＮＰＯ）エコデザインネットワーク 委託研究費 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.4.1 1,300,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

272 （株）豊田中央研究所 委託研究契約(稲垣)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,300,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

273 （財）高輝度光科学研究センター 委託研究契約（佐々木）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,300,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

274 （財）国際メディア研究財団 委託研究契約(武藤)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,300,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

275 （財）東京都医学研究機構 委託研究契約(村上)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,300,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

276 （財）野口研究所 委託研究契約（川上）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,300,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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277 国立国際医療センター 委託研究契約(河津)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,300,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

278 国立国際医療センター
委託研究契約「遅発性神経細胞死後の海
馬神経細胞の再生」（桐野）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,300,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

279 国立長寿医療センター 委託研究契約(深田)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,300,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

280 タカラバイオ（株） 委託研究契約(小山)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,300,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

281
（財）　九州システム情報技術研
究所

委託研究「コンピュータシステムの信頼性
見積もりツールのプロトタイピングおよび評
価」

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.7.5 1,300,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

282
福岡県工業技術センター機械電
子研究所

委託研究「圧力変動吸収式液体濃縮技術
の開発」

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.7.10 1,300,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

283 福岡大学
委託研究「超臨界流体中での圧力誘相分
離法によるマイクロ・ナノ粒子の表面改質
と完全分散」

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.7.10 1,300,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

284 福岡大学
委託研究「アンジオテンシン変換酸素
（ACE）の活性測定用蛍光気質の開発とそ
の応用」

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.7.10 1,300,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

285
福岡県工業技術センター機械電
子研究所

委託研究「抗藻性窯業建材の設計と製造
に関する研究」

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.8.1 1,300,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

286
秋田県農林水産技術センター総
合食品研究所

H18顕-1-099(秋田県農林水産
技術ｾﾝﾀｰ総合食品研究所)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H19.1.4 1,300,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

287 （株）トクチョー 融資先に関する調査の件(5)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.24 1,301,706 随意契約
(株)トクチョーは豊富な資料、情報源、経験を駆使した高度な技術を持っている。調査内容
のせいかくさ、迅速性も高く、側面調査重視の秘密保持においても信頼できるため。（会計
規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

288 （株）日刊工業広告社
委託開発制度説明会・開発成果報告会の
新聞広告掲載

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.20 1,302,000 随意契約 見積合わせ実施（会計規定第34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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289 （株）日刊工業広告社 委託開発公募の新聞広告掲載
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.9 1,302,000 随意契約 見積合わせ実施（会計規定第34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

290 UNIVERSITY　OF　ARIZONA 水ｻﾝﾌﾟﾙ同位体分析費用　400個
資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.9.26 1,303,236 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

291 日立キャピタル（株） ＰＣリース保守②
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,304,100 随意契約
を平成17年度に開始したリースの継続期間中であるため。
（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

292
センチュリー・リーシーング・シス
テム （株）

Ｈ１８年度事務室パソコン９台ほか賃借料
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.4.1 1,305,360 随意契約 リース契約の継続であるため（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

293 （学校法人）新潟工科大学
委託研究（FS）「粉末法による生体用チタン
合金の開発」

前渡資金出納員　泉　直行 H18.7.3 1,309,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

294 （株）トルネックス
吸煙カウンター等メンテナンス業務（東
京本部）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,310,400 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。（会計規程３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

295 新日鐵ソリューションズ（株）
キーテクノロジー研究開発業務室のネット
ワーク構築

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.19 1,310,400 随意契約
契約相手方は本件ネットワーク構築した業者でシステム及び作業の互換性・連動性の観点
から、競争を許さないため（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

296 （株）旭商会 熱分析測定DSC7修理
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H19.3.8 1,310,715 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

297 （株）エリオニクス ELS-7500TFE電子銃交換作業　一式
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H19.3.6 1,310,925 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

298 共立管財（株） 動物飼育室HEPAフィルター交換業務
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.3 1,312,500 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

299 （株）東レリサ－チセンタ－
炭素物質のﾏｳｽにおける単回静脈内投与
毒性試験

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.11.20 1,312,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

300 （株）東レリサ－チセンタ－
炭素物質のﾏｳｽにおける単回静脈内投与
毒性試験

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.11.20 1,312,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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301 ㈱東レリサーチセンター ＥＥＬＳ測定
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H19.1.8 1,312,500 随意契約 研究に必要な高度特殊分析を行えるのは一者しかなかった。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札に移行

302 （株）新興精機
ミリポア純水装置RO2000,T090輸送（京都
～熊本）

資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H19.1.17 1,312,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

303 （財）日本システム開発研究所
資金･予算管理システム追加開発（理解
増進部事務所版）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.29 1,312,500 随意契約
ＪＳＴの共通前渡資金処理システムとして契約相手方が開発したものの追加開発であり、シ
ステムを熟知していることから正確かつ迅速に対応できるため。（会計規程第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

304 （財）日本システム開発研究所
資金･予算管理システムの運用･保守
（国際共同研究）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,314,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

305 （株）ウィズウィグ 内閣府食品研究者名簿作成作業
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.28 1,314,537 随意契約 当機構の定める随意契約の限度額を下回る（会計規程第34条第2号第4号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

単価契約

306 （財）日本システム開発研究所
資金･予算管理システム（発展）の運用
・保守

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,314,600 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

307 （財）日本システム開発研究所
資金・予算管理システムの年度切替処理
作業

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.22 1,316,700 随意契約
当該システムを開発した業者以外はこの業務を行えないため（会計規程第３４条第２項
（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

308 サントクエンタープライズ（株）
ハワイ研修交通費等
18-1808-2

前渡資金出納員、事務参事、佐藤
隆

H18.5.22 1,320,000 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。前年度の実績もあり、目的を十分
に理解し円滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

309 ＪＦＥ環境（株） 7/4発表展示会向け輸送費用
資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H18.6.16 1,320,900 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

310 芙蓉総合リース（株） 什器・備品等賃貸借 資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.4.1 1,322,373 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

311 （株）千代田ラフト
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作「第四回ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｻｲｴﾝｽ＆
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ﾁｬﾚﾝｼﾞ(仮題)」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.22 1,323,000 随意契約
当該業務をはじめ多くの類似業務を実施した実績を有するため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

312
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

ネットワーク機器等リース保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,330,020 随意契約
を平成17年度に開始したリースの継続期間中であるため。
（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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313 （株）サンワ
平成17年度戦略的創造研究推進事業(ﾁｰ
ﾑ
型研究)研究年報CD-ROM作成及び送付

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.11 1,331,032 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

314 富士ゼロックス（株）
複合機(DoceCentre　f900PS)の保守
契約

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,338,024 随意契約 複合機の保守契約のため（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

315 （株）東京ロイヤルホテル 会場使用料及び備品使用料 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.12.20 1,340,115 随意契約
会場の賃貸借に係る契約で、当該賃貸借物件でなければ目的を達成することができないた
め（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

316 （株）JTB首都圏
オーストラリア研修交通費等
18-1603-127

前渡資金出納員、事務参事、西本
直久

H18.11.22 1,350,000 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。前年度実績もあり、目的を十分に
理解し円滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

317 近畿日本ツーリスト（株）
海外共同研究相手校訪問（米国）研修交
通費等
18-1715-34

前渡資金出納員、事務参事、岸本
武久

H18.10.26 1,350,580 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。目的を十分に理解し円滑な実施遂
行を期待でき、現地ネットワークを十分に持つ当該業者を選定する。（会計規定第34条第2
項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

318 みずほ情報総研（株） 給与計算業務
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,350,825 随意契約

給与データ作成に関する業務を迅速且つ確実に行うためには、当機構の主要取引銀行で
あるみずほ銀行との円滑な業務連携が必要である。同社は、みずほ銀行と同じみずほファ
イナンシャルグループに属しており、給与計算結果をみずほ銀行事務センターに直接伝送
することが可能な唯一の会社であり、17年度においても良好な結果を残していることによる
契約（会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

319 芙蓉総合リース（株） リース代金
資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H18.4.5 1,352,736 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

320 大星ビル管理（株）
東京本部10階管理室他の7階への移転作
業

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.10 1,354,500 随意契約

本件の作業は、短時間に業務に支障なく行う必要があり、設備機器の配置を熟知している
必要がある。契約相手先はビル管理業務を受託していることにより、電源等の配置に熟知
しており、合理的・効率的に実施できる。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

321 （株）日本旅行
韓国ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽﾁｭﾃﾞﾝﾄｻﾝｴﾝｽﾌｪｱ研修
交通費等
18-1711-10-01

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H18.8.7 1,354,650 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。実績も多く、目的を十分に理解し円
滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

322 日本教育放送（株）
ｻｲｴﾝｽﾁｬﾝﾈﾙ送出回線切替
　H18.4～H19.3月分

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,360,800 随意契約
本業務は放送事業者である契約者の他に実施できる者が存在しないため。（会計規程第３
４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

323
（社）全国国民年金福祉協会連
合会

会場費及びパネル等一式
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.11.7 1,364,640 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

324 コンピュータダイナミックス（株）
ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ周辺機器保守料（2006/4/1～
2007/3/31）

資金前渡出納員、事務参事、橋本
勝義

H18.4.1 1,365,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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325 日本電子データム（株）
電子顕微鏡用FE電子銃（ｴﾐｯﾀｰ）の交換作
業

資金前渡出納員　事務参事　嶋田
康夫

H19.1.19 1,365,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

326 イーパブリッシング（株）
ライフサイエンス統合データベース基盤
整備　ウェブサイト構築

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.15 1,365,000 随意契約
同社は本要件で必要となるコンテンツマネジメントシステムに精通し、数多くの制作実績が
あり、優れた業績を残しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

327 ケーアンドイー（株） 非常用発電機撤去
資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H19.2.20 1,365,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

328 （株）ベンチャーラボ 企業力格付け調査評価業務（4件）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.6 1,368,080 随意契約
委託開発企業選定における企業評価について、目利き専門家集団であり企業格付調査能
力を持っており、且つ、広範な情報収集と各地連携支援・迅速な対応を可能としているため
当該企業との契約を行った（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
H20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

329 富士通リース（株） ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ賃貸借
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,371,636 随意契約 継続リースであるため、一者随意契約とした（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

330 （株）日本旅行国際旅行事業部
アジア科学技術セミナー in ジャカルタ
　航空券手配

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.2 1,373,440 随意契約 見積もり合わせ実施。（会計規程第３４条の２の４） 見直しの余地あり 競争入札に移行

331 （ＮＰＯ）A-GENERいわみ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂの制作と流通環境の構築、
及び流通状況のｱﾝｹｰﾄ調査

資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H19.1.17 1,373,900 随意契約
内容の専門性から、契約の目的を達成できる契約相手方が同社しか見当たらなかったため
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

332 （株）トクチョー 融資先に関する調査の件(6)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.24 1,374,607 随意契約
(株)トクチョーは豊富な資料、情報源、経験を駆使した高度な技術を持っている。調査内容
のせいかくさ、迅速性も高く、側面調査重視の秘密保持においても信頼できるため。（会計
規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

333
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

本部Windows Server 2003システム賃貸
借

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,375,920 随意契約
平成１７年１月から５年間の賃貸借契約を前提としているため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

334 仙台和光純薬（株） Ｈ－２ＬＤの構造解析
資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.4.20 1,376,130 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

335 システムエルエスアイ（株）
DMD/CMOSｾﾝｻｰﾎﾞｰﾄﾞ検証作業・実地検
証作業

資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.9.6 1,378,125 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

336
日本電子データム（株）横浜セン
ター

Pulse仕様FA200型電子ｽﾋﾟﾝ共鳴装置移
転

資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.11.29 1,383,900 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

337 (株)ﾄｰｺﾝ･ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 運用サポート　H18年4月～H19年3月
資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.4.1 1,386,000 随意契約
プラザ大阪の通信ネットワークシステム（通信機器を含む）の維持管理を一括委託している
ため一者随契とした（会計規程第３４条第２項第４号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

338 （株）トーコン・フィールドサービス Ｈ１８年度プラザ京都運用支援業務費用
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.4.1 1,386,000 随意契約
当プラザのシステム・ネットワーク構成及び管理を熟知した業者に請け負わせるのが 適と
判断したため（会計規程第３４条の２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

339 西澤国際特許事務所
（源泉）大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ創出推進　応募課題
に関わる特許調査

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.17 1,386,000 随意契約
対象技術分野に関わる多数の調査実績を有し、高度の専門知識が特に必要とされる本件
では、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第2項の
（1））

見直しの余地あり 競争入札に移行

340 （株）ザ・コンベンション
ナノテクノロジー分野別バーチャルラボ
成果報告アピールシート集作成

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.7 1,386,000 随意契約
研究報告会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

341 日立キャピタル（株） 研究居室什器一式の賃貸借
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,390,788 随意契約 リース契約（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

342 合同会社アライアンス・ポート ｳｪﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ制作
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.1.10 1,396,500 随意契約
合同会社アライアンスポートは本ウェブサイトの制作について前回のコンテンツ制作を請け
負った業者であり、継続性を持たせることが可能で、かつ共同で開発を行う研究者との連携
が取れ、その意図を汲み取ることができるため。（会計規定第34号2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

343 （学）立命館
共同研究｢ﾊﾟﾗﾚﾙ･ﾅﾉﾗｲﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発
と
ﾅﾉﾃﾞﾊﾞｲｽ創成への応用｣

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 1,400,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

344 大星ビル管理（株）
ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ4階事務室
清掃作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,401,458 随意契約
契約相手先は、サイエンスプラザビルの管理・清掃業務を委託されており、事前の作業内容
の確認・指示等を省力化できる。
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

345 日本電子（株） 電子ﾋﾞｰﾑ描画装置修理・点検一式
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.5.26 1,402,821 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

346 (株)住友倉庫東京支店 展示品輸入業務
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.12.5 1,408,176 随意契約
本展示物の借用先である住友電工からの要望により、(株)住友倉庫東京支店に依頼したも
のである。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

347 室戸海洋深層水（株）
H18顕-1-123(室戸海洋深層水
)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 1,413,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

348 芙蓉総合リース（株） 什器・備品等ﾘｰｽ料（4～3月）
資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H18.4.1 1,413,720 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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349 ロシア科学アカデミー
【外貨払】北方林地帯における水循環特
性と植物生態生理のパラメーター化

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,415,936 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

350 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） インターネットプロバイダー契約
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.15 1,417,080 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。（会計規程第34条第2項1号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

351 理科研（株）
自動細胞解析分離装置 FACSAria 年間保
守基本契約　１式

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.4.1 1,417,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

352 理科研（株）津営業所
カスタムモノクローナル抗体作製 PBS36
１件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.7.18 1,417,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

353 理科研（株）津営業所
カスタムモノクローナル抗体作製 PBS41N
１件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.7.19 1,417,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

354 （株）千代田ラフト
映像コンテンツ制作「第５０回日本学生
科学賞（仮題）」

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.12 1,417,500 随意契約
当該業務をはじめ多くの類似業務を実施した実績を有するため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

355 東京サイエンス（株）
東京医科歯科大学医歯学総合研究棟13
階

資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H18.12.15 1,417,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

356 （株）教育新聞社 ｢教育新聞｣への記事広告掲載
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.19 1,417,500 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

357 アルバック　イーエス（株） ICB結晶成長制御装置分解組立
資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H19.2.22 1,418,917 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

358 （株）日刊工業新聞社
新技術説明会課題選定のためのアンケー
ト調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.29 1,419,495 随意契約
複数社の見積合わせによる契約締結したもの
（会計規程第34条の2項第4号）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

359
（株）アプライド・マイクロシステ
ム

H18顕-3-179(アプライドマイ
クロシステム)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 1,425,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

360 （株）明報社
産学共同シーズイノベーション化事業に
関する広告掲載

分任契約担当者　経理部長　加納
冨次雄

H19.2.26 1,425,900 随意契約
学協会の広告に関する業務を一手に引き受けている企業であり、契約の性質又は目的が
競争に付することに適さないため。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）
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361 （株）カーク
㈱医学生物学研究所 ﾗｯﾄﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体
作製NBO206抗原名ADAM22-C1

資金前渡出納員、事務参事、山本
幸三

H18.5.17 1,428,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

362 メモリーテック（株） 委託研究契約（田中）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,430,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

363
（株）インターネットイニシアティ
ブ

電子公募システムＰＤＦ変換ソフト
ウェア機能拡張

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.29 1,433,250 随意契約

平成16年度に競争入札により開発・導入したシステムの拡充であり、拡充にあたってはシス
テムを熟知している必要がある。そのため、当初開発を行った業者に継続して行うことが必
要である。また今までの開発の際に。JST公募担当者と十分な時間をかけ協議する進め方
をとってきており、JSTで行う公募事業に対しても精通している。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

364 (株)バオス・クリエイション
巡回展ﾊﾟｯｹｰｼﾞの補修･日本語版ｸﾞﾗﾌｨｯｸ
作成【時間旅行展】

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.2.5 1,435,350 随意契約
（株）バオス・クリエイションは「時間旅行展」の展示設営・準備の経験が豊富であり、「時間
旅行展巡回パッケージ」の補修と日本語版グラフィックの作成を行う本業務について 適な
業者であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

365
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

原子力委員会/原子力安全委員会　公開
用サーバシステム機器の賃貸借

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,436,400 随意契約 当該機器を前年度に引き続きリースするもの。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

366 （株）ｻｲﾏﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 戦略的研究拠点育成評価WG等逐次通訳
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.20 1,436,890 随意契約
契約者は、多分野の国際会議等において十分な実績を有しており質の高い通訳が期待で
きるため（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

367 三菱電機クレジット（株） ﾈｯﾄﾜｰｸの脆弱性診断装置の賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,437,030 随意契約

本件は、H15年度に導入した当機構のインターネット接続部分のセキュリティを保持するた
めの機器賃貸借の継続を行うものである。契約相手先は、導入時に設置・設定を行い、導
入後の保守において良好な実績がある。
（会計規程第３４条第２項４号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

368
パナソニックソリューションテクノ
ロジ－（

ゲノムデータベース用機器の保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,442,448 随意契約
同社は、本機器を納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本機器の保守に必
要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

369 仙台和光純薬（株） Ｈ－２Ｄｂの構造解析
資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.4.20 1,445,745 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

370 （財）日本宇宙少年団
月刊誌｢ｼﾞｭﾆｱ･ｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ｣の原稿掲載及
び
購入

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.20 1,450,000 随意契約
同財団は月刊誌「ジュニア・サイエンティスト」を通して次代の科学技術を担う青少年に宇宙
や科学技術の 先端の技術や知識を提供しており、その月刊誌を通して当機構の事業へ
の理解を深めてもらう広報活動が有効であることによる契約(会計規程第３４条第２項（１））

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

10

371 アイエックス・ナレッジ（株）
機関名辞書・異表記辞書等メンテナンスシ
ステムの運用作業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,452,150 随意契約
本システムは総合情報システムに搭載することでハードウエア資源等を効率よく活用するた
め、総合情報システムの運用を実施している選定業者のみが他システムに影響を及ぼすこ
となく、円滑な運用が可能（会計規程第３４条第2項第1号）。

見直しの余地あり 競争入札へ移行

372
オックスフォード･インストゥルメン
ツ（株）

二次インサ－ト加工配線作業　一式
資金前渡出納員、事務参事、鯉渕
善明

H18.7.20 1,452,284 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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373 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株） 複写機賃貸借保守契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,458,324 随意契約 3年ﾚﾝﾀﾙ契約の2年目のため（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（ﾚﾝﾀﾙ期間終了の20年
度から）

単価契約

374 （株）JTB西日本
ハワイすばる望遠鏡実習交通費等
18-1709-47

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H18.8.3 1,462,470 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。前年度実績もあり、目的を十分に
理解し円滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

375 ホテル日航ジャカルタ
（外貨）アジア科学技術セミナーin
ジャカルタ　会場及び宿泊契約

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.8 1,467,354 随意契約 見積もり合わせ実施。（会計規程第３４条の２の４） 見直しの余地あり 競争入札に移行

376
（株）日立ハイテクフィールディン
グ

S-5000H型走査電子顕微鏡年間保守契約
資金前渡出納員、事務参事、藤原
英樹

H18.4.1 1,470,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

377 日本電子データム（株）
保守契約 H18.4.1～H19.3.31 JSM-7400F
走査電子顕微鏡

資金前渡出納員　事務参事　安川
真一

H18.4.5 1,470,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

378
（株）富士通岡山システムエンジ
ニアリング

実証授業補助作業「科学技術学習支援事
業共同研究（岡山）」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.8 1,470,000 随意契約
実証試験実施場所における情報システムの設置、保守管理業務を行っていることからシス
テムを熟知しており、かつ、事業趣旨を正しく理解している県下唯一の企業であるため。（会
計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

379 日立プラント建設サ－ビス（株） CR空調設備保守点検作業　一式
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H18.6.8 1,470,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

380 （有）笠井デザインオフィス
GPS搬送波位相利用周波数比較解析ソフ
ト開発

資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.6.20 1,470,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

381 （株）日立物流
ERATO山本環境応答ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第三グルー
プの物品移送業務費一式

資金前渡出納員、事務参事、清水
清忠

H18.11.2 1,470,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

382 （有）笠井デザインオフィス
ソフト開発:実時間GPS搬送波位相利用周
波数比較解析

資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.12.25 1,470,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

383 （株）ＮＨＫエンタープライズ 「先端技術ショーケース０７」記録映像制作
資金前渡出納員、事務参事、橋本
常七

H19.2.2 1,470,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

384 （株）エス・アイ・エス
H無限大ﾙｰﾌﾟ整形法に基づく制御系設計
ﾂｰﾙのｲﾝﾀｰﾌｪｰｽの仕様作製と

資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H19.2.6 1,470,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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385 （株）ワイ・デー・ケー ADC FPGA設計
資金前渡出納員、事務参事、安田
道義

H19.2.6 1,470,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

386 （株）フリーマン 広報ﾏﾆｭｱﾙ作成
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.20 1,470,000 随意契約
当機構が定める随意契約の限度額を下回る契約（見積合わせ）のため。（会計規程第34条
第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

387 (株）聴涛館
サテライト静岡開館式典会場設営及び祝
賀会費等

資金前渡出納員　二階堂　知己 H18.10.12 1,470,141 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

388 日本カンタム・デザイン（株） 移設:ｶﾝﾀﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ社製MPMS　2台
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.10.13 1,473,864 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

389 沖電気工業（株） 東京本部PBX保守
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,476,840 随意契約
東京本部の電話交換機(PBX)及び電話機は沖電気工業(株)製品であり、多様化するニーズ
に対応するためにもメーカーによる保守を受けることが 適である。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

390 （株）ラボ ｶｽﾀﾑﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ合成HPLC精製
資金前渡出納員、事務参事、日向
紀英

H18.4.4 1,480,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

391 （株）シービーケー 筑波資料センター設備更新工事
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.1 1,480,500 随意契約
ビル管理会社として筑波資料センター施設の保守・管理及び清掃業務を行っているため、
建物保守・管理の状況を良く把握しており、短期間での良質かつ効率的な工事が期待でき
る。そのため、（株）シービーケーが も適格である。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

392
（株）リクル－トマネ－ジメントソ
リュ－シ

平成18年度中途職員(3)採用試験
（総合検査・英語検査）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.17 1,480,500 随意契約
SPI開発業者であり、またリクナビとの互換性があるため。
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

393 新日鉄ソリューションズ（株） 新経理システムネットワーク機器保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.10 1,481,025 随意契約
契約相手先は、本件保守機器を導入した業者であり、新経理システムおよび構内LANの構
成及び機器設定を熟知しているため。
（会計規程第３４条第２項４号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

394 （株）情報数理研究所
ソフトウェアライブラリシステム運用
支援

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,481,550 随意契約

契約の相手方は、本システムの開発に当初より携わり、24時間連続運用のため、障害発生
を未然に防ぎ、障害発生時には早急に対処でき、また本システムおよび本システムが利用
するオープンソース等のシステム環境について習熟・精通している唯一の企業であるため。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

395 エクセルテクノロジー（株） ﾚｰｻﾞｰ調整費:ﾌｪﾑﾄ秒ﾁﾀﾝｻﾌｧｲｱ増幅器
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.6.13 1,482,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

396 （株）山孝ビル 事務所　賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,486,800 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5
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397 日立キャピタル（株） ＰＣリース保守①
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,486,800 随意契約
を平成17年度に開始したリースの継続期間中であるため。
（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

398
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）

ＩＣＯＲＰ公募用コピー複合機短期リー
スについて

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.10 1,487,167 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

399 （株）キャディックジャパン
東京本部食堂厨房内グリストラップ、配
水管清掃工事メンテナンス

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,489,950 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。（会計規程３４条第２項４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

400
（株）日立ハイテクフィールディン
グ

日立S-4300SE形走査電子顕微鏡保守契
約

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.4.1 1,491,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

401 日本ビル・メンテナンス（株） 原子力業務室清掃業務契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,491,000 随意契約
現在原子力業務室が入居しているパレスビルディング館内規則で定められた指定業者のた
め。（会計規程第34条第２項１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

402 （株）パレスホテル
国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｢ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽの 前線｣会
場借上げ　他

資金前渡出納員　事務参事　清水
義則

H19.3.14 1,491,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

403 （学校法人）新潟薬科大学
委託研究（ＦＳ）「新潟県産青果物のブラン
ド化の高機能鮮度・品質保持剤の開発」

前渡資金出納員　泉　直行 H18.7.3 1,491,600 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

404
兵庫県立大学姫路書写キャンパ
ス

H18顕-3-082(兵庫県立大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 1,495,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

405 エムケー精工（株）
H18顕-1-049(エムケー精工)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 1,496,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

406 （株）エス・アイ・エス
一般化KYP補題に基づくﾛﾊﾞｽﾄ制御系設計
ﾂｰﾙのｲﾝﾀｰﾌｪｰｽの仕様作成

資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H19.1.12 1,497,563 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

407 （株）インターグループ ２領域合同研究報告会 運営費
資金前渡出納員、事務参事、叶井
紀明

H18.11.7 1,498,468 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

408 （株）インターグループ 研究終了報告会費用
資金前渡出納員、事務参事、千田
義彦

H18.11.14 1,498,468 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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409 システム・インスツルメンツ（株）
H18顕-1-044(システム・イン
スツルメンツ）委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 1,499,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

410
（株）日本能率協会総合研究所
マーケティン

情報支援ｻｰﾋﾞｽ(MDB)の年間利用
(H18.4.1～H19.3.31）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,500,000 随意契約
データ・ニュースソース等、販売価格が維持されている情報等を調達する場合で、供給元が
一に限られているため（会計規程第３４条の２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

411
インドネシアインスティテュートオ
ブサイエンス

持続可能なサニテーションシステムの開
発と水循環系への導入

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,500,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

412 西安建築科技大学
持続可能なサニテーションシステムの開
発と水循環系への導入

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,500,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

413 西安建築科技大学 黄河流域の水利用・管理の高持続化
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,500,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

414
中国科学院大連化学物理研究
所

共同研究　太陽光による高効率水分解光
触媒の実現

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

415 東北師範大学
持続可能なサニテーションシステムの開
発と水循環系への導入

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,500,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

416 南京大学
持続可能なサニテーションシステムの開
発と水循環系への導入

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,500,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

417 北海道薬科大学
共同研究｢伝統医学とﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ技術に
よる生活改善食品の開発｣

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 1,500,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

418
中国科学院大連化学物理研究
所

共同研究　太陽光による高効率水分解光
触媒の実現

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.6.22 1,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

419 （学）立命館大学
可能性試験研究費「高S/N比を有する集合
微小帯電極の開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.8.29 1,500,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

420 京都女子大学
可能性試験研究費「鶏卵卵黄抗体(IgY)を
用いた免疫吸着体の調製とその高度利用
技術の開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.22 1,500,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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421 愛媛県工業技術センター
委託研究「シーズ発掘試験」「分布定数系
センサによる農作物の水ストレス検出装置
開発に関する研究」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.26 1,500,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

422 パナソニックＡＶＣメディカル（株）
H18顕-2-121(パナソニックＡ
ＶＣメディカル)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

423 (学)村崎学園
委託研究「酢酸菌に含まれる糖脂質のマク
ロファージ活性化の分子基盤」

資金前渡出納員　事務局長　山岸
恒夫

H18.11.15 1,500,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

424 （学）　北里大学　理学部
FS「ﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ法による翻訳後修
飾ﾀﾝﾊﾟｸ質ならびに立体」

資金前渡出納員　山下昌二 H18.12.1 1,500,000 企画競争・公募 公募による委託研究契約を実施（会計規程第34条2項1） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

425 学校法人関西学院大学
【日英】委託研究費　　学校法人
関西学院　関西学院大学(小山)

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.4 1,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

426 東北工業大学
H18顕-2-067(東北工業大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,501,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

427
 （株）エステンナイン
京都

顔料データベースの構築費一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H19.1.15 1,502,550 随意契約 互換性及び守秘の点より随意契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

428 ブルカー・ダルトニクス（株） 時間飛行型質量分析装置　移設
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.8 1,508,850 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

429 （株）日立情報システムズ
特許統合管理システム（MC5）運用支援作
業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.22 1,512,000 随意契約
既に調達済みの特許管理システムの運用支援に関する業務であり、本システムの著作権
は製造業者である(株)日立情報システムズが有しているため。（会計規程第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

430 （株）エキシジェン 宝　GeneChip　受託解析　４式　他１件
資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.11.1 1,512,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

431 原謙三国際特許事務所
（源泉）特許調査（原謙三国際特許事務
所）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.2 1,512,000 随意契約
応募件数が締切まで確定しない上、締切後3週間程度で調査完了する必要があるため、委
託開発制度趣旨を理解した迅速な特許調査の出来る当該事務所と契約を行った（会計規
定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

432 鈴榮特許綜合事務所
（源泉）特許調査（鈴榮特許綜合事務所
）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.6 1,512,000 随意契約
応募件数が締切まで確定しない上、締切後3週間程度で調査完了する必要があるため、委
託開発制度趣旨を理解した迅速な特許調査の出来る当該事務所と契約を行った（会計規
定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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433 （株）パーキンエルマージャパン DSC修理代
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.6.14 1,517,250 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

434 （株）東急リゾートサービス
「東急ハーベストクラブ伊東」の年管理
費等

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,518,615 随意契約 本契約先は当該施設の運営法人である。（会計規程３４条第２項第１号） 見直しの余地あり 競争入札に移行

435 (株)ビッグアビリティ
アジアの科学技術展翻訳業務（和文→英
文）

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.9.27 1,520,000 随意契約

アジア展における本業務である翻訳は、和文→英文であるが、中国やその他の言語を日本
語に変換したものを英語にするために、アジア圏の言語に精通するともに、科学館ならでわ
の翻訳をする必要があることから、これまでに未来館の翻訳を手がけるとともに、アジア圏
の言語に精通した（株）ビックアビリティでなければできない。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

436 ケイエスオリンパス（株） 画像解析ｿﾌﾄｳｪｱ
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.11.30 1,521,450 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

437 野村ユニソン（株）
H18顕-1-129(野村ユニソン)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 1,527,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

438 三菱製紙販売（株） 手提げ袋作成(デザイン料を含む）
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.3.2 1,528,800 随意契約 当機構の定める随意契約の限度額を下回る（会計規程第34条第2号第4号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

439 （学）慶応義塾
H18顕-1-107(慶応義塾大学
)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 1,530,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

440 （株）日本旅行
未来館・海洋研究開発機構他研修交通費
等
18-1618-42-01

前渡資金出納員、事務参事、岸本
武久

H18.10.27 1,532,750 随意契約 少額のため、見積合わせを実施。（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

441 （株）アイネス 中国文献DBデータ作成のNAISS運用支援
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.31 1,533,000 随意契約
既存の抄録索引支援システム（NAISS-Ⅲ）への改造に当たって、本システムを熟知している
ことが必須であり、開発元で導入以来作業支援業務を請け負っている（株）アイネス以外に
行うことが出来ないため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

442 日立キャピタル（株） OA用PC、ﾌﾟﾘﾝﾀの賃貸借(#15.4)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,533,420 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（賃貸借期間終了後の
新規賃貸借を18年度に
入札実施済）

443 （株）プライムインターナショナル
「情報システムのディペンだビリティ評価」
に関するＷＳ開催準備・運営業務

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.11.1 1,534,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

444 （株）トーコン・システムサービス
JSTNOCﾈｯﾄﾜｰｸ機材（ﾘﾌﾟﾚｲｽ、ｳｨﾙｽ対
策）
導入作業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.10 1,538,250 随意契約

本件は、既存のJSTNOCに対し、機材を導入することであり、不測の事態に対して影響を
小限にすることが必要である。契約相手先はJSTNOCを運用管理し、環境を熟知しているこ
とから、効率よく実施することが北井できる。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの
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445 コヒレント・ジャパン(株) Verdi-V10　修理作業
資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H18.12.5 1,539,090 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

446 並木精密宝石（株）
H18顕-1-050(並木精密宝石)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 1,540,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

447
富士電機リテイルシステムズ
（株）

H18顕-2-115(富士電機リテイ
ルシステムズ）委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,540,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

448 （株）メディカル・エイジェント AH飼育装置　ラベリング＆梱包作業
資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H18.12.19 1,542,450 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

449 (株)SPフォーラム
ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ制作業務(65億人のｻﾊﾞｲﾊﾞ
ﾙ）

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.6.23 1,543,500 随意契約

(株)SPフォーラムは日本科学未来館の展示コンサルテーション業務を請負い、本企画展示
開発における企画取りまとめ等にも係わっていることから、本業務である本企画展のグラ
フィック展示物のデザインにあたり円滑かつ効率的な業務が期待できるため。（会計規定第
34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

450
（株）日立ハイテクフィールディン
グ

S-4700形走査電子顕微鏡移設作業一式
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.11.9 1,543,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

451 創英国際特許法律事務所
（源泉）マルチスクリーン特許の有効性調
査（海外文献調査）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.2 1,545,000 随意契約
少額のため。（会計規程第３４条第２項第４号）
また、特許化可能性を調べるための海外の先行技術文献の調査業務であり、その技術分
野および特許に関する高い専門性が必要とされたため。（会計規程第３４条第２項第５号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

452 （株）映像館 ｢世界を変えた書物たち｣の英語版の制作
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.28 1,547,700 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

453
(有)サイテック・コミュニケーショ
ン

「６５億人のサバイバル」展　解説テキスト
英訳

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.8.25 1,548,855 随意契約
サバイバル展示は、科学的要素、特に生命と歴史を重要なテーマとしており、この分野にお
ける英訳については、学術的にも重要であることから、この分野について経験豊富な当該業
者を選定した。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

454 （株）JTB中部
日本科学未来館他研修交通費等
18-1612-9

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H18.5.26 1,554,600 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。前年度実績もあり、目的を十分に
理解し円滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

455 中央無線タクシー協同組合 タクシー利用契約（中央無線）
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.4.1 1,555,200 随意契約
日本科学未来館からタクシーを手配する場合、立地上配車に時間を要するが、中央無線タ
クシー協同組合は迅速な配車が可能であり、安全性等についても十分な実績を有するた
め。（会計規定第34条2項4号）

見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。

456 大成理化工業（株） 動物飼育クリーンラック メンテナンス
資金前渡出納員　事務参事　相澤
貞夫

H18.11.29 1,556,100 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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457 （財）尼崎健康・医療事業団 委託研究契約（藤岡）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,560,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

458 国立国際医療センター 委託研究契約(土肥)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,560,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

459 日本電信電話（株） 委託研究契約(仙場)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,560,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

460 （財）高輝度光科学研究センター 委託研究契約（木下）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 1,560,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

461 新日鉄ソリューションズ（株） 東京本部LAN関連機器保守
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,561,642 随意契約
保守を行うに当たってLANシステム全体の構成及び運用方法について熟知している必要が
あり、契約相手先は機器構成、内容を熟知しているため。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

462 （株）トクチョー
融資先に関連する調査（SEMATICS㈱＆
勝）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.8 1,563,534 随意契約
(株)トクチョーは豊富な資料、情報源、経験を駆使した高度な技術を持っている。調査内容
のせいかくさ、迅速性も高く、側面調査重視の秘密保持においても信頼できるため。（会計
規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

463 アイエックス・ナレッジ（株）
中国文献DBデータ作成システムの導入・
運用

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.13 1,564,500 随意契約
既存の文献情報データベース作成システムを活用するに当たって、本システムを熟知して
いることが必須であり、運用業務を請け負っているアイエックス・ナレッジ（株）以外に行うこと
が出来ないため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

464 （株）ネオシルク
H18顕-2-036(ネオシルク)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,569,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

465 （財）大阪科学技術センター
産学共同シーズイノベーション化事業
募集説明会受付等作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.10 1,574,084 随意契約
科学技術に関する専門的知識を有する業務であり、契約の性質又は目的が競争に付する
ことに適さないため。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(総合
評価）
（準備期間を経たのち
20年度から）

466 （株）リコー
平成17年度特許関連書類（「単一」領域
）の電子ファイル化

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.22 1,575,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

467 日本電子データム（株） 透過電子顕微鏡　年間保守料
資金前渡出納員　事務参事　吉川
和康

H18.4.1 1,575,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

468 理科研（株）
自動細胞解析装置 FACSCalibur4A 年間
保守総合契約　１式

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.4.1 1,575,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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469 三友（株） 東京本部別館2階試写室機材移設作業
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.23 1,575,000 随意契約
試写室の機材一式を契約相手先より購入したものであり、また、同社が設置、調整を行った
ものであるため。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

470 東京電機産業（株） 空冷ArKrﾚｰｻﾞｰ修理
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.7.25 1,575,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

471 理科研（株）津営業所
One-Pass シーケシング受託解析(6000サ
ンプル)　１式

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.8.3 1,575,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

472 （株）トランスジェニック
2410127E18Rik ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽにおける検
索、ﾍﾞｸﾀｰのﾃﾞｻﾞｲﾝ･構築

資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.11.24 1,575,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

473 （株）トランスジェニック
USP9x ｹﾞﾉﾑﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽにおける検索、ﾍﾞｸ
ﾀｰのﾃﾞｻﾞｲﾝ･構築

資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.11.27 1,575,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

474 アベイズム（株） Webリニューアル作業 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.12.21 1,575,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

475 (株)SRD生物センター
前臨床試験に係る感作性試験・復帰突然
変異試験

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H19.1.4 1,575,000 随意契約
厚生労働省への臨床治験の申請を行うため、同省の生物学的安全性評価試験に関する基
準に基づき、ＧＬＰ基準を満たした試験機関に試験依頼することが必要であり、契約の目的
が一般競争に付することに適しないため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

476 イーパブリッシング（株） 情報事業本部WEBサイトの機能追加
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.15 1,575,000 随意契約

既に公開しているHPにおける機能の追加であり、現在、稼働しているコンテンツマネジメント
システムとの整合性が重要である。調達の相手方以外の者から調達した場合、調達の相手
側が作成したページに表示不具合等のトラブルが生じた場合、責任範囲の検証に時間を要
し、運用に支障が生じるため。（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

477 高信化学（株）
ISH用DIG標識RNAﾌﾟﾛｰﾌﾞ作製及びプロブ
バリデーション 1式

資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H19.2.19 1,575,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

478 （株）日本教育新聞社 ｢日本教育新聞｣への記事広告掲載
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.22 1,575,000 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

479 （財）十勝圏振興機構
イカ墨色素を利用した機能性包装資材の
開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 1,575,600 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

480 日本電子（株） 委託研究契約（富田）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 1,578,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

481
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株）

ｼｰﾙﾄﾞﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ､ﾙｰﾂﾎﾟﾝﾌﾟ修理作業一
式

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.9.22 1,580,907 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

482 （株）日立製作所 委託研究契約（川口）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,586,560 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

483 富士ゼロックス（株）
研究棟複写機保守及び使用料（１２ヶ月
分）

資金前渡出納員、事務参事、解良
昭六

H18.4.1 1,589,899 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

484 オリンパス株式会社
H18顕-3-109(オリンパス)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 1,595,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

485
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株）

超伝導マグネットシステム移設工事費用
資金前渡出納員、事務参事、羽田
勇雄

H18.10.17 1,599,937 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

486 サニタ商事（株） ﾏｲｸﾛ･ﾐﾆRC型ｱｸﾃｨｸﾞﾗﾌ測定ｾﾝｻｰ 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.9.6 1,600,000 随意契約
特殊研究機器であり、国内の販売代理店が１社のみであるため（会計規程第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

487 日本バイナリー（株） QuickGlance 3 視線感知システム
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H19.1.23 1,601,670 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

488 （株）フィジオテック ﾓｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ・ﾏｲｸﾛﾏﾆﾌﾟﾚｰﾀｰ（左）
資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H18.10.26 1,601,775 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

489 （株）フィジオテック ﾓｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ・ﾏｲｸﾛﾏﾆﾌﾟﾚｰﾀｰ（右）
資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H18.11.16 1,601,775 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

490 （株）プロフェニックス
H18顕-2-036(プロフェニック
ス)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,602,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

491 西川計測（株） 8453ﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ分光光度計
資金前渡出納員、事務参事、山本
幸三

H18.11.10 1,602,300 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

492 （株）サンワ
産学共同シーズイノベーション化事業
産と学との出合いの場配布資料作成

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.21 1,603,560 随意契約
研究報告会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）



様式３－２
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及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

493 （有）サンプラス Tower０次波長板　他８件
資金前渡出納員、事務参事、佐藤
敏彦

H18.4.26 1,604,295 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

494 和研薬（株） ｶｽﾀﾑｵﾘｺﾞｱﾚｲ(4x44k) 4入
資金前渡出納員　事務参事　相澤
貞夫

H18.12.1 1,606,027 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

495 大阪薬研（株）
卓上真空ガス置換炉 ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ
FUA112DB

資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.4.14 1,606,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

496 キコーテック（株）
GENE PULSER XCELLコンプリートシステ
ム

資金前渡出納員、事務参事、日向
雅道

H18.5.1 1,606,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

497 （株）三菱総合研究所
人文社会からの取り組み民間インタビュー
調査

資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.6.28 1,606,500 随意契約
内容の専門性から、契約の目的を達成できる契約相手方が同社しか見当たらなかったため
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

498 （株）ユニソク SPM1000　アップグレード　パッケージ
資金前渡出納員、事務参事、水内
邦顯

H18.7.13 1,606,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

499 日本電計（株） 大容量直流電源 DH50-300
資金前渡出納員　事務参事　北坂
一三

H18.9.1 1,606,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

500 キャノンマシナリー（株） 単結晶育成装置SC-M35HD/50XS修理
資金前渡出納員、事務参事、松浦
勝彦

H18.9.20 1,606,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

501 (株)ジーンネット福岡営業所 高速液体クロマトグラフ装置 契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.10.2 1,606,500 随意契約
研究上、大学に設置している装置と同じ装置を購入する必要があり、同装置の供給元が限
定されていることから、一般競争に付することができないため（会計規程第３４条第２項第１
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

502 （株）東京インスツルメンツ ラマン分光用半導体レーザー
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.10.5 1,606,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

503  （株）三笑堂 研究資材　オリゴＤＮＡマイクロアレイ一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.11.21 1,606,500 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

504 （株）クリハラント 地雷探査装置用ﾁﾗｰ/RKE5500A-V/ｵﾘｵﾝ
資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H19.2.22 1,606,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

505 コヒレント・ジャパン（株）
作業:LD励起固体ﾚｰｻﾞｰ(FAP for Verde-
V6)

資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.7.25 1,609,335 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

506 日立キャピタル（株）
新経理システム用端末機器の賃貸借
(年契)

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,610,280 随意契約 リース契約（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

507 （株）ミユキ技研
Quik-Cap(Sinterd Ad/AgCL)32ch Sｻｲｽﾞ
他８品

資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.8.23 1,612,359 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

508 ミッツ（株） プリント基板加工システム　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.1 1,617,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

509 （株）ユニコ 大気圧型ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽUG-1000/unico
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.11.10 1,617,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

510 ㈱鈴木商館　岩手営業所 冷凍機クライオスタット伝熱システム取付 前渡資金出納員　箭野　謙 H18.12.20 1,617,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

511 （株）ヒロセイ マイクロプレートリーダー　VersaMax
前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.12.27 1,617,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

512
（株）ヤマダ電機法人事業部堺
営業所

デジタル教材提示装置他「科学技術学習
支援ＳＰＰ（八尾）」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.24 1,617,420 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

513 （財）東京都予防医学協会 定期健康診断等
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,617,966 随意契約
職員の健康管理のため経年で健康状況を把握する必要があり、本契約先に過去のデータ
が蓄積されている。（会計規程３４条第２項４号）

見直しの余地あり
19年度競争入札に移
行済み

単価契約

514 ブルカー・バイオスピン（株） NMR装置用付属装置
資金前渡出納員、事務参事、水内
邦顯

H18.12.1 1,619,100 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

515 理科研（株）あじさい支店 BMﾘﾝｸﾞﾛｯｸﾁｭｰﾌﾞ　他19点
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.11.2 1,619,663 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

516 東日本電子計測（株）
ﾎﾞｯｸｽｶｰｱﾍﾞﾚｰｼﾞｬｼｽﾃﾑ(ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞﾘｻｰﾁ
社)

資金前渡出納員、事務参事、藤永
重任

H18.10.26 1,620,150 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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517 レノバサイエンス（株） ｵﾘﾝﾊﾟｽ　顕微鏡ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ　DP71-SET-B
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.11.30 1,624,350 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

518
インテック・ウェブ・アンド・ゲノ
ム・イン

他機関の日本人由来多型情報の調査
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.26 1,625,400 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

519 （株）タウ技研
ｸﾛｱﾁｱでの開発成果の展示ならびに試作
機ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ

資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H18.4.7 1,627,470 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

520 日本電子データム（株） 透過型電子顕微鏡保守契約
資金前渡出納員、事務参事、藤原
英樹

H18.4.1 1,627,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

521 （株）バイオテック・ラボ
NA-24-1123　保守契約　1件　2006.4.1～
2007.3.31

資金前渡出納員　事務参事　安川
真一

H18.4.4 1,627,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

522 （株）第一印刷所東京本部
産学共同シーズイノベーション化事業
公募要領　DM発送作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.20 1,627,500 随意契約
募集説明会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(総合
評価）
（準備期間を経たのち
20年度から）

523 （株）バイオテック・ラボ
NA-24-1132　保守契約（横浜） 1件
2006.4.1～2007.3.31

資金前渡出納員　事務参事　安川
真一

H18.6.13 1,627,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

524 （株）インデコ 高反射ミラー
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.7.3 1,627,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

525 ㈱和泉テック 箱型高温電気炉 HST-1600 前渡資金出納員　箭野　謙 H18.11.8 1,627,500 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

526 住商情報システム（株）
ﾆｭｰﾃｯｸ RAIDｼｽﾃﾑ一式
NEV500G16SA3U/LU

資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.12.6 1,627,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

527 （株）島津製作所
H18顕-2-162(島津製作所)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,630,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

528 （株）ダウ PPKTP結晶
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.4.18 1,631,700 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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529 北海道バイオシステム（株） 実験台一式
前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H19.2.2 1,632,960 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

530 アジレント・テクノロジー（株） LCRﾒｰﾀ 請№22867171A
資金前渡出納員、事務参事、叶井
紀明

H18.5.18 1,635,165 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

531 （株）トーコン・システムサービス ノート型PCと周辺機器の購入
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.7 1,635,900 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

532 （株）ＶＩＣインターナショナル 低固有振動数除振台 250BM-1
資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.12.25 1,636,635 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

533 日本電気（株） ﾃｰﾌﾟｵｰﾄﾛｰﾀﾞLT03一式
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.12.26 1,636,950 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

534 島田化学工業（株）
H18顕-2-001(島田化学工業)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,637,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

535 荒木電機工業（株）
シグナルジェネレータ　ＳＭＬ０１
　２台

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.1 1,638,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

536 （有）佐藤綜合企画 【ＵＬＰ】領域参事居室賃貸借
分任契約担当者、研究領域総合運
営室長、臼井勲

H18.4.1 1,638,000 随意契約
立地条件が他との競争を許さず、また昨年度より引き続き入居する必要があることから、一
般競争に付すことが適さないため。（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

537 （株）リガク 構造解析ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾟｯｹｰｼﾞ追加ﾗｲｾﾝｽ
資金前渡出納員、事務参事、植田
豊

H18.4.3 1,638,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

538 （株）　インフォグラム 予算管理ｼｽﾃﾑ事務所版機能追加
資金前渡出納員、事務参事、藤永
重任

H18.10.27 1,638,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

539 ナカライテスク（株）
ALEXA　FLUOR｛R｝488　GOAT　A　0.5ML
１個　他１８件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.8.24 1,639,249 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

540 多摩川精機販売（株） ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱﾝﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H19.1.10 1,642,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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541 （株）池田理化 超低温フリーザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.10 1,642,200 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

542 トップツアー（株）
未来館他東京研修交通費等
18-1701-77-01

前渡資金出納員、事務参事、西本
直久

H18.12.12 1,644,200 随意契約 少額のため、見積合わせを実施。（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

543 （株）アズバイオ マイクロプレートリーダー 他
資金前渡出納員、事務参事、多々
井愛吉

H18.4.21 1,644,300 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

544
横河アナリティカルシステムズ
（株）

Whole　Human　Genome　ｵﾘｺﾞDNA　ﾏｲｸﾛ
ｱﾚｲｷｯﾄ

資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.7.21 1,644,300 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

545 伯東（株）
ﾀｰﾎﾞ分子ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　TSU261/ﾌｧｲﾌｧｰﾊﾞ
ｷｭｰﾑ

資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H19.1.23 1,644,300 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

546 （株）ダルトン サイド流し台つきドラフトチャンバー
資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H19.2.20 1,644,300 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

547 ㈱フロンティア・サイエンス 紫外・可視分光光度計　Ultrospec 3100
前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.4.17 1,645,245 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

548 ナラサキ産業（株） ﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ：HPC-IAX/BFW
資金前渡出納員　事務参事　鯉淵
嘉明

H19.2.7 1,648,180 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

549 （株）日本オプティカルシステム
高性能30cm焦点距離分光器
SP2358NOS(日本ｵﾌﾟﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑ）

資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.10.12 1,648,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

550 （財）日本システム開発研究所
中央経理システム年度切替作業（平成18
年度→平成19年度）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.30 1,648,500 随意契約

経理システムのソースプログラムの著作権は本システムの製造業者である（財）日本システ
ム開発研究所が有しており、外部への開示は行われていない。よって本システムのプログラ
ム切替作業を行えるのは（財）日本システム開発研究所以外に行うことができないため。（会
計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

551 日本クレア（株）
ｸﾘｰﾝﾗｯｸ6段型(ﾌﾞﾛﾜｰﾕﾆｯﾄ付) 日本ｸﾚｱ製
CL-5413-S　１台

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H19.2.5 1,648,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

552 （株）カーク
分光光度計 ND-1000 本体ｿﾌﾄｳｪｱ付
NanoDrop

資金前渡出納員、事務参事、田中
宏彌

H19.2.16 1,648,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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553 （株）日本旅行
日英ワークショップ研修交通費等
18-1711-9-01

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H18.7.25 1,649,740 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。本ワークショップ企画し、目的を十
分に理解して円滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1
号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

554 （株）日本旅行
日英ワークショップ研修交通費等
18-1614-25

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H18.7.25 1,649,740 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。本ワークショップ企画し、目的を十
分に理解して円滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1
号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

555 （株）日本旅行
日英ワークショップ研修交通費等
18-1712-15

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H18.7.25 1,649,740 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。本ワークショップ企画し、目的を十
分に理解して円滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1
号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

556 （株）三啓 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗｼｽﾃﾑ（ｶｰﾙﾂｧｲｽ製）
資金前渡出納員　事務参事　鯉淵
嘉明

H18.9.11 1,649,865 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

557 富士通（株） 委託研究契約(粟野)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,650,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

558 （株）アールデック
HeﾘｰｸﾃﾞｨﾃｸﾀHELENN212　M-
212LD(ANELVA)

資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.6.22 1,650,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

559 （株）アールデック
HeﾘｰｸﾃﾞｨﾃｸﾀHELENN212　M-
212LD(ANELVA)

資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.6.22 1,650,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

560 愛知県
委託研究「水稲長穂化遺伝子の作用解明
に向けた完全置換系統の作出」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.8.18 1,650,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

561
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノ
ロジ（株）

温度ｺﾝﾄﾛｰﾙ機能付ｺﾘﾒｰﾄﾌｧｲﾊﾞSFGﾓ
ｼﾞｭｰﾙ

資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.10.2 1,653,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

562 ケイエスオリンパス（株） 488nm青色レーザー光源 HPU50101-PFC
資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H19.1.19 1,653,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

563 (株)幸大ハイテック テフロンチューブ　他 契約担当者　事務局長　加藤裕二 H19.1.17 1,653,920 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

564 ｻﾂﾏ薬品(株)宮崎営業所 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄﾏﾄｸﾞﾗﾌｼｽﾃﾑ 前渡資金出納員　山田昭男 H19.1.18 1,655,200 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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565 アジレント・テクノロジー（株）
Network Analyzer/E506A-1.5GHza/ｱｼﾞﾚﾝ
ﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H18.7.5 1,656,060 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

566
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

Ｊ－ＥＡＳＴシステム用機器
の賃貸借

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,656,900 随意契約
Ｊ－ＥＡＳＴシステムの運用のため当該機器を賃貸借契約により平成16年から3年間賃貸し
ているため。（会計規程第３４条の２の１）

見直しの余地あり
平成１９年以降、当該
事務・事業の委託等を
行わないもの

567 （株）日刊工業広告社 委託開発公募の新聞広告掲載
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.11 1,657,950 随意契約 見積合わせ実施（会計規定第34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

568 松定プレシジョン（株） 高圧電源　HEOPT-3B20
資金前渡出納員、事務参事、藤原
英樹

H18.11.22 1,659,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

569 イムノサイエンス（株） 研究室保守点検
前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H19.2.19 1,659,000 随意契約

契約の相手方は、現在のプラザ北海道の動物飼育室、P１、P2のﾊﾞｲｵﾊｻﾞｰﾄﾞのクリールー
ムの設置工事とその後の改造、保守点検を行なっており、その基礎情報を保持している。ま
た、当該設置設備を取扱う唯一の取扱店であり、当該特定設備に対する精密な保守点検の
技術力を必要とする性質上、一般競争に付すことに適さない。（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

570 メテックスサンワ（株）
H18顕-1-058(メテックスサン
ワ)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 1,660,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

571 大星ビル管理（株）
ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ3階事務室
(振調費室)清掃作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,661,793 随意契約
契約相手先は、サイエンスプラザビルの管理・清掃業務を委託されており、事前の作業内容
の確認・指示等を省力化できる。
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

572 中島印刷（株）
JDreamﾆｭｰｽの印刷及び各号のPDFの作
成　18年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,661,940 随意契約 当機構の定める随意契約の限度額を下回る（会計規程第34条第2号第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

573 （株）アイリン真空
ロードロックシステム　AVCF152 190L/S
N2 1 式

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.4.3 1,662,780 随意契約
特殊研究機器のため、供給元が一者に限定されていた
(会計規程第34条2項第1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

574 （株）日立ハイテクノロジーズ 超低温フリーザ　RS-U50T本体
資金前渡出納員、事務参事、松江
光昭

H18.7.27 1,663,200 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

575 （株）フルハウス 事業紹介映像(中国語版)制作
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.10 1,663,200 随意契約
契約相手先は既調達物品等である日本語版の制作業者であり、本件は既調達物品等を基
に制作することから、既調達物品等の連接使用の確保が必要なため。（会計規程第34条第
2項1号）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

576 （株）Ｂ．Ａ．Ｐｒｏｊｅｃｔ ベンチャー支援実施例の検討作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.8 1,664,680 随意契約
ベンチャー企業は通常の企業と異なり、幅広い業務が求められ、幅広い業務能力とノウハ
ウが求められる。当時業者は両者を有しており、契約の性質又は目的が競争に付すること
に適さないため。(会計規程第34条第2項の（1））

見直しの余地あり
平成20年以降当該事
務・事業の委託等を行
わないもの
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577 HPCﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ（株） HPC-ProserverDPr690 Xeonｼｽﾃﾑ
資金前渡出納員、事務参事、坂上
輝雄

H18.9.6 1,670,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

578
セイコー・イージーアンドジー
（株）

ｼﾝｸﾞﾙﾌｫﾄﾝｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾓｼﾞｭｰﾙ(ﾊﾟｰｷﾝｴﾙﾏｰ
製）

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.7.11 1,670,812 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

579 三ツワ理化学工業（株） ﾀｰﾎﾞ分子ﾎﾟﾝﾌﾟ排気ﾕﾆｯﾄ YTP-150SA VG
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H19.1.19 1,672,650 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

580 ㈱仙台ニコン 機械組立調整
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.12.26 1,673,103 随意契約
既調達に連接して使用するため、異なる相手からの調達はデータの整合性に支障をきた
す。(会計規程第34条2項第1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

581 日立キャピタル（株） OA用PCの賃貸借(#16.04)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,673,280 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（賃貸借期間終了後の
新規賃貸借を18年度に
入札実施済）

582 レノバサイエンス（株）
Abaxis多目的自動血球計測装置 ﾍﾞﾄｽｷｬﾝ
HMⅡ

資金前渡出納員、事務参事、山本
幸三

H18.9.15 1,674,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

583 東和科学（株） Human　Mapping　250K　Nsp　Array
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.9.28 1,675,800 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

584 東和科学（株） Human　Mapping　250K　Sty　Array
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.10.12 1,675,800 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

585 （株）サンワ
産と学との出合いの場配布資料作成
（6/30静岡大学、7/3東京大学）

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.26 1,678,950 随意契約
研究報告会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

586 （株）日本旅行
未来館筑波他研修交通費等
18-1607-58

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H18.8.8 1,679,060 随意契約 少額のため、見積合わせを実施。（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

587 住商情報システム（株）
分子ﾃﾞｻﾞｲﾝ用ｿﾌﾄｳｴｱの保守料2006/4-1-
2007/3/31

資金前渡出納員　事務参事　長澤
睿

H18.4.1 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

588 共立医科器械（株） ＣＯ2インキュベータ 前渡資金出納員　箭野　謙 H18.4.4 1,680,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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589 共立医科器械（株） 倒立型リサーチ顕微鏡（位相差セット） 前渡資金出納員　箭野　謙 H18.4.4 1,680,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

590 スペクトラ・フィジックス（株）
1BOXﾁﾀﾝｻﾌｧｲｱﾚｰｻﾞｰ内Millenia部品ﾀﾞｲ
ｵｰﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ一式

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.4.5 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

591 スペクトラ・フィジックス（株）
1BOXﾁﾀﾝｻﾌｧｲｱﾚｰｻﾞｰ内ﾊﾘｹｰﾝ部品ﾀﾞｲ
ｵｰﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ一式

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.4.6 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

592 （有）システムニューメリック
ｸﾞﾘｯﾄﾞ計算環境における大規模ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ
面の計算とﾃﾞｰﾀ整理作業

資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H18.4.11 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

593 スペクトラ・フィジックス（株）
IBOXﾁﾀﾝｻﾌｧｲｱﾚｰｻﾞｰ内ﾊﾘｹｰﾝ部品ﾀﾞｲ
ｵｰﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ一式

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.4.13 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

594 （有）日本野生動物研究所 ｱｶｹﾞｻﾞﾙ（4kg～7kg）
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.7.5 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

595 （株）インデコ 赤外半導体レーザーコントローラー L5830
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.8.18 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

596 日商エレクトロニクス（株）
ClearSpeed Technology社 CSX600 ｱﾄﾞﾊﾞﾝ
ｽｱｸｾﾗﾚｰﾀﾎﾞｰﾄﾞ

資金前渡出納員、事務参事、倉本
信義

H18.8.28 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

597 ㈱コムクラフト コンデンサー 前渡資金出納員　泉　直行 H18.9.11 1,680,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

598 日本電気（株） 冷凍機用ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾙﾀﾞｰ
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.9.13 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

599 （株）江田商会 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝLC　Solution Single
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H18.10.16 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

600 ㈱コムクラフト コンデンサー 前渡資金出納員　泉　直行 H18.10.24 1,680,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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601 （株）ワオ・コーポレーション
科学技術・理科教育のための革新的なﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙ教材内容修正作業(cp0050)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.17 1,680,000 随意契約
企画提案公募において、審査会を経て採択された企画内容の改修であり、企画内容を実施
できる相手方は、採択された企画を提案した当該契約相手方以外に存在しないため。（会計
規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

602 (有)前澤金型 マグネシウム合金前枠金型
前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.11.20 1,680,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

603 （株）ニコン 回折格子ｱﾚｲ用SiNﾒﾝﾌﾞﾚﾝⅠ型　8枚
資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H18.12.4 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

604 （株）オプトサイエンス X線ﾎﾟﾘｷｬﾋﾟﾗﾘｰｵﾌﾟﾃｨｯｸ
資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.12.18 1,680,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

605 東北電子産業（株） ダイオードモジュール
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.12.20 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

606 (株)SRD生物センター 染色体異常試験 契約担当者　事務局長　加藤裕二 H19.1.4 1,680,000 随意契約
厚生労働省への臨床治験の申請を行うため、同省の生物学的安全性評価試験に関する基
準に基づき、ＧＬＰ基準を満たした試験機関に試験依頼することが必要であり、契約の目的
が一般競争に付することに適しないため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

607 （株）第一印刷所東京本部 ｴｺﾛｼﾞｰﾊﾞｯｸﾞ作製
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.10 1,680,000 随意契約
当機構が定める随意契約の限度額を下回る契約（見積合わせ）のため。（会計規程第34条
第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

608 (株)ﾒｶﾞｵﾌﾟﾄ ﾚｰｻﾞｰ用光学部品 前渡資金出納員　山田昭男 H19.1.15 1,680,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

609 （株）昭和サイエンス 多軸ﾊﾟﾙｽｽﾃｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾌﾄ　一式
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H19.2.16 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

610 （株）千代田ラフト
「国際物理オリンピックへの挑戦」の
ＤＶＤ化作業

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.27 1,680,000 随意契約 本コンテンツ制作会社なので内容を熟知しているため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり 競争入札に移行

611 ケイエスオリンパス（株）
走査型多光子ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡ｼｽﾃﾑ及び導
入光学系の移設、運搬

資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H19.3.5 1,680,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

612 （株）テックサイエンス ｽﾊﾟｯﾀｰｲｵﾝ銃：IG70-XY(OCI社製）
資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H18.12.6 1,684,200 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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613
（株）リクル－トマネ－ジメントソ
リュ－シ

平成18年度中途職員(2)採用試験
（総合検査・英語検査）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.18 1,686,300 随意契約
SPI開発業者であり、またリクナビとの互換性があるため。
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

614 和研薬（株）
ｶｰﾙﾂｧｲｽ 共焦点ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾝ顕微鏡
LSM510 ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ費

資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H18.12.15 1,686,772 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

615 （株）新栄 ＤＭ作業　　　18年4月～19年3月分
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,687,350 随意契約 当機構の定める随意契約の限度額を下回る（会計規程第34条第2号第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

616 （株）ケーサイエンス イオンポンプコントローラー　他
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.24 1,689,240 随意契約 少額による随意契約（会計規定第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

617 三菱スペース・ソフトウエア（株） Imagineｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ群のｾｯﾄｱｯﾌﾟ
資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H18.12.8 1,689,450 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

618 （株）千代田ラフト
全国ＳＳＨコンソーシアムのサイエンス
チャンネル広報番組用映像収録

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.20 1,690,500 随意契約
ＳＳＨ事業の番組制作経験より事業趣旨を理解しており、かつ科学番組を制作した実績を有
するため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

619 （株）カーク 超純粋製造装置
資金前渡出納員、事務参事、水内
邦顯

H19.2.8 1,690,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

620 （株）三笑堂 試験管ﾐｷｻｰ他　実験器具
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.20 1,690,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

621 日本光電関西（株） 高感度増幅器　16台　他1件
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H19.2.6 1,690,605 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

622
はりまメンテナンス事業協同組
合

清掃費（１２ヶ月分）
資金前渡出納員、事務参事、田中
宏彌

H18.4.1 1,693,683 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

623 朝日分光（株）
High Power ｷｾﾉﾝ光源MAX-301　ﾌﾙｼｽﾃﾑ
一式

資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.7.12 1,695,225 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

624 （株）プロ・ディバイス
ﾚﾌﾞｺ超低温槽　ULT-1790-5型　(ｻｰﾓｴﾚｸ
ﾄﾛﾝ社)

資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.6.2 1,695,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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625 浜松ホトニクス（株） 標準光学系　他1点
資金前渡出納員、事務参事、安田
道義

H18.6.27 1,695,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

626 ケイエスオリンパス（株）
フィルタ・フィルタホイールセット MAC5000-
CSU 405-488-568

資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H18.7.21 1,695,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

627 関西科学機械（株）
172nmｴｷｼﾏﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　SUS03(UER20H-
172VB,UEP20B)

資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.7.25 1,695,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

628 （株）フレンズ Science Window 写真撮影
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.18 1,695,750 随意契約
編集方針で求めるイメージに合致した細やかで表現力豊かな写真データを提供できると判
断したため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（２０年度契約から）

629 （株）ルミネックス 空間光変調器　LC-R720
資金前渡出納員、事務参事、荒井
勝則

H18.11.6 1,695,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

630 （株）フィジオテック 英国CED社製 Spike2ｼｽﾃﾑ Micro1401
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.12.12 1,695,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

631 メイワフォーシス（株）
ウィンドウチャンバー　QWiC301・ﾒｲﾜﾌｫｰｼ
ｽ

資金前渡出納員　事務参事　安川
真一

H18.12.13 1,695,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

632 （株）パスカル PLD用ﾀｰｹﾞｯﾄ移動機構
資金前渡出納員　事務参事　吉川
和康

H18.12.20 1,695,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

633 日本電気（株）
SunFire X4100 M2(Sun Microsystems製）
一式

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.12.22 1,698,480 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

634 理科研（株）
共焦点ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡保守契約 (H18.4.1～
H19.3.31)　１式

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.4.1 1,698,900 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

635 インフォトレーダー（株）
書籍代　2006年外国逐次刊行物の購入
Ｙグループ前払（10％精算分）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H17.11.14 1,699,672 随意契約

「２００６年外国逐次刊行物の購入　Yグループ」の先払い契約で支払った90％の残り分10%
の精算を行うための契約である。当然、「２００６年外国逐次刊行物の購入　Yグループ」の
契約機関であるインフォトレーダー（株）に対して支払いを行うため。（会計規定第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

636 （株）フィジオテック MRI対応音刺激呈示装置
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H19.1.16 1,699,950 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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637 インフォコム（株）
分子設計Linuxｼｽﾃﾑ:MDLP081706-K1型
(ｲﾝﾌｫｺﾑ㈱)

資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H18.8.24 1,700,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

638 （学）龍谷大学
委託研究「ﾀﾞﾝｽ教育を目的としたﾚｯｽﾝ･ｵ
ﾝ･ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.1 1,700,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

639 フリッチェ・ジャパン(株) 遊星型ボールミル 契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.10.17 1,700,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

640  （株）メド城取 可変波長マイクロプレートリーダー一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.7.20 1,701,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

641 ホテルヴィラフォンテーヌ汐留
JST-DFG「ﾅﾉｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ」日独合同
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟに係る宿泊ホテル手配について

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.29 1,701,000 随意契約
本ワークショップの会議場の選定に対し宿泊施設を併用しているヴィラフォンテーヌ汐留を
選定したため。（会計規程第３４条の２の１）

見直しの余地あり 競争入札に移行

642 （株）ラボ ﾊﾞｲｵｼｪｰｶｰ BR-43FL Taitec 2個
資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.11.7 1,701,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

643 （株）オプトサイエンス
光ﾌｧｲﾊﾞｰｱﾝﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ AMP-SF-PM1064-
2W-0

資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.11.24 1,701,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

644 桜木理化学機械（株） 横型雰囲気管状炉 HS10-850S
資金前渡出納員　事務参事　吉川
和康

H19.2.1 1,701,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

645 （株）第一印刷所東京本部 ERATOパンフレット2005-2006
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.10 1,701,525 随意契約
契約の相手方は前回のパンフレットの作成業者であり、今回はその版の大部分を利用する
マイナーリバイスであるため競争に適しない随意契約（会計規程第34条第２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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646 日立キャピタル（株） OA用PCの賃貸借(#16.3b)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,703,016 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（賃貸借期間終了後の
新規賃貸借を18年度に
入札実施済）

647 （株）アスク 実験動物飼育管理業務
資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.4.1 1,703,520 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

648 ユニーテック（株） Conditional KO ﾍﾞｸﾀｰ構築
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.6.19 1,704,675 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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649 日本測器（株）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ
WaveRnner64Xi4ch600MHz　1式

資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.12.8 1,705,725 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

650 ケイエスオリンパス（株） 倒立型ﾘｻｰﾁ顕微鏡　IX71　ｵﾘﾝﾊﾟｽ㈱社製
資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H19.1.23 1,708,560 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

651 アジレント・テクノロジー（株）
ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝLCRﾒｰﾀｰ　E4980A　ｱｼﾞﾚﾝﾄ･ﾃｸﾉ
ﾛｼﾞｰ社製

資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H18.6.20 1,709,505 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

652 ダイヤモンドリース（株） 人事管理システム（ADPS)賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,710,040 随意契約
リース契約のため。
（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

653 （株）コンカレントシステムズ
ワークステーション Tsumuji3R2-
Xe(Q26)W-42/DP/M80/750HD

資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H18.12.7 1,710,450 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

654 トップツアー（株）
核融合・野辺山他化学体験学習車両雇上
交通費等
18-1606-21-01

前渡資金出納員、事務参事、佐藤
隆

H18.7.10 1,711,240 随意契約 少額のため、見積合わせを実施。（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

655 （株）アールデック 高温Kｾﾙ　RB-6-HT-SM-R　Veeco
資金前渡出納員、事務参事、 首
八重子

H18.10.13 1,711,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

656 （株）池田理化
DNAｼｰｹﾝｻｰ　CCDｶﾒﾗ交換およびPCｲﾆ
ｼｬﾗｲｽﾞ

資金前渡出納員、事務参事、解良
昭六

H19.1.24 1,711,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

657 コセキ㈱盛岡営業所 マイクロスコープ 前渡資金出納員　箭野　謙 H19.3.1 1,711,500 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

658 和研薬（株）
高速大容量冷却遠心機:7780(久保田商事
㈱)

資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H18.11.9 1,713,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

659 伯東  （株） ターボ分子ドラッグポンプシステム一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H19.2.1 1,713,600 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

660 （株）千代田園 給茶器保守及び消耗品補充
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,715,700 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。（会計規程３４条第２項４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約
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661 （有）服部一成
ｱｰﾄﾃﾞﾚｸｼｮﾝ及びﾃﾞｻﾞｲﾝ業務【deep_
science】

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.1.5 1,717,800 随意契約
本ウェブサイトのアートディレクションについては、準備段階より(有)服部一成に委託してき
たが、本ウェブサイトのデザイン様式の確立のために同一の者によるアートディレクション・
デザインが不可欠であるため。（会計規定第34号2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

662 （有）イーストドライブ GRYPHON200W制御BOX
資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H18.10.4 1,719,564 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

663 （株）インデコ ＭｇＯド－プＬｉＮｂＯ３導波路　一式
資金前渡出納員、事務参事、鯉渕
善明

H18.8.25 1,719,828 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

664 (株)SPフォーラム
６５億人のサバイバル展デザイン監修
業務

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.9.15 1,722,000 随意契約

(株)SPフォーラムは１）日本科学未来館の展示開発のコンサルティング業務を請け負ってい
る、２）科学的な展示コンサルティングの実績が充分にある、３）展示製作において、予算・仕
様の双方の側面から現実的な解決策を提案できる業者である等の理由から本企画展のデ
ザイン監修業務に 適であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

665 日立キャピタル（株） フェロー用ＰＣ１７年度追加導入（賃貸借）
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 1,723,680 随意契約
平成１６年７月より賃貸借を行っていたものを耐用年数の観点からも問題がないので継続し
て選定する。（会計規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

666 日本分光（株）
分光蛍光光度計(FP-6500DS型)日本分光
製

資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H19.2.15 1,726,987 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

667 （株）バイオス医科学研究所
H18顕-1-115(バイオス医科学
研究所)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 1,727,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

668 ケイエスオリンパス（株） 画像解析ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.12.20 1,727,250 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

669 （株）プロセス・ラーニング研究所 新任階層別研修
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.10 1,728,000 随意契約
見積り合わせにより決定
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（H20
年度）

670 ナカライテスク（株） #PPIC9K　その他76件
資金前渡出納員、事務参事、日向
雅道

H18.4.3 1,728,414 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

671 （株）トーコン・システムサービス
ﾉｰﾄPC他　みさと天文台向け「地域科学
館連携支援事業」用物品の購入

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.11 1,729,350 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

672
ケイエスオリンパス（株）京都営
業所

ｵﾘﾝﾊﾟｽ株式会社製　画像解析ｿﾌﾄｳｪｱ
MetaMorph

資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.8.29 1,729,350 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

673 (株)内藤一水社 副館長採用公募掲載料（朝日）
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.6.5 1,730,400 随意契約

(株)内藤一水社は掲載依頼から広告掲載までの事務等が迅速かつ正確であり、新聞の主
要全紙に広告欄掲載が可能なネットワークを有しており、採用試験の時期が不定期で、起
案日から極力早く人材を確保したい当館の状況を勘案した場合に 適な業者であるため。
（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

674 （株）ユニソク
ＳＴＭ冷却用冷媒タンク　ＵＳＭ－５０１－Ｈ
Ｔ型　１台

資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H18.10.4 1,732,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

675 フィルジェン（株）
UVオゾンクリーナー　UV253HRS　フィル
ジェン社製

資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H18.12.27 1,734,075 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

676 ナカライテスク（株） PEG/ION　SCREEN　その他40件
資金前渡出納員、事務参事、日向
雅道

H18.4.10 1,734,243 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

677 大阪大学生活協同組合 パソコン　ｶｽﾀﾏｲｽﾞ　MacPro 2.66GHz
資金前渡出納員、事務参事、前田
英夫

H18.9.22 1,736,636 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

678 ケイエスオリンパス（株） 顕微鏡励起光制御装置
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.11.30 1,736,700 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

679 日本測器（株）
デジタル・フォスファ・オシロスコープ　テク
トロニクス製　DP04

資金前渡出納員、事務参事、前田
英夫

H18.6.12 1,738,800 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

680 ケイエスオリンパス（株）
倒立方ﾘｻｰﾁ顕微鏡:IX-71N明視野ﾚﾝｽﾞﾅｼ
組合せ(ｵﾘﾝﾊﾟｽ㈱）

資金前渡出納員、事務参事、藤永
重任

H18.10.13 1,741,162 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

681 （合）木下理化 倒立型蛍光顕微鏡　ｵﾘﾝﾊﾟｽ
資金前渡出納員　事務参事　吉川
和康

H18.10.17 1,742,580 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

682 （株）トーアサイエンス 反射光ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀｰｼｽﾃﾑ
資金前渡出納員　事務参事　吉川
和康

H18.9.14 1,743,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

683 みずほ情報総研（株）
粒子法によるﾏﾙﾁﾌｨｼﾞｸｽｼﾐｭﾚｰﾀの検証解
析

資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H19.2.21 1,743,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

684 埼玉県
委託研究｢VOC処理を目的とする光触媒担
持用の微細格子構造体の開発｣

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.1 1,746,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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685 （株）第一印刷所東京本部 Science Window 創刊号の印刷
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.6 1,746,360 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

686 （株）アールデック SUMOｾﾙ・Hot-Lip（ｱｰﾙﾃﾞｯｸ）
資金前渡出納員、事務参事、千田
義彦

H18.6.29 1,747,830 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

687 （株）藤本理化
包埋ﾌﾞﾛｯｸ作成ｼｽﾃﾑ　ﾃｨｼｭｰ・ﾃｯｸ TECﾌﾟ
ﾗｽｼｽﾃﾑ TEC-P-S-J0

資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H18.10.6 1,748,250 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

688
キャノンマーケティングジャパン
（株）

物品の購入（コピー複合機）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.14 1,749,405 随意契約

見積もり合わせ(3社)において、予定価格の制限の範囲内で、 低の価格であったため。
（会計規程第３４条第２項第４号）
また保守に関して、契約の相手方は保守・消耗品の供給の対象となる複写機の販売メー
カーであり、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 競争入札へ移行

689 （株）エヌ・ティー・エス
大規模辞書整備作業（辞書登録提案の
あった用語）　同義語整備作業⑤

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.25 1,749,407 随意契約
作業基準の精通､専門分野・言語等の処理体制確保､の観点による。他業務である文献
データベース作成工程及び作業期間に支障を来すことなく当辞書データを作成できる機関
は他にないため。（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

690 ワイヤード（株） １０ナノ位置決め装置　一式
資金前渡出納員、事務参事、鯉渕
善明

H18.6.12 1,749,615 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

691 ハヤシ化成（株）
ｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ(Purif-compactAPS基本ｼｽﾃﾑ)
㈱ﾓﾘﾃｯｸｽ製

資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H19.2.21 1,749,930 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

692 岐阜県産業技術センター
委託研究「安価で使い勝手の良いアパレ
ル用人体計測装置の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.10.30 1,750,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

693 ヤマト科学（株） ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ　一式（切畑P）
資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H19.2.1 1,751,030 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

694 ナカライテスク（株）
BIOTIN~99%(TLC) LYOPHILIZED POWDER
他39件

資金前渡出納員、事務参事、日向
雅道

H18.5.8 1,753,032 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

695 清水実験材料（株） 実験動物(ﾏｳｽ)の飼育管理業務
資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.4.1 1,753,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

696 （株）ＶＩＣインターナショナル
特注真空槽 ﾒｲﾝMOTﾁｬﾝﾊﾞ ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾀｯﾌﾟ加
工追加 一式

資金前渡出納員、事務参事、佐藤
敏彦

H18.8.28 1,753,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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697 スペクトラ・フィジックス（株） MaiTai-w電源/米ｽﾍﾟｸﾄﾗﾌｨｼﾞｯｸｽ
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.9.14 1,753,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

698 （株）ナード研究所 試薬 2,7-Bis(Triethoxysilyl)acridone 20g
資金前渡出納員　事務参事　嶋田
康夫

H18.11.20 1,753,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

699 （株）チャイナウェイ
Science Links Japan 中国語版ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
について

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.16 1,753,500 随意契約

契約相手先は中国の各種機関との深いつながりがあるため、中国全土の研究者や研究機
関を網羅したデータベースを独自に保持している。本件は契約相手先が保持しているデータ
ベースを使用してプロモーションを行うことから、契約相手先はそれができる唯一の業者で
あり、専門的知識を有しているため。（会計規程第34条2項第1条）

見直しの余地あり 競争入札に移行

700 （株）公研理化製作所
ﾏｲｸﾛｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ　ﾌｪﾑﾄｼﾞｪｯﾄ　ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ製
1台外1点

資金前渡出納員　事務参事　長澤
睿

H18.11.20 1,754,550 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

701 （株）日立製作所
ＨａｐＭａｐプロジェクト６４ｂｉｔミ
ラーサーバの購入

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.19 1,755,705 随意契約 見積合わせ実施（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該調達を行わないもの

702 浅野商事（株）
モノクロ複合機、レーザーファクシミリの購
入及び保守

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.3.2 1,757,070 随意契約 当機構の定める随意契約の限度額を下回る（会計規程第34条第2号第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

703 コヒレント・ジャパン（株）
LD励起高出力CWグリーンYAGレーザー
Verdi-V10ヘッド修理一式

資金前渡出納員、事務参事、荒井
勝則

H18.8.24 1,757,805 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

704 ナカライテスク（株） アンモニア水（28%）他29件
資金前渡出納員、事務参事、日向
雅道

H18.8.14 1,758,849 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

705 （株）　日本ﾚｰｻﾞｰ
300mm焦点距離ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ分光器SP-
2358(Roper Scientific)

資金前渡出納員、事務参事、藤永
重任

H18.10.30 1,760,251 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

706 アリオス（株） ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ用ﾁｬﾝﾊﾞｰ
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H19.1.16 1,763,580 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

707 （株）第一印刷所　東京本部 水循環領域　ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ2007-8
資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.8.30 1,764,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

708 ＨＰＣテクノロジーズ（株）
HPC-ProServer　DPr690/300D16G-Ce4-
ac 1台　他8点

資金前渡出納員、事務参事、水内
邦顯

H18.10.19 1,764,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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709 （株）池田理化 高速冷却遠心機　CR20GⅡ　日立
資金前渡出納員、事務参事、解良
昭六

H18.12.6 1,764,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

710 （株）カーク ｻｰﾏﾙｻｲｸﾗｰ AppliedBiosystems2720 ABI
資金前渡出納員、事務参事、伊藤
庄平

H19.1.5 1,764,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

711 ケースレーインスツルメンツ（株）
デシタルボルトメーター　８－１／２桁スー
パーＤＭＭ

資金前渡出納員、事務参事、松浦
勝彦

H18.9.22 1,764,315 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

712 （株）ホクシン EPSON　ｶｽﾀﾏｲｽﾞﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC　Pro4000
資金前渡出納員、事務参事、清水
雅人

H19.2.7 1,764,966 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

713 浜松ホトニクス（株） 可視光フォトンカウンティング装置　　1式
資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H18.10.24 1,765,260 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

714 日本チャールス・リバー（株） ﾏｳｽ10系統受精卵作成業務業
資金前渡出納員、事務参事、日向
紀英

H18.8.11 1,766,625 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

715 日本チャールス・リバー（株） ﾏｳｽ10系統受精卵作製業務
資金前渡出納員、事務参事、日向
紀英

H18.9.1 1,766,625 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

716 （株）メド城取
CO2インキュベーター（オリエンタル技研工
業）一式

資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H18.6.28 1,767,150 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

717 サンユー電子（株） 抵抗加熱蒸着ユニット一式
資金前渡出納員、事務参事、高橋
義昭

H18.10.27 1,767,150 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

718
ケイエスオリンパス（株）京都営
業所

ｵﾘﾝﾊﾟｽ株式会社製　共焦点ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡
FV300ｽｷｬﾝﾕﾆｯﾄ（BG）

資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H19.1.10 1,767,150 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

719 （株）Ｎ.Ｓ.ラボ
ﾏｲｸﾛﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀｰ　ﾄﾗﾝｽﾌｧｰﾏﾝNK2　ｴｯﾍﾟﾝ
ﾄﾞﾙﾌ

資金前渡出納員、事務参事、前田
謹一郎

H19.1.24 1,767,150 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

720 マイクロ電子㈱
2.45GHz　ﾏｲｸﾛ発振器ﾊﾟﾙｽ変調付き
MMG-213V-2P　１式

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.6.30 1,768,567 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行



様式３－２
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及び住所
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

721 （株）ダウ
ＰＰＫＴＰ結晶（１×１×１０ｍｍ・８
０７．０ｎｍ用）４個

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.10 1,772,400 随意契約 少額による随意契約（会計規定第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

722 （有）ウラヤマ 遠心濃縮ｼｽﾃﾑ  ﾄﾐｰ精工
資金前渡出納員、事務参事、田中
宏彌

H18.5.12 1,774,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

723 （株）ムトウ CPWXｼﾘｰｽﾞ専用ﾛｰﾀ P45AT 資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.6.14 1,774,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

724 伯東（株） ターボ分子ドラッグポンプ一式
資金前渡出納員、事務参事、荒井
勝則

H18.9.11 1,774,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

725 （株）池田理化 BAC　DNAｸﾛｰﾝのﾄﾞﾗﾌﾄｼｰｸｴﾝｽ解析
資金前渡出納員、事務参事、松江
光昭

H18.12.15 1,774,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

726 （株）トーコン・システムサービス ソフトウェアの購入 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H19.2.23 1,774,500 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

727 フジ・インバック（株）
極低温AFM用UHV冷却ﾁｬﾝﾊﾞｰ改造(固定
式から移動式へ)

資金前渡出納員　事務参事　鯉淵
嘉明

H18.12.26 1,774,615 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

728 （株）ニコンインステック 実験用テーブル（Ｎｅｗｐｏｒｔ社製）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.3 1,779,750 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

729 （株）東京インスツルメンツ DG535型デジタル遅延パルス発生器
資金前渡出納員、事務参事、荒井
勝則

H18.4.21 1,781,640 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

730 エフソリューションズ（株）
研究開発実施場所の賃貸借（350　ｼｭｶﾞｰ
ﾁｯﾌﾟﾁｰﾑ）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,782,720 随意契約
研究開発実施場所の賃貸借であり、対象物件の立地、設備等の利便性から当該施設が
も適切と判断され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第
34条第2項の（1））

見直しの余地あり
平成20年以降当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

731 （株）エイコー ﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀｰ改造　一式
資金前渡出納員、事務参事、阿部
稜

H18.4.3 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

732
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノ
ロジ（株）

実験システムの据付・調整費 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.4.12 1,785,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの
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733 （株）ベリタス LABTypeSSODQB1TypingTest100tests
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.6.26 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

734 （株）ベリタス LABTypeSSODQB1TypingTest100tests
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.7.3 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

735 岩井化学薬品（株） ﾏｳｽｹﾞﾉﾑ　430　2.0ｱﾚｲ
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.7.4 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

736 （株）リガク 磁気シールユニット
前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.8.3 1,785,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

737 岩井化学薬品（株） ﾏｳｽｹﾞﾉﾑ430　2.0ｱﾚｲ
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.8.22 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

738 日本分光（株） 紫外可視分光光度計　Vー６５０DS　１台
資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H18.8.28 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

739
日本オートマティック・コントロー
ル（株)

クライオスタット　ST-500・JANIS
資金前渡出納員　事務参事　安川
真一

H18.9.15 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

740 （株）日本オプティカルシステム
分光用高感度冷却CCDｶﾒﾗｼｽﾃﾑSpec-
10N:100B/XP(日本ｵﾌﾟﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑ）

資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.10.10 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

741 （株）ラボ
ｹﾞﾙ撮影･解析装置 ﾓﾃﾞﾙ680XR ELISA
MPM/PC BIO-RAD

資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.10.13 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

742 （株）安田商店 自動設定中圧分取液体クロマトグラフ
資金前渡出納員、事務参事、水内
邦顯

H18.10.25 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

743 （株）エスコム
ERATO山本環境応答ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第三グルー
プの物品移設及び調整業務

資金前渡出納員、事務参事、清水
清忠

H18.11.2 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

744 正晃（株） 超低温フリーザー F991
前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.11.2 1,785,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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745 三ツワ理化学工業(株）
ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ保護膜作製装置自動化ｼｽ
ﾃﾑ　㈱ｱﾙﾊﾞｯｸ製

資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H18.11.7 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

746
NTT-ATナノファブリケーション
（株）

低応力・薄膜SiN膜堆積基板　　20枚
資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H18.11.30 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

747
NTT-ATナノファブリケーション
（株）

低応力・薄膜SiN膜堆積基板　　20枚
資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H18.12.5 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

748 日本ビーコ（株）
ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾛｰﾌﾞｼﾘｺﾝ製SPMｾﾝｻｰ NCH-W
ﾋﾞｰｺ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ社製

資金前渡出納員、事務参事、井口
洋平

H18.12.20 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

749 日本ビーコ（株）
ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾛｰﾌﾞｼﾘｺﾝ製SPMｾﾝｻｰ NCH-W
ﾋﾞｰｺ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ社製

資金前渡出納員、事務参事、井口
洋平

H19.1.25 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

750
（株）日本コンピューティングシス
テム

ワークステーション2式
資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H19.2.2 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

751 （株）スリーアイパブリケーション
戦略的創造研究推進事業CRESTﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
20
06-2007(和文･英文)増刷

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.23 1,785,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

752 （株）アート・スタジオ・サンライフ ｲﾍﾞﾝﾄｶﾚﾝﾀﾞﾂｰﾙの作成
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.1 1,785,000 随意契約

契約相手先は本ｼｽﾃﾑを登載するｻｰﾊﾞに既に登載されている既調達物品等のｼｽﾃﾑ作成を
行っている業者である。本件は既調達物品等と同一のｻｰﾊﾞに搭載するｼｽﾃﾑの作成であ
り、ｻｰﾊﾞ及び既調達物品等との整合性を確保しながらｼｽﾃﾑ作成する必要性があることか
ら、既調達物品等の連接使用の確保が必要なため。（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

753 ナカライテスク（株）
MinElute Reaction Cleanup Kit(250)　５個
他６件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.10.19 1,786,443 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

754 （株）高長
ｽｰﾊﾟｰｽｸﾘﾌﾟﾄⅢ逆転写酵素 10000unit　１
個　他６７件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H19.1.22 1,787,404 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

755 日立キャピタル（株） OA用PCの賃貸借(#15.12)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,787,940 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（賃貸借期間終了後の
新規賃貸借を18年度に
入札実施済）

756 （財）石川県産業創出支援機構
下田Ｐ研究実施場所賃貸借契約　平成18
年度分

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.1 1,790,500 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

757 （株）ケーサイエンス ターボＶ７０ＬＰポンプセット　３式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.22 1,792,224 随意契約 少額による随意契約（会計規定第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

758 大槻理化学（株） 超低温フリーザー
資金前渡出納員、事務参事、多々
井愛吉

H18.8.30 1,792,350 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

759 三和理研（株）
ｸﾞﾗｼﾞｪﾝﾄ･ｽﾃｰｼｮﾝ(ﾌﾗｸｼｮﾈｰﾀｰ部)153-B
ｴｽｹｰﾊﾞｲｵ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会

資金前渡出納員、事務参事、今橋
三千郎

H18.6.5 1,795,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

760 シグマ光機（株）
ｼｸﾞﾏ光機㈱製 1064nmﾚｰｻﾞ(2W)
PLS1064-2000

資金前渡出納員、事務参事、坂上
輝雄

H18.8.1 1,795,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

761 創英国際特許法律事務所
（源泉）特許調査（創英国際特許法律事
務所）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.9 1,795,500 随意契約
応募件数が締切まで確定しない上、締切後3週間程度で調査完了する必要があるため、委
託開発制度趣旨を理解した迅速な特許調査の出来る当該事務所と契約を行った（会計規
定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

762 （株）東京インスツルメンツ
II/ZS50型 PEM100 光弾性変調器(米国ﾊｲ
ﾝｽﾞｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ社製)

資金前渡出納員、事務参事、羽田
勇雄

H18.11.13 1,795,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

763 （社）未踏科学技術協会
「エネルギー・環境用材料技術戦略検討
会」運営業務

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.5.22 1,796,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

764 ジェイエイビル管理会
第2回CREST中間ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ・さきがけ終
了ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ会場借料

資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H18.8.7 1,797,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

765 東北大学生活協同組合
Linuxｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾊﾞ　UNI-DXRM-UNIT
Xeon　3.6GHz/RAM4GB/HDD160G

資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H18.8.17 1,797,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

766 ケースレーインスツルメンツ（株） 6430 SUB FAリモート・ソース・メータ
資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H18.8.24 1,797,663 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

767 （株）渋谷ティケービー
４月分　戦略事務所賃借料
（電子･光子、内分泌）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,798,860 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

768 ＨＰＣシステムズ（株）
ﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
HPC6000XC416C/HPCｼｽﾃﾑ

資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.12.20 1,799,564 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

769
エクスプローラーズ・ジャパン
（株）

「ドーム映像作品制作」に関するプロデュー
ス業務

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.7.13 1,799,700 随意契約
エクスプローラーズ・ジャパン(株)は当該ドーム映像の原案制作に関与していることから、本
業務であるシナリオ制作について も効率的に作業ができるため。(会計規程第34条2項1
号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

770 ハイソル（株）
ﾓﾃﾞﾙ7400Aﾏﾆｭｱﾙｳｪｯｼﾞﾎﾞﾝﾀﾞｰ(ｳｴｽﾄ･ﾎﾞﾝ
ﾄﾞ社）

資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.10.16 1,799,700 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

771 （株）三啓 測定顕微鏡MM-400/ﾆｺﾝ
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H19.2.15 1,799,700 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

772 （有）イーオーアール
波長可変半導体レーザー光源 TEC-500-
1550-10

資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.6.20 1,800,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

773
学校法人北海道尚志学園(北海
道工業大学）

渦操作によるエアカーテン性能の向上
前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 1,800,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

774 学校法人北里学園
委託研究「大型ﾌｼﾞﾂﾎﾞを用いた海浜域の
生物多様性向上と海藻礁形成の試み」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 1,800,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

775 東亜ディーケーケー（株）
H18顕-2-003(東亜ディーケー
ケー)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,800,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

776 （株）三菱化学ビーシーエル 未染色標本作製および酵素抗体染色費用
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H19.1.11 1,800,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

777 （株）　ジェイエス・ロボティクス 小型ヒューマノイドロボット　試作　一式 資金前渡出納員　山下昌二 H19.2.5 1,800,000 随意契約 想定するロボットの機能を満たす購入元が限られたため（会計規程第34条第2項1） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

778 美津野商事（株） 研究事務所什器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.11 1,800,435 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

779 二光事務器（株） ﾅﾉﾃｸ融合事務所移転作業
資金前渡出納員　事務参事　鯉淵
嘉明

H18.4.3 1,802,587 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

780 ナカライテスク（株）
ANTI-NF Κ B, P65, RABBIT-
POLY,<ANTI-RELA>　　BIOMOL　　　　 

H19.2.23 1,804,215 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行資金前渡出納員、事務参事、中尾　
仁三
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781 ㈱セイミ ＤＮＡ　Ｅｎｇｉｎｅ
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H19.3.7 1,805,595 随意契約 200万円以下であったため見積もり合わせを行った（会計規程34条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

782 日京テクノス（株）
SIBATA　044500-71211　ﾊﾞｷｭｰﾑｼｽﾃﾑ
V-703型

資金前渡出納員、事務参事、水内
邦顯

H18.11.20 1,806,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

783 共信コミュニケーションズ（株） 会議室マイク機器の増設
分任経理担当者
経理部長　加納富次雄

H19.1.26 1,806,000 随意契約
同社は、平成１８年度の「東京本部別館２Ｆ会議室プロジェクタ等機器導入」の契約を請け
負っており、構築したプロジェクタ投影システムについて熟知しており、既存機器との配線接
続や床下配線等を含め、迅速かつ的確な作業が期待できる。（会計規程第３４条２項）

見直しの余地あり 競争入札に移行

784 正晃（株）大分営業所 TitaniumTaqDNA　Amplification　Kit
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.12.4 1,808,100 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

785 （株）松見科学計測 島津大量分取システム
資金前渡出納員、事務参事、細川
順紀

H18.5.10 1,812,300 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

786 （株）トーコン・システムサービス ﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑ　VSX7000S　POLYCOM
資金前渡出納員、事務参事、 首
八重子

H19.2.26 1,813,350 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

787 正晃（株）大分営業所 TitaniumTaqDNA　Polymerase
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.11.29 1,814,400 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

788 富士通（株） 委託研究契約（穴井）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,815,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

789 （株）薬研社
倒立顕微鏡用電動ｽﾃｰｼﾞ（H117/ﾗｲｶﾏｲｸﾛ
ｼｽﾃﾑｽﾞ製）

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.4.26 1,815,450 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

790 伯東（株）
ﾀﾞﾌﾞﾗｰ付ｶｽﾀﾑ除振光学ﾃｰﾌﾞﾙ
RS4000(Newport）

資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.6.12 1,815,450 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

791 日本電信電話（株）
委託研究契約「量子コヒーレント構造の
作製とその制御」（平山）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,820,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

792 （株）プラント
外灯ﾎﾟｰﾙ更新工事及び冷温水発生機系
統冷温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.27 1,820,017 随意契約
ビル管理会社として情報資料館施設の保守・管理及び清掃業務を行っているため、建物保
守・管理の状況を良く把握しており、短期間での良質かつ効率的な工事が期待できる。その
ため、（株）プラントが も適格である。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」
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793 和研薬（株） ダイレクトヒートCO2 インキュベータＦ310
資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H19.2.9 1,820,700 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

794 ナカライテスク（株）
超純水製造装置(Milli-Q Advantage・
MILLIPORE)

資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H18.12.6 1,820,805 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

795 （株）プライムインターナショナル
ブレインマシンインターフェイスＷＳに関す
る準備、運営業務

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.11.15 1,821,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

796 ビジュアルテクノロジー（株）
ﾊﾟｰｿﾅﾙｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ VT64
Workstation 4100 (ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ)

資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.4.25 1,822,133 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

797 （株）高長
wheat germ agglutinin,Alexa Fluor 633
conjugate 　1個 他94件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.12.26 1,822,784 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

798 （有）ビジョンブリッジ
ユビキタスネットワーク連携群シンポジ
ウムの開催に係わる業務請負(3/16開催)

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.15 1,823,059 随意契約
見積もり合わせ実施
（会計規程第34条第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

799 富士通（株） ソフトウェアライブラリ用サーバ保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,823,304 随意契約

契約の相手方は本システムの開発業者であり、保守を行うにあたり、システムの各構成要
素、その性能と機能の設定方法に熟知しており、異常時等における迅速な原因追及及び復
旧作業が求められることから、同システムの保守は同業者しかできないことから競争に適し
ないため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

800 サンユー電子（株） SVC-700TM　真空排気装置
資金前渡出納員、事務参事、高橋
義昭

H18.11.20 1,823,850 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

801 セキテクノトロン（株）
ｾｸｼｮﾆﾝｸﾞ光学顕微鏡用増設ﾃﾞｰﾀ解析用
ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ

資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H19.2.14 1,823,850 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

802 （株）美工堂 PRツール制作業務【ﾒｶﾞｽﾀｰⅡ】
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.3.6 1,825,950 随意契約
メガスターⅡのＰＲ用デザインは、様々なデザイナーのデザインを検討した結果であり、その
デザインを使用できる権利を有していたのが（株）美工堂だったため。（会計規定第34条2項
1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

803 会津大学 委託研究「ＳＩＰでのナローキャスティング」
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 1,826,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

804 コマツ電子金属(株) 高純度シリコンウェーハ
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.8.30 1,827,000 随意契約 特殊研究材料のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札に移行
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805 コマツ電子金属(株) 高純度シリコンウェーハ
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.11.30 1,827,000 随意契約 特殊研究材料のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

806 アイメックス㈱ 卓上型３本ロールミル
前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H19.1.16 1,827,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

807 (株)大一器械 日立高速冷却遠心機　CR20GⅡ
資金前渡出納員　事務局長　山岸
恒夫

H19.2.9 1,827,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

808 （株）トーコン・システムサービス
理科ねっとわーくアクセス解析システム
構築にともなうサーバ機器調達

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.15 1,827,000 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

809 （株）セイミ
インビボジェン　ODN 1826 200ug　１本　他
５３件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.7.18 1,829,165 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

810 前田印刷（株）筑波支店 平成18年度研究終了報告書
資金前渡出納員　事務参事　相澤
貞夫

H19.2.5 1,830,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

811 （株）栄屋理化
位相差顕微鏡 ｵﾘﾝﾊﾟｽ BX51(落射蛍光装
置含む) 1式

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H19.2.7 1,830,150 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

812 南出理化商会
東京理化器械製　凍結乾燥機角型密栓式
ﾄﾞﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰｼｽﾃﾑ（切畑P）

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.12.26 1,830,192 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

813 （株）ムトウ FDSS3000移設
資金前渡出納員、事務参事、日向
紀英

H19.1.24 1,830,570 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

814 東日本電子計測（株）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ:DPO7104(日本ﾃｸﾄﾛﾆｸｽ
㈱)

資金前渡出納員、事務参事、藤永
重任

H18.11.6 1,831,200 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

815 （株）大和速記情報センター
「産学官連携ジャーナル」対談記事の速
記(録音）、反訳及び要約に関わる業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.17 1,836,450 随意契約 見積合わせのため（会計規程第３４条の２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

816 伊藤忠テクノサイエンス（株） SAS　Personal　Analytics 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.4.1 1,837,080 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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817 （株）大一器械 １uＬ分光光度計  NanoDrop ND-1000 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.10.10 1,837,500 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

818 （株）旭商会仙台店 ヘリウムリークディテクタ
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.10.26 1,837,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

819 白井松器械（株）
超低温フリーザー　三洋電機製　MDF-
U52V

資金前渡出納員、事務参事、小林
健策

H18.11.15 1,837,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

820
横河アナリティカルシステムズ
（株）

Custom ChIP-on-chip
資金前渡出納員、事務参事、多々
井愛吉

H18.11.22 1,837,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

821 昭和電線ケーブルシステム（株） 銅銀合金ｴﾅﾒﾙ線
資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H18.12.7 1,837,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

822 和研薬（株）
ｼﾞｪﾉｽﾀｯﾌ社によるin situ Hybrydization 解
析 詳細別紙のとおり

資金前渡出納員、事務参事、山本
幸三

H18.12.11 1,837,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

823  （株）池田理化 クロマトチャンバー一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H19.1.18 1,837,500 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

824 高弥建設(株) 打合せコーナー設置工事 前渡資金出納員　箭野　謙 H19.2.23 1,837,500 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

825 丸善（株）大宮営業部 雑誌等購読契約②
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,837,929 随意契約 契約の予定価格が少額であるため。（会計規程第34条第2号第4号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

826 国華電機（株）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ/DPO7104/日本ﾃｸﾄﾛﾆｸ
ｽ㈱

資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H18.5.30 1,838,550 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

827 （株）インターグループ 第３期生 研究終了報告書作成費
資金前渡出納員、事務参事、叶井
紀明

H18.12.7 1,839,180 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

828 （株）東レリサーチセンター
炭素物質のマウスにおける単回静脈内投
与毒性試験

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.4.11 1,842,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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829 （株）東レリサーチセンター
炭素物質のマウスにおける単回静脈内投
与毒性実験

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.4.11 1,842,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

830 沖電気工業（株） 東京本部電話交換機バージョンアップ作業
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.31 1,842,750 随意契約
JSTサイエンスプラザの電話設備は、交換機を含め沖電気工業製であり、PBX内蔵ソフトを
バージョンアップするもので、契約相手先でしか取り扱えない。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

831 システムインスツルメンツ（株） 光導波路ﾀｲﾌﾟ　微量分析用
資金前渡出納員、事務参事、松江
光昭

H19.2.9 1,842,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

832 日本電子データム（株） JEM-1010型電子顕微鏡移転作業費
資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H19.1.23 1,844,106 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

833 （株）リガク 蛋白･低分子ﾃﾞｰﾀ処理ｿﾌﾄｳｪｱ　HKL2000
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H19.2.9 1,845,375 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

834 正晃（株） 凍結粉砕機　TI-500ET一式 資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.5.1 1,846,425 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

835 二光事務器（株）
ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ4階科学技術理解増進部
収納家具調達

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.29 1,846,635 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

836
横河アナリティカルシステムズ
（株）

Human　Genome　CGH　ﾏｲｸﾛｱﾚｲｷｯﾄ
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.7.14 1,847,475 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

837 （株）新潟科学
分光蛍光光度計 RF-5300PC（株）島津製
作所製

資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.6.12 1,848,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

838
（株）日本コンピューティングシス
テム

ﾒﾓﾘ
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.8.17 1,848,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

839 （株）日経産業広告社
日経産業新聞別刷広告特集への広告掲
載

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.23 1,848,000 随意契約 複数社による見積合わせにより契約締結したもの（会計規程第34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

840 （株）ジーンネット福岡営業所
超低温フリーザー　MDF-U52VS6（三洋電
機）

資金前渡出納員　事務参事　相澤
貞夫

H18.9.25 1,848,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

841 ㈱東栄科学産業盛岡営業所 26610　ﾍﾘｳﾑﾘｰｸﾃﾞｨﾃｸﾀM-212LD 前渡資金出納員　箭野　謙 H18.10.30 1,848,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

842 （株）パスカル コンビネ－ションポンプ　一式
資金前渡出納員、事務参事、鯉渕
善明

H18.12.12 1,848,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

843 （株）池田理化
FM型磁界測定器 FM-3600 直流/交流磁
界両用(三軸)

資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H19.1.9 1,848,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

844 アジレント・テクノロジー（株）
ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ　DSO6104A　ｱｼﾞﾚﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
製

資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H18.12.8 1,850,415 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

845 中山商事（株）筑波営業所
紫外部可視部吸光度パターン解析システ
ム(UA-6・Teledyne ISCO)

資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H19.1.18 1,851,255 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

846 （株）チヨダサイエンス Gene　Amp　PCRS　ystem9700G
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H19.2.16 1,852,200 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

847 （株）ムトウ 実験用ソフトウェア　1式
資金前渡出納員、事務参事、牧野
敏侑

H18.11.7 1,853,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

848 トップツアー（株）
未来館理研他研修交通費等
18-1824-8-01

前渡資金出納員、事務参事、岸本
武久

H18.5.18 1,853,140 随意契約 少額のため、見積合わせを実施。（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

849 （株）大塚商会
表示装置「科学技術学習支援事業共同研
究（郡山）」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.17 1,853,880 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

850 東京サイエンス（株）
パナソニックLet'S NOTE R5　CF-R5 一式
他４件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.10.20 1,858,279 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

851 （株）東京商工リサーチ
企業調査に係るｲﾝﾀｰﾈｯﾄ企業情報(東京
商
工ﾘｻｰﾁ)（H18.4.1～H19.3.31）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,858,500 随意契約
(株)東京商工リサーチは、創業以来100年の実績をもつ企業で、高度な調査ノウハウと膨大
な情報を有しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

852 日京テクノス（株）
ERATO山本環境応答ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第三グルー
プの物品移設業務　一式

資金前渡出納員、事務参事、清水
清忠

H18.11.2 1,859,550 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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853 （有）レイ・プリンティング ﾁｰﾑ論文集印刷製本費　300部
資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H19.2.1 1,859,550 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

854 （株）マクロミル 文献データベースに関するアンケート調査
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.11 1,860,075 随意契約 見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

855 （株）イーツー ＨＰ制作一式
資金前渡出納員、事務参事、橋本
常七

H18.11.13 1,863,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

856 （財）私学研修福祉会 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ　会場借料
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.11.21 1,864,445 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

857 セコム（株） ＪＳＴ本部機械警備業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,864,800 随意契約

平成16年度にJST本部におけるICカードによる「機械警備システムの導入」を受託し、平成
17年度に「川口本部機械警備業務」を受託し、円滑に業務を実施するなど良好な実績を有
しており、手戻りない業務遂行が期待できる。
（会計規程第３４条第２項４号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

858 高信化学（株） ﾏｲｸﾛ冷却遠心機(3740）一式　2点
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.6.14 1,864,800 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

859 正晃(株) 超純水製造装置システム 契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.12.14 1,865,220 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

860 （株）アイ・ピー・エス
H18顕-1-030(ｱｲ･ﾋﾟｰ･ｴｽ)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 1,866,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

861 （株）トランスジェニック
H18顕-3-160(トランスジェニ
ック）委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 1,866,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

862 エレメントシックス（株） 天然2A型単結晶ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ（111）基板
資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H18.6.5 1,866,060 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

863 （学）法政大学
委託研究「高精度・薄型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ直接駆動
ｽﾋﾟｰｶの開発」

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.1 1,868,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

864  （株）東京インスツルメンツ データ処理ユニットの設計製作 一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.7 1,869,000 随意契約 互換性及び守秘の点より随意契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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865
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株）

(SM4000用)温度可変ｲﾝｻｰﾄ　一式
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.11.29 1,869,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

866 山下医科器械（株） 超音波３次元位置測位システム  ZPS-3D 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.12.18 1,869,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

867 東北大学生活協同組合 ワークステーション
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.12.19 1,869,000 随意契約 200万円以下であったため見積もり合わせを行った（会計規程34条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

868
（社）日本アイソトープ
協会

試薬　放射標識[Ｈ]ＮＣＧ－２１　一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H19.1.11 1,869,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

869 ナカライテスク（株） NOT I　　1000UX5ﾎﾝ　　　ﾄｳﾖｳﾎﾞｳ
資金前渡出納員、事務参事、中尾
仁三

H19.2.13 1,869,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

870
（株）エヌ・ティ・ティ・データシス
テムズ

JDreamⅡ中国文献DBｻｰﾋﾞｽ用顧客認証ｼ
ｽﾃﾑ対応作業

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.27 1,870,050 随意契約
既存システムに精通及び熟知していなければ、本作業は円滑に遂行できない。契約の相手
方はシステムを開発しており、システム全般を把握しており、内容を熟知している。また、十
分な技術力と経験も有している。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

871 （株）フロンティア・サイエンス
細胞破砕装置（BMS-A15・バイオメディカ
ルサイエンス）

資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H18.12.4 1,870,312 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

872 西華産業（株）
ﾊｲﾎﾞﾙﾃｰｼﾞｼｰｹﾝｻｰ:HVS448-
1500(LabSmith)

資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H18.11.1 1,871,100 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

873 岩手県農業研究センター
委託研究「ｲﾁｺﾞ高設栽培における低ｺｽﾄ閉
鎖型給液ｼｽﾃﾑの開発」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 1,873,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

874 平野純薬工業（株） 人工気象器（LH-220SP・日本医化器械）
資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H18.12.5 1,874,250 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

875 ケイエスオリンパス（株） 脳神経画像解析ｿﾌﾄｳｪｱ
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.12.20 1,874,302 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

876 湘南電子機器（株）
Mic-4ch用ﾏｲｸﾛﾎﾝ入力ﾎﾞｰﾄﾞ:DHRC Mic-
4ch Ver1.1(湘南電気機器)

資金前渡出納員、事務参事、倉本
信義

H18.9.22 1,874,880 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

877 （株）電通中部支社 窒化ガリウム結晶模型の設計・制作
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.23 1,875,720 随意契約
赤﨑記念研究館に窒素ガリウム結晶模型を製作・展示するに当たって展示室と一体のコン
セプトが必要であり、同展示室の企画・設計・製作を行った(株)電通中部支社以外には不可
能であるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
H20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

878 ナカライテスク（株） 500ML　　　GR
資金前渡出納員、事務参事、中尾
仁三

H19.2.27 1,877,268 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

879 （株）日立製作所
科学技術理解増進事業 業務OAﾌﾟﾘﾝﾀ導
入

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.6 1,878,450 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

880 （株）紀伊國屋書店
2006年外国逐次刊行物の購入　Pｸﾞﾙｰﾌﾟ
前払い分【第二次発注】

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,879,309 随意契約

「２００６年外国逐次刊行物の購入　Ｐグループ」と同じ出版元が出版している資料の追加第
二次発注分である。先に契約済みの出版社に該当するグループの契約書店に追加で発注
する。（株）紀伊国屋書店は本グループの外国雑誌を取り扱っている取次書店で、多くの出
版社と取引経験が豊富で、雑誌を安定的に供給できる。（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

881 岩井化学薬品（株）
END-C　ERKR7015　TSH　ELISA,
Rodent. 2ヶ　他10件

資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H19.1.16 1,879,458 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

882 三菱スペース・ソフトウエア（株）
共同運用：森林動態データベースシステ
ムの改良

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.20 1,879,500 随意契約
契約の相手方は、「森林動態DB」について概念設計の段階からDB構築、公開・運用に至る
まで一貫して業務を担当し、DBシステムの内容を熟知している唯一の企業であり、同システ
ムの改良は同業者しかできないことから競争に適しないため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

883 和研薬（株） サーマルサイクラー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.20 1,879,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

884 （株）ムトウ
himacCPWXｼﾘｰｽﾞ専用ﾛｰﾀｰｽｲﾝｸﾞ型Ｐ55
ＳＴ2

資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.11.13 1,881,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

885 （株）マイトベーシックサービス
共同運用：水産海洋DBのシステム改良
および掲載資料の追加

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.25 1,884,750 随意契約

契約の相手方は、「水産海洋DB」システムについて概念設計の段階からデータ整理・加工
を含めたDBの構築、公開・運用に至るまで一貫して業務を担当し、DBシステムの内容につ
いて熟知している唯一の企業であり、同システムの改良は同業者しかできないことから競争
に適しないため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

886 （株）東京設計事務所
ｶﾞﾝｼﾞｽ川流域(ｲﾝﾄﾞ国)における適正な下水
処理法選定に関する検討

資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.11.8 1,885,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

887 理科研（株） ｶﾗｰﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ DV-20（ｿﾌﾄ・Cﾏｳﾝﾄ）付
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.5.9 1,885,275 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

888 （株）東京インスツルメンツ
CCD検出器:DU420A-OE型(英国ｱﾝﾄﾞｰﾙﾃ
ｸﾉﾛｼﾞｰ社)

資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H18.6.2 1,886,062 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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889
横河アナリティカルシステムズ
（株）

G2514A ｶｽﾀﾑｵﾘｺﾞｱﾚｲ（1x44K Feature
Microarray）

資金前渡出納員　事務参事　相澤
貞夫

H18.8.14 1,888,110 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

890 （株）ｉ－ｏｎ 可視赤外単色光源装置（島津）
資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.8.11 1,888,740 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

891 （株）創夢
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ用計算機ｼｽﾃﾑ運用保守作業費
（１２ヶ月）

資金前渡出納員、事務参事、橋本
勝義

H18.4.1 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

892 公和自動車交通（株） 普通乗用車のｽﾎﾟｯﾄ借り上げ契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,890,000 随意契約
契約先は、近隣に営業所があり利便性に優れており緊急な要請に対応可能なため（会計規
程第34条2項第4号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）
（１９年度から）

単価契約

893
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）

複写機賃貸借保守①
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,890,000 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。（会計規程第34条第2項1号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

894 日立キャピタル（株） OA用PCの賃貸借(#17.04)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,890,000 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（賃貸借期間終了後の
新規賃貸借を18年度に
入札実施済）

895 和光純薬工業（株） 研究実施場所　賃借料・共益費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,890,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

896 （株）池田理化 超低温ﾌﾘｰｻﾞｰ MDF-U72V SANYO 1台
資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.4.5 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

897 澁澤倉庫（株）
近畿地区発明センターへの
研究機材搬入作業

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.5 1,890,000 随意契約
契約の相手方は、既存の建物賃貸借契約等によって指定された業者であり、競争に適しな
い随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

898 ㈱アルネアボラトリ 光コリメータ・集光光学結合器
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.4.6 1,890,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札に移行

899 （株）メイテック
匿名化システム調査表印刷機能改修およ
び1歳6ヶ月対応

資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.4.13 1,890,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

900 理科研（株）
顕微鏡用電動XYｽﾃｰｼﾞ(MD-XY30100T-
META)ｵﾘﾝﾊﾟｽ社製

資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H18.4.17 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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901 （有）サイエンスサポート
MD-XY30100T-META 電動ｽﾃｰｼﾞ 中座ﾀｲ
ﾌﾟ分解能（0.1um）

資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H18.4.27 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

902 プネウム（株） Torus532-300 高安定性電源
資金前渡出納員、事務参事、水内
邦顯

H18.5.2 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

903 日本電子(株)仙台支店 走査電子顕微鏡用照射電流補正ユニット
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.5.8 1,890,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札に移行

904
特許業務法人原謙三国際特許
事務所

（源泉）特許調査（原謙三国際特許事務
所）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.22 1,890,000 随意契約
応募件数が締切まで確定しない上、締切後3週間程度で調査完了する必要があるため、委
託開発制度趣旨を理解した迅速な特許調査の出来る当該事務所と契約を行った（会計規
定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

905 （株）旭商会
ﾀｰﾎﾞ分子ﾎﾟﾝﾌﾟ　TMU521　ﾌｧｲﾌｧｰﾊﾞｷｭｰﾑ
社製

資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H18.6.1 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

906 （有）ジン・システム
スクエアー式遺伝子導入装置
（CUY21EDIT)

資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H18.6.1 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

907 （株）ジェック東理社
NMR及び電気抵抗同時測定用ﾌﾟﾛｰﾌﾞ/
ｼﾞｪｯｸ東理

資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.6.16 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

908 (有)フォト工房
サイン製作及び設置業務（Miraikanフォー
ラム用）

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.6.19 1,890,000 随意契約
見積合わせを行った結果、(有)フォト工房が 低の価格であったため。（会計規程第34条2
項4号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

909 （株）日本ローパー
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ分光器 SP-2355 米国ｱｸﾄﾝ･ﾘｻｰ
ﾁ社製

資金前渡出納員、事務参事、田口
信男

H18.6.20 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

910 （株）日経ビーピー
産学共同シーズイノベーション化事業
出合いの場広告メール配信

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.23 1,890,000 随意契約
研究報告会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

911 （株）日刊工業広告社 SCの新聞広告掲載「朝日新聞」
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.28 1,890,000 随意契約 破格値の広告掲載料を提示してきたため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

912 東和科学（株）
Human　Mapping　50KxbaArray　30ｱﾚｲ
900518

資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.8.17 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

913 東京サイエンス（株）
Experion 電気泳動ｽﾃｰｼｮﾝ(ﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞｽﾃｰ
ｼｮﾝ付)

資金前渡出納員　事務参事　清水
義則

H18.9.4 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

914 アルブラスト （株） 皮膚感作性試験費用一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.10.2 1,890,000 随意契約 研究に必要な高度特殊分析を行えるのは一者しかなかった。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

915 和研薬（株）
米国プロメガ社製　Maxwell　16Instrument
自動核酸精製装置

資金前渡出納員、事務参事、山本
幸三

H18.10.26 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

916 （株）メカニカルデザイン 剛塑性解析アプリケーションソフトウエア
資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.11.1 1,890,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

917 福伸工業(株) 真空乾燥装置の規格，設計，製図作成
前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.11.1 1,890,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

918 理科研（株）
リアルタイムPCR装置（LineGene）東洋紡
績製　1式

資金前渡出納員、事務参事、小林
健策

H18.11.2 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

919
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノ
ロジ（株）

センサ情報収集実験ネットワークの機能拡
充

資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.11.13 1,890,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

920 （株）第一印刷所
「戦略的創造研究推進事業 国際評価報
告書」印刷契約（増刷分）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.14 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

921 （株）イナ・オプティカ
電動ステージ(30mmｽﾄﾛｰｸ)ｵﾘﾝﾊﾟｽMPT-
AS01-FV

資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H18.11.21 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

922 （株）インデコ ﾌｪﾑﾄ秒ﾚｰｻﾞｰ用中赤外ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞｰ
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.11.29 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

923 ＮＴＴアドバンステクノロジ（株） 凹凸面基板上Mo/Si多層膜形成　　1式
資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H18.12.1 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

924 （株）ｉ－ｏｎ 小型分光器装置SPG-120S(島津）
資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.12.6 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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925 （株）アムテック
HighPowerQ-SwitchedYAG Laser/伊
Quantasystem

資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.12.11 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

926 （株）リコー カラー複写機の購入
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.11 1,890,000 随意契約 見積り合せによる（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

927 （株）アズバイオ
One-Cycle　Target　Labeling　and
Control　Reagent　30反応

資金前渡出納員、事務参事、今橋
三千郎

H19.1.19 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

928 アドバンテック東洋(株)
人工気象器　㈱日本医化器械製作所　　Ｎ
Ｃ－２２０ＨＣ

資金前渡出納員　二階堂　知己 H19.1.31 1,890,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

929 （株）筑波フラット
バイオシェーカー（光照射用BR-180LF・タ
イテック）

資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H19.2.1 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

930 （合）木下理化
ﾘｱﾙﾀｲﾑPCRｼｽﾃﾑ 7300-J ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾊﾞｲｵｼ
ｽﾃﾑｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)社製

資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H19.2.1 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

931 マトリックスサイエンス（株） 蛋白質同定システム
資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H19.2.1 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

932 コクヨ近畿販売（株） トラス組（スチール仕上げ）
資金前渡出納員、事務参事、前田
英夫

H19.2.7 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

933 東京エレクトロンデバイス（株） SO-SIMM DDR2個搭載コネクタボード
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H19.2.13 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

934 （株）高長
ﾘｱﾙﾀｲﾑPCRｼｽﾃﾑ (Applide Biosysytem社
製 7300-J)

資金前渡出納員、事務参事、蒲生
和夫

H19.2.14 1,890,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

935 ディー・エヌ・エー・メディア（株）
かがくナビ「科学ライブラリ」用
動画映像(湊和雄撮影）提供費として

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.14 1,890,000 随意契約
沖縄の生物に関する映像作家として高名な湊和雄氏の作品をデジタルコンテンツとして取り
扱う者が他に存在しないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

936 富士通（株）
JDreamⅡシステム解析・可視化機能用
サーバ等の購入

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.16 1,890,000 随意契約 当機構の定める随意契約の限度額を下回る（会計規程第34条第2号第4号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め
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937 日本通運（株） ｸﾛｱﾁｱでの作業立会、確認作業
資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H18.4.10 1,892,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

938 明伸工機（株） 自動接触角計 DM300
資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H18.11.29 1,893,360 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

939 （株）ユニバーサルシステムズ
A320-XP型　ベーカブル、マグネトロンス
パッタソース 米AJA社製

資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H18.12.22 1,895,250 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

940 日京テクノス（株） Milli-Q水製造システム
資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H19.1.4 1,896,615 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

941 （株）第一印刷所東京本部
J-STORE他DBの広報の為の宣伝物(扇
子)作成

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.15 1,898,190 随意契約 複数社による見積合わせにより契約締結したもの（会計規程第34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

942 八洲薬品（株）
実体顕微鏡　MZ16 透過/落射 仕様　ライ
カ

資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H18.8.28 1,898,242 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

943 （合資会社）木下理化 植物ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ　CL-301　㈱ﾄﾐｰ精工
資金前渡出納員、事務参事、山本
幸三

H18.10.25 1,898,400 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

944 日立電線商事(株) GANｳｪｰﾊ
資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H19.2.9 1,898,400 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

945 （株）デジタルマイクロシステムズ ﾊﾞｲｵｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ Nebula IPLab/AG
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.9.4 1,899,450 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

946 （株）コンカレントシステムズ ｸﾗｽﾀｴﾚﾒﾝﾄ
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H19.1.30 1,899,450 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

947 （学）関西学院大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「水容媒中でのpH制御によ
る医薬品の環境調和型ﾌﾟﾛｾｽ製造法」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 1,900,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

948 学校法人高知工科大学
研究成果実用化検討（FS)研究委託（tRNA
プロモーターを利用した汎用性の高い植物
RNA干渉コンストラクトの構築）

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 1,900,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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949 学校法人高知工科大学
研究成果実用化検討（FS)研究委託（新方
式インフラサウンド計測装置の開発に関わ
る試験研究）

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 1,900,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

950 学校法人高知工科大学
研究成果実用化検討（FS)研究委託（セル
フタイム回路による高機能回路モジュール
の構成法に関する実証的研究）

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 1,900,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

951 学校法人高知工科大学
研究成果実用化検討（FS)研究委託（知能
型表示板における情報収集機能の高度
化）

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 1,900,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

952 学校法人高知工科大学
研究成果実用化検討（FS)研究委託（脳内
の「視力・聴力」の定量化と医学への応用
探索）

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 1,900,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

953
公立大学法人
滋賀県立大学

委託研究「ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ法を応用したｶﾞﾗｽの
表面強化ﾌﾟﾛｾｽの開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.13 1,900,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

954 高知女子大学
研究成果実用化検討「FS」研究委託「呼吸
にシンクロした胸郭周径のﾘｱﾙﾀｲﾑ測定機
器の開発」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.10.13 1,900,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

955 光貿易（株） ULEキャビティ
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.4.21 1,900,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

956 （株）アルバック
超高真空対応ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝｶｿｰﾄﾞ　㈱ｱﾙﾊﾞｯｸ製
LTS-06S

資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H18.5.15 1,900,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

957  （株）東京インスツルメンツ
フェムト秒レーザー強度制御ユニットの設
計製作 一式

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.7.10 1,900,500 随意契約 互換性及び守秘の点より随意契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

958 （株）テックインターナショナル 林地太陽電源装置一式
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.11.9 1,900,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

959 和研薬（株） 月田研究室移設作業費
資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H19.1.31 1,900,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

960 （株）新興精機 機器輸送
資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H19.3.19 1,900,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

961 ＨＰＣシステムズ（株） ARG-FS12D/3W/400R10-4U12D
資金前渡出納員、事務参事、橋本
勝義

H18.8.24 1,901,025 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

962 （有）コマーシャルリソース
H18顕-1-107(コマーシャル
リソース)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 1,903,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

963 （有）富田文渓堂
ノートパソコン、教育理科ソフト「科学
技術学習支援事業共同研究（各務原）」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.22 1,903,230 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

964
（株）システムブレイン　東京営
業所

右手系XYZ電動ｽﾃｰｼﾞM-VP-25XA-
XYZR(ﾆｭｰﾎﾟｰﾄ製）

資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.10.5 1,903,335 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

965 （株）ラボ
生体分子精製ｼｽﾃﾑ(AKTAexplorer10S)
ﾊﾞｰｼﾞｮｳﾝｱｯﾌﾟ

資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H19.1.19 1,903,755 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

966 （株）エキシジェン
バイオハザード対策キャビネット ｸﾗｽⅡﾀｲ
ﾌﾟA/B3　MHE-181AB3

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.12.14 1,903,860 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

967 （学）渡辺学園
委託研究｢魚の未利用部(あら･皮･頭･う
ろこ)を利用した高齢者用ｹﾞﾙ状食品　煮

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.16 1,906,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

968 三菱電機エンジニアリング（株） DIATONEｽﾋﾟｰｶｰ
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.11.20 1,907,850 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

969 （株）コトブキ 内照式ｽﾀﾝﾄﾞｻｲﾝの製作
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.3.2 1,909,950 随意契約
未来館の館内サインは開館以来廣村デザイン事務所に依頼しており、そのデザインを具現
化するために、（株）コトブキに発注してきた。今回のその連続性を確保する必要があるた
め。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

970 アレック電子（株）
超音波3次元精密流向流速計　Vector(ﾉﾙ
ﾃｯｸ)

資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.4.6 1,911,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

971 （株）有竹鳥獣店 アカゲザル
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H18.5.10 1,911,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

972 みずほ情報総研（株）
危機管理・情報通信連続講演および実証
実験の支援

資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.9.27 1,911,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの
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973 （株）サンケイビルテクノ
「全日本科学機器展in東京2006」
展示ブースの装飾･施工

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.13 1,911,000 随意契約
本展示会全体の基礎業務を行う上に、指定業者となっているため（会計規程第３４条の２項
第１号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

974
（株）メタ・コーポレーション・ジャ
パン

ヒト心臓モデル形成作業
資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H18.11.27 1,911,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

975 アッベ科学（株） 倒立型リサーチ顕微鏡 IX71N-23-SP
資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H18.12.22 1,911,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

976 （有）コスモシステム
複合分子ﾎﾟﾝﾌﾟ/TG800FCAB/大阪真空機
器製作所

資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H19.1.15 1,911,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

977 キャンベラジャパン（株） ｽﾍﾟｸﾄﾛｽｺﾋﾟｱﾝﾌﾟ/2022/ｷｬﾝﾍﾞﾗ
資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H19.2.9 1,911,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

978
日本ナショナルインスツルメンツ
（株）

高速デジタイザシステム　一式
資金前渡出納員、事務参事、鯉渕
善明

H18.12.8 1,912,312 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

979 （株）日刊工業広告社 委託開発公募の雑誌・学会誌広告掲載
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.24 1,913,625 随意契約 見積合わせ実施（会計規定第34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

980 （株）オプトサイエンス
FARADAYｱｲｿﾚｰﾀｰ 60dB DLI-3 LINOS
PHOTONICS社製 3個

資金前渡出納員、事務参事、佐藤
敏彦

H18.10.4 1,913,940 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

981 富士通（株） 多型情報蓄積サーバの本体保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,915,200 随意契約
同社は、本サーバを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本サーバの運用
支援に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

982 八洲薬品（株） Recombinant　gp120HIV-1ⅢB
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H18.9.15 1,915,200 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

983 八洲薬品（株） Recombinant　gp120HIV-1ⅢB
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H18.10.19 1,915,200 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

984 正晃（株） 超低温フリーザー MDF-593AT
資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.11.10 1,915,200 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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985
日本オートマティック･コントロー
ル（株）

真空蒸着装置用ロードロックチャンバー
NACC社製

資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H18.4.10 1,916,250 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

986 三ツワ理化学工業(株）
ターボ分子ポンプ排気ユニット　YTP-
150SA　(株)アルバック製

資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H18.10.25 1,916,250 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

987 （株）金門光波 He-Cdﾚｰｻﾞ装置
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H18.4.13 1,918,350 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

988 ヤマト運輸（株） メール便請負業務契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.28 1,920,000 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。(会計規定第３４条第２項第４号) 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

989
横河アナリティカルシステムズ
（株）

Mouse Expended Promoter ChIP-on-chip
Set 他

資金前渡出納員、事務参事、多々
井愛吉

H18.4.11 1,920,450 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

990 （株）丹青社 展示物の撤去及び改修業務【ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ展】
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.1.25 1,920,765 随意契約
（株）丹青社は企画展「サバイバル展」において18年にプロポーザルコンペにて設計・施工を
受注した業者であり、本展示物の撤去を実施できるのは施工した本業者のみであるため。
（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

991 （株）ディアイティ
ネットワーク侵入検知システムの保守　18
年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,921,416 随意契約
本業務実施にあたっては、導入システムに関する高度な知識と経験が必須である。契約の
相手方は、本システムの導入業者でありシステムを熟知していることから、業務遂行の能力
を有している。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

992 （株）大熊
細胞破砕装置（BMS-A15・バイオメディカ
ルサイエンス）

資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H18.12.4 1,921,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

993 アイシン精機（株） ｽﾀｰﾘﾝｸﾞﾊﾟﾙｽ管冷凍機
資金前渡出納員　事務参事　吉川
和康

H18.12.27 1,921,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

994
キャノンシステムアンドサポート
（株）

eServer326m:7969-PSL(IBM)　他
資金前渡出納員、事務参事、倉本
信義

H18.6.8 1,922,760 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

995 東邦酸素工業（株） 濃縮KCL塩（K-41 98%）100mg
資金前渡出納員、事務参事、佐藤
敏彦

H18.5.2 1,923,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

996 （株）ラボエイド 分光蛍光光度計　F-2500　日立　他1点
資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H18.10.2 1,923,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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997 （株）町田医理科 高速冷却遠心機
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.15 1,924,335 随意契約 不落随意契約（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

998 福山大学
委託研究費「平成18年度シーズ発掘試験」
マイクロミストを含む安定流体膜装置の開
発

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.9.1 1,925,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

999 正晃（株）
CO2インキュベータ MCO-18AIC,ｶﾞｽ自動
切換え器（2つ）1つはﾛｰﾗ

資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.10.18 1,925,700 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1000  （株）増田医科器械 シリンダキャビネット及び工事費用一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H19.1.18 1,927,800 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1001 理科研（株） MilliQ水製造ｼｽﾃﾑ EQP-3Sｼｽﾃﾑ  ﾐﾘﾎﾟｱ
資金前渡出納員、事務参事、田中
宏彌

H18.10.12 1,929,900 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1002 群馬県農業技術センター
委託研究（シーズ）「胚珠培養を活用したカ
ラコンテギリ雑種からの新アジサイ育成」

前渡資金出納員　泉　直行 H18.9.1 1,930,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1003 (株)ユーザーズ・サイド PCｼｽﾃﾑの購入【VRｼｱﾀｰ】
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.2.1 1,930,005 随意契約
見積合わせを行った結果、(株)ユーザーズ・サイドが 低の価格であったため。（会計規程
第34条2項4号）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

1004 タレスレーザー（株） 水冷チラー１式　タレスレーザー社製
資金前渡出納員、事務参事、荒井
勝則

H18.9.22 1,930,047 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1005 ナカライテスク（株）
ﾀﾞﾙﾍﾞｯｺﾘﾝ酸緩衝生理食塩水(CA,MG不
含)(液体)(RTC-57)　　SP

資金前渡出納員、事務参事、中尾
仁三

H19.2.9 1,930,488 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1006
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノ
ロジ（株）

無線通信システム電源系補強作業支援 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H19.2.13 1,930,929 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1007 （社）未踏科学技術協会 「元素戦略検討会」運営業務
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.27 1,931,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

1008 （株）ウィズウィグ MeSHタームに関わる大規模辞書の修正
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.2 1,931,559 随意契約
作業基準の精通､専門分野・言語等の処理体制確保､の観点による。他業務である文献
データベース作成工程及び作業期間に支障を来すことなく当辞書データを作成できる機関
は他にないため。（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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1009 富士ゼロックス（株） ｶﾗｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ複写機の保守・消耗品の供給
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,931,580 随意契約
契約の相手方は保守・消耗品の供給の対象となる複写機の販売メーカーであり、契約の性
質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第2項の（1））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約
低料金　68,700円/月

白黒　1～10,000枚まで　3．00円/枚
白黒　10,001～20,000枚まで　2．30円/枚
白黒　20,001～　2．10円/枚
カラー　1～1,000枚まで　20．00円/枚
カラー　1,001～3,000枚まで　19．00円/枚
カラー　3,001～　18．00円/枚

1010 （有）良元機器 望遠鏡他の購入（川越女子高校）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.12 1,931,790 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1011 (株)幸大ハイテック ミニクーラー　他 契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.12.27 1,931,845 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1012 インフォコム（株）
分子設計Linuxｼｽﾃﾑ:MDLX060523-I型(ｲﾝ
ﾌｫｺﾑ㈱)

資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H18.6.6 1,932,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1013 兵庫県立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「新規ﾋﾞｽﾏｽ系複合ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶ
ｲﾄ化合物薄膜の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 1,932,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1014 （株）丸幸商会 真空凍結乾燥機　ﾗﾌﾞｺﾝｺ製
資金前渡出納員　事務参事　吉川
和康

H18.10.5 1,932,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1015  （株）東京インスツルメンツ ＸＹ照射位置制御ユニットの設計製作 一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.10.27 1,932,000 随意契約 互換性及び守秘の点より随意契約 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1016 昭光通商（株）
質量分析計DELTAplusXL制御用IRMS 1ｼ
ｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ

資金前渡出納員　事務参事　堀元 H19.1.16 1,932,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1017
日本ユニシス・エクセリューショ
ンズ㈱

ソフトウェア（Ｍａｓｔｅｒｃａｍ） 前渡資金出納員　泉　直行 H19.1.18 1,932,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1018 伯東(株)
ﾀｰﾎﾞ分子ﾄﾞﾗｯｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ　ﾌｧｲﾌｧｰﾊﾞｷｭｰﾑ社
製

資金前渡出納員　二階堂　知己 H19.2.2 1,932,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

1019 （株）和科盛商会東京支社
純水/超純水製造システム　一式　（Mi11-
QSynthesis,E1ixUV5,60L

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.5.25 1,933,470 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1020 （公立大学法人）滋賀県立大学
ｻﾃﾗｲﾄ滋賀委託研究「滋賀県下で発見した
微生物が生産するカチオン性アミノ酸ポリ
マーの機能の開発」

資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H18.12.1 1,934,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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1021 滋賀県
ｻﾃﾗｲﾄ滋賀委託研究「雨水をろ過した精製
水による水電解システムの開発」

資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H18.12.1 1,934,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1022 滋賀県
ｻﾃﾗｲﾄ滋賀委託研究「温度変化により吸脱
着可能な、新規の有機化合物吸着材の研
究開発」

資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H18.12.1 1,934,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1023 立命館大学
ｻﾃﾗｲﾄ滋賀委託研究「ｎ型球状シリコン結
晶太陽電池の開発」

資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H18.12.1 1,934,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1024 立命館大学
ｻﾃﾗｲﾄ滋賀委託研究「水熱法による貴金
属担持酸化スズゾル溶液の合成とマイクロ
ガスセンサの構築」

資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H18.12.1 1,934,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1025 立命館大学
ｻﾃﾗｲﾄ滋賀委託研究「イネに棲息する微生
物のフロラおよび機能の解析とイネ栽培へ
の活用」

資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H18.12.1 1,934,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1026 立命館大学
ｻﾃﾗｲﾄ滋賀委託研究「ユニバーサルデザ
イン・オーダーメイド製品のための利き手
度・器用度計測装置の開発」

資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H18.12.1 1,934,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1027 立命館大学
ｻﾃﾗｲﾄ滋賀委託研究「ＧＨz帯MEMS共振
器の研究開発」

資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H18.12.1 1,934,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1028 福井県
ｻﾃﾗｲﾄ滋賀委託研究「抗菌能を有するﾊﾛ
ｹﾞﾝﾌﾘｰｲｵﾝ性液体」

資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H18.12.12 1,934,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1029 公和自動車交通（株） 普通自動車（ハイヤー）借り上げ
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 1,934,250 随意契約
運転業務に支障をきたしたこともなく、外勤先については場所等も熟知しており対応も迅速
である。（会計規程第３４条２項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

1030 （株）山口封筒店 請求書発送用窓空き封筒（角2）の印刷
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.13 1,934,520 随意契約 当機構の定める随意契約の限度額を下回る（会計規程第34条第2号第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1031 北海道出納長 プラザ北海道の土地等賃貸借料 理事長　沖村憲樹 H18.4.1 1,934,600 随意契約
プラザ設置の際、地元自治体と協議の上、設置場所を指定されている（会計規程第３４条第
２項（１））

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1032 （学）近畿大学
委託研究費「平成18年度シーズ発掘試験」
ナノ化ＭＡ形状記憶合金粉末利用による
医療用形状記憶素子開発

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.9.1 1,936,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1033 高山理化精機（株） 自動接触角計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.31 1,936,830 随意契約 少額による随意契約（会計規定第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1034 トップツアー（株）
未来館他東京研修交通費等
18-1619-47

前渡資金出納員、事務参事、岸本
武久

H18.11.15 1,937,000 随意契約 少額のため、見積合わせを実施。（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1035 ビー・エー・エス（株） ALSモデル620C　電気化学アナライザー
資金前渡出納員、事務参事、水内
邦顯

H18.10.20 1,937,250 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1036 （株）内山書店
2007年発行中国文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成用外
国逐次刊行物の購入（前払い）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.1 1,937,464 随意契約
2006年発行中国文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成用外国逐次刊行物を購入契約した取次店書店を契約
先としたため。

見直しの余地あり

競争入札へ移行
（ただし、2009年（H21
年）発行分は2008年
（H20年）に競争入札の
予定）

1037 （株）アズバイオ 細胞破砕装置 TissueLyser 他
資金前渡出納員、事務参事、多々
井愛吉

H18.4.7 1,939,350 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1038 （有）イーオーアール ＡＯモジュレーター　２個
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.15 1,940,400 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

1039 日本チャールス・リバー（株） ﾏｳｽ9系統受精卵作製業務
資金前渡出納員、事務参事、日向
紀英

H18.12.1 1,942,080 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1040 東和科学（株） Mendel　Nsp　Array　520148
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.7.6 1,942,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1041 東和科学（株） Mendel　Sty　Array　520149
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.7.19 1,942,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1042 （株）シマダﾞ器械 機器及び備品類移転作業
資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H18.8.4 1,942,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1043 （株）タツオカ Ｇｄ-160　（Gd203）oxide　4g入り
資金前渡出納員、事務参事、松浦
勝彦

H18.10.18 1,942,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1044 和研薬（株） ArKrレーザー
資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H18.10.24 1,942,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1045 （株）フィジオテック マルチクランプアンプ　1台
資金前渡出納員、事務参事、牧野
敏侑

H18.11.2 1,942,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1046 （株）三菱総合研究所
米国におけるVMM実施方法に関する海外
調査及び適用可能評価

資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.12.22 1,942,500 随意契約
内容の専門性から、契約の目的を達成できる契約相手方が同社しか見当たらなかったため
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1047
エクスプローラーズ・ジャパン
（株）

映像作品の制作管理･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ業務
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.1.10 1,942,500 随意契約

エクスプローラーズ・ジャパン(株)は大型映像の制作実績、業界への知見が豊富でありかつ
日本科学未来館で上映した作品の制作・配給に係わった経験があるため、本作の制作管
理・プロデュース業務についても統一性や互換性の関係から請け負うことができる唯一の業
者であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

1048  （株）富士キメラ総研 スキャナ市場に関する調査
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H19.1.19 1,942,500 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1049 （有）ソリデック ピンセット型デバイスの制作一式
資金前渡出納員、事務参事、橋本
常七

H19.2.14 1,942,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1050 （有）ｐｌａｐｌａｘ
常設展示物制作業務【地球環境を考える
】

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.2.15 1,942,500 随意契約

本新規展示に込めたメッセージやアイディアを維持、発展させられる技能を持ち、かつ１）イ
ンタラクティブ展示の制作実績が豊富である、２）地球環境、環境問題をテーマとした展示物
の制作実績が豊富である、３）教育施設・プログラムにおける展示物の制作実績が豊富であ
る等、求める経歴を全て満たしており、本件業務を担当できる 適かつ唯一の業者であるた
め。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

1051 （株）真壁技研 大気中液体急冷装置　F-RQT10 資金前渡出納員　事務参事　堀元 H19.2.16 1,942,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1052 学術図書印刷（株）
CREST研究成果中間報告　CEOP特集印
刷費　1,000部

資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.12.12 1,943,550 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1053 （株）ＮＨＫエンタープライズ 予感研究所出展作品映像記録製作
資金前渡出納員、事務参事、橋本
常七

H18.4.25 1,943,683 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1054 （株）ラボ
高解像度ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗｼｽﾃﾑ　AxioCam MR
ｍ

資金前渡出納員、事務参事、森
茂夫

H19.2.14 1,944,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1055 メイワフォーシス（株）大阪本社
ﾈｵｵｽﾐｳﾑｺｰﾀｰ（真空ﾎﾟﾝﾌﾟ含む）　Neoc-
ST　ﾒｲﾜﾌｫｰｼｽ

資金前渡出納員、事務参事、前田
謹一郎

H18.11.15 1,945,125 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1056 （株）池田理化
遺伝子導入装置(CUY21SC-KNK)ﾈｯﾊﾟｼﾞｰ
ﾝ

資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H19.1.24 1,945,125 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1057 （株）インデコ ﾊｲﾊﾟﾜｰｱｲｿﾚｰﾀｰ IO-5-767-HP　他1件
資金前渡出納員、事務参事、佐藤
敏彦

H18.6.14 1,946,364 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1058 NTTアドバンステクノロジー(株) ウェハー(半導体多重量子井戸結晶）
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.8.2 1,946,700 随意契約
既調達物品を使用して取得した実験結果の再現性のため他製品を避ける必要があった。
(会計規程第34条2項第1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1059
日本通運（株）西神田オフィス・
サービ支店

文書保管業務及び輸送業務　18年4月～
19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 1,947,225 随意契約
本作業は、緊急時の臨機対応及び確実な保管管理が必要となるが、契約の相手方は、十
分な実績と経験を有しており、効率的な業務を行うことができる。契約の相手方以外の倉庫
に移送する場合、保管資料の散逸も懸念される。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行 単価契約

1060 （有）ゼット企画
産学共同シーズイノベーション化事業（
産と学との出合いの場）紹介DM発送作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.19 1,947,456 随意契約
研究報告会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(総合
評価）
（準備期間を経たのち
20年度から）

1061 （株）システック
高速液体クロマトグラフ（ChromNAV・日本
分光）

資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H19.2.7 1,948,800 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1062 リソテックジャパン㈱
ﾘｿﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ製　樹脂粘弾製特性解析ｼｽ
ﾃﾑ　一式（平井P）

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H19.2.20 1,949,850 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1063 日本電信電話（株） 委託研究契約（小林）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,950,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1064 （財）　九州環境管理協会
水中懸濁物質の挙動を解析するための粒
子状トレーサ物質の開発と応用

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 1,950,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1065 （学）名城大学
委託研究「高密着性を有する鍍金膜の開
発とその耐摩耗性被膜への応用」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 1,950,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1066 （財）ファインセラミックスセンター
委託研究「過熱水蒸気を利用したガラスフ
イルタの開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 1,950,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1067 群馬県農業技術センター
委託研究（シーズ）「胚珠培養によるイチョ
ウイモ×ジネンジョ種間雑種の作出」

前渡資金出納員　泉　直行 H18.9.1 1,950,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1068 福岡工業大学
非破壊検査ロボット用移動型ナノクラック
検出超音波センサの開発

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 1,950,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1069 （学）工学院大学
H18育-026(工学院大学)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,950,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1070 （株）タカギ
H18顕-2-106(タカギ)委託研
究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 1,950,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1071 (有)オフィス艶
業務用DLP方式ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ購入【5階VRｼｱ
ﾀｰ】

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.2.9 1,950,002 随意契約
「国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクト」の上映のための複数台のプロジェクター購入
であるが、特殊仕様であり、日本国で年度内に希望台数を納入できる業者が他になかった
ため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

1072 （有）アールプリモ 2006詳細年報
資金前渡出納員　事務参事　吉川
和康

H18.6.12 1,950,480 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1073 公立大学法人秋田県立大学
委託研究「高品質鶏肉の生産に向けた抗ｽ
ﾄﾚｽ剤の開発に関する研究」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 1,952,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1074 （株）創栄企画 印刷：平成13～18年度　総括報告書作成
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H19.1.17 1,952,160 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1075 （株）山孝ビル ＰＬ事務所賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,953,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1076
キヤノンマーケティングジャパン
（株）

デジタル複合機の保守
（H18.4.1～H19.3.31)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,953,000 随意契約
本件はデジタル複合機（Canon imageRUNNER　iRC3200N）の保守であり、消耗品切れ及び
不具合時のサポートには、本サービスが もコスト面及び対応面で優秀であるため。（会計
規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1077 日立キャピタル（株） OA用PCの賃貸借(#17.04b)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,953,000 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（賃貸借期間終了後の
新規賃貸借を18年度に
入札実施済）

1078 （株）三菱総合研究所 相互依存性解析に関するインタビュー調査 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.7.20 1,953,000 随意契約
内容の専門性から、契約の目的を達成できる契約相手方が同社しか見当たらなかったため
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1079 （株）第一印刷所
「戦略的創造研究推進事業 国際評価報
告書」印刷契約

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.13 1,953,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1080 （株）トプスシステムズ RMTPの機能検証　1式
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.10.18 1,953,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1081 （株）トプスシステムズ RMTPの機能検証
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.11.15 1,953,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1082 （株）トプスシステムズ RMTPの機能検証
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.12.20 1,953,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1083 三井情報開発 （株）
電気浸透式スライドガラス関連技術の実用
化調査費用一式

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H19.1.11 1,953,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1084 （株）リガク
X線回折装置MERCURY真空系オーバー
ホール

資金前渡出納員、事務参事、安田
道義

H18.6.15 1,954,601 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1085
函館圏公立大学広域連合（公立
はこだて未来大学）

赤外線通信を利用したロボット用人間識別
センサシステムの開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 1,955,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1086 （株）佐賀新聞社東京支社
｢地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑin九州｣開催告知等
に係る新聞広告掲載

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.1 1,956,150 随意契約
全国地方新聞社連合会と協力して行うフォーラムだが、新聞広告掲載にあたっては事務局
である同連合会が任意団体であるため直接契約することができないため、フォーラム開催
地域の地方新聞社各社と直接契約する必要があるため(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1087 （合）木下理化
ﾂｲﾝｽｷｬﾅｰﾕﾆｯﾄ ｵﾘﾝﾊﾟｽ㈱製 共焦点ﾚｰ
ｻﾞｰ走査顕微鏡 FV1000用

資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H19.1.15 1,956,150 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1088 （株）セイミ
ジャクソンAffiniPure Rabbit Anti-Mouse
IGg, 2mg 1本他４０件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.6.5 1,956,243 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1089 山九（株） 展示品輸入業務
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.1.12 1,958,018 随意契約

当該業者はこれまでに、未来館の展示物運送に対する知見を有するともに、アジア各国の
研究機関の物品の通関・輸送業務の経験が豊富にあることから、未来館の展示物（特に、
在外研究機関の物品)を安全かつ効率的な輸送業務を依頼できる業者であると判断したた
め。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

1090 プライムテック（株） Social Interaction Analysis Software HR
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H19.2.2 1,958,250 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1091 ビー・エー・エス（株） 電気化学ｱﾅﾗｲｻﾞｰ:ALSﾓﾃﾞﾙ611C(ALS)
資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H18.10.11 1,958,985 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1092 学校法人　久留米工業大学
省エネルギー・静音設計の高発熱密度ＣＰ
Ｕ冷却器の開発

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 1,960,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1093 （株）ザ・コンベンション
第1回社会技術WS『複雑化する情報と社
会そしてガバナンス』開催準備運営業務

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.25 1,961,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1094 ナカライテスク（株）
DMEM(高ｸﾞﾙｺｰｽ)(ｸﾞﾙﾀﾐﾝ含有,ﾋﾟﾙﾋﾞﾝ酸不
含)(液体)　　500ML　　SP

資金前渡出納員、事務参事、中尾
仁三

H19.2.20 1,961,400 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1095 （株）日刊工業サービスセンター
情報提供サービス用パンフレット(５種)ＤＭ
発送依頼

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.3.12 1,961,400 随意契約
契約の相手方が持つ企業リストに含まれるユーザー層が、当機構が新しく取り込みたい顧
客層と一致しているため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

1096 （株）神陸コンテナ輸送 岸壁クレーン荷役実験費用 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.11.4 1,962,103 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1097 （株）ワイエス研究所
ES細胞へのﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｸﾀｰ導入、G418
耐性株　外2点

資金前渡出納員　事務参事　長澤
睿

H18.7.7 1,963,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1098 （株）アールデック
磁気軸受けﾀｰﾎﾞ分子ﾎﾟﾝﾌﾟ　STP-451　ｱｰ
ﾙﾃﾞｯｸ

資金前渡出納員、事務参事、 首
八重子

H18.12.6 1,963,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1099  （株）島津アドコム プラザ京都屋外看板一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H19.3.20 1,963,500 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1100 藤井物産（株） H2Sｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
資金前渡出納員、事務参事、田口
信男

H18.4.4 1,964,550 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1101 （株）ニコンインステック 画像解析装置付実体顕微鏡
資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.11.9 1,964,550 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1102 東和科学（株）
高感度・高精細冷却カラーデジタルカメラ
システム(DFC500・ライ

資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H18.12.8 1,965,075 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1103 （株）藤本理化
自動細胞解析分取装置 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ
料(H18.4.1～H19.3.31）一式

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.4.1 1,965,600 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1104 （株）セイミ
PEP-315-03-IMG GM-
CSF,Murine,Recombinant 1mg 　1本　他４
９件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.7.6 1,965,709 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1105 静岡県
委託研究「機能性・薬効成分量産のための
植物培養細胞を緑化させる遺伝子の活
用」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.8.18 1,968,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1106 正晃(株) 超低温フリーザー 契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.12.14 1,968,691 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1107 ヤマト科学（株） ﾌﾟﾛｰﾌﾞ顕微鏡ｽﾃｰｼｮﾝ用拡張ｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.8.21 1,968,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1108 日野家田化学（株） ゲノムDNA自動精製システム　Maxwell16
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.11.30 1,969,800 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1109 （株）ベストシステムズ
SC2006ﾘｻｰﾁｴｷｼﾞﾋﾞｯﾄにおける展示ﾌﾞｰｽ
設営作業1式

資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.10.11 1,970,147 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1110 （株）日本旅行
アメリカ研修交通費等
18-1817-12

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H18.7.27 1,970,711 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。実績も多く、目的を十分に理解し円
滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1111 （株）東京インスツルメンツ
ＣＣＤカメラ　独国PCO社製
SenciCam670KS　　1台

資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H18.4.19 1,972,425 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1112 （有）高速計算機研究所
分子動力学専用計算機　MDGRAPE-
3(PCI-X版)･高速計算機研

資金前渡出納員　事務参事　安川
真一

H18.8.21 1,974,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1113 小林計測器（株） 抵抗ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(4入力、2出力)
資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H18.11.6 1,974,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1114 ＮＥＣメディアプロダクツ（株）
映像コンテンツ制作
(地震研究の 前線)

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.8 1,974,000 随意契約
本件は、（独）防災科学技術研究所との連携により番組制作を行うものであるが、同機関よ
り制作業者の指定を受けたため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1115 （株）ＶＩＣインターナショナル
MOTﾁｬﾝﾊﾞｰ SUS304電解研磨 V04-
M01M-1000(設計費含む)

資金前渡出納員、事務参事、佐藤
敏彦

H19.1.17 1,974,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1116 （株）ファルコンプリント
平成19年度　産学共同ｼｰｽﾞｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ化
事業公募要領印刷

分任契約担当者　経理部長　加納
冨次雄

H19.1.19 1,974,000 随意契約
募集説明会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）
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1117 （株）第一印刷所　東京本部
平成18年度　研究終了報告書(13年度採
択6ﾁｰﾑ分)50部

資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H19.1.29 1,974,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1118 （株）シバタインテック
ｻｰﾏﾙｻｲｸﾗｰ　DNA　Engine　PTC-200
（BIO　RAD)

資金前渡出納員　事務参事　大久
保武志

H19.2.7 1,974,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1119 東京エレクトロンデバイス（株） LVDS-Ethernet　コネクタボード
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H19.2.7 1,974,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1120 （株）三友商行 高温型ﾗﾝﾌﾟｱﾆｰﾗ RTA-59SS型
資金前渡出納員、事務参事、田口
信男

H18.4.25 1,975,050 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1121 ネットレイティングス（株） ｱｸｾｽ解析調査
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.1 1,975,050 随意契約
当機構が定める随意契約の限度額を下回る契約（見積合わせ）のため。（会計規程第34条
第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1122 （株）オハラ 反射対物ミラー　1式他1点
資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H18.9.8 1,975,050 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1123 （株）コンベンションリ
地域クラスターフォーラムの開催に
係る業務請負（1/26開催）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.21 1,975,123 随意契約
見積もり合わせ実施
（会計規程第34条第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1124 ミュンヘン大学
【外貨払】共生ネットワークの分子基盤
(パニスケ)

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 1,977,136 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1125 (株)アクシス
ｳｪﾌﾞｺﾝﾃﾝﾂ製作追加発注業務
【ｾﾙﾌｶﾞｲﾄﾞﾌﾛｱﾏｯﾌﾟ】

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.10.5 1,979,250 随意契約
本体のシステム設計についてはプロポーザルコンペによって選定された(株)アクシスが行っ
ているが、本追加発注は本体のシステム設計を行う(株)アクシス以外は不可能であるため。
（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

1126 （株）公研理化製作所
微分干渉倒立型顕微鏡　IX71N-DIC　ｵﾘﾝ
ﾊﾟｽ　一式

資金前渡出納員　事務参事　長澤
睿

H18.11.13 1,979,250 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1127 公立大学法人　北九州市立大学
次世代型廃プラスチックの油化技術及び
装置の開発

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 1,980,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1128 （学）京都産業大学
委託研究「高輝度化脱劣化有機EL材料分
子の設計と評価ｼｽﾃﾑの構築」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.5 1,980,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1129 HPCテクノロジーズ（株） ｻｰﾊﾞｰ
資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H19.1.15 1,980,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1130 HPCテクノロジーズ（株） 大容量ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ
資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H19.3.15 1,980,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1131 ナカライテスク（株）
ﾘｱﾙﾀｲﾑPCRｼｽﾃﾑ　Mini Optionﾘｱﾙﾀｲﾑ解
析ｼｽﾃﾑ

資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H19.1.16 1,980,300 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1132 日立キャピタル（株）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材確認用ｻｰﾊﾞｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ導入
(賃貸借)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,980,336 随意契約 リース契約の継続（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1133 （合）木下理化
マクロズーム顕微鏡　MVX10-3－特型　オ
リンパス（株）製

資金前渡出納員　事務参事　杉山
通

H19.3.5 1,981,791 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1134 （社）未踏科学技術協会
ＷＳ「生体における細胞機能の特異性決定
機構」運営業務

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.11.9 1,982,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

1135 シグマ光機（株） 光学実験機器
資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H18.9.21 1,982,137 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1136 （株）トーコン・システムサービス ﾌﾟﾗｻﾞ･ｻﾃﾗｲﾄ端末ｸﾗｲｱﾝﾄVPN設定作業
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.8 1,982,400 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1137 （株）プライムインターナショナル
「予測と発見ー大規模情報からの知識獲
得技術」ＷＳ開催準備、運営業務

分任経理担当者
経理部長　加納富次雄

H18.12.25 1,983,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

1138 （株）千代田ラフト
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作「ロボカップ２００６」
（仮）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.27 1,984,500 随意契約
本業者は昨年度実施した地方予選の記録映像を収録しており、今年度の映像記録と組み
合わせて編集のうえ番組を制作するため、相互を整合させる必要があるため。（会計規程第
３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1139 （株）東栄科学産業 冷却水循環装置　HYW6017
資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H18.5.11 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1140 サンユー電子（株） DIGI　CAPTURE　SUP-7707
資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.9.1 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1141 ピーアイ・ジャパン（株） P-733 3DD型 XYZ軸ﾋﾟｴｿﾞｽﾃｰｼﾞ PI社製
資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.10.2 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1142 コニカミノルタオプト（株） 対物レンズ駆動装置
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.10.11 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1143 （有）弘和理化 インジェクトマン　NIKW・ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ
資金前渡出納員　事務参事　安川
真一

H18.10.18 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1144 明昌機工（株）
ﾅﾉｲﾝﾌﾟﾘﾝﾄ用光ｲﾝﾌﾟﾘﾝﾄ装置　NM-0401・
明昌機工

資金前渡出納員　事務参事　安川
真一

H18.11.9 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1145 （有）アールプリモ News Letters 2006 Vol.4
資金前渡出納員　事務参事　吉川
和康

H18.11.10 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1146 （株）アズバイオ
高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ LaChrom Elite ｼﾝﾌﾟﾙ
UVｼｽﾃﾑ BLP-0002

資金前渡出納員、事務参事、中山
正雄

H18.11.28 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1147
日本オートマティック・コントロー
ル（株）

ターボ分子ポンプ排気システム
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.12.1 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1148 アルバックイーエス（株） 蒸着装置本体VTR-350M/ERH　一式
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.12.15 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1149 安武科学器械（株） 島津示差走査熱量計
資金前渡出納員　事務参事　鯉淵
嘉明

H19.1.16 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1150 （株）松見科学計測 ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ検出ｼｽﾃﾑ
資金前渡出納員、事務参事、油谷
末弘

H19.1.19 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1151 ケイエスオリンパス（株）
FV300ｽｷｬﾝﾕﾆｯﾄ　FV3-PUS/SU-IK　ｵﾘﾝ
ﾊﾟｽ社製

資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H19.1.22 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1152 ロックゲート（株） LT-3Helitran　ｺｰﾙﾄﾞﾍｯﾄﾞ　他1件
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H19.1.26 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1153 東新（株）つくば営業所
Autosamdri-815、SeriesA(1インチフルオー
ト）（TOUSIMIS社)

資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H19.1.31 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1154 （株）サムウェイ
ﾏﾙﾁｱﾝﾃﾅ用1kwｱﾝﾌﾟ/N146-6034A/ｻﾑｳｴ
ｲ

資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H19.2.5 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1155 豊田合成（株） LEDライトペン
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.5 1,984,500 随意契約
委託開発の成果普及を図ることを目的としたものであり、当該企業の委託開発成果である
青色LEDを用いた本ノベルティーは当該企業より製品化されているため（会計規定第34条第
2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1156 （合）木下理化
ｸﾞﾗﾝﾄﾝﾌﾟｿﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑﾕﾆｯﾄ FV10MP-ND-
SET-S型

資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H19.2.6 1,984,500 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1157  （株）島津アドコム
育成研究活動記録映像(H16･10月開始6ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄ分)制作費一式

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H19.2.9 1,984,500 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1158
レノバサイエンス(株)　金沢営業
所

マイクロ波フォーカスド化学合成システム
前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H19.2.28 1,984,500 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1159 バイオリサーチセンター（株）
ｶｽﾀﾑ格納式ｹｰﾌﾞﾙ・Y　Cable　2本　他15
件

資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.5.9 1,984,920 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1160 （株）神陸コンテナ輸送 トレーラトラックの強制傾斜実験費 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H18.9.15 1,984,993 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1161
羽田コンクリート工業（株）埼玉
営業所

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 150*150*150 1,750個･他3
件

資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.5.31 1,985,550 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1162 フジ・インバック（株）
研究機器移設作業費（北陸先端大→筑波
大）一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.10 1,987,210 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1163 （株）テクノシグマ
塩基性蒸気回収装置　ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
創造化学研究所

資金前渡出納員、事務参事、植田
豊

H18.12.18 1,988,700 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1164 （株）バッファロー
広報用ノベルティ(USBフラッシュメモリー･
名入れ）作成

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.3.12 1,988,784 随意契約
契約の相手方は、半透明・乳白色のUSBメモリ本体にオレンジのJDreamロゴデザインを印
刷するサービスを提供しているため（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め
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1165 リアルコンピューティング（株） 数値計算ｻｰﾊﾞｰ RC2W-D1U4H
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H19.2.9 1,989,960 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1166 滋賀県
ｻﾃﾗｲﾄ滋賀委託研究「木質バイオマスリ
ファイナリーのためのリグニン高分解菌の
創製」

資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H18.12.1 1,990,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1167 （株）ミュゼグラム 予感研究所展示用トラス設営・撤去工事
資金前渡出納員、事務参事、橋本
常七

H18.4.20 1,990,080 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1168 インターケミ（株） 電気化学測定装置
資金前渡出納員　事務参事　吉川
和康

H18.10.5 1,990,275 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1169 （株）セイミ
Slide-A-Lyzer 10K MWCO 透析ｶｾｯﾄ　１箱
他５５件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.5.8 1,990,541 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1170 （株）東京テレビセンター ベーカムSPのテープコピー
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.8 1,990,758 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

1171 （株）ファルコンプリント SCスカパー！タイムテーブルの印刷
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,990,800 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

1172 アステック（株） ﾁｬﾝﾊﾞｰﾍﾞｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ　/ｱｽﾃｯｸ
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.8.14 1,990,800 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1173 ＮＴＴアドバンステクノロジ（株） 微細パターン付Siウエハー　４８枚
資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H19.1.16 1,990,800 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1174 公立大学法人秋田県立大学
委託研究「ｶﾃｰﾃﾙ先端装着用小型3軸力ｾ
ﾝｻの開発」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 1,991,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1175 （株）メガオプト 形状可変鏡　D/Mドライバー一式
資金前渡出納員、事務参事、荒井
勝則

H18.7.10 1,991,115 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1176 （株）理経
1GB　DDR2 PC2-3200 CL3　Non Chipkill
RIDIMM

資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H19.1.12 1,991,850 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1177 （株）ピンポイントサービス
多重ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰﾀ実用化に向けた機能とｼ
ｽﾃﾑ構成に関する要件定義

資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H19.1.9 1,992,375 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1178 ケイエスオリンパス（株）
倒立型顕微鏡　１X71本体　１X71S1F-3
一式

資金前渡出納員　事務参事　長澤
睿

H19.2.5 1,992,532 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1179 （株）愛媛洋行
高分解能光ﾌｧｲﾊﾞｰｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰ
ﾀｰ:HR4000(ﾋﾞｰ･ｴｰ･ｴｽ)

資金前渡出納員、事務参事、藤永
重任

H18.11.17 1,993,005 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1180 （株）インターグループ ｢ナノと物性」領域研究報告書印刷代
資金前渡出納員、事務参事、叶井
紀明

H18.5.9 1,993,110 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1181 平野純薬工業（株）
96ウェルプレート遠心分離システム
(Centrifuge 4K15C･キアゲン)

資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H19.1.17 1,993,241 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1182 スワン精機（株） ２４０型ＭＯＣＶＤ装置部品
前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.8.3 1,993,950 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1183 テスコ（株）
実験用ﾋﾞﾃﾞｵﾄﾗｯｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ　Biobserv社
Ez-Viewer

資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H19.1.5 1,993,950 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1184 （株）ワオワールド
理科ねっとわーく
アクセス解析システム構築

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.21 1,994,685 随意契約
既存システムからの機能の独立、管理ツールの改修作業等、既存システムを構築した者が
構築することが効率的であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1185 レノバサイエンス（株） 微量高速冷却遠心機(MX-301・トミー精工)
資金前渡出納員　事務参事　竹松
誠次

H19.1.19 1,994,737 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1186 （株）乃村工藝社 貸与展示物「霧箱」の移送及び設置
分任契約担当者　事務局長　菊池
文彦

H18.2.8 1,995,000 随意契約
霧箱は、常設展示として乃村工藝社に制作を依頼する予定であったが、無償貸与ができ
た。きわめて微妙な機器であり、霧箱のことを理解できている上記業者以外での輸送は不
可能と判断したため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

1187 （株）日経映像
映像コンテンツ制作「金属鉱物-探査か
ら精錬まで(仮）」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.28 1,995,000 随意契約
本件は、（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構との連携により番組制作を行うものである
が、同機関より制作業者の指定を受けたため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1188 （財）日本科学技術振興財団
JSTバーチャル科学館ｺﾝﾃﾝﾂ更新「科学
今日は何の日？」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.29 1,995,000 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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1189 ＮＴＴアドバンステクノロジ（株） 共同実験環境維持管理業務　一式
資金前渡出納員　事務参事　尾原
弘剛

H18.4.1 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1190 丸紅ソリューション（株）
FDM3000 ｼｽﾃﾑ年間保守契約：06/04/01-
07/03/31

資金前渡出納員　事務参事　尾原
弘剛

H18.4.1 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1191 ピーアイ・ジャパン（株） P-517. 3CD型 XYZ軸ピエゾステージ
資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.4.6 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1192 サムコ（株） UVドライストリッパー/クリーナー
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.4.13 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1193 ピーアイ・ジャパン（株）
S-334.2SL型 θxθy軸ロングレンジピエゾ
ステージ　他３件

資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.4.13 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1194
 （株）カラーテクノ
システム

文化財対応型自動測定ステージ一式
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.4.17 1,995,000 随意契約 互換性の点より随意契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1195 竹田理化工業（株）
ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ　GC-2014AFsc（ｷｬ
ﾋﾟﾗﾘｰ/F1D）島津　×2

資金前渡出納員　事務参事　嶋田
康夫

H18.4.20 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1196 （株）スリーアイパブリケーション ERATO英文パンフレット
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.8 1,995,000 随意契約
契約の相手方は前回のパンフレットの作成業者であり、今回はその版の大部分を利用する
マイナーリバイスであるため競争に適しない随意契約（会計規程第34条第２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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1197 ピーアイ・ジャパン（株）
E-501.10型 ピエゾドライバー基本ユニット
他１件

資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.5.8 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1198 宮野医療器（株）
ゲル撮影システム E-BOX-3000.WL
Vilber-Lourmat社製　他２件

資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.5.15 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1199 （株）アルネアラボラトリ ファイバモードロックレーザ
資金前渡出納員、事務参事、荒井
勝則

H18.5.22 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1200 北斗電工（株） 電池充放電ｼｽﾃﾑ
資金前渡出納員　事務参事　吉川
和康

H18.5.30 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1201 （株）森商会 ガスブレンダー　GB-4C特-SAN型
前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.6.6 1,995,000 随意契約
少額（200万円以下）のため、見積もり合わせにより決定
（会計規程34条4項）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1202 ＩＰＧフォトニクスジャパン（株）
YLD-10-LP-Ybﾌｧｲﾊﾞｰﾚｰｻﾞｰ IPGﾌｫﾄﾆｸｽ
社製

資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.6.20 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1203 （株）NIPPOコーポレーション
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ縮小ﾓﾃﾞﾙｺﾋﾟｰ地盤他整備工
事：日工大ｽｹｰﾙﾓﾃﾞﾙ観測ｻｲﾄ

資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.6.26 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1204 （株）アズバイオ
ｲﾆｼｱﾑ　分子間相互作用定量QCM装置
AFFINIX Q

資金前渡出納員、事務参事、山畑
一義

H18.7.13 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1205 湘南電子機器（有） DERC　IEEE-1394　TYPE-2
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.8.1 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1206 アンリツ興産(株) ﾊﾟﾙｽﾊﾟﾀｰﾝ発生器MP1758A-R(ｱﾝﾘﾂ）
資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.8.2 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1207 （株）映像館
映像コンテンツ制作「三者の出会い」
（仮題）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.11 1,995,000 随意契約
17年度に製作した「青色発光ダイオード開発物語」の続編に相当するものであり、製作に際
し前作の映像素材利用に係る版権に加え、関係者の円滑な協力関係を鑑み当該企業との
契約とした（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1208 （学）立命館大学
委託研究「歯科ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄの高分解能ｲﾒｰｼﾞ
ﾍﾞｰｽ口腔環境ｼｭﾐﾚｰﾀ開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.8.30 1,995,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1209 （株）キーエンス ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ　VHX-200/ｷｰｴﾝｽ
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.9.1 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1210 （株）ユカアンドアルファ ｿﾌﾄ：LookStailor X Ver.1.1  2式
資金前渡出納員　事務参事　尾原
弘剛

H18.9.1 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1211 （株）エポリードサービス
気相成長その場観察用走査電子顕微鏡用
対物レンズ　　1式

資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H18.9.6 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1212
サイエンス・テクノロジー・システ
ムズ（株）

ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｽﾄﾘｰﾑ蓄積再生 ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ開
発　一式

資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.9.13 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1213 （株）ラボエイド 超低温フリーザー　MDF-U72V
資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H18.9.20 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1214 ミュージックキャビン（株） ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾝ・4CC-2型調整
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.9.20 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1215 （株）リガク 結晶構造解析ｿﾌﾄ
資金前渡出納員、事務参事、松浦
勝彦

H18.9.22 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1216 （株）東栄科学産業
有機溶媒処理用ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰDF-
17RK((株)東北ﾀﾞﾙﾄﾝ製）

資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.9.22 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1217 （株）東栄科学産業
耐酸用ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰDF-17CK((株)東北ﾀﾞﾙ
ﾄﾝ製）

資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.9.22 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1218 （有）コスモシステム
φ300ﾌﾙｼﾞｬｹｯﾄ球型ﾁｬﾝﾊﾞｰ/CS-
F300KY/ｺｽﾓｼｽﾃﾑ

資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H18.10.20 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1219 キーコム（株） 差動型低音用低雑音増幅器/ｷｰｺﾑ
資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H18.10.26 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1220 みずほ情報総研（株）
ｷｬﾊﾟｼﾀﾝｽ計測ｼﾐｭﾚｰﾀ支援ｿﾌﾄｳｪｱの作
成

資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H18.11.2 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1221 タイヨー電子（株） 8CH高精度定電流源
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.11.7 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1222 （株）エイコー
ＲＦ500Ｗ電源（オートマッチャｰ付）ＥＲＦー
500　1式

資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H18.11.16 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1223 演算子工業 眼位測定装置 MEL-25D-2 演算子工業製
資金前渡出納員、事務参事、牧野
敏侑

H18.11.17 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1224 日本電子データム（株） 光回折装置 JFO-3000 日本電子ﾃﾞｰﾀﾑ
資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.11.24 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1225 （株）マルトー ﾐﾘｵﾝｶｯﾀｰ3　MC-504NY　ﾏﾙﾄｰ
資金前渡出納員、事務参事、植田
豊

H18.11.28 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1226 （株）池田理化 電動式フレンチプレス　大岳
資金前渡出納員、事務参事、解良
昭六

H18.12.4 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1227 クリマテック（株） 分光放射計　CEK-MS700K
資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.12.4 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1228 三精システム（株） GtrcNET-1
資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H18.12.6 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1229 （株）ヒューリンクス 分子軌道計算ｿﾌﾄGaussian03 UNIX
資金前渡出納員、事務参事、藤原
英樹

H18.12.8 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1230
㈱ビー・エム・エス

ｶｰﾎﾞﾅﾉﾁｭｰﾌﾞﾏﾙﾁｳｵｰﾙ（ﾛﾝｸﾞ）
前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.12.11 1,995,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1231
（株）インターナショナル･サーボ･
データー

ﾎｰﾙ効果測定装置：HMS-3000/031TX
資金前渡出納員　事務参事　鯉淵
嘉明

H18.12.11 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1232 （株）イー・エム・ティ Sun Fire T2000 T20Z108A-08GA2D
資金前渡出納員、事務参事、橋本
勝義

H18.12.12 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1233 （株）クリハラント ｶﾞﾝﾏ線検出器ﾗｯｸ
資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H18.12.12 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1234 キコーテック（株） 1μL蛍光ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀｰ NanoDrop ND-3300
資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.12.13 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1235 大研科学産業（株）
Tm解析ｼｽﾃﾑ:TMSPC-81640（島津製作
所）

資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H18.12.14 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1236 日本電気（株） Catalyst3750G　一式
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.12.18 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1237 丸文通商（株）富山支店 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞｻｰﾓ　TVS-500
資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H18.12.19 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1238 （株）アルゴグラフィックス
GRID　Webユーザインターフェース設計一
式

資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H18.12.20 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1239 （有）ソリデック
ピンセット型デバイスの意匠設計及び構造
設計一式

資金前渡出納員、事務参事、橋本
常七

H18.12.21 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1240 （株）イケダ科学
Tm解析ｼｽﾃﾑ:TMSPC-81650（島津製作
所）

資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H18.12.21 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1241 （株）ミッシュインターナショナル
A/D変換ボード　M2i.2031　SPECTRUM社
製

資金前渡出納員　事務参事　山之
内公幸

H18.12.22 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1242 ミカサ（株） MA-10用ﾏﾆﾌﾟﾚｰﾀｰ（置台付）
資金前渡出納員、事務参事、藤原
英樹

H18.12.22 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1243 （株）池田理化 分光光度計 U-3310 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ製
資金前渡出納員　事務参事　井土
清司

H18.12.25 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1244
サイエンス・テクノロジー・システ
ムズ（株）

ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｽﾄﾘｰﾑ蓄積再生ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ連携機
能開発（1式）

資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.12.29 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1245 ㈱トライ・エスイー ＩＰリーダ
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H19.1.9 1,995,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第34条2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1246 三井情報開発（株） CellDesigner UserInterfaceの改良
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H19.1.9 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1247
セイコー・イージーアンドジー
（株）

広帯域DSPﾛｯｸｲﾝｱﾝﾌﾟ
資金前渡出納員、事務参事、羽田
勇雄

H19.1.12 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1248 （株）大一器械
顕微鏡用2波長観察光学ﾕﾆｯﾄ:OSM-
2BPU(ｼｸﾞﾏ光機㈱）

資金前渡出納員、事務参事、伊東
成治

H19.1.13 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1249 （株）シービーケー 自動制御機器点検及び部品交換
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.22 1,995,000 随意契約
ビル管理会社として筑波資料センター施設の保守・管理及び清掃業務を行っているため、
建物保守・管理の状況を良く把握しており、短期間での良質かつ効率的な工事が期待でき
る。そのため、（株）シービーケーが も適格である。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

1250 （株）アルゴグラフィックス GRID　Webﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ実装
資金前渡出納員　事務参事　佐久
間速水

H19.1.26 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1251 （株）トーコン・システムサービス スタンバイ用L2・L3スイッチ 一式 資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H19.1.29 1,995,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1252 三井情報開発（株）
Google 検索アプライアンスの詳細チュ
ーニング業務

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.29 1,995,000 随意契約

既に調達しているGoogle検索アプライアンスは優れた機能を持っているが、 大限のパ
フォーマンスを出すためには、熟練した技術者がその設定を行う必要がある。短期間でその
設定を行うためには、日本国内での実績、経験を通じた技術蓄積が も高い業者と契約を
締結する必要があり、その他業者の場合、品質、納期等に支障が生じる可能性があるた
め。（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

1253 四国理科（株）
バオマルチインキュベーター　LH-
30CCFL-8CT　１式

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H19.1.30 1,995,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1254 応用光研工業（株） BGOｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝﾌﾟﾛｰﾌﾞ/SP-30/応用光研
資金前渡出納員　事務参事　池田
勝幸

H19.1.30 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1255 (株)ジーンネット福岡営業所 化学発光検出解析装置 契約担当者　事務局長　加藤裕二 H19.1.31 1,995,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1256 アルファ技研（株） 縦型雰囲気管状炉
資金前渡出納員、事務参事、羽田
勇雄

H19.2.1 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1257 三井鉱山マテリアル（株） ＸＹＺテーブル　　1個
資金前渡出納員　事務参事　璒美
川勉

H19.2.1 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1258 （株）リガク ｿﾌﾄｳｪｱ｢X線構造解析ｿﾌﾄｳｪｱ」
資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H19.2.2 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1259 東北電子産業（株） 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｼｽﾃﾑ　日本分光㈱
資金前渡出納員、事務参事、水内
邦顯

H19.2.2 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1260 ティーモステクノロジック（株） ｽﾄﾚｰｼﾞ装置　Trustor 5400　一式
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H19.2.5 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1261 （株）イー・エム・ティ クラスター用計算機
資金前渡出納員　事務参事　鯉淵
嘉明

H19.2.7 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1262 （株）イクシスリサーチ
ヒューマノイドロボット用首駆動部品　H04-
D

資金前渡出納員、事務参事、前田
英夫

H19.2.8 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1263
エクスプローラーズ・ジャパン
（株）

ﾄﾞｰﾑ映像作品のPR用映像及び絵ｺﾝﾃ制作
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.2.8 1,995,000 随意契約

エクスプローラーズ・ジャパン(株)は大型映像の制作実績、業界への知見が豊富でありかつ
日本科学未来館で上映した作品の制作・配給に係わった経験があり、18年度制作予定の作
品についても原案制作に関与し、基本シナリオ制作について協力を得ているため、本作品
のPR映像及び記録用資料作成業務を請け負うことが可能である唯一の業者であるため。
（会計規定第34条項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

1264 （株）日立製作所 成果公開サーバシステム構築支援
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.15 1,995,000 随意契約
同社は、本システムを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本システムの
保守に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1265 （株）第一印刷所東京本部
｢ｻｲｴﾝｽ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣の取組普
及のためのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの制作

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.16 1,995,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたホームページの制作であ
り、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第１
号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1266 轟産業（株） CO2インキュベータ一式
資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H19.2.16 1,995,000 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1267 ブルカー・バイオスピン（株）
超高感度ｸﾗｲｵNMR検出ｼｽﾃﾑ定期点検作
業

資金前渡出納員、事務参事、田中
宏彌

H19.2.28 1,995,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1268 ＮＰＯ法人ＥｄｕｃｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 「かがくナビ」に係る調査業務
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.15 1,995,525 随意契約
契約相手方は学習科学、教育工学、科学教育等の知見に基づく情報技術を用いた学習環
境デザインを研究・開発・提案する専門家集団であり、かつ、類似業務を行った実績を有す
ることから本業務が可能であると判断したため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1269 （有）ドゥ・イング 常設展示造作業務【地球環境を考える】
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.2.16 1,996,680 随意契約
見積合わせを行った結果、（有）ドゥ・イングが 低の価格であったため。（会計規程第34条2
項4号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

1270 仙台和光純薬（株）
抗ＣＤ４５Ｒ（Ly－5）ＦＩＴＣ標識抗体　0.1MG
１個　他４７件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.10.10 1,997,079 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1271 （株）ラボエイド
バイオクリーンベンチ　MCV-B131F　他2
点

資金前渡出納員　事務参事　丸山
和彦

H18.10.11 1,997,100 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1272 （株）堀場製作所 モノクロメ－タ　一式
資金前渡出納員、事務参事、鯉渕
善明

H19.1.9 1,997,100 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1273
（株）日本コンピューティングシス
テム

ｻｰﾊﾞ一式　(VC83000-IUXEW)
資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H19.1.24 1,997,100 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1274 （株）セイミ
インビトロジェンカスタムペプチド合成　１本
他５０件

資金前渡出納員　事務参事　中谷
剛

H18.8.3 1,997,365 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1275 岩井化学薬品（株）
ｱﾌｨﾒﾄﾘｸｽ900496　ｼﾞｰﾝﾁｯﾌﾟ　ﾏｳｽｹﾞﾉﾑ
430　2.0ｱﾚｲ　4ヶ　他6件

資金前渡出納員　事務参事　霜野
壽弘

H19.2.1 1,997,404 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1276 ナラサキ産業（株）
ﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ一式　Red  Hat
ELWS 3.0 for IPF

資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.5.15 1,997,415 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1277 中央大学
委託研究「新複合前処理法によるﾌﾟﾗｽﾞﾏ
溶射皮膜の密着強度5倍増化方策の開
発｣

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.8 1,997,530 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1278 富士通（株）
インターネット対応情報共有・動画配信
サーバ機器の保守

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 1,997,604 随意契約

同社は平成１６年度の「インターネット対応情報共有サーバ機器等導入」及び「動画配信
サーバ機器等導入」の契約を請け負っており、サーバ環境を熟知していることから、保守の
ノウハウが勝つようされ、的確かつ効率的な保守作業が期待される。（会計規程３４条２項１
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1279 日本分析工業（株） リサイクル分取HPLC LC-9204 資金前渡出納員　事務参事　堀元 H18.11.24 1,997,688 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1280 ヤマト科学（株）
ﾘｱｸﾃｨﾌﾞｲｵﾝｴｯﾁﾝｸﾞ装置(ｷｬﾉﾝｱﾈﾙﾊﾞ製)
ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ修理代

資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.10.12 1,997,793 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1281 富士ゼロックス埼玉（株） 企画評価室　カラー入出力複合機保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 1,997,856 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。(会計規定第３４条第２項第４号) 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

1282 （学）青山学院
委託研究「ﾊﾟﾙｽﾃﾞﾄﾈｰｼｮﾝを熱源とする新
しい溶射技術に関する研究開発」

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.1 1,998,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1283 公立大学法人秋田県立大学
委託研究「炭酸水による悪臭除去技術の
開発研究」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 1,998,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1284 アジレント・テクノロジー（株）
スペクトルアナライザー一式　E4408B-
ESA-L 9kHz-2605GHz

資金前渡出納員、事務参事、荒井
勝則

H18.12.14 1,998,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1285 （株）理経
1GB　DDR2 PC2-3200 CL3 Non
ChipkillRDIMN

資金前渡出納員　事務参事　近藤
努

H18.12.27 1,998,150 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1286 （財）未来工学研究所
社会的価値を創造する科学技術における
研究開発活動の事例調査

資金前渡出納員　調査役　大槻肇 H19.2.1 1,998,150 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1287 ナカライテスク（株）
COMPLETE,EDTA-FREE,20TABLETS　そ
の他38件

資金前渡出納員、事務参事、日向
雅道

H18.4.6 1,998,276 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1288 （株）三啓 2KW　E型電子銃980-7102(ANELVA）
資金前渡出納員　事務参事　齋藤
敦

H18.8.14 1,998,360 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1289
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株）

連続ﾌﾛｰ式ｸﾗｲｵｽﾀｯﾄ　OptistatoCF-V/英
OXFORD

資金前渡出納員　事務参事　池田
保

H19.1.19 1,998,675 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1290 富士テレコム（株）
給与・人事システム機能追加（常勤・非
常勤判定機能）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.3.1 1,998,675 随意契約
契約の相手方は本件システムの開発業者であり、同システムへの各種機能追加・改造は同
業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1291 国立循環器病センター
H18育-026(国立循環器病セン
ター)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H19.1.22 1,999,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1292 HPCシステムズ（株）
ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰｼｽﾃﾑ　ARG-
FS12D/3W/400R10-4U12D

資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.8.30 1,999,200 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1293 リアルコンピューティング（株） 計算機サーバー CALM4000/SX
資金前渡出納員　事務参事　林
信夫

H18.11.7 1,999,200 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1294 （株）三陽鈴木孝 超低温槽　レブコ ULT-2186-5JD
資金前渡出納員　事務参事　河辺
賢三

H18.11.14 1,999,200 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1295 丸文通商（株） 三次元空気ばね式防振台
資金前渡出納員　山家　真二
JSTサテライト滋賀
滋賀県栗東市上砥山232番地

H19.2.22 1,999,200 随意契約 １件２００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1296 愛媛県繊維産業試験場
委託研究「シーズ発掘試験」「タオル織機を
用いたインテリア・アパレル素材の研究開
発」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.26 1,999,440 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1297 （株）日本旅行
屋久島研修交通費等
18-1711-12

前渡資金出納員、事務参事、笹山
孝治

H18.9.21 1,999,600 随意契約
本研修は研修訪問先が多く、現地事情に詳しい専門知識を必要とする。前年度実績もあ
り、目的を十分に理解し円滑な実施遂行を期待できる当該業者を選定する。（会計規定第
34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1298 富士テレコム（株）
人事・給与システム
運用支援及び導入機器保守

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 1,999,620 随意契約
契約の相手方は本件システムの開発業者であり、同システムへのメンテナンス作業等を効
率的に行えるのは同業者のみであるということから競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1299 （株）ジ－ンアクト ac67d8azaA-amidite
資金前渡出納員　事務参事　飯島
征二

H18.8.28 1,999,620 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1300 丸勝運輸（株） 除振台等精密機器移設作業一式
資金前渡出納員　事務参事　宮田
浩二

H18.12.14 1,999,625 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1301
ＣｅｎｔｒａｌＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌＲｅｓｅ
ａｒｃｈ（インド）

共同研究契約（海外送金）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 2,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1302 ＪＦＥミネラル（株） 委託研究契約(松下)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 2,000,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1303 札幌医科大学
共同研究「骨髄細胞を用いた神経再生医
療へ向けた実用化研究開発」

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1304 廈門大学
材料の組織・特性設計統合化システムの
開発

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 2,000,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1305 広島県　県立広島大学
委託研究費
「平成18年度実用化可能性試験」

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.6.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1306 広島県　県立広島大学
委託研究費
「平成18年度実用化可能性試験」

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.6.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1307 准海工学院
共同研究　ナノ層状環境における異方的
電子リレー反応場の作成

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.6.1 2,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1308 学校法人八戸工業大学
委託研究「UV-A照射式乾燥装置の 適照
射条件の確立」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.7.3 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1309 学校法人北里学園
委託研究「単色光照射による魚類の食欲・
成長促進」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.7.3 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1310 岩手医科大学
委託研究「ﾃﾞｭｱﾙｴﾈﾙｷﾞｰX線ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙの
開発」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.7.3 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1311 岩手医科大学
委託研究「ﾄﾘｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ産生のため
の高密度細胞培養法の研究」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.7.3 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1312 公立大学法人岩手県立大学
委託研究「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄにおける柔軟な多地
点相互通信ｼｽﾃﾑの研究」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.7.3 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1313 富山県知事
実用化のための可能性試験「積層手法に
よるポリ乳酸繊維/ポリ乳酸複合化成品の
開発」

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.7.10 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1314 富山県知事
大容量プラズマ発生技術を応用した大型
滅菌装置の研究開発

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.7.20 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1315 安原こどもクリニック
委託研究契約「自閉症児におけるコミュ
ニケーション発達過程の解明」

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.8.1 2,000,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1316 （財）名古屋産業科学研究所
委託研究「超低周波微小パルス磁界発生
装置を用いたイチゴ栽培活性化システム
の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.8.2 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1317 （学）愛知学院大学
委託研究費「歯周病の進行予測および予
防対策3次元ビジュアル化技術の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.8.18 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1318 静岡県
委託研究「新しい機能性食材としての緑茶
抽出物－キトサン複合体の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.8.18 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1319 （学）静岡理工科大学
委託研究「3次元顕微メスバウア分光装置
の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.8.21 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1320 （学）東京理科大学 委託研究「可搬型介助器の開発研究」
前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.8.25 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1321 （学）東京理科大学
委託研究｢水中ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害物質の
一
括・高感度評価装置の開発と応用｣

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.8.25 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1322 （学）立命館大学
委託研究「分子ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞによるD-ｱﾐﾉ酸生
産用酵素の効率的分子設計とD-ｱﾐﾉ酸生
産」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.8.30 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1323 （学）立命館大学
委託研究「医療用に特化した高強度・高延
性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ･ﾁﾀﾝ極細線材の開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.8.30 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1324 （学）立命館大学
委託研究「PZTｾﾝｻｰｱﾚｲを用いたﾘｱﾙﾀｲﾑ
SHMｼｽﾃﾑの開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.8.30 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1325 （学）立命館大学
委託研究「センサネットワークを用いた関
心度の計測」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.8.30 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1326 （学）立命館大学
委託研究「ﾏｲｸﾛ波材料の広帯域、高精度
測定ｼｽﾃﾑの確立」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.8.30 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1327 （学）立命館大学
委託研究「超小型低電力ｼｽﾃﾑのﾓﾃﾞﾙ化
およびｼｽﾃﾑ設計技術の研究」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.8.30 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1328 （学）立命館大学

委託研究「CAT-ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ法による多元機
能一次元ｸﾞﾗﾌｧｲﾄの効率生成およびその
次世代超薄高容量ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次元電池
用電極への応用」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.8.30 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1329 公立大学法人　大阪市立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ結合発光金属錯体
を用いた細胞内物質移動可視化ﾌﾟﾛ－ﾌﾞの
開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.8.30 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1330 公立大学法人　大阪市立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「小型高感度蛍光X線分析
計をﾏｲｸﾛ化学ﾁｯﾌﾟの検出部とするｼｽﾃﾑ
の構築」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.8.30 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1331 公立大学法人　大阪市立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「DNAｱﾌﾟﾀﾏｰを用いた簡便
かつ迅速な抗体精製技術の確立」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.8.30 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1332 公立大学法人　大阪市立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「線虫を用いた生理機能物
質探査のための新規試験法の実用化研
究」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.8.30 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1333 新潟県工業技術総合研究所
委託研究（シーズ）「金属ペーストを用いた
カーボンナノチューブ生成によるパターン
配線の形成」

前渡資金出納員　泉　直行 H18.8.31 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1334 （学）川崎学園　川崎医科大学
委託研究費「平成18年度シーズ発掘試験」
カテーテル型スーパーオキサイドセンサの
開発

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1335 （学）関西医科大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「抗ｱﾐﾛｲﾄﾞβ薬の非細胞
系・高感度ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ法の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1336 （学）関西医科大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「乳酸菌ﾜｸﾁﾝによるぶどう
膜炎治療のためのﾗｯﾄによる可能性実験」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1337 （学）豊田工業大学
委託研究「全光化社会に向けた高度光増
幅システムの開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1338 （学校法人）新潟薬科大学
委託研究（シーズ）「ｓｇＲＮＡとｔＲＮａｓｅZL
による遺伝子発現抑制法の開発と応用」

前渡資金出納員　泉　直行 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1339 (財）　電気磁気材料研究所
委託研究「新規Ｃｒ－Ｎ薄膜を用いた高感
度マイクロフォースセンサの開発と応用」

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1340 （学）加計学園
委託研究費「平成18年度シーズ発掘試験」
シクロデキストリン包接を利用した新規ＤＤ
Ｓ製剤の開発

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1341 （学）幾徳学園
委託研究「ｼﾘｺｰﾝ膜と酸化ﾁﾀﾝを用いた土
壌汚染農薬PCPの濃縮回収･完全分解ｼｽ
ﾃﾑ

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1342 （学）近畿大学
委託研究費「平成18年度シーズ発掘試験」
省エネ型・高効率内燃機関用噴射ノズル
の実用化研究

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1343 (学）神戸女子大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌増加作用を有す
る食物繊維の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1344 （学）大阪工大摂南大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ｼﾘｺﾝ結晶面上への単分散
高分子表面構築による有機－無機複合体
の創成」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1345 （学）大阪歯科大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「優れた骨再生能と操作性
を有するｲﾝｼﾞｪｸﾀﾌﾞﾙ人口骨の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1346 （学）大阪歯科大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ﾅﾉﾚﾍﾞﾙの生体ｱﾊﾟﾀｲﾄ薄膜
を被覆したｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄの開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1347 （学）中部大学
委託研究「サイクル制御を用いた高性能
PFC電力変換装置の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1348 （学）中部大学
委託研究「実プラズマプロセス装置に適用
できる電子密度モニタリング法の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1349 （学）中部大学 委託研究「金属超薄膜の成膜技術開発」
前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1350 （学）北里学園
委託研究「緑膿菌の新しい分子遺伝学的
診断法の開発と疫学的解析への応用」

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1351 （学）名城大学
委託研究「超臨界二酸化炭素晶析法によ
るｓiRNA超粒子製剤の調製」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1352 （学）龍谷大学
委託研究「環境水中の極微量重金属元素
検出用ｾﾝｻ電極の開発とそのﾃﾞﾊﾞｲｽ化」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1353 （学）龍谷大学 委託研究「医療検査用ﾏｲｸﾛﾏｼﾝの開発」
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1354 （学）龍谷大学
委託研究「ﾊｲﾊﾟﾜｰ圧電ｾﾗﾐｯｸｽの開発と圧
電ﾄﾗﾝｽへの応用」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1355
（公立大学法人     名古屋市立
大学

委託研究「アルツハイマー病の血液検査に
よる診断法の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1356 （財）ファインセラミックスセンター
委託研究「微小共振器型近赤外発光素子
の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1357 （財）広島市産業振興センター
委託研究費「平成18年度シーズ発掘試験」
バイオミメティック分子認識素子を用いるリ
ン酸イオン計測用センサー

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1358 （財）十勝圏振興機構 製糖工場からの有用成分回収技術の開発
前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1359 （財）函館地域産業振興財団
電気生理学的手法を応用した生鮮水産物
の迅速鮮度測定技術の開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1360 会津大学
委託研究「超広角多目カメラによる立体視
技術の開発」

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1361 石川県知事
イシルを原料とした高機能性粉末調味料
の開発

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1362 大阪府立産業技術総合研究所
ｼｰｽﾞ発掘試験「新規な高性能化複合材を
用いる高分子電解質膜の作成技術と評
価」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募評価採択によるため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1363
崇城大学（学校法人　君が淵学
園）

マイクロ波を用いる廃ＰＥＴの実用型ケミカ
ルリサイクル法の開発

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1364
崇城大学（学校法人　君が淵学
園）

がんの超早期診断を可能にする複合脂質
膜を用いた新規診断薬の開発

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1365 東北学院大学 委託研究「ダイオード温度センサ」
前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1366 東北学院大学
委託研究「導電性磁性体パイプを用いた透
視型電磁・磁気シールド壁の開発

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1367 東北学院大学
委託研究「光熱電気化学影像法による金
属腐食の選択的検出方法の開発」

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1368 東北学院大学
委託研究「温室で動作する超高感度字磁
界センサによる生体磁気計測への適用」

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1369 東北工業大学
委託研究「ミリ波無線の伝送速度・容量を
倍増する研究」

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1370 東北工業大学
委託研究「臭化タリウム半導体放射線検知
器の開発」

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1371 東北工業大学
委託研究「超音波タグ蛍光検出法による生
体蛍光断層画像計測装置の開発」

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1372 東北工業大学
委託研究「コラーゲン包埋細胞チップを用
いたサイトカインアッセイ法の開発」

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1373 東北薬科大学
委託研究「環境調和型新規触媒的縮合剤
の開発研究」

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1374 富山県知事 超音波を用いた微細穴の仕上げ加工
前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1375 富山県知事
「シリコン・インタ－ポ－ザ(中間基盤)を用
いた集積回路一体型センサの開発」

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1376 富山県知事
「面逐次法による平面度測定システムの開
発」

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1377 富山県知事
「高安全なパッシブ型力感覚提示センサグ
ローブの開発」

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1378 富山県知事
「ポリグリセロールデンドリマーの生体適合
性ナノバイオマテリアルに関する研究」

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1379 富山県知事
スパッタ法による光触媒機能を有した酸化
チタン膜の実用化研究

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1380 富山県知事
単一細胞間相互作用解析用磁気操作デ
バイスの開発

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1381
長崎県（長崎県窯業技術セン
ター）

天然物精油成分をドライプロセスで複合化
した粘土鉱物系機能性材料の実用化研究

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1382
広島県　広島県立食品工業技術
センター

委託研究費「平成18年度シーズ発掘試験」
味噌中のがん抑制・放射線防御に効果を
示す成分の解明

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1383
広島県　広島県立東部工業技術
センター

委託研究費「平成18年度シーズ発掘試験」
衝撃緩和と快適な作業性を可能とする鋏
の人間工学的開発

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1384
広島県　広島県立農業技術セン
ター

委託研究費「平成18年度シーズ発掘試験」
数値流体力学解析に基づいた画期的な新
型水耕栽培施設の開発

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1385 宮城県
委託研究「脂質糖化抑制を担う食品成分
の特定・製造プロセスによる高血糖障害予
防への展開」

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1386 山形県
FS委託研究費「放電加工用低消耗・微細
形状電極の開発」

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1387 愛知県
委託研究「コメ新規澱粉形質の導入による
ライスヌードル用水稲育種素材の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1388 岡山県立大学
委託研究費「平成18年度シーズ発掘試験」
パノラマ写真を用いた仮想３Ｄ空間の生成
と応用に関する研究開発

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1389 岡山県
委託研究費「平成18年度シーズ発掘試験」
ポストプロリン加水分解酵素の開発と応用

前渡資金出納員　事務局長　佐々
木淳一

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1390 加計学園
委託研究「製紙と漁業廃棄物を利用した
高効率ﾊﾞｲｵｶﾞｽ発生技術の開発」

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1391 学校法人　関西大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「SXF Ver.3.0対応CADﾃﾞｰﾀ
同一性判別ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1392 学校法人　関西大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ繊維を利用した
革新的圧電ｱｸﾁｭｴｰﾀの開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1393 学校法人　近畿大学 ｼｰｽﾞ発掘試験「盲導犬ﾛﾎﾞｯﾄの開発」
資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1394 学校法人　近畿大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「葦を原料とする備長炭を代
替する高硬度炭の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1395 学校法人　近畿大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「高強度・高骨伝導能を有
する新規人工骨材料の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1396 学校法人　近畿大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを吸収除去す
る観葉植物の作出」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1397 学校法人　近畿大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ｱﾊﾟﾀｲﾄ薄膜を用いた複合
ｽﾃﾝﾄの開発を目指した基本特性試験」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1398
学校法人　高梁学園
九州保健福祉大学

サテライト宮崎委託研究「ﾏﾝｺﾞｰ果実から
の認知症予防効果を持つ有効成分の単離
と同定」

前渡資金出納員　山田　昭男 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1399 学校法人　大阪産業大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「脳と身体の機能向上訓練
器具およびﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発と応用」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1400 学校法人　大阪産業大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「路面ﾊﾞﾘｱの踏破性に優れ
た車椅子の補助装置の開発と応用」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1401 学校法人高知工科大学
委託研究「シーズ発掘試験」「近赤外光に
よる経皮的リンパ観察の高感度化」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1402 学校法人高知工科大学
委託研究「シーズ発掘試験」「海洋深層水
ミネラルを利用する難燃性及び不燃性木
材の製造法」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1403 学校法人高知工科大学
委託研究「シーズ発掘試験」「小形推進機
付津波避難シェルタの開発」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1404 学校法人高知工科大学
委託研究「シーズ発掘試験」「壁面スリップ
流れを積極的に利用した新しく簡便な軸受
構造」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1405 学校法人高知工科大学
委託研究「シーズ発掘試験」「液晶の力学
特性の評価とマイクロモータの開発」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1406 学校法人高知工科大学
委託研究「シーズ発掘試験」「ウェアラブル
機器のための液晶を使ったソフトアクチュ
エータの開発」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1407 学校法人高知工科大学
委託研究「シーズ発掘試験」「信号繰り返し
周期・発光波長可変　高品質短光パルス
発生装置の開発」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1408 学校法人高知工科大学
委託研究「シーズ発掘試験」「フィードバッ
ク機構を有する高精度漢字認識ソフトウェ
アの開発」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1409 学校法人高知工科大学
委託研究「シーズ発掘試験」「点欠陥自己
組織化現象を利用した新しい微細構造形
成法の開発」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1410 岩手医科大学
委託研究「多糖を利用した歯垢形成抑制
剤の開発」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1411 岩手医科大学
委託研究「新生児呼吸窮迫症候群の診
断・予知検査であるﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙﾃｽﾄの全自
動機器の開発」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1412 岩手医科大学
委託研究「間葉系幹細胞の簡易的選択培
養法の開発と簡易型自動培養装置の開
発」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1413 久留米大学
マイコプラズマ肺炎ワクチン開発の可能性
試験

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1414 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞﾅﾉ白色光
源の開発と応用」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1415 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「新規なMEMS作製ﾌﾟﾛｾｽに
よる携帯用低電圧駆動微小リレーの作製」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1416 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「電子の空間分布を利用し
た新規強誘電材料の創製」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1417 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ｽﾀｯｶﾌﾞﾙWDM光ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ
による光IPﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑの開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1418 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「環境騒音下における音響
ﾃﾞｰﾀを用いた知的官能検査装置」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1419 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ﾊｯｼｭを用いた高速画像認
識法とその自動索引付けへの応用」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1420 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「絶緑体表面構造解析装置
（低速原子散乱装置）の実用化」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1421 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「液体中の情報を保持した
生体分子のｲｵﾝ化手法の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1422 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「超臨界水のﾐﾘ秒紫外可視
ﾏｲｸﾛﾌﾛｰ吸光分光計の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1423 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「偏光保存ﾌｫﾄﾝ検出による
無侵襲血糖値ｾﾝｻｰの開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1424 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「波長2-3μm帯高性能赤外
半導体ﾚｰｻﾞの開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1425 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「環境負荷低減型の高強度
Ni基およびCo基金属間化合物圧延箔の開
発と応用」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1426 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗを用いたｻﾌﾞﾋﾟｸ
ｾﾙ画像処理による非接触残留応力評価
法の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1427 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ﾄﾘｷﾅﾝおよび関連化合物
の簡便合成法の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1428 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「新規な超臨界凍結造粒法
を用いた機能性吸入製剤の開発と喘息治
療への応用」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1429 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「局所環境制御による緑化
樹木苗の発根促進技術の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1430 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「絹ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞを用いた抗ｱﾄﾋﾟｰ
効果を有する新食品素材の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1431 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ｲﾇES細胞生産のための卵
子における体外成熟能活性化培養法の確
立」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1432 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ｱﾙｷﾞﾝ酸のｿﾞﾙ･ｹﾞﾙ変換能
を利用した細胞ｼｰﾄ化技術の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1433 公立大学法人　大阪府立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「がん病巣に抗がん剤を送
り込む超高感度型温度応答性リポソーム
の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1434
公立大学法人　和歌山県立医科
大学

ｼｰｽﾞ発掘試験「神経幹細胞増殖分化促進
薬剤の脳室内注入によるパ－キンソン病
治療法の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1435 公立大学法人岩手県立大学
委託研究「ｾｷｭｱ・ﾌﾟﾛｾｯｻSEP-6の試作開
発」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1436 公立大学法人秋田県立大学
委託研究「広帯域ﾌﾟﾘﾝﾄ化平面2素子ｱﾝﾃﾅ
の実用化開発」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1437 公立大学法人秋田県立大学
委託研究「電磁力励振式超音波ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙを
備えた小径内面の精密加工装置の開発」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1438 財団法人かがわ産業支援財団
委託研究「シーズ発掘試験」「マイクロ波化
学法による無機微粒子分散流体の連続合
成」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1439 財団法人かがわ産業支援財団
委託研究「シーズ発掘試験」「超臨界パ
ターニング技術による微小電極及び微小
電池の創製」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1440 札幌医科大学
新規抗PAP2a抗体を用いた前立腺癌の診
断とモニター法の開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1441 三重県
委託研究「吸着・分解2段式方式の室内空
気浄化素材の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1442 三重県
委託研究「Mg合金の鋳造鍛造複合プロセ
スの開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1443 三重県
委託研究「次世代フラットパネルディスプレ
イ用酸化亜鉛型青色蛍光体の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1444 三重県
委託研究「組織培養を利用したコアマモの
種苗生産技術の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1445 青森県工業総合研究センター 委託研究「蛋白質安定化剤の開発」 前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1446 千歳科学技術大学
エッチレスプロセスを用いたDFB固体化色
素レーザーの作製

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1447 千歳科学技術大学
PCFからの超広帯域光波を利用したCARS
顕微分光

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1448 長崎総合科学大学
固体高分子型燃料電池の触媒使用量大
幅低減に関する研究

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1449 長野県工業技術総合センター
シーズ発掘研究委託費　課題番号　07-
52-011

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1450 東海大学
委託研究｢半導体ﾚｰｻﾞ励起薄片固体ﾚｰｻﾞ
を用いた三次元実時間振動計測装置の開

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1451
奈良県工業技術
センター

委託研究「ﾅﾉﾌｨﾗｰ配合による耐熱性･高
強度ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1452 八戸工業大学
委託研究「冷房も可能なﾀﾞﾌﾞﾙ構造ﾊｲﾌﾞﾘｯ
ﾄﾞ太陽集熱器の開発」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降



様式３－２
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結した日
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1453
福岡県工業技術センター機械電
子研究所

V溝加工光ファイバプローブを用いた微小
深穴内径測定器の開発

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1454
福岡県工業技術センター生物食
品研究所

ナノファイバーを用いた新規バイオリアク
ターの開発

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1455 福岡歯科大学
カンジダ由来物質の神経細胞および白血
病細胞の分化誘導に関する研究

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1456 福岡歯科大学
ハイブリッドセラミックスと歯科用FRPを用
いた新しい磁性アタッチメントコーピングシ
ステムの開発

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1457 福岡大学
活性型CoQ-10の非還元的活性化送達を
可能にする新規機能性皮膚外用剤

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1458 福岡大学
遺伝子組換え乳酸菌を用いた大腸に対す
るドラッグデリバリーシステムの開発

契約担当者　事務局長　加藤裕二 H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1459 兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ
ｼｰｽﾞ発掘試験「ｱﾊﾟﾀｲﾄ型ｲｵﾝ伝導体の緻
密な薄膜の作製」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募評価採択によるため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1460 兵庫県立工業技術ｾﾝﾀｰ
ｼｰｽﾞ発掘試験「極小径用穴あけ加工ｼｽﾃ
ﾑの開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募評価採択によるため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1461 兵庫県立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ型ﾎﾟﾘﾏｰ発光ｻ
ｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ製造法の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1462 兵庫県立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「高画質3次元ｶﾗｰ画像記録
装置の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1463 兵庫県立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「植物ﾊﾞｲｵﾏｽを原料とした
環境適合型ｴﾎﾟｷｼ樹脂創製」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1464 兵庫県立大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「無損傷SIMS基本技術の開
発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1465
北海道医療大学
東日本学園

腫瘍診断のための血管新生分子イメージ
ング

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1466 北海道環境科学研究センター
亜硝酸ガスを含む大気中粒子及びガス成
分の簡易測定法の開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1467 北海道立工業試験場
リアルタイム物体追跡のための輪郭抽出
の並列処理手法に関する研究

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1468 北海道立工業試験場
過熱水蒸気を利用した革新的成形加工技
術の開発と応用

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1469 北海道立工業試験場
超臨界・亜臨界水を利用した天然物高度
利用マイクロ空間反応システムの開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1470 北海道立工業試験場
ホタテ貝殻による合成樹脂のチクソトロピ
－改良技術の開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1471 北海道立工業試験場 環境に優しい漁業用具の開発
前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1472 北海道立食品加工研究センター
乳酸菌による醸造酒中のGABA増強技術
の研究

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1473 北海道立食品加工研究センター
鮭皮コラーゲンを活用した高齢者用食品の
開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1474 北海道立水産孵化場
ヤマトシジミの完全養殖を目指した良質卵
産卵技術開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1475
北海道立畜産試験場
北海道

呼吸活性測定による哺乳動物初期胚の品
質評価法の確立

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1476
北海道立中央農業試験場
北海道

球根花きに発生する未知ウイルスに対応
した高精度遺伝子診断技術の開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1477 名古屋市
委託研究費「体積膨張性モノマーの開発と
高性能接着剤への応用」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1478 酪農学園
牛乳タンパク質由来の抗ストレス・鎮痛機
能を有するポリペプチドの探索と実用化

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1479 横浜市立大学
委託研究｢ﾌﾗｼﾞｪﾘﾝ変異体を標的とした抗
緑膿菌ﾜｸﾁﾝの開発｣

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.2 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1480
滋賀県工業技術
総合センター

委託研究「独立成分分析を用いた雑音環
境下における異常音診断技術の開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.4 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1481 （学）近畿大学
委託研究「多孔質媒体による太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ
を利用した浄水、水輸送法」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.5 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1482
京都市産業観光局　産業技術研
究所
工業技術センター

委託研究「In-situ繊維強化複合材料の開
発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.5 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1483
京都市産業観光局　産業技術研
究所
工業技術センター

委託研究「鉛を含まない新規楽焼色釉薬
の開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.5 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1484 北海道立林産試験場
製材におけるエア式のこ屑固着防止装置
の開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.6 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1485 北海道立林産試験場
ジテルペノイドを用いたグイマツ雑種F1苗
木判別法の開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.6 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1486 北海道立林産試験場 浮造り（うづくり）合板の開発
前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.6 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1487 北海道立林産試験場
木質耐火被覆材を用いた耐火集成材の開
発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.6 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1488
北海道尚志学園北海道自動車
短期大学

ハードセラミックス－ソフトセラミックス複合
材料の開発と応用

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.9.8 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1489 名古屋市
委託研究「疎水性VOC分解除去性能に優
れた新規光触媒材料の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.9.8 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1490 （財）東京都医学研究機構
委託研究「遺伝子多型ﾃﾞｰﾀから鎮痛薬の
適量を算出する計算式の開発」

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.11 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1491 （学）京都薬科大学
委託研究「ﾒﾗﾆﾝ生合成阻害活性化合物の
開発と美白剤としての応用」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.12 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1492
京都府中小企業技術
センター

委託研究「ｲﾝﾊﾟﾙｽ法を用いたﾉｲｽﾞ解析装
置の開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.12 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1493 （学）兵庫医科大学
ｼｰｽﾞ発掘試験「脳障害治療を志向した細
胞製剤の可能性試験」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.9.13 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1494
公立大学法人
滋賀県立大学

委託研究「常温近傍新規蓄熱材料の開発
研究と応用」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.13 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1495 同志社大学
委託研究「ﾚｰｻﾞ励起弾性波を用いた固体
中ｸﾗｯｸの非破壊分布測定法の開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.14 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1496 同志社大学
委託研究「個人性や生活環境に適応可能
な補聴器ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.14 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1497 同志社大学
委託研究「ﾋﾄ角膜再生治療における細胞
増殖因子の極微量投与法の試験研究」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.14 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1498 同志社大学
委託研究「ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油製造用ｸﾞﾘｰﾝｻｽ
ﾃｨﾅﾌﾞﾙ触媒の開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.14 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1499 同志社大学
委託研究「低圧駆動型空気圧ｱｸﾁｭｴｰﾀを
用いたｿﾌﾄﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ装置の開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.14 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1500 同志社大学
委託研究「ﾀﾝﾊﾟｸ質立体構造予測のための
MDとGAのﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑの開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.14 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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1501 同志社大学
委託研究「生物ｿﾅｰｼｽﾃﾑからﾊﾞｲｵﾐﾒﾃｨｯｸ
ｽへ －次世代音響計測技術の開発－」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.14 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1502 日本大学工学部
委託研究「硬さや接着性等加工性に優れ
た医療用新規シロキサン系高分子材料の
創製」

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.19 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1503 金沢工業大学
「強誘電体EL素子を用いた新規な光・電子
融合型不揮発性ﾒﾓﾘ素子の開発」

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.9.20 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1504 自治医科大学
委託研究「ｶﾌﾟｻｲｼﾝ受容体の活性調節剤
を用いた医薬組成物の開発」

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.20 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1505
学校法人村崎学園（徳島文理大
学）

委託研究（シーズ発掘試験）シトリン欠損
症に対するピルビン酸ナトリウムの治療効
果

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.21 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1506 高知県
委託研究「シーズ発掘試験」「自動車内装
材用３次元転写UVハードコートシステムの
開発」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.25 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1507 高知県
委託研究「シーズ発掘試験」「高分子表面
制御による高耐久性工業材料の開発」

JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻﾃﾗｲﾄ高知　前渡資
金出納員　河崎　泰介

H18.9.25 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1508 （学）慶應義塾
委託研究｢拡散強調MR画像を用いた末梢
神経麻痺早期診断の実用化｣

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.26 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1509 京都府立医科大学 委託研究「角膜疾患治療剤の開発と応用」
前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.28 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1510 京都府立医科大学
委託研究「ﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害に基づくSARS治
療薬の開発」

前渡資金出納員
事務局長　小西隆

H18.9.28 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1511 秋田県農林水産技術ｾﾝﾀｰ
委託研究「電気抵抗発熱による冷凍ﾏｸﾞﾛ
の高品位解凍技術の開発」

前渡資金出納員　　　　箭野　謙 H18.9.28 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1512 （株）リボミック
H18顕-2-084(リボミック)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）
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1513 東ソー・ファインケム（株）
H18顕-2-026(東ソー・ファイ
ンケム)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1514 金沢工業大学 「大型構造物のリモート応力計測方法」
前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.10.2 2,000,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1515 愛知県
委託研究「植物系資源を材料とした新規成
形材料とその効果的成形とその効果的成
形技術の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.10.2 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1516 愛知県
委託研究「ツボ刺激機能を有する健康遊
具の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.10.2 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1517 愛知県
委託研究「耐衝撃性及び成形性に優れた
植物由来プラスチックの開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.10.2 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1518 愛知県
委託研究「ボツリヌス菌発育抑制物質によ
る食中毒防止技術の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.10.2 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1519 愛知県
委託研究「編地の3次元モデリングおよび
変形予測手法の研究」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.10.2 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1520 学校法人　甲南学園
ｼｰｽﾞ発掘試験「ﾌｧｼﾞｲ規則を用いた低解像
度ﾅﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ数字識別法の改良と実装」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.10.5 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1521 学校法人　甲南学園
ｼｰｽﾞ発掘試験「ｴｸｼﾞｽﾃﾛｲﾄﾞ22-ﾘﾝ酸化酵
素を用いた新規昆虫成長阻害剤の開発」

資金前渡出納員　事務局長　平原
良広

H18.10.5 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1522 石川県知事
X線を利用した金属材料の非破壊硬さ試験
方法の確立

前渡資金出納員　事務局長　富沢
憲慈

H18.10.16 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1523 学校法人　東海大学
委託研究「アルカリ元素ー炭素系光透過性
制御可能のある材料の創製」

資金前渡出納員　二階堂　知己 H18.11.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1524 静岡県立静岡がんセンター
委託研究「前立腺がん陽子線治療におけ
る、直腸脱気管の開発および有効性評価
試験」

資金前渡出納員　二階堂　知己 H18.11.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1525 静岡県立大学
委託研究「茶培養細胞を利用した紅茶テア
フラビンの合成」

資金前渡出納員　二階堂　知己 H18.11.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1526 静岡県立大学
委託研究「植物成分ｐ－ハイドロキシケイ
皮酸を有効成分とする骨粗鬆の予防・治
療剤の開発」

資金前渡出納員　二階堂　知己 H18.11.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1527 静岡工業技術センター
委託研究「バクテリアセルロースを用いた
ポリ乳酸複合材料の開発」

資金前渡出納員　二階堂　知己 H18.11.1 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1528 岐阜市
委託研究「便秘改善薬の市場導入の為の
基礎研究」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.11.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1529 国立長寿医療センター
委託研究「血管機能の改善を基盤とした新
しい生活習慣病予防食品の開発」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.11.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1530 国立長寿医療センター
委託研究「氷結晶のクラスレート化制御に
よる細胞組織保存技術の開発と応用」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.11.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1531 国立長寿医療センター
委託研究「DDSを意識した磁性ナノ粒子の
外部誘導法とイメージング技術の展開」

前渡資金出納員　事務局長　鈴木
康史

H18.11.1 2,000,000 企画競争・公募 公募・評価採択によるため　　     （会計規程第34条2項第1号該当） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1532 北海道立衛生研究所
感染症流行の早期検知と警報・注意報発
令機能を組み込んだ情報提供システムの
開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.11.9 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1533 北海道立衛生研究所
新規組み替え抗原を用いるライム病血清
診断法の開発

前渡資金出納員
事務局長　塚田　晃尚

H18.11.9 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1534 (学)村崎学園
委託研究「廃リネンからの高純度セルロー
スを原料とした偏光板保護膜の開発」

資金前渡出納員　事務局長　山岸
恒夫

H18.11.15 2,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1535 （学）　東海大学 FS「紫外光によるNox処理ｼｽﾃﾑの開発」 資金前渡出納員　山下昌二 H18.11.20 2,000,000 企画競争・公募 公募による委託研究契約を実施（会計規程第34条2項1） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1536 （学校法人）新潟薬科大学
委託研究（ＦＳ）「国際流通を想定した無菌
包装米飯の製造工程の策定と安全性の検
証」

前渡資金出納員　泉　直行 H19.1.4 2,000,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規定第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1537 （財）大阪科学技術センター
研究成果活用プラザ大阪分室に係わる賃
貸

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,004,600 随意契約

プラザ大阪におけるコーディネート活動において、ニーズ・シーズ調査の対象が集積されて
いる大阪市内に、活動への支援を受けられる拠点を設け、コーディネート活動を円滑化させ
ることを目的に、同財団の本部建物の一部を賃借する契約。同財団とは業務協力関係にあ
る。（会計規程第３４条第２項（１））

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1538 (株)内藤一水社 採用公募掲載料
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.4.11 2,006,550 随意契約

(株)内藤一水社は掲載依頼から広告掲載までの事務等が迅速かつ正確であり、新聞の主
要全紙に広告欄掲載が可能なネットワークを有しており、採用試験の時期が不定期で、起
案日から極力早く人材を確保したい当館の状況を勘案した場合に 適な業者であるため。
（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1539 西鉄旅行（株）大分支店 屋久島研修交通費等（大分舞鶴高校）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.6 2,010,500 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1540 ユーハ味覚糖（株）
H18顕-1-109(ユーハ味覚糖)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,012,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1541 二光事務器（株） 在庫消耗品年間購入契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,015,018 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。(会計規定第３４条第２項第４号) 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

1542 富士ゼロックス（株） 複写機保守契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,018,520 随意契約
契約相手先は機器の製造元であることから、契約の性質又は目的が一般競争に付すること
に適しないため。（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1543 アステック（株） ヘリウム放電管　　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.20 2,046,975 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1544 （株）ネットマークス 本部ＬＡＮ機器保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,047,500 随意契約

契約相手先は本機器を導入した業者であり、ハードウェア・ソフトウェアの詳細、および、本
部のLAN構成について熟知している。ネットワーク全般に関する技術者を多数有しており、
障害時等の対応をスムーズに行うことが期待できる。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1545 日本テレコム（株） ＪＳＴ－ＣＡＳ間のデータ送受信回線の利用
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,047,500 随意契約 見積あわせにより決定した業者との継続のため（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり 競争入札に移行

1546 （株）情報数理研究所
「New-WING」におけるデータ拡充及びリ
ンク状況調査プログラムの改良

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.19 2,047,500 随意契約
同社は、本システムを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本システムの
保守に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

1547 （財）日本システム開発研究所
資金・予算管理システム追加開発
（理解増進部事務所版）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.24 2,050,650 随意契約
ＪＳＴの共通前渡資金処理システムとして契約相手方が開発したものの追加開発であり、シ
ステムを熟知していることから正確かつ迅速に対応できるため。（会計規程第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1548 （社）先端技術産業調査会 研究開発動向調査報告資料の作成
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.8.15 2,055,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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1549 (株)潮見サービス
日本科学未来館収容動産（展示品）
火災保険

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.5.30 2,056,650 随意契約
本火災保険は平成13年3月の競争の結果、日本興亜損害保険株式会社が落札し、その代
理店である(株)潮見サービスと保険契約を締結していることから継続して同社と契約するこ
とが一番適切であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1550 （株）東京商工リサーチ埼玉支店 企業情報調査
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,063,250 随意契約

研究課題の選考にあたり、研究成果の実用化を円滑に推進する上で、共同研究企業の財
務上の健全性に関する調査は必須であり、同社は数多くの同様の調査実績をあげており、
当機構の事業についての十分な知識を有していることによる契約(会計規程第３４条第２項
（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1551 富士ゼロックス（株） 複写機の保守契約
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,063,880 随意契約
本機器に関するノウハウを熟知しており、定期的な保守およびトラブル時に迅速な対応を要
求されることから、本機器の製造業者との随意契約(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1552 （社）未踏科学技術協会 「ナノビット検討会」運営業務
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.8.7 2,064,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

1553 松原科学（株） パーソナル有機合成装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 2,068,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1554 日立キャピタル（株） OA用PCの賃貸借(#16.2)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,068,920 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（賃貸借期間終了後の
新規賃貸借を18年度に
入札実施済）

1555 タナカ印刷（株） 国際科学技術コンテストポスターの作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.24 2,070,600 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1556 エヌ・ティ・ティ・リース（株）
カラー複合機のリースおよび保守
(iRC3220N)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,071,812 随意契約 リース継続契約及びその保守契約のため（会計規程第34条第2項1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

1557 （有）サンプラス ８０７．０ｎｍＳＨＧ共振器用ミラー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.17 2,072,700 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1558 （株）日立製作所 多型情報データベースサーバの保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,073,750 随意契約
同社は、本サーバを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本サーバの運保
守に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

1559 みずほ情報総研（株）
H18顕-3-071(みずほ情報総研
)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 2,076,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1560 トップツアー（株）渋谷支店
アジア科学技術セミナー in モンゴル
航空券手配

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.17 2,076,780 随意契約 見積もり合わせ実施。（会計規程第３４条の２の４） 見直しの余地あり 競争入札に移行
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1561 （財）東京都医学研究機構 委託研究契約(高田)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 2,080,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1562 （財）癌研究会
委託研究契約「癌のロバストネスに関す
る基礎研究」（北野）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.8.1 2,080,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1563 富士通（株）
予稿集全文DB PDFﾘﾝｸ等ｻｰﾊﾞの保守
18年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,080,260 随意契約
契約の相手方は、対象機器に関する設定等の実績を有し、細部にわたって把握しているこ
とから、円滑な業務遂行が達成できる。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1564 (株)潮見サービス 日本科学未来館建物火災保険
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.5.30 2,088,000 随意契約
本火災保険は平成13年3月の競争の結果、日本興亜損害保険株式会社が落札し、その代
理店である(株)潮見サービスと保険契約を締結していることから継続して同社と契約するこ
とが一番適切であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1565 日京テクノス（株） 固定角ﾛｰﾀ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.11 2,089,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1566 （株）ロジックナンカイ ＣＯ２インキュベータ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.20 2,089,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1567 チェッカーキャブ無線協同組合 タクシー利用契約（チェッカーキャブ）
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.4.1 2,100,000 随意契約
日本科学未来館からタクシーを手配する場合、立地上配車に時間を要するが、チェッカー
キャブ無線協同組合は迅速な配車が可能であり、安全性等についても十分な実績を有する
ため。（会計規定第34条2項4号）

見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。

1568 (株)廣村デザイン事務所 ｵﾌｨｼｬﾙﾊﾟｰﾄﾅｰ銘板ﾃﾞｻﾞｲﾝ・施工等工事
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.9.6 2,100,000 随意契約
未来館のサイン関連のデザインは開館時より廣村デザイン事務所に依頼してきたので、デ
ザインの連結性とともに、施工場所の特殊性を考慮し、当該業者に選定した。（会計規定第
34条2項1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1569 （株）リガク Ｘ線回折用定性分析ソフトウエア
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.28 2,100,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1570 日本分光（株）
紫外可視近赤外分光光度計　Ｖ－５７０
　１式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.18 2,100,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1571 コクヨショールームサービス（株） ｺｸﾖﾎｰﾙ使用料
資金前渡出納員　事務参事　豊田
勉

H18.4.14 2,106,260 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1572 新技術情報（株） 医学薬学予稿集記事索引等作成
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,107,035 随意契約

本契約先には文献データベース作成作業を発注しており、その作業の中で医学薬学予稿集
記事索引等作業に用いる資料の論文についても抄録索引作成を行っている。そのため作業
対象の資料が手元にある状態であり、本作業についても迅速に索引等の作成を行える。
よって本業務は本契約先にしか行えない。（会計規定第３４条第２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

12
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1573 （株）長崎新聞社東京支社
｢地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑin九州｣開催告知等
に係る新聞広告掲載

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.1 2,112,075 随意契約
全国地方新聞社連合会と協力して行うフォーラムだが、新聞広告掲載にあたっては事務局
である同連合会が任意団体であるため直接契約することができないため、フォーラム開催
地域の地方新聞社各社と直接契約する必要があるため(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1574 （有）平明社
ネットワーク及び計算機環境構築等支援
業務

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,116,800 随意契約
契約の相手方は、既存の建物賃貸借契約等によって指定された業者であり、競争に適しな
い随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1575
京セラコミュニケーションシステ
ム（株）

ホームページ異常監視
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,116,800 随意契約
同社はホームページ異常監視ソフトの納入者であるとともに、これまで優れた実績を残して
おり、業務に必要な監視対象サーバ構成等の詳細を熟知しているため。（会計規程第34条2
項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1576 （有）平明社
ネットワーク及び計算機環境構築等支援
役務

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.27 2,116,800 随意契約
契約の相手方は、既存の建物賃貸借契約等によって指定された業者であり、競争に適しな
い随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1577 ヘルツ（株） スチールハニカムフラットベンチ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.17 2,120,296 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1578 アジレント・テクノロジー（株） パルス・パターン・ジェネレータ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.14 2,125,200 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1579 日新技研（株） 高周波電源（トランジスター式）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.14 2,126,250 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1580 （株）テクノシグマ 有機溶媒回収装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.21 2,138,430 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1581 （有）高橋藤吉商店
コスモシールＢＵＣＫＰＲＥＰ
バックドカラム　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.7 2,139,480 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1582 （株）ニューズウォッチ WebTopｻｰﾋﾞｽ（NewsWatch/E-market)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,142,000 随意契約
データ・ニュースソース等、販売価格が維持されている情報等を調達する場合で、供給元が
一に限られているため（会計規程第３４条の２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

10

1583 （株）ベリタス ＨＬＡタイピング試薬
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.13 2,142,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1584 （株）イナ・オプティカ 倒立顕微鏡ｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.21 2,149,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1585 （株）フィジオテック ﾊﾟｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ用増幅器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.12 2,149,350 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1586 （株）ランドスケイプ 機関名辞書の調査
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.28 2,149,374 随意契約
独自のデータ加工（クレンジング）技術を有しており、人手による機関名の特定・拡充作業の
効率化が可能（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

1587 ナモト貿易（株） 視覚刺激作成装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.7 2,150,400 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1588 バイオリサーチセンター（株）
Cheetah　３２ＥＸ　１６chアンプシス
テム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.5 2,158,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1589 トップツアー（株）熱海支店
ＳＳＨ「防災」タイ国研修交通費等
（西湘高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.23 2,159,362 随意契約
海外研修を多く手がけた実績を有するうえ、旅行地の拠点が多いため緊急体制が整ってい
るため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1590 松下電工（株）
H18顕-2-067(松下電工)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,160,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1591 （株）インターテック 磁性粒子ﾌﾟﾛｾｯｻ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.25 2,170,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1592 （株）第一印刷所東京本部
産学共同シーズイノベーション
公募要領他印刷

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.19 2,173,500 随意契約
研究報告会を開催する準備期間が短かく、緊急を要する場合で一般競争に付する暇がない
ため。（第34条第2項2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

1593 （株）第一印刷所東京本部
「理科ねっとわーく」パンフレット
修正及び増刷

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.27 2,173,500 随意契約
在庫が予定以上に早く払底したことから、早急な修正・印刷に対応できる初版制作業者を選
定したため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1594 浜松ホトニクス（株）
マイクロチャンネルプレート（ＭＣＰ）
アッセンブリ　１式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.12 2,173,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1595
セイコー・イージーアンドジー
（株）

シングルフォトンカウンティングモジュ
ール

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.17 2,173,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1596
オークラフロンティアホテルつく
ばエポカル

「第６回日米先端工学（ＪＡＦｏＥ）
シンポジウム」宿泊ホテル

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.8 2,184,000 随意契約
シンポジウム会場（つくば国際会議場）に隣接しており、利便性がよいため。（会計規程第３
４条の２の１）

見直しの余地あり 競争入札に移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1597 （財）日本システム開発研究所
資金・予算管理システム（ナノ）の運用
・保守

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,190,300 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1598 北海道和光純薬（株）
パーソナル有機合成装置ケミステーショ
ンＰＰＶ－４０３０

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.11 2,194,500 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1599 ナカライテスク（株） 研究用ｼｽﾃﾑ顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.23 2,194,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1600 （株）文化工房
ナノテクノロジー分野別バーチャルラボ
成果報告会記録映像

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.25 2,196,180 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1601 （株）イーエスエス ＬＤ評価プローバ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.18 2,197,650 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1602 日本電子（株） カンチレバー機構部
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.24 2,199,750 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1603 ＨＰＣシステムズ（株）
電池触媒層シミュレーション用計算機シ
ステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.11 2,200,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1604 日本電子データム（株） ＳＭＩ２２００移設作業
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 2,200,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

1605 （株）ザ・コンベンション
「ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ推進事業　第３回研究
開発成果報告会」開催に関する業務

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.9.11 2,202,000 随意契約
原課が会議運営、多数の参加者対応、会場設営等を行った場合、人員、会議運営経験に
限りがあるため会議開催に支障をきたすおそれがあり、充分な能力・経験を有するものに委
託する必要があったため。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

1606 日電通信工業 ＡＬＩＳ用ＰＤＡ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.20 2,205,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

1607 大興電子通信（株）新潟支店 解析ソフトウェア
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.12 2,205,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1608 （株）勝木太郎助商店 高速冷却遠心機
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.15 2,205,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1609 （株）デジタルビイム 事業成果ｻｲﾄのﾘﾆｭｰｱﾙ
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.28 2,206,050 随意契約
当機構が定める随意契約の限度額を下回る契約（見積合わせ）のため。（会計規程第34条
第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1610
東京リース（株）レンタル事業本
部

顧客認証ｼｽﾃﾑ及び予稿集全文DB運用ﾏｼ
ﾝ等賃貸借

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,206,260 随意契約 当該機器を前年度に引き続き賃貸借するもの。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1611 富士ゼロックス（株）
帳票出力用ﾚｰｻﾞﾌﾟﾘﾝﾀ(4569LPS）の保守
及び消耗品の供給

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,211,300 随意契約 当該機器が契約相手先の機種であるため。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

1612 （財）日本システム開発研究所 資金・予算管理システム年度切替作業
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.26 2,214,450 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

1613 （株）ｻｲﾏﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
戦略的研究拠点育成評価WGﾃｰﾌﾟ起こし
原稿ﾄﾞﾗﾌﾄ翻訳（英→日）作業

分任契約担当者、経理部長、加納
冨次雄

H18.12.4 2,227,050 随意契約
戦略的研究拠点育成評価WGでは、科学技術全般だけではなく多分野の専門的発言が多
いため契約者以外では作業がし難いため（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

1614 （ＮＰＯ）アサザ基金 委託研究契約（アサザ基金） 契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.1 2,228,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 公募を実施

1615 ランデス（株）
H18顕-3-178(ランデス)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 2,228,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1616 （株）アールデック 高真空微少信号検出装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.13 2,236,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1617 （株）トーアサイエンス
マイクロウェーブ迅速試料処理装置（冷
却装置付）

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.29 2,236,500 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1618 （株）インターローカス
H18顕-1-032(インターローカ
ス)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,243,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1619 伯東（株） ヘリウムリークディテクター
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.1 2,244,900 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1620 （有）フロッグビジョン ｢deep_science｣委託開発･管理業務
分任契約担当者　事務局長　菊池
文彦

H18.2.1 2,245,320 随意契約
（有）フロッグビジョンは本プロジェクトの共同研究者の一人であり、 新技術を駆使したメ
ディアデザインに精通している研究者が主宰する会社であるため、本業務を請け負う者とし
て 適であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施
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1621 ファラッド（株） ミリ波ソースモジュール　　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.3 2,245,950 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1622 東日本電信電話（株） 東京本部と麹町ｽｸｴｱ間の通信回線
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,246,928 随意契約
前年度の契約実績を有し、またJSTの業務内容も熟知している。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1623 （株）ラボ 超純水製造装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.28 2,247,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1624 東京都個人タクシー協同組合 タクシー利用契約（東個協）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.9 2,250,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。

1625 日個連東京都営業協同組合 タクシー利用契約（日個連）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.9 2,250,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。

1626 共立管財(株) ブラインチラー3号機交換修理
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.5.29 2,255,326 随意契約
見積合わせを行った結果、共立管財(株)が 低の価格であったため。（会計規程第34条2項
4号）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

1627 （株）日立製作所 固定資産管理システムサポート
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,255,400 随意契約

本業務遂行のためには、システム全体の理解に加え、ＪＳＴにおける固定資産管理業務の
詳細についての理解が不可欠である。㈱日立製作所は、当初からのシステム開発及びその
後の改造等を行い、プロクラム内容等詳細について把握しており、互換性の観点からも発
注先は同社以外にないため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1628
富士通サポートアンドサービス
（株）

ﾈｯﾄﾜｰｸ等運用支援及びﾊｰﾄﾞｳｪｱ保守業
務

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,255,400 随意契約
同社は4年間この業務を遂行してきており、プラザ福岡のネットワークの構造、それを管理し
ている機械・設備等を的確に把握し、トラブル対応等にも迅速に対応し、十分な知識の蓄積
があることによる契約（会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1629 （社）未踏科学技術協会 ナノ計測検討会運営業務
分任経理担当者
経理部長　加納富次雄

H18.12.15 2,260,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。特に今
回は前回のナノビット検討会に酷似した形態での実施を予定しており、経験をそのまま生か
せる。（会計規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

1630
フェデラル・エクスプレス・コーポ
レーション

海外向け書類及び荷物の託送
（1967-7144-1）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,261,952 随意契約
迅速確実な委託先として世界的な実績と信用があり、国際室として永年利用してきた実績
があるため。（会計規程第３４条の２の１）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1631 （社）未踏科学技術協会
「ナノ・電子情報材料戦略検討会」運営業
務

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.7.14 2,264,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

1632 （株）まるや文具店
JSTｻﾃﾗｲﾄ徳島　事務室設置に伴う間仕切
り等改修工事

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.21 2,265,115 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1633 片桐エンジニアリング
高精度デジタルプログラム温度制御装置
　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.13 2,265,900 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1634 （財）近畿地方発明センター
研究実施場所賃借料（年契）第３近藤寿
チーム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,265,948 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1635 井原水産（株）
H18顕-1-089(井原水産）委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,266,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1636 （株）日立製作所
JDreamPetit、 Dailyｸﾚｼﾞｯﾄ決済ｻｰﾋﾞｽの運
用　　　18年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,268,000 随意契約
本業務は、個人情報を扱うことから漏洩事故等を防止するため、システムを十分熟知し、精
通している必要がある。契約の相手方は本システムの開発業者であり、システム概念、基
本設計、詳細設計及び運用環境を熟知している。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1637 （株）クリスタルシステム 箱型電気炉（流量精密調整システム付）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 2,268,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1638 （株）トーコン・システムサービス
デジタル教材開発業務に関する機材の調
達

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.5 2,268,000 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1639
（株）インターナショナル・サー
ボ・データー

冷却・加熱システム　（株）インターナ
ショナル・サーボ・データー

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.6 2,274,300 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1640 （株）トーコン・システムサービス
HDVﾚｺｰﾀﾞｰ他 科学技術館向け「地域科学
館連携支援事業」用物品の購入

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.27 2,278,500 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1641
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株

セカンダリーインサートシステム
（希釈冷凍機用）EX400

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.6 2,278,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1642 ホテルヴィラフォンテーヌ汐留
JST-DFG「ﾅﾉｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ」日独合同
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟに係る会議場借用について

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.29 2,279,000 随意契約

本ワークショップの日程に基づき、様々な会場施設（１４会場）の比較を行ったところ、条件
に合う会場は、ヴィラフォンテーヌ汐留貸会議室、及び丸ビルホール＆コンファレンススクエ
アーの２会場のみであり、価格面、その他の利点、欠点にて総合的に判断した結果。（会計
規程第３４条の２の１）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1643 スリーエス（株） 超高真空チャンバー試作
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.25 2,282,274 随意契約
本装置は既納されている蒸着装置の附加装置として使用するものであり、本体とのインター
ロック信号等の管理上・メンテナンス監理上、本体を設計・製作した業者との契約(会計規程
第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1644 （株）モノリス 高速ガスクロマトグラフィーシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.8 2,289,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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1645 小太郎漢方製薬（株）
H18顕-3-030(小太郎漢方製薬
)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 2,289,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1646 （株）キタウチ オフィス家具の購入
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.20 2,296,845 随意契約
見積もり合わせ実施
（会計規程第34条第2項4号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務、
事業の委託等を行わな
いもの

1647 （株）日本ローパー ＸＹＺステージ
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.18 2,298,240 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1648 東京官書普及（株）
官報掲載「独立行政法人科学技振興機構
平成１６事業年度財務諸表に関する公告

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.21 2,298,672 随意契約
独立行政法人通則法第３８条第４項に基づき、財務諸表を官報に公告するにあたり、官報
公告の取扱は東京官書普及（株）以外できないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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1649 （学）龍谷大学
H18育-021(龍谷大学)委託研
究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,299,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1650 （学）岩手医科大学
共同研究「脳血管疾患診断ﾏｰｶｰの同定と
新規診断薬の研究開発」

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 2,300,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1651 公立大学法人名古屋市立大学
共同研究「ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽに基づく新規
糖尿病治療薬のﾃﾞｻﾞｲﾝと開発」

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 2,300,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

1652 （学）慶應義塾
H18顕-1-100(慶応義塾大学
)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,300,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1653 （株）シクロケム
H18顕-2-117(シクロケム)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,300,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1654
（株）日立システムアンドサービ
ス

ゲノム関連情報収集用サーバの購入
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.13 2,308,950 随意契約 不落随契 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1655 （株）キーエンス 高感度冷却CCDｶﾗｰｶﾒﾗ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.5 2,310,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1656 （株）キーエンス
高感度冷却ＣＣＤカラーカメラ（ＶＢ７
０１０／ＶＢ７０００・キーエンス）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.12 2,310,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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1657 日本板硝子環境アメニティ（株） 室内組立式防音室
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.26 2,310,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1658 （株）キーエンス ﾀﾞﾌﾞﾙｽｷｬﾝ高精度ﾚｰｻﾞｰ測定器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.21 2,310,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1659 （株）トーコン・システムサービス NAISS開発用機器の購入
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.22 2,310,000 随意契約 見積あわせの結果、もっとも金額が安価であったため。（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1660 （株）トーコン・システムサービス SPP Webｻｰﾊﾞのｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ機能追加
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.5 2,310,000 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1661 二光事務器（株） 東京本部での増員対応用予備什器購入
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.25 2,310,724 随意契約
見積合わせ
（会計規程第34条第2項4号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1662 エスシーワールド（株）
H18顕-1-064(エスシーワード
)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,320,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1663 （社）日本機械学会
機械分野における失敗知識活用セミナー
の企画と運営

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.9.28 2,323,000 随意契約
失敗知識データベース活用セミナーの企画と運営に必要とされる当該分野の専門知識、企
画運営能力を有している。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

概算契約

1664 理科研（株） 研究用システム顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.17 2,323,650 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1665 富士通（株） ｢科学技術文献速報｣版下編集作業
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,326,800 随意契約
既存システムに精通及び熟知していなければ、本作業は円滑に遂行できない。契約の相手
方はシステムを開発しており、システム全般を把握しており、内容を熟知している。また、十
分な技術力と経験も有している。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1666 日本カンタムデザイン（株）
光ファイバーサンプルホルダー（ＦＯＳ
Ｈ）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.6 2,331,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1667 正晃（株） プレハブ式低温室
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.3.12 2,331,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1668 テラベース（株）
H18顕-1-086(テラベース)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,333,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1669 （株）プライムインターナショナル
「脳科学と教育」（タイプⅠ）領域
シンポジウムに関する準備、運営業務

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.21 2,337,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1670 インフォトレーダー（株）
書籍代　2006年外国逐次刊行物の購入
Ｙグループ後払

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H17.11.14 2,342,469 随意契約

外国逐次刊行物は、商習慣として予約購読が原則であること、発行形態が通　年（１月～１
２月）で前払いが原則であること、一部を除いて契約時に翌年の価格が確定していないこ
と、発行頻度、号数はあくまでも予定であること、継続的に迅速に確実に到着しなければな
らないこと等により、他の購入物品とは全く異なる特殊性を有していることから、これらを専
門的に取り扱う業者を介することにより、安定した到着をはかることが必須条件である。情
報資料は、随意契約ができる場合として「調達契約及び前渡資金の取扱事務細則」第２５条
第１項第１５号に項目があるが、平成１２年度に指名競争入札を行い、その後、平成１５年
度に見積合わせを行った。平成１５年度に見積合わせを行った結果、本件は、 も安価で
あったインフォトレーダー（株）が扱うことになった。毎年、取扱業者を変更すると、逐次刊行
物の到着が混乱し、速報性を求められているデータベース作成に支障をきたすため、安定
的な逐次刊行物の到着を維持するため、引き続き本件の契約相手先としてインフォトレー
ダー（株）を選定する。なお、本グループの後払い分については、先払い分の落札業者と契
約を締結することが条件となっている。インフォトレーダー（株）は、本グループ前払い分の契
約先業者であることから、後払い分の契約先として選定するものである。（会計規定第３４条
第２項第１号）（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1671 日本電計（株） デジタルオシロスコープ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.16 2,343,600 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1672 コクヨショールームサービス（株） 「環境ﾅﾉ触媒」公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ　会場借料
資金前渡出納員　事務参事　嶋田
康夫

H18.12.13 2,344,895 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1673 富士ゼロックス（株） 複写機の保守・消耗品契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,346,120 随意契約
継続してリースを行っているコピー機の保守業務であり、当該機種の指定保守業者であるた
め。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1674 （株）日立製作所 成増情報資料館館内LAN回線張替工事
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.25 2,347,800 随意契約
本件は、成増情報資料館のLAN回線を既設の同軸ケーブルからUTPケーブルへ変更する
ための工事である。(株)日立製作所は、既存LAN環境のネットワーク設計・導入作業を行っ
ており、業務に支障を来さず作業を実施できるため。（会計規程第３４条第２項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1675 （株）大和通信社
平成20年度新卒採用職員募集用新聞広
告
掲載（読売）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.1 2,351,580 随意契約
見積り合わせにより決定
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1676 コクヨショールームサービス（株）
ｼﾞｮｲﾝﾄｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(6)開催に伴うﾎｰﾙ使用料
（1/31～31）

資金前渡出納員　事務参事　堀元 H19.1.31 2,355,150 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1677 エクセルテクノロジー（株） ミニＱスイッチＹＡＧレーザー　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.10 2,362,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1678 理科研（株） ルミノメーター　プロメガ社　１台
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.4 2,362,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1679 日経メディアマーケティング（株） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ改善に係る調査
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.8 2,362,500 随意契約
契約相手先は本件に必要な調査方法について、日本における独占契約の権利を持つ業者
であり、代理店を介さずに契約する必要性があることから、契約の性質又は目的が一般競
争に付することに適しないため。（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1680 （株）三菱総合研究所 WLPに関するアンケート調査
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.27 2,362,500 随意契約
企画コンペにより業者選定した「ＷＬＰシステム将来像構築のための調査」と関連したアン
ケート調査のため。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（次回
実施時（時期未定））

1681 （合）宮崎商店 研究実施場所賃貸借契約
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,370,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1682
（株）日立ハイテクフィールディン
グ

Ｓ－４３００ＳＥ形走査電子顕微鏡移設
作業

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.5 2,370,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

1683 （株）システムブレイン パルスレーザー用波長計　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.6 2,371,425 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の納品地区における唯一の販売代理店であり、他の代
理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1684 丸山印刷（株） Science Window 創刊準備号の印刷
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.17 2,371,425 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1685 （株）電通リサーチ
不確実な情報の提示が人々の不安や認知
に与える影響についての調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.1 2,373,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1686 （株）トーコン・システムサービス ノートＰＣの購入
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.8 2,381,400 随意契約
見積もり合わせ実施
（会計規程第34条第2項4号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務、
事業の委託等を行わな
いもの

1687 長野日本無線（株）東京支社
ソリッドステートパルス変調マイクロ
波電源

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.10 2,383,500 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1688 （株）三菱総合研究所
理科学習用副読本試行版配布における実
証試験の予備調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.7 2,383,500 随意契約
契約相手方は理数学習支援事業の精通しており、かつ、関係機関とネットワークを有する。
また、広範にわたる分野の調査実績を有することから、短期間に資料を取り纏めることがで
きるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1689 （株）三笑堂 微量高速冷却遠心機（ＭＸ－３０１）他
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.15 2,383,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1690 日立キャピタル（株） OA用PCの賃貸借(#16.3)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,387,700 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（賃貸借期間終了後の
新規賃貸借を18年度に
入札実施済）
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1691 （株）三笑堂
ﾙﾐﾉ･ｲﾒｰｼﾞｱﾅﾗｲｻﾞｰ
　LAS-3000UVminiSK カメラ部

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.5 2,388,750 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1692 仁木工芸（株）大阪営業所 デジタルＰＬＬシステム
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.17 2,394,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1693 （株）第一印刷所東京本部 ＪＳＴ英文要覧の作成
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.11 2,395,050 随意契約
ＪＳＴ要覧(和文）の印刷製本を行った会社であり版下を有し作業を効率的に行えるため。
（会計規程第３４条の２の１）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1694
（株）富士ゼロックス カラーデジタル複合機の保守

（技術移転支援センター権利化）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,395,524 随意契約
製造メーカーであり保守、修理に迅速な対応が可能であるため契約相手先として選定。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1695 （株）科学新聞社
「元素戦略／希少金属代替材料開発府省
連携シンポジウム」の運営補助業務

分任経理担当者
経理部長　加納富次雄

H19.1.10 2,396,000 随意契約

運営補助にあたっては、研究機関・学協会・、学識経験者・研究者間との連絡調整、予稿集
や報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理事務を効率的かつ円滑に行うこたが
重要であるが、同社は自身が発行する科学新聞に掲載するなど独自のネットワークを活用
でき、迅速かつ効率的に対応出来る資質と能力を有している。(会計規程第３４条２項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

1696 （株）テンプリント
平成19年度広報誌｢JSTNews｣企画･編集･
印刷及び発送業務(平成19年4月号)

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.20 2,396,625 企画競争・公募
契約相手先は企画競争により 優秀提案として提案された業者であることから、契約の性
質又は目的が一般競争に付することに適しないため。（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1697
（株）千歳国際ビジネス交流セン
ター

領域事務所賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,399,040 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1698
（株）システムブレイン東京営業
所

光学テーブルトップ　ニ式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.19 2,399,250 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

1699 ＮＲＣ 共同研究契約（新倉）/外23,500ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.4.1 2,399,820 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1700 下道陽二 貸室賃貸借契約（シモミチビル）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,400,000 随意契約 当該不動産の所有者であるため（会計規程第３４条第２項第１号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1701 （財）日本宇宙少年団
「ｼﾞｭﾆｱ・ｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ」誌への事業紹介記
事の掲載　H18.12～H19.3　4号掲載

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.11 2,400,000 随意契約 本誌の広告掲載を扱う代理店が他に存在しないため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1702 （株）エフアイティー ＢｅａｍＬｏｃｋ　４Ｄ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.21 2,402,400 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1703 （株）日経産業広告社 NIKKEI NET ニュース面テキスト広告
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.22 2,403,450 随意契約
同社は、ReaDにおいてインターネットテキスト広告の実績があり、ReaDホームページへリン
クするインターネット広告作成に必要な体制を整え、かつReaDの事業概要を把握した上で
効果的な広告文の提案ができる唯一の業者であるため。（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

1704 （株）日経産業広告社
ＮＩＫＫＥＩ　ＮＥＴ　ニュース面
テキスト広告

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.15 2,404,500 随意契約
同社は、ReaDにおいてインターネットテキスト広告の実績があり、ReaDホームページへリン
クするインターネット広告作成に必要な体制を整え、かつReaDの事業概要を把握した上で
効果的な広告文の提案ができる唯一の業者であるため。（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

1705 （株）テック・ジャパン
インターフェイス他の購入
（加古川東高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.6 2,407,055 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1706 （財）計量計画研究所
委託研究契約（大塚チーム　計量計画
研究所　大塚先生）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.12.1 2,410,160 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 公募を実施

1707 （有）アイシオール 「deep_science」編集委託業務
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.1.9 2,410,800 随意契約
本ウェブサイトの編集について、継続性を持たせ、サイトならではの個性を打ち出すために
は平成18年7月に編集業務を実施した(有)アイシオールが 適であるため。（会計規定第34
号2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

1708 （株）インターエナジー
H18顕-3-199(インターエナジ
ー)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 2,412,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1709 富士ゼロックス（株） カラー複写機の購入
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.28 2,412,270 随意契約
短時間に大量のカラーコピーを撮る必要性から、連続複写速度、カラー画像の鮮明度及び
故障頻度の観点から条件を満たす機種は、富士ゼロックス（株）であったため。（会計規程
第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

1710 学校法人東京電機大学
【日米】委託研究費　　学校法人
東京電機大学(佐々木)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,415,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

1711 シグマ光機（株） 顕微鏡用自動ステージシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.12 2,415,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1712 日本ＳＧＩ（株） 分子動力学専用計算機
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.13 2,415,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1713 （株）毎日放送
デジタル放送の将来像がDRM（デジタル
著作権管理）に与える影響度調査

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.26 2,418,000 随意契約
内容の専門性から、契約の目的を達成できる契約相手方が同社しか見当たらなかったため
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1714 （株）飯島 コピー用紙購入契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,420,840 随意契約
入札に付しても落札者がいなかったため。（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条
第3項）

見直しの余地あり
19年度以降も競争入札
を実施

単価契約
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1715 （株）ユニソク １３００Ａ　ヘッド用粗動ステージ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.18 2,425,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1716 （財）大阪科学技術センター
H18年度　独創モデル化終了後のフォロー
アップに関する業務（西日本分）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.11.21 2,427,000 随意契約

実用化に向けた進捗状況調査、調査結果の分析等を行うためには、モデル化実施企業の
モデル化実施状況等を経時的に追うことが必要であるため、平成12年から独創モデル化事
業（西日本地域）のフォローアップを適確に行ってきた実績を有する(財)大阪科学技術セン
ターを業務委託先として選定。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（19年
度以降、企画競争に移
行）

1717 （株）ユニタック
大出力ＬＤ電源　ＮＵＭＤ２２０３０Ｓ
型

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.24 2,430,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1718 スペクトラ・フィジックス（株）
一体型チタンサファイアアンプシステム
Ｈｕｒｒｉｃａｎｅ修理

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.9 2,430,908 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1719 ソニースタイル・ジャパン（株）
SONY VAIO ノートPC(VGN-FT92PS)　デス
クトップPC(VGC-RM90CPS)

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.7 2,432,600 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1720 ユニバース・エレクトロン（株） 高精細液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ評価ｷｯﾄ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.20 2,438,667 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1721 カシオ計算機（株） 人事システム保守業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,444,400 随意契約

人事システムのソースプログラムの著作権は本システムの製造業者であるカシオ計算機
（株）が有しており、外部への開示は行われていない。よって本システムのプログラムの改修
作業を行えるのはカシオ計算機（株）のみであるため。
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1722 北斗電工（株） 電気化学測定システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.15 2,445,450 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1723 （株）日立製作所 提供支援システムエンハンス作業
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.23 2,446,500 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要がある。既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるお
それがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

1724 （株）ｱｰﾄ録音
科学技術振興調整費評価WG（第2回）出
張録音・ﾃｰﾌﾟ起こし

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.25 2,446,998 随意契約
科学技術振興調整費評価WGでは、研究プログラム、研究制度、研究分野及び科学技術全
般の専門的な発言が多いため契約者以外では作業がし難いため（会計規程第34条第2項
第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

1725 （有）橋本工業
H18顕-1-028(橋本工業)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,454,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1726 （株）トーコン・システムサービス
本部Windows　Server　2003システム保
守

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,457,000 随意契約

本件は、ファイルサーバ等のJST本部内における基幹システムの保守を目的としている。契
約相手先は、システムを設計・導入した業者であり、システム構成、設定内容等を熟知して
おり、障害時のスムーズな対応が期待できる。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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1727 日立キャピタル（株） OA用PCの賃貸借(#15.10)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,457,000 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（賃貸借期間終了後の
新規賃貸借を18年度に
入札実施済）

1728 （株）インターメディカル ﾊﾟｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ用増幅器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.19 2,457,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1729 日本分析工業（株） 中圧ﾘｻｲｸﾙ分取装置専用GPCｶﾗﾑｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.2 2,457,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1730 （株）大塚商会 研究開発戦略センターＰＣ（６１台）の保守
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 2,457,936 随意契約 平成１８年１月より賃貸借を開始し、継続して賃貸借を行う者である。（会計規程３４条２項） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1731 荒木電機工業（株） データタイミングゼネレータ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.5 2,463,300 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1732 （財）日本科学技術振興財団
平成１８年度理科大好きボランティアデ
ーターベースに係る運用管理業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,464,000 随意契約
当該事業のデータベースシステムは契約業者が開発したものであり、システム仕様を熟知
しており、正確かつ迅速に対応できるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1733 （株）ＪＴＢ中国四国松山支店
国際性育成事業（中国）研修交通費等
（松山南高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.1 2,464,850 随意契約
海外研修を多く手がけた実績を有するうえ、旅行地の拠点が多いため緊急体制が整ってい
るため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1734 （株）ウィズウィグ
大規模辞書登録候補データのチェック・登
録作業②

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.10 2,467,500 随意契約
作業基準の精通､専門分野・言語等の処理体制確保､の観点による。他業務である文献
データベース作成工程及び作業期間に支障を来すことなく当辞書データを作成できる機関
は他にないため。（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1735 （株）テレパック
「ｻｲｴﾝｽ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」普及活
動用ＤＶＤ制作

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.6 2,467,500 随意契約
契約相手方が制作中の映像番組をDVD化する作業であり、迅速に作業を行うためには番
組制作者が効率的であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1736 （財）未来工学研究所 委託研究契約（未来工学研究所　小澤） 契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.1 2,470,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1737 （株）飯島 ページプリンタ用A4出力用紙の購入
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,470,135 随意契約 当機構の定める随意契約の限度額を下回る（会計規程第34条第2号第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

1738 （株）ＪＴＢ関東水戸支店 チェコ海外研修交通費等(水戸第二高校)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.5 2,470,421 随意契約
本研修はプラハで開催される国際天文連合総会でポスターセッションを行うものであるが、
総会の航空機手配及び宿泊予約はＪＴＢが排他的に行っているため、他の旅行業者が参入
するのは困難と考えられるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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1739 （株）つくば研究支援センター JSTｻﾃﾗｲﾄ茨城　事務所の賃貸借
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.1 2,473,120 随意契約
サテライト設置の際、地元自治体と協議の上、設置場所を指定されている（会計規程第３４
条第２項（１））

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1740 （株）ワールドクリエーション 日中ワークショップにかかる航空券手配
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.4 2,473,530 随意契約 見積もり合わせ実施。（会計規程第３４条の２の４） 見直しの余地あり 競争入札に移行

1741 サニタ商事（株）
マイクロ、ミニRC型アクティグラフ測定
センサー

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.5 2,480,625 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1742
新潟県農業総合研究所食品研
究センター

H18顕-2-001(新潟県農業総合
研究所食品研究センター)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,483,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1743 （株）リコー カラー複写機賃貸借保守契約
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,485,728 随意契約
本件は該当機器類のリース物件に付随する契約であり、契約期間終了まで競争を許さない
ため（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1744 富士通（株） 3次元電磁波解析ｿﾌﾄｳｪｱ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.31 2,490,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1745 富士通（株） 3次元電磁波解析ｿﾌﾄｳｪｱ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.15 2,490,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1746 富士通（株） ３次元電磁波解析ソフトウェア
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.15 2,490,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1747 （株）プロ・ディバイス
リアルタイム遺伝子発現計測装置クロノ
ス

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.30 2,490,600 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

1748 日本電子（株） ダイオードアレイ検出器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.4 2,491,125 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1749 （株）テクノ西村 均温熱処理装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.18 2,493,750 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1750 （株）セイミ ピペットタイプ・遺伝子導入装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.1 2,493,750 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の納品地区における唯一の販売代理店であり、他の代
理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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1751 遠藤科学（株） ピペットタイプ・遺伝子導入装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.22 2,493,750 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1752
（株）日立ハイテクフィールディン
グ

Ｖ－ｃａｐｐｉｎｇ法によるｃＤＮＡラ
イブラリー受託作製

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.12 2,494,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1753 （株）レキオメディカル
Ｖ－ｃａｐｐｉｎｇ法によるｃＤＮＡラ
イブラリー受託作製

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.9 2,494,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1754 （株）三笑堂 超純水製造ｼｽﾃﾑ　EQP-5S
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.28 2,496,690 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1755 （株）ユニソク
ＦＩＢ組込み型キャピラリー回転ステー
ジ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.5 2,497,950 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1756
島津サイエンス西日本（株）大阪
支店

キャピラリガスクロマトグラフ装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.28 2,499,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1757 （株）第一印刷所東京本部
「理科ねっとわーく」新規パンフレット
制作

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.1 2,499,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたパンフレットの制作であ
り、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第１
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1758 （株）日立製作所 ＢＩＲＤネットワークシステム設定作業
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.4 2,499,000 随意契約
同社は、本システムを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本システムの
保守に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

1759 （株）ホクシン ドラフトチャンバー　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.9 2,499,500 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

1760 （株）日刊工業広告社
委託開発・革新的ベンチャー活用開発
公募の新聞広告掲載

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.28 2,499,787 随意契約 見積合わせ実施（会計規定第34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1761 アジア工科大学院 共同研究　アジアデータセットの作成
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 2,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1762 浦項科学技術大学
浦項(Pohang)科学技術大学共同研究契約
（海外送金）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.10 2,500,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1763 （株）アサヒ
H18顕-1-030(アサヒ）委託研
究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1764 （株）カケンジェネックス
H18顕-1-088(カケンジェネッ
クス)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1765 （学）日本大学
H18顕-2-137(日本大学)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1766 （株）ジェノラックＢＬ
H18顕-2-137(ジェノラックＢ
Ｌ)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1767 （株）四電技術コンサルタント
H18顕-2-062(四電技術コンサ
ルタント)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1768 （株）リガク 超高感度示差走査熱量計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 2,503,200 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1769 （株）サイエンス・サービス
次世代ロボット普及のための講演会・
セミナー等の開催に係る業務請負

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.18 2,504,386 随意契約
見積もり合わせ実施
（会計規程第34条第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1770 北野精機（株） 超高真空チャンバー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.8 2,520,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1771 （株）トーコン・システムサービス 執務室内整備（機器移設関連作業）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.13 2,520,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1772 （株）科学新聞社
『週刊　科学新聞』成果紹介記事掲載
業務

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,520,000 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1773
（株）国際電気通信基礎技術研
究所

研究実施場所情報サービス利用契約
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,520,000 随意契約
契約の相手方は、既存の建物賃貸借契約等によって指定された業者であり、競争に適しな
い随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1774 新日鉄ソリューションズ（株） 東京本部別館LANｼｽﾃﾑ運用管理支援
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,520,000 随意契約
以前、入札により調達したLANシステムの運用管理業務であり、LANシステム全体の構成及
び運用方法を熟知しているため。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行
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1775 新日鉄ソリューションズ（株） 東京本部3F　LANｼｽﾃﾑ運用管理支援
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,520,000 随意契約
以前、入札により調達したLANシステムの運用管理業務であり、LANシステム全体の構成及
び運用方法を熟知しているため。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

1776 日本クレア（株）
実験動物ブリーディング・維持保存管理
業務（平成18年4月～平成18年7月）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,520,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1777 富士通（株）
Ｊ－ＥＡＳＴシステム発信用
ソフトウェア等の保守作業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,520,000 随意契約

Ｊ－ＥＡＳＴシステムの開発は富士通（株）（平成１２年度にシステム開発し、平成16年７月か
らＪ－ＥＡＳＴのデータベース変更及び機能強化を行った新システムを構築し運用。）による
ものであり、当該システムの構築・運用について熟知しているため。（会計規程第３４条の２
の１）

見直しの余地あり
平成１９年以降、当該
事務・事業の委託等を
行わないもの

1778 (株)SPフォーラム 展示開発コンサルテーション業務
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.4.3 2,520,000 随意契約
日本科学未来館の展示開発のコンサルテーション業務は未来館野天時開発の方針等を知
ることになるため、施工業者になり得ないことが必須であるが、その要件を満たし、かつ、日
本科学未来館を熟知している業者は（株）SPフォーラムのみであるため。

見直しの余地あり 競争入札に移行

1779 （株）山本工務店 JSTｻﾃﾗｲﾄ茨城　事務室内装改修
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.25 2,520,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1780 （株）東和エンジニアリング
ハイビジョン対応ビデオ会議システム
一式の購入（早大学院）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.26 2,520,000 随意契約
選定した機器を取り扱う業者は、国内総代理店である契約者以外存在しないため。（会計規
程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1781 （株）フジヤ東京支社
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ2006-大学見本市への出
展に関する作業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.9 2,520,000 随意契約
複数社の見積合わせによる契約締結したもの
（会計規程第34条の2項第4号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（19年
度より実施）

1782 （株）ラボ マイクロＲＮＡアレイ解析
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.27 2,520,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

1783 （株）沖縄タイムス社東京支社
｢地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑin九州｣開催告知等
に係る新聞広告掲載

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.1 2,523,150 随意契約
全国地方新聞社連合会と協力して行うフォーラムだが、新聞広告掲載にあたっては事務局
である同連合会が任意団体であるため直接契約することができないため、フォーラム開催
地域の地方新聞社各社と直接契約する必要があるため(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1784 （株）琉球新報社東京支社
｢地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑin九州｣開催告知等
に係る新聞広告掲載

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.1 2,523,150 随意契約
全国地方新聞社連合会と協力して行うフォーラムだが、新聞広告掲載にあたっては事務局
である同連合会が任意団体であるため直接契約することができないため、フォーラム開催
地域の地方新聞社各社と直接契約する必要があるため(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1785 （株）リコー デジタル複合機の保守及び消耗品の供給
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.5 2,524,780 随意契約 当該機器が契約相手先の機種であるため。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

1786 （株）ユニソク
蛍光Ｘ線用ＡＦＭユニット　（株）ユニ
ソク製　ＵＳＳ－９９９６型

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.11 2,538,900 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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1787 （株）パスカル 界面伝導デバイス作成装置改造
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.31 2,541,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1788 正晃（株）山口営業所 クリーンブース
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.10 2,541,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1789 正晃（株） 遺伝子導入システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.6 2,546,775 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1790 （株）クバプロ
第１回「脳神経科学と倫理」国際ワーク
ショップに関する準備、運営業務

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.10 2,548,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1791
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

原子力業務室にて使用するパソコンの
賃貸借

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,551,248 随意契約
17年度に一般競争入札により、契約を行ったリース契約の継続期間中であるため。(会計規
程第34条２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1792 （株）宮崎日日新聞社東京支社
｢地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑin九州｣開催告知等
に係る新聞広告掲載

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.1 2,551,500 随意契約
全国地方新聞社連合会と協力して行うフォーラムだが、新聞広告掲載にあたっては事務局
である同連合会が任意団体であるため直接契約することができないため、フォーラム開催
地域の地方新聞社各社と直接契約する必要があるため(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1793 ビジュアルテクノロジー（株） 並列計算用計算ノード
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.16 2,551,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1794 （株）ニコンインステック
倒立顕微鏡　Ｎｉｋｏｎ　ＥＣＬＩＰＳ
Ｅ　ＴＥ２０００－Ｓ

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.10 2,556,750 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1795 太陽計測（株） 高速信号アナライザ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.28 2,562,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1796 （有）青電舎
気象観測装置他 仙台市科学館向け｢地域
科学館連携支援事業」用物品の購入

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.24 2,572,500 随意契約
契約相手方が製造販売する対象物品の設置、設定調整を一貫してできる唯一の者である
ため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1797 （株）広築 超高速昇温電気炉　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.26 2,572,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1798 （株）島津総合科学研究所
計測・分析技術および装置に関する技術
調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.19 2,572,500 随意契約
分析・計測装置業界のトップメーカーの子会社で 新の技術情報を入手可能であり、技術
報告に必要な体制ノウハウを有しており、契約の性質又は目的が競争に付することに適さ
ないため。(会計規程第34条第2項の（1））

見直しの余地あり
平成20年以降当該事
務・事業の委託等を行
わないもの
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1799 （株）南日本新聞社東京支社
｢地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑin九州｣開催告知等
に係る新聞広告掲載

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.1 2,579,850 随意契約
全国地方新聞社連合会と協力して行うフォーラムだが、新聞広告掲載にあたっては事務局
である同連合会が任意団体であるため直接契約することができないため、フォーラム開催
地域の地方新聞社各社と直接契約する必要があるため(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1800 （有）大分合同新聞社
｢地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑin九州｣開催告知等
に係る新聞広告掲載

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.1 2,579,850 随意契約
全国地方新聞社連合会と協力して行うフォーラムだが、新聞広告掲載にあたっては事務局
である同連合会が任意団体であるため直接契約することができないため、フォーラム開催
地域の地方新聞社各社と直接契約する必要があるため(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1801
近畿日本ツーリスト（株）グロー
バルビジネ

アジア科学技術セミナー 開催支援業務
in ジャカルタ

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.31 2,580,270 随意契約 見積もり合わせ実施。（会計規程第３４条の２の４） 見直しの余地あり 競争入札に移行

1802
キヤノンマーケティングジャパン
（株）

複写機の保守・消耗品契約(iRC3320N)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,583,000 随意契約
既に調達済みのコピー機の保守業務であり、当該機種の指定保守業者であるため。（会計
規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1803 コロラド大学 海外共同研究契約（井戸）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.4.1 2,585,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1804 轟産業（株）
ＰＭＡ－１１マルチチャンネル検出器
　１式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.31 2,589,300 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1805 浜松ホトニクス（株） マルチチャンネル検出器　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.21 2,593,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1806 関東物産（株） 超音波振動援用加工用主軸取付装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.13 2,593,500 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1807 （株）池田理化 冷却３ＣＣＤカメラ
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.19 2,593,500 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1808 （株）メテオインターゲート 電子ｱｰｶｲﾌﾞ用ﾃﾞｰﾀ変換(薬物動態学会他)
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.15 2,593,500 随意契約
既存物との互換性・連接性
（会計規程第34条2号(1)）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（平成19年度より実施
済）

1809 北海道和光純薬（株） 遺伝子導入システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.16 2,598,750 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1810 大槻理化学（株） 遺伝子導入装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.1 2,598,750 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1811 東和科学（株） 遺伝子導入装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.27 2,598,750 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1812 和研薬（株） 遺伝子導入システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.27 2,598,750 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1813 （株）東明サイエンス 超低温槽
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.18 2,598,750 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1814 （学）慶應義塾
慶應義塾大学移管資料の複写作業（山中
資料ｾﾝﾀｰ拝架分）18年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,600,000 随意契約
当該資料センターの資料の複写に関しては、契約の相手方が実施しているため。（会計規
程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行 単価契約

1815 （学）東京理科大学
委託研究契約（学校法人　東京理科大学
）

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.4.1 2,600,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1816
（株）インテリジェントセンサーテ
クノ

委託研究契約（池崎）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 2,600,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1817 （株）創晶 委託研究契約（安達）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 2,600,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1818 日本電信電話（株） 委託研究契約(清水)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 2,600,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1819 日本電信電話（株） 委託研究契約(武居)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 2,600,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1820 （株）モリタ製作所
H18顕-1-017(モリタ製作所)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,600,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1821 日本電気（株） 委託研究契約（五明）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 2,600,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1822 （財）日本原子力文化振興財団
原子力システム研究開発事業成果報告会
事務局運営業務

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.19 2,600,436 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲であるため。（会計規程第34条第２項４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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1823 日本カンタム・デザイン（株） 磁気シールド　一台
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.9 2,604,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1824 東京サイエンス（株） ﾊﾟﾙｽﾌｨｰﾙﾄﾞ電気泳動装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.1 2,604,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1825 三菱スペース・ソフトウエア（株） Ｉｉｂｅｃｓの拡張　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.25 2,604,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1826
ソニーブロードバンドソリューショ
ン（株）

未来館主調整室の機材オーバーホール
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.26 2,611,350 随意契約
対象施設におけるＡＶ設備の機器構成を熟知しているため。（会計規程第３４条第２項第１
号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1827 （株）ワイ・デー・ケー 量子暗号装置制御回路基板
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.6 2,616,600 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1828 三菱地所（株） 新有楽町ビル賃貸借
分任契約担当者、研究領域総合運
営室長、臼井勲

H18.4.1 2,618,280 随意契約
立地条件が他との競争を許さず、また昨年度より引き続き入居する必要があることから、一
般競争に付すことが適さないため。（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1829 東京リース（株） ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材確認用増設機材賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,618,280 随意契約 リース契約の継続（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1830 富士通（株） SCサーバのリース及び保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,619,540 随意契約 リース契約の継続（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1831 荒木電機工業（株） スペクトラムアナライザ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.9 2,619,750 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1832 （株）日立物流（みずほコーポ ゲノム情報科学サーバの撤去・廃棄作業
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.9 2,624,580 随意契約 見積合わせ実施（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

概算契約

1833 （株）菱化システム 統合計算化学ソフトウェア　ＭＯＥ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.12 2,625,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1834 （株）ＲＮＡｉ
科学技術総合リンクセンター（仮称）に
おけるデータ連携等に関する調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.22 2,625,000 随意契約 複数社による見積合わせにより契約締結したため。（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1835 ツボ電気工事（株）
いしかわフロンティアラボ（Ｐ敷地）
内部改修工事（設備）　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.9 2,625,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

1836 （株）オールアバウト 広告料　「All About ﾀｲｱｯﾌﾟ記事」
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.15 2,625,000 随意契約 契約の相手方が実施する媒体に記事広告を掲載するため。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

1837 (株)関電工 未来館内電源工事【10Gbps】
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.3.2 2,625,000 随意契約
見積合わせを行った結果、(株)関電工が 低の価格であったため。（会計規程第34条2項4
号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1838 清水建設（株）
執務室内ﾚｲｱｳﾄ変更等に伴う事務用機器
類等の移動及び荷物の梱包移動作業一
式

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.6 2,625,000 随意契約
当室事務室のｵｰﾅｰである富国生命保険相互会社の指定業者である
（会計規程第34条第2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1839 （株）ビュープロ 国内学協会、会議,発行資料の調査
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.13 2,628,893 随意契約
網羅性から、約2,000件の学協会情報を納めた「学会年鑑」を刊行している唯一の民間企業
である（株）ビュープロ以外に行うことが出来ないため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

1840 東銀リース（株） 事務所什器賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,629,116 随意契約
17年度に一般競争入札により、契約を行ったリース契約の継続期間中であるため。(会計規
程第34条２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1841 （財）日本システム開発研究所
資金・予算管理システム
(戦略事業)の運用保守

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,629,200 随意契約
契約の相手方は本件システムの開発業者であり、同システムへのメンテナンス作業等を効
率的に行えるのは同業者のみであるということから競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1842 （財）日本システム開発研究所
平成18年度　資金・予算管理システム運
用保守

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,629,200 随意契約
当該システムを開発した業者以外はこの業務を行えないため（会計規程第３４条第２項
（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1843 （株）シマダ器械 デュアル384-wellサンプルブロック
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.1.27 2,630,250 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1844 カリフォルニア工科大学 【海外】共同研究契約（青木）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.12.1 2,639,845 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1845 （株）アイリン真空 ターボ分子ポンプ　ＦＴ－１４００Ｗ
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.8 2,641,275 随意契約
既存の超電動スパッタ装置（試作）の信頼性を確保するため、その真空装置部品の施工業
者であり、本装置の特殊性についてよく理解している業者との契約(会計規程第３４条第２項
（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1846 ＡＢＡＱＵＳ，Ｉｎｃ． ＡＢＡＱＵＳ保守支援
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,644,488 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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1847 セコム（株）
身分証明証兼入退室管理用ＩＣカード作
成業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.25 2,646,000 随意契約

平成16年度にJST本部におけるICカードによる「機械警備システムの導入」を受託した実績
がある。今後、新規発行する際のベースとなるICカードを作成する必要があり、契約相手先
はカード作成から印刷・データ入力まで一元管理を行っているなど、カード情報の秘密保
持、印刷技術についても十分な能力を持っている。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1848 豊田合成（株） ＬＥＤライトペンの購入
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.29 2,646,000 随意契約
契約相手方は理数学習支援事業及び本事業について精通しており、かつ、関係機関とネッ
トワークを有する。また、広範にわたる分野の調査実績を有することから、効率的かつ的確
に調査・分析を行うことができるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1849 島津サイエンス東日本（株） Ｔｍ解析システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 2,650,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の納品地区における唯一の販売代理店であり、他の代
理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1850 荒木電機工業（株） デジタルオシロスコープ　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.12 2,656,500 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

1851 丸文（株） ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾀｳ･ﾘｱﾙﾀｲﾑ･ｺﾘﾚｰﾀ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.12 2,660,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1852 （株）星理科学器械 ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.7 2,667,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1853 （株）トーコン・システムサービス PCおよびWebデザイン関連ソフトの購入
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.19 2,667,000 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1854 ビー・エー・エス（株） 電気化学アナライザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.13 2,674,350 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の納品地区における唯一の販売代理店であり、他の代
理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1855 （株）カーク
高分子精密分取用ゲルろ過クロマト充填
剤

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.5 2,675,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1856 ジャスコサポート（株） 紫外可視近赤外分光光度計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.6 2,677,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1857 （株）オプトハブ 光フィルター
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.14 2,677,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1858 (財)アリオン音楽財団 公演事前準備業務【宇宙を聴く】
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.11.2 2,680,000 随意契約
見積合わせを行った結果、(財)アリオン音楽財団が 低の価格であったため。（会計規程第
34条2項4号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1859 （株）ハイストン 東京本部10階役員室用什器購入
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.22 2,681,416 随意契約
見積合わせ
（会計規程第34条第2項4号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1860 （有）メタロジック
研究開発戦略センター科学技術調査シス
テムサーバの運用支援作業

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 2,686,320 随意契約

本件は、当センターにおいて科学技術動向を把握するために、論文データからのダウンロー
ドデータを自動解析し、科学技術政策を議論する際に共有する情報を提供する「科学技術
動向調査システム」サーバに対して運用支援作業をするものである。同社はウェブアプリ
ケーション、ＰＣ，ＷＳ用ソフトウェアの開発及びシステム構築から組み込み制御システムま
で幅広い受託開発業務等を行っている。特にこれまでの科学技術動向調査システムの開発
を担当しており、本業務に必要な当該システム及びプログラム開発について十分な知識・ノ
ウハウを有している。また、企業内基幹システム構築、会社情報データ管理システム等を開
発した実績を持っている。以上より、本業務に必要な開発能力、ノウハウ等を有するのは同
社だけである。（会計規程３４条２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1861 （株）神戸製鋼所
H18顕-3-166(神戸製綱所)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 2,689,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1862 アジレント・テクノロジー（株） 共生微生物のｶｽﾀﾑﾏｲｸﾛｱﾚｲ作成
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.13 2,689,995 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1863 （株）リガク
ＣＣＤ単結晶自動Ｘ線構造解析装置　移
設

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.16 2,691,740 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1864 （株）ＩｎｇｅｎＭＳＬ
H18顕-3-085(Ingen MSL)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 2,692,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1865 （株）ムトウ北見支店 デジタル施光計
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.12 2,693,250 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1866 エーテック（株）
共同運用：生体水素水和水DBシステム
改良

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.25 2,698,500 随意契約

契約の相手方は、「生体水素水和水DB」について概念設計の段階からDB構築、公開・運用
に至るまで一貫して業務を担当し、DBシステムの内容を熟知している唯一の企業であり、同
システムの改良は同業者しかできないことから競争に適しないため。（会計規程第34条2項1
号）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

1867 ジャスコサポート（株） 分光蛍光光度計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.20 2,698,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の納品地区における唯一の販売代理店であり、他の代
理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1868 （株）日立製作所 JDreamⅡ検索式の抽出作業
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,698,500 随意契約
既存システムに精通及び熟知していなければ、本作業は円滑に遂行できない。契約の相手
方はシステムを開発しており、システム全般を把握しており、内容を熟知している。また、十
分な技術力と経験も有している。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1869 （株）池田理化 細胞破砕装置電動式フレンチプレス
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.25 2,698,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1870
アドバンスト・ソフトマテリアルズ
（株）

H18顕-2-110(アドバンスト・
ソフトマテリアルズ)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,700,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1871 北九州市立大学
H18顕-2-106(北九州市立大学
)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,700,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1872 伊藤忠テクノサイエンス（株） ｱｰｶｲﾌﾞﾃﾞｰﾀ蓄積用PCの購入
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.10 2,706,711 随意契約 見積り合せによる（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 見積合せ

1873 （株）熊本日日新聞社東京支社
｢地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑin九州｣開催告知等
に係る新聞広告掲載

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.1 2,707,425 随意契約
全国地方新聞社連合会と協力して行うフォーラムだが、新聞広告掲載にあたっては事務局
である同連合会が任意団体であるため直接契約することができないため、フォーラム開催
地域の地方新聞社各社と直接契約する必要があるため(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1874 西進商事（株） ＣＣＤ高感度光検出器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 2,709,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1875 （株）シービーケー 外灯器具交換及び外灯幹線盛替工事
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.10 2,709,000 随意契約
ビル管理会社として筑波資料センター施設の保守・管理及び清掃業務を行っているため、
建物保守・管理の状況を良く把握しており、短期間での良質かつ効率的な工事が期待でき
る。そのため、（株）シービーケーが も適格である。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

1876 （株）東栄科学産業
ＲＨＥＥＤイメージ・分析システム　一
式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.31 2,710,050 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1877
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（

複写機保守契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,719,080 随意契約
コニカミノルタ製のカラーコピー機（リース契約）を使用しており、故障の際の部品の手配や
修理、およびトナーその他の交換といった日々の保守業務を行うことができる唯一の業者の
ため。（会計規程第34条第２項１号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

1878 （株）日本ローパー 高感度冷却ＣＣＤ検出器システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.8 2,719,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1879 （株）東陽テクニカ 電気化学測定システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.3 2,719,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1880 丸善（株）
書籍代　2006年外国逐次刊行物の購入
Ｔグループ前払（10％精算分）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H17.11.14 2,720,820 随意契約
「２００６年外国逐次刊行物の購入　Tグループ」の先払い契約で支払った90％の残り分10%
の精算を行うための契約である。当然、「２００６年外国逐次刊行物の購入　Tグループ」の
契約機関である丸善（株）に対して支払いを行うため。（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1881 （株）タウ技研
H18顕-3-361(タウ技研)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 2,728,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1882 富士通（株）
科学技術・理科教育のための革新的な
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材内容修正作業(ID:cp0040a)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.2 2,730,000 随意契約
既存システムからの機能の独立、管理ツールの改修作業等、既存システムを構築した者が
構築することが効率的であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1883 （ＮＰＯ）理科カリキュラムを考え
委託研究契約（特定非営利法人　理科
カリキュラムを考える会　滝川T)

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.1 2,730,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 公募を実施

1884 （株）アールデック サルファー用バルブクラッカーセル修理
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.18 2,730,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1885 ニチバン（株） ジェルプロテクター（サンプル品）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.27 2,730,000 随意契約
委託開発の成果普及を図ることを目的としたものであり、当該企業の委託開発成果である
ハイドロゲルを用いた本ノベルティーは当該企業より製品化されているため（会計規定第34
条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1886 シグマ光機（株） 自動位置制御ｽﾃｰｼﾞ（顕微鏡用）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.6 2,730,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1887 島津サイエンス西日本（株） ＣＮＴ－ＲＦシステム拡張セット
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.16 2,730,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1888 （株）シービーケー トイレ改修工事
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.24 2,730,000 随意契約 見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

1889 美和電気工業（株） マイクロガスクロマトグラフ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.26 2,730,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1890 タナカ印刷（株） 印刷代「JDreamⅡ検索ガイド」
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.3.9 2,730,000 随意契約 当機構の定める随意契約の限度額を下回る（会計規程第34条第2号第4号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

1891 共立印刷（株）
金澤チームの終了報告書の印刷・製本
８００冊

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.30 2,735,617 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1892 （株）ミツエーリンクス ｻｲﾄﾘﾆｭｰｱﾙ設計
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.1 2,745,750 随意契約
当機構が定める随意契約の限度額を下回る契約（見積合わせ）のため。（会計規程第34条
第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1893 東北化学薬品（株）
条件的不死化マウス脳毛細血管内皮細胞
（ＴＭ－ＢＢＢ細胞）完全長ｃＤＮＡ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.4 2,749,110 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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1894 東北化学薬品（株）
条件的不死化ラット脳毛細血管内皮細胞
（ＴＲ－ＢＢＢ細胞）完全長ｃＤＮＡ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.29 2,749,110 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1895 ユサコ（株）
2007年発行外国逐次刊行物の購入（AHｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ・後払い）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.10 2,750,000 随意契約

「２００７年発行外国逐次刊行物の購入（ＡＨグループ）」は、その前払い資料分について一
般競争入札を実施した。同入札では、グループの後払い資料分について、落札業者と契約
を締結することが条件となっている。ユサコ（株）は、一般競争入札の結果、本グループ前払
い分の契約先業者であることから、後払い分の契約先として選定するものである。

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1896 （株）江田商会 ガスクロマトグラフ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.18 2,756,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1897 新潟薬科大学
H18顕-3-030(新潟薬科大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 2,757,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1898 富士通（株） H18年度WLP用機器の保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,759,400 随意契約
システムを構成する主要な機器の生産者ならびに導入業者であり、契約相手先以外では、
機器保守ができない。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1899 ＭＤＳソリューションズ（株）
ＭＡＧＮＵＭ＿ＳＥＲＶＯ＿ＥＳ４基板
開発

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.9 2,759,977 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1900 日本電計（株）
高安定化直流電源　ｱｼﾞﾚﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製
　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 2,762,235 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

1901 （株）潮見サービス
第1回ナノバイオテクノロジー連携施策
群成果報告会の開催に係る業務

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.1 2,771,260 随意契約
見積もり合わせ実施
（会計規程第34条第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1902 富士通（株） ReaD用機材（統合検索用）の保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,772,000 随意契約
同社はH10年度に競争入札によりシステムの開発を落札した業者であり、構成機器の詳細
を熟知した唯一の業者であるため。（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

1903 （株）リガク
NANO-Viwer用水蒸気発生装置用ステー
ジ（ﾘｶﾞｸ㈱製）（142　皮膚再生粒子ﾁｰﾑ）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.17 2,772,000 随意契約
本装置は、既存の装置の機能拡張のためのものであり、他の業者では既存装置との互換
性の確保が困難であり、競争を許さないため。(会計規程第34条第2項の（1））

見直しの余地あり
平成20年以降当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

1904 （株）人工生命研究所
H18顕-3-174(人工生命研究所
）委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 2,776,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1905 日立キャピタル（株）
理科ねっとわーく東京本部移設のための
ﾗｯｸ及びUPS賃貸借

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,778,300 随意契約 リース契約の継続（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1906 理科研（株）
Ａｇｉｌｅｎｔ２１００バイオアナライ
ザ電気泳動ノートシステムリミテッド

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.10 2,778,300 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1907 丸文（株） 波長計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.12 2,782,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1908 （株）テレテック
映像コンテンツ制作「クリスマスレク
チャー2006（仮）」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.13 2,782,500 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1909 竹井機器工業（株）
発話機能計測装置用文章刺激提示装置
　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 2,782,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1910 （株）サイバーエージェント
検索ｷｰﾜｰﾄﾞ広告、ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ広告、ﾀｰｹﾞ
ﾃｨﾝｸﾞﾒｰﾙ広告

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.31 2,782,500 随意契約

独占的に取り扱っているメニューや他社とのアライアンスメニューなどを数多く保有し、各種
広告媒体への交渉力が非常に大きい上、当機構の公募ホームページについても熟知して
おり、迅速かつ的確にインターネット広告を行うことができ、契約の性質又は目的が競争に
付することに適さないため。(会計規程第34条第2項の（1））

見直しの余地あり

競争入札に移行(価格
競争）
(準備期間を経たのち
平成20年度から）

1911 竹田理化工業（株） フーリエ変換赤外分光光度計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.18 2,784,600 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1912 北京大学
大規模共同研究による統合失調症遺伝子
の探索

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 2,790,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

1913 （有）テク ｅａｓｙＰＬＬ　Ｐｌｕｓセット
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.24 2,791,404 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1914 （株）リガク Ｘ線回折装置用制御解析システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.22 2,791,530 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1915 日本通信機（株） 冷却低雑音増幅装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.3 2,793,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1916
伊藤忠テクノソリューションズ
（株）

データ移行用回線使用料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.10 2,793,000 随意契約 見積り合せによる（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 見積合せ

1917 （株）国際文献印刷社 電子ｱｰｶｲﾌﾞ用ﾃﾞｰﾀ変換(日本鉄鋼協会)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.29 2,798,985 随意契約
データ形式に関する専門的知識・技術経験の保有の必要性
（会計規程第34条2号(1))

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（平成19年度より実施
済）
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1918 金沢医科大学
H18顕-1-064(金沢医科大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,800,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1919 山陰酸素工業（株）松江支店 窒素ガス精製装置
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.10 2,800,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1920 ヤマト運輸（株） 宅配便請負業務契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,804,800 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。(会計規定第３４条第２項第４号) 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

1921 （株）トーコン・システムサービス JST制度利用者DBサーバ
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.21 2,805,600 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。(会計規定第３４条第２項第４号) 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1922 （株）猪原商会 落射蛍光・微分干渉顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.26 2,812,563 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1923 アジレント・テクノロジー（株） アナログ信号発生器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.1 2,814,525 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1924 日本電計（株） デジタル・フォスファ・オシロスコープ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.20 2,817,150 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1925 （株）和科盛商会 ﾏｲｸﾛﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀｰｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.1 2,818,200 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1926 日本電子データム（株） 電子顕微鏡レンタル料（年契）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,820,000 随意契約 リース契約（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1927 （株）ウィズウィグ
大規模辞書登録候補データのライフサイ
エンス・一般分野チェック・登録作業

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.22 2,821,339 随意契約
作業基準の精通､専門分野・言語等の処理体制確保､の観点による。他業務である文献
データベース作成工程及び作業期間に支障を来すことなく当辞書データを作成できる機関
は他にないため。（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1928 （株）東陽テクニカ ポテンショ／ガルバノスタット
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.18 2,822,400 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1929 ナガセ電子機器サービス（株） 高温キット（極低温プローバー用）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.7 2,824,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1930 （株）ＪＴＢ関東水戸支店
裏磐梯周辺他研修交通費等
（水戸第二高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.7 2,830,050 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1931 （株）日鉄技術情報センター
「液体電極ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いた超小型原子発
光分光分析装置の開発」に関する調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.15 2,834,076 随意契約
対象技術分野であるプラズマ、分光分析の先端技術に関わる多数の調査実績を有し、高度
の専門知識が特に必要とされる本件では、契約の性質又は目的が競争に付することに適さ
ないため。(会計規程第34条第2項の（1））

見直しの余地あり
平成20年以降当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

1932 （財）大阪科学技術センター 大阪科学技術館出展契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,835,000 随意契約
契約相手先は大阪科学技術館の運営団体であり、代理店を介さずに契約する必要性があ
ることから、契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しないため。（会計規程第34
条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1933 日本通運（株） 物品管理保管業務
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,835,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1934 ビー・エー・エス（株） 電気化学ｱﾅﾗｲｻﾞｰ（専用ｿﾌﾄ込み）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.27 2,835,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1935 三菱スペース・ソフトウエア（株）
ライブラリ版Ｍｏｌｅｃｕｌｉｚｅｒの
開発　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.11 2,835,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1936 （株）カスガ コロナ放電表面処理装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.10 2,835,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1937 アルテックアルト（株） LB膜作成装置 KSV Minitrough system2
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.7 2,835,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1938 ケイエスオリンパス（株） 倒立型リサーチ顕微鏡　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.16 2,835,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1939 （株）新興精機 パワー電気化学アナライザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 2,835,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1940 （株）ラボ 連続製膜装置　　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.5 2,835,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1941 北斗科学産業（株） 定量ＰＣＲ装置（7300ﾘｱﾙﾀｲﾑPCRｼｽﾃﾑ）
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.17 2,835,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行



様式３－２
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契約の相手方の商号又は名称
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1942
（株）日本システムディペロップメ
ント

データ連携ソフトウェアDataSpiderの
購入

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.16 2,835,000 随意契約 複数社による見積合わせにより契約締結したため。（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

1943
（株）リクル－トＨＲマーケティン
グ埼京支社

平成19年度中途採用(1)職員募集用情報
提供インターネットサービス

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.23 2,835,000 随意契約
求人者の登録数ならびに全国的な知名度が他社と比較して群を抜いており、より良い人材
の確保につなげていくため。
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

1944 （財）大阪科学技術センター
平成１８年度ライセンス候補企業訪問調査
（西日本地区）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.1 2,841,000 随意契約
技術移転業務に詳しく、また、法人会員の形態で関西地区に強固な企業ネットワークを有す
るため
（会計規程第34条の2項第1号）

見直しの余地あり
19年度より事業を中止
している。

1945 （株）藤本理化
正立型顕微鏡（スタンダード顕微鏡）
　Axio Imager A1 一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 2,845,500 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

1946
（株）フィッシャー・サイエンティ
フィック・ジャパン

屋内防音パッケージ
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.25 2,850,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1947 大星ビル管理（株）
ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ5階事務室
清掃作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 2,850,377 随意契約
契約相手先は、サイエンスプラザビルの管理・清掃業務を委託されており、事前の作業内容
の確認・指示等を省力化できる。
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

1948 （株）文化工房
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作「科学を語り合う～ｻｲｴﾝｽ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの方法と実践」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.12 2,855,475 随意契約 類似業務を実施した実績を有するため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1949 ユサコ（株）
エッセンシャルインジケータＤＢシステムの
利用

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 2,859,150 随意契約
トムソン・サイエンティフィック社と代理店契約を結んでおり、三社の見積もり合わせによる。
（会計規程第３４条２項）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1950 （株）日刊工業新聞社
新技術説明会ＰＲ等作業
（年間契約）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,866,500 随意契約
複数社の見積合わせによる契約締結したもの
（会計規程第34条の2項第4号）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

1951 （株）パスカル
パルスレーザー堆積装置（ＰＬＤ）自動
化システム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.13 2,869,020 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1952 ケイエスオリンパス（株） 倒立型リサーチ顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.1 2,871,750 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1953 富士ゼロックス（株）
複合機の保守（富士ゼロックス）(H18.4
.1～H19.3.31)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,872,800 随意契約
本件は機器保守であるため、本機器に関するノウハウを熟知していることが必要である他、
定期的な保守及びトラブル時に迅速な対応を要求されるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２
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契約の相手方の商号又は名称

及び住所
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1954 ヤマサン商会 JSTｻﾃﾗｲﾄ静岡　事務室内間仕切り工事
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.25 2,877,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1955 日本パイオニクス（株） 水素高純度精製装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.16 2,877,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1956 （株）ウィズウィグ
アンケート用研究者名簿
データベース作成作業

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.5 2,877,000 随意契約
本作業はJdreamⅡのを検索する必要があるが、それに精通していること、また効率的な作
業のために作業手順を熟知している必要がある。契約の相手方は十分な実績、経験及び
知識を有している。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1957 （株）アイエスエイ大阪支店
オーストラリア研修交通費等
（立命館守山高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.23 2,881,430 随意契約
契約相手方は国際教育手配団体として文科省に登録されており海外研修の経験が豊富で
あり、かつ、旅行地に現地政府と連絡できる駐在員が配置されており円滑な業務遂行が期
待できるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1958
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノ
ロジ（

H18顕-2-048(NTTアドバンス
テクノロジ)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,882,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1959 和研薬（株） デジタルイメージングシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.14 2,883,300 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1960 安井器械（株）
多検体細胞破砕機（マルチビーズショッ
カー）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.15 2,884,350 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1961 （株）コングレ 「国際科学シンポジウム」運営支援業務
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.8.9 2,887,500 随意契約

本シンポジウムは世界有数の有識者並びに国内のトップクラスの研究者であることから、運
営にあたっては国際会議に充分かつ高い実績を有していることが必要であるが、同社は非
常に高い実績を有していると同時に、今回のＳＴＳフォーラムの事務局受託しており、ＳＴＳ
フォーラム関連企画の一つである本シンポジウムの運営支援業務を同社に請け負わせるこ
とによって、特認海外講師との連絡調整が効率的かつ円滑に行われることが期待される。
（会計規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

1962 竹田理化工業（株）
ドラフトチャンバー風速コントローラー
付両側水栓

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.19 2,887,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1963 ケイエスオリンパス（株）
研究用マクロズーム顕微鏡（ＭＶＸ１０
・ＯＬＹＭＰＵＳ）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.10 2,898,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1964 （株）日経産業広告社 ReaDメール広告
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.1 2,898,000 随意契約
同社はReaDにおいてインターネットを利用した広告の実績があり、ReaDホームページへリン
クするメール広告作成に必要な体制を整え、かつReaDの事業概要を把握した上で効果的な
広告原稿の作成ができる唯一の業者であるため。（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

1965 日本クレア（株）
Ａｐｃ　ｍｉｎ　受精卵採取凍結処理業
務　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.25 2,899,050 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1966 日本ケミコン（株）
H18顕-2-108(日本ケミコン)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 2,900,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

1967 （株）リコー
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複合機(ImagioNeoC755ﾓﾃﾞﾙ45)
の保守契約

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,901,384 随意契約 複合機の保守契約のため（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1968 美装社図書館製本（株） 製本作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,902,620 随意契約 見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札に移行

1969 （株）アート録音 出張録音テープ起こし
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 2,904,300 随意契約
行政、事業、研究制度、及び研究分野等の専門的な発言がセミナー等では多く、外部機関
では難しい。過去に同様業務において的確に処理し、高い品質の製品を納入してきた実績
を有する。（会計規程３４条２項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

1970 （株）リガク 多目的測定アタッチメント
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 2,904,930 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1971 （財）未来工学研究所
先端科学技術の社会的影響分析に関する
研究動向調査

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.3 2,908,000 企画競争・公募 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1972 ハヤシ化成（株） フリーズ超低温槽
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.18 2,910,600 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1973 （株）日本能率協会総合研究所
「大学発ベンチャー創出推進」平成18年度
採択課題へのマーケティング支援

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.1 2,915,040 随意契約
情報源の多様性、幅の広さと、人的アドバイス機能など、他の情報機関にはない特徴を有
し、質の高いマーケティング支援が期待でき、契約の性質又は目的が競争に付することに
適さないため。(会計規程第34条第2項の（1））

見直しの余地あり
平成20年以降当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

1974 みすず監査法人（みずほ銀行）
平成１８年度会計監査契約（第４期期中
）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.16 2,917,950 随意契約
独立行政法人通則法第４０条に基づき、主務大臣が選任した会計監査人と契約する必要が
あるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（主務
大臣による選任前の作
業として）

1975 ＮＥＣソフト（株）
高速多重極展開を用いたｄｉｍｅｒ－ｅ
ｓ近似計算ルーチンの設計

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.14 2,917,950 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1976 理科研（株） 細胞計数分析装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.31 2,919,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1977 順天堂大学
H18顕-3-305(順天堂大学)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 2,919,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1978 荒木電機工業（株） シグナル・ジェネレータ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.27 2,919,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1979 （株）インターテック 実体蛍光顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.17 2,920,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1980 （株）ニコンインステック 高速液体クロマトグラフ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 2,923,200 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1981 （株）ナックイメージテクノロジー ﾃｰﾌﾞﾙ型多ﾁｬﾝﾈﾙ映像提示ｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.12 2,929,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1982 （株）毎日広告社 SCの新聞広告掲載「読売新聞｣
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,933,658 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1983 （株）千代田ラフト
映像コンテンツ制作「女子高校生　夏の
学校2006（仮）」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.7 2,937,900 随意契約 類似業務を実施した実績を有するため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1984
（有）ランゲージ・サービス・オペ
レーショ

英語のコンサルティング等の業務
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.4.1 2,940,000 随意契約

(有)ランゲージ・サービス・オペレーションズは日本科学未来館の業務推進における英語の
コンサルティング及びネイティブチェックの経験・実績を充分に有し、かつ幅広い事項につい
て未来館のコンセプトを理解しており本業務の実施に 適な業者であるため。（会計規定第
34条2項1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1985 美津野商事（株） 研究室及び事務所什器　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.17 2,940,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

1986 （株）ジャステック 温度感覚ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.2 2,940,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1987 アロニクス（株） 広帯域ＲＦパワーアンプ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.14 2,940,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1988 マイサイエンス（株） ＦＰＡ顕微鏡用クライオスタット
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.25 2,940,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1989 （株）トーコン・システムサービス SPP Webｻｰﾊﾞの導入
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.26 2,940,000 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

1990 （株）映像館 「偉人たちの夢」DVD化等作業
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.21 2,940,000 随意契約
本コンテンツ制作会社なので著作権処理が円滑に行え、かつ、演出効果を損なうことなくス
キップ情報等の付加が可能であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

1991
（株）日立製作所公共システム営
業統括本

原課PCのｾｷｭﾘﾃｨ強化
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.5 2,940,000 随意契約
本件はＪＳＴのＯＡシステムと同様のセキュリティシステムを原課端末に適用するものであ
り、全体システムとの整合性確保等の観点から契約相手方が構築・運用する既存システム
の導入が望ましいため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1992 商船三井テクノトレード（株） 軟Ｘ線照射装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.5 2,942,625 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

1993 （株）ホンヤク社 ReaD英語版ホームページの作成
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.15 2,943,150 随意契約 複数社による見積合わせにより契約締結したため。（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

1994 三和理研（株） 超低温フリーザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.12 2,944,200 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1995 （株）千代田ラフト
映像コンテンツ「平成18年度SSH生徒研
究発表会」の制作とDVD化・配付作業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.4 2,950,500 随意契約
本イベントに関する番組制作経験を有しており、かつ各種イベントの映像制作に精通してい
るため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

1996 （株）ワイエス研究所 キメラマウス
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.17 2,951,025 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1997 （株）まるや文具店 JSTｻﾃﾗｲﾄ徳島 事務室用什器備品
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.25 2,952,600 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

1998 東京官書普及（株）
官報掲載「独立行政法人科学技振興機構
平成１７事業年度財務諸表に関する公告

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.13 2,957,796 随意契約
独立行政法人通則法第３８条第４項に基づき、財務諸表を官報に公告するにあたり、官報
公告の取扱は東京官書普及（株）以外できないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

6

1999 （株）トーコン・システムサービス
科学技術連携施策群レイアウト変更に伴
なうＬＡＮ等設定変更作業　他一式

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.5 2,959,950 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。（会計規程第34条第2項1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2000 デル（株）
科学技術総合ﾘﾝｸｾﾝﾀｰ（仮称）における
ﾃﾞｰﾀ連携等調査用機器

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.28 2,963,100 随意契約 複数社による見積合わせにより契約締結したため。（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

2001 富士通（株）
富士通ＩＰアクセスルータ　ＧｅｏＳｔ
ｒｅａｍ　Ｓｉ－Ｒシリーズ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.18 2,964,654 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2002 （株）ヒロセイ 遺伝子発現モニタリングシステム
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.11 2,965,905 随意契約 不落随意契約(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2003 エスケイテック（有） シリコンドリフトＸ線検出器システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.10 2,967,930 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2004
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株）

磁気光学測定用クライオスタット　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.9 2,971,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2005 （有）クリエイトフューチャー 英文データベースリニューアル作業
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.1 2,971,500 随意契約 複数社による見積合わせにより契約締結したため。（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

2006 （株）三笑堂 ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄﾘｰﾀﾞｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.1 2,972,550 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2007 （株）文化工房
映像コンテンツ制作「アスリート解体新
書」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.1 2,973,285 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2008 （株）ＮＥＳＩ
ＳＳＨホームページに係るサーバ機器の
レンタル及びシステムの保守

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 2,976,120 随意契約
ＨＰ用に稼働中のシステムであるため、リスクのあるサーバ変更等は望ましくないため。（会
計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2009 日本電子（株）
ＪＸＡ－８１００用ＰＣ化システム　一
式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.3.6 2,976,750 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2010 沖電気工業（株） 東京本部IP電話機及び多機能電話機購入
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.3.15 2,979,060 随意契約

JSTサイエンスプラザの電話設備は、交換機を含め沖電気工業(株)製であり、契約相手先
にはPBXの定期点検および電話の設置工事等を依頼しており、内線配置にも精通してい
る。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2011 （株）三菱化学生命科学研究所
H18顕-1-191(三菱化学生命科
学研究所)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,980,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2012
日本オートマティック・コントロー
ル（株）

ヘリウム冷却インサート
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.16 2,982,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2013 （有）図工 多チャンネルＩ／Ｏボードの設計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.1 2,984,625 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2014 スペクトラ・フィジックス（株） レーザー保守　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,989,350 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2015 （財）高輝度光科学研究センター 委託研究契約（坂田）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 2,990,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2016 （株）日立製作所
科学技術総合ﾘﾝｸｾﾝﾀｰ（仮称）ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ構築検証用機器の購入

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.19 2,990,400 随意契約 複数社による見積合わせにより契約締結したため。（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

2017 ヤマト科学（株） ＬＢ膜作製装置システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 2,991,870 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2018 （株）水圏科学コンサルタント 生物現存量調査業務【ﾐﾆさんご礁】
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.3.7 2,992,500 随意契約
見積合わせを行った結果、（株）水圏科学コンサルタントが 低の価格であったため。（会計
規程第34条2項4号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

2019 （株）日立製作所 業務用ＰＣの購入
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.8 2,992,500 随意契約
見積あわせの結果、もっとも低額で調達が可能であったため。（会計規程第３４条第２項第４
号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

2020 （株）キャディックジャパン 冷却塔（RB3-1,3-2)分解整備工事
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.18 2,992,500 随意契約
対象機器の整備点検等を契約相手先が取り扱ってきており、良好な作業を実施しているこ
とから同社を選考することが、品質の保持上からも適切である。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2021 伊藤忠テクノサイエンス（株） DNS,NFSｻｰﾊﾞの購入
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.7 2,992,500 随意契約 見積り合せによる（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2022 （株）フロンティア・サイエンス
イオンクロマトグラフィーシステム　一
式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.28 2,992,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2023 新東工業（株） 卓上型高精度デジタルプレス
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.28 2,992,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2024 理科研（株） リアルタイムＰＣＲシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.1 2,992,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2025 （有）イーアンドエクスレイ 保護膜作成装置（試作品）
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.6 2,992,500 随意契約
本制御装置は、平成17年度購入の超電導スパッタ装置に多層膜を安定して蒸着するため
の駆動装置と制御装置を付加するものであり、本体と連動して条件制御を行う必要がある
ため、本体を設計した業者との契約（会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2026 （株）ベストシステムズ クラスタ型計算機
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.22 2,992,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2027 （財）未来工学研究所
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰの発掘に関する調査対象
者の抽出業務

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 2,992,500 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2028 宝化成機器（株） 発光・蛍光・撮影装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.14 2,992,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2029 和研薬（株） イメージアナライザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 2,992,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2030
（株）ＪＴＢ首都圏団体旅行埼玉
支店

ドイツ研修交通費等（大宮高校）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.15 2,996,080 随意契約
国際交流事業に関する実績を有するうえ、海外スタッフが豊富で安心できるため。（会計規
程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2031 （株）エヌ・ティ・ビー映像センター
映像コンテンツ制作「私のとれたて日本
一」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.1 2,997,540 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2032 伊藤忠テクノサイエンス（株） 電子ｱｰｶｲﾌﾞｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ用ｻｰﾊﾞの購入
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.10 2,997,750 随意契約 見積り合せによる（会計規程34条第2項4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 見積合せ

2033 （株）レイテック
H18顕-1-192(レイテック)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 2,998,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2034 日本電子データム（株）
ＪＥＭ－２０１０Ｆ電子顕微鏡年間保守
契約及び点検料（Ｈ１８．４．１～Ｈ１

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 2,998,800 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

2035 日本電子（株） 液体窒素再液化装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.30 2,998,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2036 日本電子（株） パルスフィールドグラジェント装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.30 2,998,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2037 （株）ピース・ビルサポート 事務所賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 3,000,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2038 武南タクシー協同組合 タクシーサービス（武南タクシー）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,000,000 随意契約 認可料金であり、価格競争が存在しないため。（会計規定第３４条第２項第１項） 見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。

2039
（株）アプライド・マイクロシステ
ム

平成18年度　技術加工
(㈱ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ・ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.16 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2040 （株）ジェイエスアイ
平成18年度　技術加工
(㈱ｼﾞｪｲｴｽｱｲ)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.16 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2041 ＹＡＳＵＮＡＧＡＳ＆Ｉ株式会社
平成18年度　技術加工
(YASUNAGA S&I㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.16 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2042 三惠工業（株）
平成18年度　技術加工
(三惠工業㈱

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.16 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2043 新川センサテクノロジ株式会社
平成18年度　技術加工
(新川ｾﾝｻﾃｸﾉﾛｼﾞ㈱)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.16 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2044 天然新素材科学研究所（株）
平成18年度　技術加工
(天然新素材科学研究所㈱)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.17 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2045 （株）ガイアテック
平成18年度　技術加工
(㈱ｶﾞｲｱﾃｯｸ)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.19 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2046 （株）キンキ地質センター
平成18年度　技術加工
(㈱ｷﾝｷ地質ｾﾝﾀｰ)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.19 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2047 （株）プリモテック
平成18年度　技術加工
(㈱ﾌﾟﾘﾓﾃｯｸ)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.19 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2048 システム技研株式会社
平成18年度　技術加工
(システム技研㈱)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.19 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2049 チッソ石油化学株式会社
平成18年度　技術加工(チッソ石油化学
㈱)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.19 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2050 株）オリエンタルバイオサービス
平成18年度　技術加工
（㈱オリエンタルバイオサービス）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.19 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2051 日本カーリット株式会社
平成18年度　技術加工
(日本カーリット㈱)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.19 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2052 （株）エディックシステムズ
平成18年度　技術加工
(㈱ｴﾃﾞｨｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.22 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2053
（有）高度技術研究所技術加工
口

平成18年度　技術加工
（㈲高度技術研究所）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.22 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2054 マイクロトモグラフィー（株）
平成18年度　技術加工
(ﾏｲｸﾛﾄﾓｸﾞﾗﾌｨｰ㈱)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.22 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2055 ヨシデン株式会社
平成18年度　技術加工
（ヨシデン株式会社）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.22 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2056 大日本コンサルタント（株）
平成18年度　技術加工
（大日本コンサルタント㈱)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.22 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2057
兵庫県立大学姫路書写キャンパ
ス

平成18年度　データ補完
(兵庫県立大学)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.23 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2058 （株）コスモテック
平成18年度　技術加工
(㈱コスモテック)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.29 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2059 （学）慈恵大学
平成18年度　データ補完
（慈恵大学）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.6.1 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2060 （学）関西大学
平成18年度　データ補完
(関西大学)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.6.6 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2061 県立静岡大学
平成18年度　データ補完
(静岡県立大学)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.6.6 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施
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2062 鶴岡工業高等学校
平成18年度　データ補完
(鶴岡工業高等専門学校)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.6.14 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2063
東罐マテリアル・テクノロジー
（株）

平成18年度　技術加工
(東罐ﾏﾃﾘｱﾙ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.6.26 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2064 オンフューチャー（株）
平成18年度　技術加工
(ｵﾝﾌｭｰﾁｬｰ㈱)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.6.29 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2065
日本ミニコンピュータシステム株
式会社

平成18年度　技術加工
(日本ﾐﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ㈱)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.6.29 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2066 （株）プラネット
平成18年度　技術加工
（㈱ﾌﾟﾗﾈｯﾄ)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.7.3 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2067 （株）イチカワ
平成18年度　技術加工
(㈱イチカワ)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.7.20 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2068 （株）山形チノー 平成18年度技術加工(㈱山形チノー)
分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.7.20 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2069
（有）サーモフォーミングテクノロ
ジー

平成18年度　技術加工
((有)ｻｰﾓﾌｫｰﾐﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.7.20 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2070 東京化成工業株式会社
平成18年度　技術加工
(東京化成工業㈱)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.7.20 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2071 （株）クレハ 平成18年度　技術加工(㈱ｸﾚﾊ)
分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.7.24 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2072 （株）デジタルノーツ 平成18年度　技術加工(㈱ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾉｰﾂ)
分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.7.25 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2073 （株）マイテックシステム 平成18年度　技術加工(㈱ﾏｲﾃｯｸｼｽﾃﾑ)
分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.7.25 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施
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2074 英弘精機株式会社
平成18年度　技術加工
(英弘精機㈱)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2075 公立大学法人大阪市立大学
平成18年度　データ補完
(大阪市立大学)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.14 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2076 東北工業大学
平成18年　データ補完
(東北工業大学)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.14 3,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2077 丸善（株） 書籍「ナノとエネルギー」出版
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.13 3,000,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2078 (財）　半導体研究所
木材検査装置用小型高出力サブテラヘル
ツ光源の開発

前渡資金出納員　事務局長　林義
則

H18.9.25 3,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条の２（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

2079 （財）半導体研究振興会
委託研究｢木材検査装置用小型高出力ｻﾌﾞ
ﾃﾗﾍﾙﾂ光源の開発｣

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.25 3,000,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規程第３４条第２項
（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2080 ビー・エー・エス（株） 電気化学アナライザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.7 3,000,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2081 （株）紀伊國屋書店 AIP Conference Proceedings の購入
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.27 3,000,000 随意契約

外国会議資料はその発行状況の特殊性により収集が難しいが、継続的に迅速に確実に到
着しなければならないこと等により、これらを専門的に取り扱う業者を介することにより、安
定した到着をはかることが必須条件である。（株）紀伊國屋書店は長年会議資料を取引して
いる取次書店で、取引経験が豊富で安定供給が望める。（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2082 （株）三菱化学ヤトロン 委託研究契約（井福）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 3,003,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2083 パイオニア（株）総合研究所
H18顕-3-069(パイオニア)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,003,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2084 （株）サイバネテック ネットワークストレージ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.29 3,006,412 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2085
（株）リクルートマネジメントソ
リューション

勤務者意識調査
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.13 3,024,000 随意契約
見積り合わせにより決定
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの
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2086 リアルコンピューティング（株） サーバー　４０００／ＦＸ３６
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.23 3,034,290 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2087 伊藤忠テクノサイエンス（株）
二項関係サーバ（Sun Fire 3800ｸﾗｽﾀ構
成）の保守

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,036,600 随意契約
同社は本システムを納入した会社であり、本システムについて熟知している。システムの安
定した稼働を確保するにあたっては、本システムを熟知している必要があるため。（会計規
程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成２０年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

2088 ＮＴＴコミュニケ－ションズ（株） インターネット接続ルータの購入
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.13 3,045,000 随意契約
見積合わせ
（会計規程第３４条第２項４号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2089 （株）三笑堂
中央実験台（試薬棚付）
QCA-Ⅱ-LQD-2400PSS1/LQD-2400ⅡS
他

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.13 3,045,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2090 ディー・エヌ・エー・メディア（株）
「かがくナビ」科学ライブラリ映像の
制作

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.2 3,045,000 随意契約
関連する映像作品を制作してきた実績を有することから本件業務の発注先として適当であ
ると判断したため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2091 大研科学産業（株） 高速液体クロマトグラフ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.1 3,047,100 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2092 （株）アイ・アンド・イー
スーパーサイエンスハイスクール支援
事業の作業スペースの賃貸借契約

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.1 3,047,777 随意契約 当該事務所は、契約者が運営管理しているため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2093
（株）インターナショナルランゲー
ジアンド

第５回社会技術フォーラムに係る運営支
援業務

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.22 3,049,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2094
（学）東日本学園北海道医療大
学

H18顕-2-061(北海道医療大学
)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 3,050,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2095 （学）慶應義塾
H18顕-3-013(慶応義塾大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,055,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2096
（株）インテリジェント・コスモス研
究機構

プラザ宮城の敷地の土地賃貸借料 理事長　沖村憲樹 H18.4.1 3,063,000 随意契約
プラザ設置の際、地元自治体と協議の上、設置場所を指定されている（会計規程第３４条第
２項（１））

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2097
近畿日本ツーリスト（株）松山支
店

未来館東京理科大他研修交通費等
（愛媛県立松山南高等学校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.30 3,065,985 随意契約
研修計画の策定には業者の専門知識が不可欠である。前年度実績もあり、目的を十分に
理解し円滑な実施遂行を期待できるため。（会計規定第34条第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2098 （株）矢沢科学 偏光蛍光顕微鏡システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 3,066,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2099 （財）日本システム開発研究所
資金・予算管理ｼｽﾃﾑ（さきがけ事業）の
運用・保守

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 3,068,100 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2100 （株）プライムインターナショナル 再生医療戦略ＷＳ運営業務
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.9.13 3,070,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

2101 アジレント・テクノロジー（株） スペクトラムアナライザー　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.24 3,077,235 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2102 日本電子データム（株） ﾊﾟｯｼﾌﾞ除振ﾏｳﾝﾄ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.16 3,080,700 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2103 富士ゼロックス（株）
ｶﾗｰ複写機および白黒複写機の保守及び
消耗品の供給

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.1 3,083,061 随意契約
保守対象機種は、契約先メーカーのものであり、当該製品を熟知し、迅速な対応が可能で
あるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2104 （株）ＡＴＰ
インサイチューハイブリダイゼーション
用正常ラット膵臓パラフィンブロック

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.17 3,087,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の納品地区における唯一の販売代理店であり、他の代
理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2105 アロシステム（株） ＰＣクラスター　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.22 3,087,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2106 （株）堀場製作所 地雷探査用ＮａＩ（Ｔ１）シンチレータ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.15 3,089,100 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2107
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

新経理システム用サーバ機の賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,092,335 随意契約
新経理システム用サーバ機は、費用削減を意図し、平成15年12月より3年のリース契約を
締結しており、平成18年度契約分についてはリース期間の対象であるため。（会計規程第３
４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2108 （株）リガク 単結晶四軸Ｘ線解析装置移設
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.17 3,093,300 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

2109 日立キャピタル（株） OA用PCの賃貸借(#18.05)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.7 3,095,400 随意契約

H13年度～H17年度のOAPCの賃貸借及び保守の実績を有し、JSTにおける業務内容を熟
知している。契約相手先に発注することにより、保守体制が一元化され、全社的OA用PCの
運用管理を合理的・効率的に実行できる。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2110 西川計測（株） ﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ式分光光度計ｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.1 3,096,450 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2111 （株）東京インスツルメンツ 大気用ＳＴＭヘッド
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.16 3,097,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2112 （株）電通中部支社
赤﨑記念研究館展示室160インチＬＥＤ
用映像制作

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.19 3,100,650 随意契約

赤﨑記念研究館展示室には赤﨑名大特別教授の功績を語るには欠かせない１６０インチＬ
ＥＤ大型ディスプレイが展示されるが、その待機映像の製作については展示室の企画・設
計・制作を行う(株)電通中部支社を選定すればバランスの取れた映像を制作でき、また名大
も同社の選定を希望したため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
H20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

2113
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材一般公開ｼｽﾃﾑ構築用機器の
調達

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,110,184 随意契約 リース契約の継続（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2114 （株）エイコー Ｓｉセル　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.9 3,122,280 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2115
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱｻｰﾊﾞ賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,123,540 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2116 （株）ラボ リアルタイムＰＣＲ装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 3,127,950 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2117 オーシャンフォトニクス（株） 近赤外ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙ分光装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.15 3,129,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2118 （株）サーモ理工 超高真空型赤外線導入加熱装置　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.10 3,137,400 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2119 （株）フォトロン ハイスピードビデオカメラシステム
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.12 3,137,400 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2120 （株）アート・スタジオ・サンライフ Science Links Japan　WEBｻｲﾄﾘﾆｭｰｱﾙ
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.22 3,144,225 随意契約
本件はｺﾝﾃﾝﾂ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｼｽﾃﾑに精通し、社内にﾈｲﾃｨﾌﾞｽﾀｯﾌを常駐させ、多言語のｳｪﾌﾞｻｲ
ﾄ政策に関するﾉｳﾊｳを多く持っている必要性がある。契約相手先はそれらの条件を具備し
ている専門的知識を有しているため。（会計規程第34条2項第1条）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

2121 日京テクノス（株） ｸﾗｲｵﾕﾆｯﾄ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.14 3,147,375 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2122 （株）薬研社 分子間相互作用定量ＱＣＭ装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.13 3,148,950 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2123 （有）開成ハウジング ＰＬ事務所　賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 3,150,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2124 三菱スペース・ソフトウエア（株） 生体データベース運用作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,150,000 随意契約
同社は、本件の内容を深く理解している会社であり、連接使用の確保が不可欠である本シ
ステムの保守に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

2125 ピーアイ・ジャパン（株） ３次元ナノポジショナー　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.26 3,150,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2126 （株）キーエンス
デジタルマイクロスコープの購入
（池田高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.10 3,150,000 随意契約
仕様を満たす製品は、契約相手方が製造する製品しか存在しなかったため。（会計規程第３
４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2127 （株）パワーシステム 充放電試験装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.15 3,150,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2128 東京四社営業委員会 タクシー利用契約（東京四社）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.9 3,150,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。

2129 ケイアンドカンパニ－（株）
人事制度検討のための現状整理・分析業
務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.20 3,150,000 随意契約
見積り合わせにより決定
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（H20
年度）

2130 （株）三菱総合研究所
理数大好きモデル地域事業に関する分析
調査

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.30 3,150,000 随意契約
契約相手方は理数学習支援事業及び本事業について精通しており、かつ、関係機関とネッ
トワークを有する。また、広範にわたる分野の調査実績を有することから、効率的かつ的確
に調査・分析を行うことができるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2131 日本スピンドル製造（株） ｸﾘｰﾝﾌﾞｰｽ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.11 3,150,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2132 北斗電工（株） 電気化学測定システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.19 3,150,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2133 （株）ネクスト DNA合成ｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.15 3,150,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2134 （株）映像館
科学技術・理科教育のための革新的なﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙ教材内容修正作業(cp0100)「身近な

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.15 3,150,000 随意契約
企画提案公募において、審査会を経て採択された企画内容の改修であり、企画内容を実施
できる相手方は、採択された企画を提案した当該契約相手方以外に存在しないため。（会計
規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2135 （株）サイエンスサポート イメージアナライザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 3,150,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2136 アステック（株） 質量分析計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.12 3,150,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2137 アルバック九州（株） 走査型熱顕微鏡用真空チャンバー　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.19 3,150,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2138 日本高周波（株） ＲＦ高周波プラズマ発生装置
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.12 3,150,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2139
（株）サイマル・インターナショナ
ル

第２回JST-SENTANｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ事務局運営
委
託費

分任契約担当者　戦略的創造事業
本部長　北澤　宏一

H18.4.5 3,156,955 随意契約 契約の予定価格が少額である（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2140 （国研）科学警察研究所 委託研究契約（安田）繰越分
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 3,157,250 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2141 ケイエスオリンパス（株）
電子増幅デジタルＣＣＤカメラ画像解析
システム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.6 3,163,650 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2142 高弥建設（株） 大型実験室内装改修工事
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.24 3,165,750 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2143 （株）スリーアイパブリケーション
平成１７年度研究終了報告書作成費　一
式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.29 3,171,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2144
横河アナリティカルシステムズ
（株）

マイクロチップ型電気泳動装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.14 3,171,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2145 東京サイエンス（株） 高速冷却遠心機
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.1 3,177,300 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2146 ペクセル・テクノロジーズ（株） ソーラシミュレ－タ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.15 3,183,600 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2147
シーティーシー・ラボラトリーシス
テムズ（

データベースサーバOrigin3200保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,184,020 随意契約
同社は本システムを納入した会社であり、本システムについて熟知している。システムの安
定した稼働を確保するにあたっては、本システムを熟知している必要があるため。（会計規
程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成２０年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

2148 日本ベル（株） 自動比表面積／細孔分布測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.15 3,188,850 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2149 （株）東京インスツルメンツ 時間相関単一光子計数測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.14 3,189,900 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2150
（財）九州システム情報技術研究
所

【日米】委託研究費　　財団法人
九州ｼｽﾃﾑ情報技術研究所(高橋)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,190,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

2151 （株）エスシーエー
H18顕-1-041(エスシーエー)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 3,190,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2152
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株

トップローディング型Ｈｅ３冷凍機用プ
ローブ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.16 3,192,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2153 キコーテック（株）
スタッカブルインキュベーター
シェーカーシステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.5 3,192,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2154 （株）シミズ・ビルライフケア 排水処理施設撤去工事 1式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.3.7 3,192,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2155 北海道和光純薬（株） 凍結切片作成用ミクロトーム
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.10 3,196,200 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2156 （株）ピコエイダ
H18顕-3-028(ピコエイダ)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,198,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2157 ユサコ（株）
書籍代　2006年外国逐次刊行物の購入
Ｖグループ前払（10％精算分）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H17.11.21 3,199,580 随意契約
「２００６年外国逐次刊行物の購入　Vグループ」の先払い契約で支払った90％の残り分10%
の精算を行うための契約である。当然、「２００６年外国逐次刊行物の購入　Vグループ」の
契約機関であるユサコ（株）に対して支払いを行うため。（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2158 小宮山印刷工業（株） 電子ｱｰｶｲﾌﾞ用ﾃﾞｰﾀ変換(日本金属学会)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.1 3,199,665 随意契約
データ形式に関する専門的知識・技術経験の保有の必要性
（会計規程第34条2号(1))

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（平成19年度より実施
済）

2159
（財）地球科学技術総合推進機
構

科学技術・理科教育のための革新的な
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材内容修正作業(ID:cp0190a)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.14 3,202,500 随意契約
既存システムからの機能の独立、管理ツールの改修作業等、既存システムを構築した者が
構築することが効率的であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2160 （株）トーコン・システムサービス
JSTNOCﾈｯﾄﾜｰｸ機材整備(VPN機材二重
化)

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.3.16 3,202,500 随意契約
二重化に際し、稼働及び運用環境の統一を図る必要があり、現在、JSTNOCを運用し、環境
を熟知している契約相手先に依頼することが 適である。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2161 （有）服部一成 ｢deep_science｣ｱｰﾄﾃﾞﾚｸｼｮﾝ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ業務
分任契約担当者　事務局長　菊池
文彦

H18.2.1 3,203,975 随意契約

服部一成氏はアートディレクション分野の 高権威であるADC賞をはじめ、多数の受賞歴が
あり、その視覚表現の先進性、訴求効果という点で唯一無比の存在であるため、本ウェブサ
イトのディレクターとして選定した。（有）服部一成は服部一成氏の主宰する会社であり、本
業務を請け負う者として 適であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

2162 （有）ゼット企画 広報誌｢JSTNews｣発送業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,214,134 随意契約
当機構が定める随意契約の限度額を下回る契約（見積合わせ）のため。（会計規程第34条
第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

2163 （株）阪急カーゴサービス 貨物輸送業務契約(プラザ便）
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 3,214,890 随意契約
同社は当機構本部と東京本部との連絡便の貨物運送を請け負っていること、17年度に当該
業務を実施し円滑に遂行した実績があることによる契約（会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり 競争入札へ移行

2164 （株）情報数理研究所
ＡＣＴ-ＪＳＴ研究開発成果公開・流通
システムメンテナンスフリー化

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.25 3,216,150 随意契約

本件は、本システムをJST共有サーバに移行し、従前の運用支援を必要としないメンテナン
スフリー化システムに変更するものである。契約の相手方は、本システムの開発に当初より
携わった企業であり、作業に当たって不可欠な本システムおよび本システムが利用する
オープンソース等のシステム環境について習熟・精通している唯一の業者であるため。（会
計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

2165 シリコンソーシアム（株） プロトタイプアナログ集積回路（ＩＣ）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.30 3,224,760 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2166 （株）アイヴィス
H18顕-3-305(アイヴィス)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,227,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2167 アイエックス・ナレッジ（株）
Ｊ－ＥＡＳＴシステムの運用維持管理
業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,229,248 随意契約

Ｊ－ＥＡＳＴシステムはＪＳＴ東京本部電子計算機室内に発信用電子計算機を設置している。
一方、アイエックス・ナレッジ（株）はＪＳＴ東京本部の電子計算機関連の運用作業全般を受
注しており、以前からの運用実績によりＪＳＴ内サーバー管理及びネットワーク環境を熟知し
ているため。（会計規程第３４条の２の１）

見直しの余地あり
平成１９年以降、当該
事務・事業の委託等を
行わないもの

2168 伊藤忠テクノサイエンス（株） ReaDデータベース、メールサーバ保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,231,900 随意契約
同社はH12年度に競争入札によりReaD用機材の導入を落札し、対象ハードウェアを納入し
た業者であり、構成機器の詳細を熟知した唯一の業者であるため。（会計規程34条第2項1
号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）
（20年度契約から）

2169 （株）イワケン
マイクロマニピュレーター　インジェク
トマンＮＩ２

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 3,235,587 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2170 セキテクノトロン（株） データ解析装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.2 3,238,200 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2171 （株）木村製作所
卓上フード（エアーカーテン式）ほか研
究室構築用物品

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.6 3,239,250 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2172 （株）ユニソク 委託研究契約(長村)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 3,250,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2173 （財）東京都医学研究機構 委託研究契約(原田)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 3,250,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2174 ナカシマプロペラ（株）
H18顕-1-014(ナカシマプロペ
ラ)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 3,250,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2175
（株）エムケーキャピタルマネー
ジメント

施設借上げ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.25 3,250,800 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2176 （株）リコー カラー複写機保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,251,808 随意契約
を平成17年度に開始したリースの継続期間中であるため。
（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

2177 日本シイベルヘグナー（株） 振動式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ密度計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.24 3,255,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2178 （株）ウォーク ﾄﾞｰﾑｼｱﾀｰ映像作品の英語ﾅﾚｰｼｮﾝ制作
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.1.18 3,255,000 随意契約
(株)ウォークは本映像作品の日本語版映像を制作した業者であり、日本語版シナリオを元
に英語版ナレーションを制作できる唯一の業者であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

2179
（株）インターナショナル・サー
ボ・データ

超高真空ﾌﾟﾛｰﾊﾞｰ＆ﾁｬﾝﾊﾞｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.30 3,256,050 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2180 カセサート大学
降水変動が熱帯林の水循環・生態系に与
える影響

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 3,270,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2181 （株）テクノ西村
立体視対応型プロジェクター他の購入
（名城大附高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.12 3,270,000 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2182 理科研（株） 耐熱性ＤＮＡポリメラーゼ試薬
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.1 3,276,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2183 隔測計装（株） シングアラウンド式音速測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 3,276,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2184 アルテア技研（株） １ｃｈ精製システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.10 3,279,360 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2185 理科研（株） ﾘｻｲｸﾙ分取　HPLC
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.23 3,286,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2186 理科研（株） アミンコ・フレンチプレス細胞破砕機 一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.10 3,288,600 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2187 三ツワ理化学工業（株） 電気化学測定システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.11 3,297,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2188 （株）ミユキ技研 携帯型多用途生体アンプ　一式
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.9 3,297,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2189 東京ガス（株）
委託研究契約（高岡チーム　東京ガス
株式会社　白倉）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.1 3,300,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2190 富士通（株）
インターネット配信システムの運用
サポート

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,307,500 随意契約
本システムの開発者であり、かつ、継続して本業務をおこなっていることから、システムを熟
知しているため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2191 レノバサイエンス（株） ﾘｱﾙﾀｲﾑPCRｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.25 3,307,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2192 鍋林フジサイエンス（株） リアルタイムＰＣＲシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.6 3,307,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2193 セキテクノトロン（株） 高速冷却ＣＣＤカメラ　ｃｓｎａｐ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.3 3,309,600 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2194 トランス・コスモス（株）
ｳｪﾌﾞｻｲﾄ｢Science Links Japan｣に関する海
外評価調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.21 3,310,650 随意契約
当機構が定める随意契約の限度額を下回る契約（見積合わせ）のため。（会計規程第34条
第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

2195
（株）エヌ・ティ・ティ・データシス
テムズ

予稿集全文DB用検索ｴﾝｼﾞﾝ保守
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 3,316,950 随意契約

本業務実施にあたっては、全文検索エンジン及び全文検索マネージャに関する知識と経験
並びに予稿集全文DBシステムに関する知識が不可欠である。また、有料の情報提供サー
ビスを実施しているため、システムの安定運用かつ品質維持は不可欠である。契約の相手
方は、本システムの開発業者から業務を移管された会社であり、業務遂行の能力を有して
おり、契約の相手方以外の者から調達したならば既存システムの使用等に著しい支障が生
ずるおそれがある。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2196 杉谷建設（株）
三重中央医療センター地下1階観察室内
装工事

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.13 3,317,700 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2197 （株）インターテック
レーザ顕微鏡TCSSP2 AOBS2 Photon
システム保守管理業務

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 3,318,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の納品地区における唯一の販売代理店であり、他の代
理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2198 北海道和光純薬（株） 高速冷却遠心機
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.10 3,318,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2199 大同特殊鋼（株）
H18顕-3-338(大同特殊鋼)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,321,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2200 中島印刷（株） JST収集資料寄贈御礼用粗品作製
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.23 3,328,500 随意契約 見積合わせにより決定 見直しの余地あり 競争入札に移行

2201 西川計測（株） 多機能オートサンプラー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.15 3,332,700 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2202 日本分光（株） 紫外可視近赤外分光光度計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 3,335,640 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2203
（株）日立システムアンドサービ
ス

経理システム用端末機器の保守契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.30 3,338,160 随意契約

経理システムのデータは、当機構のLANを流れており、本システム機器の設定については、
当機構のセキュリティポリシーを遵守することが絶対である。（株）日立システムアンドサービ
スは、平成15年度の経理システム導入以来、セキュリティ管理において着実な実績があり、
当機構のLAN環境に関わるに 適であると判断したため。（会計規程第３４条第２項第1号）

見直しの余地あり
平成20年度以降、競争
入札に移行

2204 （株）ネットマークス 東京本部LAN機器保守
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 3,339,000 随意契約
保守対象機器および搭載ソフトウェアの詳細を熟知しているとともに、JSTのLAN構成等に
ついても熟知していることが必須のため。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2205
セイコー・イージーアンドジー
（株）

ｼﾝｸﾞﾙﾌｫﾄﾝｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾓｼﾞｭｰﾙ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.30 3,340,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2206 （株）堀場製作所 近赤外ラマン顕微分光システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.29 3,349,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2207 日立キャピタル(株) 「新経理システム用端末機器」の賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,357,715 随意契約 当該機器を前年度に引き続きリースするもの。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2208 ケイアンドカンパニ－（株） 人事制度体系策定業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.30 3,358,950 随意契約

３２．の見積り合わせをした段階で機構の人事制度検討のための現状分析を行っており、状
況を詳細に把握していることから、業務の連続性が確保され、効率的な執行が可能となるた
め。
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（H20
年度）

2209
日本電信電話（株）ＮＴＴ環境エ
ネルギー研究

委託研究契約（高岡チーム　日本電信
電話株式会社　中村先生）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.1 3,359,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2210 日立キャピタル（株）
ＯＡ用ＰＣ３０台及びプリンタ５台のリース契
約

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.1 3,360,000 随意契約
本件は該当機器のリース契約物件であり、契約期間終了まで競争を許さないため（会計規
程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2211 明立精機（株） アクティブ除振システム　　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.22 3,360,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2212 （株）東レ経営研究所
戦略的創造研究推進事業CRESTに関する
平成18年度追跡調査（予備調査）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.23 3,360,000 企画競争・公募
契約の相手方は企画競争方式により 優秀の評価を審査委員会で得られたことによって選
定された者であり、競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2213 アルブラスト（株）
イヌ歯槽骨歯根部欠損モデルを用いたス
キャホールドの性能試験

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.8 3,360,000 随意契約

本研究の事業化のため厚生労働省へ提出する製造承認申請を共同研究先であるアルブラ
スト(株)が行うことになっているが、申請書の申請者と外部に試験委託する委託者の名義が
同一である必要があることから、一旦同社に委託し、実際に動物実験をする業者に再委託
する体制を整える必要があった。(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2214 ハイソル（株） 超音波熱圧着ウエッジワイヤーボンダー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.28 3,360,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2215
エクスプローラーズ・ジャパン
（株）

ﾄﾞｰﾑｼｱﾀｰ映像作品のﾃｨｰﾁｬｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ制作
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.1.18 3,360,000 随意契約
エクスプローラーズ・ジャパン(株)は本映像作品の制作プロデュース業務を行っており、シナ
リオ・映像制作にも携わっていることから、映像作品の内容を補完するティーチャーズガイド
を制作する本業務を実施できる唯一の業者であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

2216 三恵機材（株）
サーチコイル角度検出システム（２チャ
ンネルフル装備）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 3,362,100 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2217 富士通リース（株） 什器・備品リース料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 3,370,500 随意契約 リース契約（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2218 スペクトラ・フィジックス（株）
サファイアオシレータ用ＬＤモジュール
の交換

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.1 3,370,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2219 ナガセ電子機器サービス（株）
電気測定用極低温冷凍機　ＰＳ１１ＳＳ
－ＨＡＬＬ型

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.3 3,370,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2220 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株） 複写機賃貸借保守契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,372,576 随意契約 3年ﾚﾝﾀﾙ契約の3年目のため（会計規程第34第2項第1号） 見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（ﾚﾝﾀﾙ期間終了の22年
度から）

単価契約

2221 インフォコム（株） JREC-IN稼動維持支援作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,381,000 随意契約
同社はH13年度「若手研究者人材データベースシステム開発」を始め、その後のJREC-INシ
ステム開発、およびJREC-IN稼働維持支援作業（H15-17年度）を受注しており、JREC-INシ
ステムに精通し安定稼働を実施できる唯一の業者であるため。（会計規定34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2222 白井松器械（株） 振動式密度計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.4 3,386,250 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2223 アンリツ（株） ＲＦ／マイクロ波信号発生器　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.13 3,387,300 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2224 （学）岩手医科大学
H18顕-1-192(岩手医科大学
)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 3,400,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2225 山本薬品（株）
蛋白質精製装置　BioLogic DuoFlow 10
F Base ｼｽﾃﾑ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.16 3,403,050 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2226
（株）日立メディコ東京サービス
部

脳機能解析ＭＲＩシステム　定期部品交
換　STRATIS2

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 3,405,780 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2227 （学）東海大学
H18顕-3-031(東海大学)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,410,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2228 （株）リコー H18年度特許関連書類の電子ファイル化
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.14 3,412,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2229 （株）トーアサイエンス タンパク質精製システム
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.22 3,413,550 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2230 キコーテック（株） ﾙｰﾁﾝ病理組織学用凍結ﾐｸﾛﾄｰﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.21 3,426,150 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2231 （株）ザ・コンベンション
第４回社会技術フォーラムの開催に係わ
る準備・運営業務について

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.3 3,432,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2232 （株）神戸製鋼所
H18顕-3-387(神戸製鋼所)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,439,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2233
（株）インターネットイニシアティ
ブ

電子公募システム　ハードウエアおよび
システム・ソフトウエア保守

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,443,910 随意契約
平成16年度に競争入札により開発・導入したシステムの保守であり、その後の保守や運用
支援も行っており、システムを熟知している。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2234 （株）サーモ理工 赤外線真空炉　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.10 3,444,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2235 （株）インターテック クリーンアイソレーター　２台
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.11 3,444,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2236 大島器械（株） リアルタイム長期培養観察システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.28 3,444,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2237 （株）池田理化 研究用ｽﾃｰｼﾞ固定式正立顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 3,447,360 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2238 ヤマト科学（株） 液中ＤＦＭ観察システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.18 3,448,725 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2239 （株）日本能率協会総合研究所 情報検索選別業務
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 3,449,250 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2240 （学）高知工科大学
JSTｻﾃﾗｲﾄ高知における事務室等の賃貸
借
契約

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 3,449,856 随意契約
サテライト設置の際、地元自治体と協議の上、設置場所を指定されている（会計規程第３４
条第２項（１））

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2241 ケイエスオリンパス（株） 紫外半導体励起固体ＵＶレーザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.19 3,454,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2242 丸文通商（株） 粒子径分布測定装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.2.7 3,465,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2243 （株）アイリン真空
高圧高温および室温高圧イーブンラビー
パルスノズル

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 3,465,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2244 （株）堀場製作所
レーザラマン分光装置用レーザ増設ユニ
ット

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 3,465,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2245 （株）日立製作所
統合検索システムにおけるJDreamPetit
インターフェース作成

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.18 3,465,000 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要があるため。（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2246 （株）メガオプト
高繰り返しパルスレーザー"ｼﾘｰｽﾞ300"
３３５ｎｍＦＨＧレーザー高出力化

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.19 3,465,000 随意契約
既存装置の高出力化のための改修であり、遂行するための知識と技術は同装置の製造販
売業者しか有していないため、同装置を製造販売した業者との随意契約（会計規程第３４条
第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2247 (株)エクサ 分光式立体表示用メガネ(ﾌﾟﾚﾐｱﾀｲﾌﾟ)
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.2.16 3,465,000 随意契約
日本科学未来館VRシアターの３D映像「国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクト」の上
映に必要な分光立体メガネ及びそのシステムの調整を含めた購入ができるのは(株)エクサ
以外にないため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

2248 安達新産業（株） オプトナビセンサ用カラーフィルタ
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.23 3,467,100 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2249 公立大学法人札幌医科大学
H18顕-3-160(札幌医科大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,470,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2250 荒木電機工業（株） ベクトルネットワークアナライザ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.20 3,470,250 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2251 高信化学（株）
ルミネッセンス（蛍光・燐光）分光光度
計

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 3,473,610 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2252 （株）紀伊國屋書店
外国雑誌「Ｃａｎｃｅｒ　Ｃｅｌｌ」年
間購読料　他１３点

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 3,473,642 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2253 （株）愛媛洋行 リサイクル分取ＨＰＬＣ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.15 3,488,100 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2254 ケイエスオリンパス（株） EBーCCDカメラ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.17 3,491,250 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2255 ヤマト科学（株） ＬＢ膜作製装置システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.11 3,496,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2256 （株）テクノ西村 イメージインテンシファイアユニット
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.28 3,496,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2257 日新精器（株） ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙ検出ｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.28 3,496,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2258 富士ゼロックス埼玉（株） 複写機保守契約（富士ゼロックス）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,497,256 随意契約 リース契約期間中のため（会計規定第３４条第２項第１項） 見直しの余地あり
平成１８年度下期分に
ついて競争入札を実施
済み

単価契約

2259 サツマ薬品（株） 表面・界面張力測定装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.7 3,499,650 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2260
Ｃｈｉｎｅｓｅ Ａｃａｄｅｍｙ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃ
ｅｓ

ＣＡＳ共同研究契約（海外送金）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 3,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2261 （株）ネリキガス 材料ガス供給システム　　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.18 3,500,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2262 公立大学法人首都大学東京
委託研究契約（公立大学法人　首都大学
東京）

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.8.21 3,500,000 企画競争・公募
GBIF専門委員会による選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結
する必要があるため。（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2263 北海道立林産試験場
H18顕-1-030(北海道立林産試
験場)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.6 3,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2264 アジレント・テクノロジー（株） 走査プローブ顕微鏡ヘッド
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.29 3,500,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2265 （株）ジェイ・サイエンス西日本 イオンクロマトグラフ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.21 3,500,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2266 （株）池田理化
マイクロダイゼクター片手セット
一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.20 3,505,950 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2267
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）

複写機賃貸借保守契約
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 3,506,580 随意契約
本件は該当機器類のリース物件に付随する契約であり、契約期間終了まで競争を許さない
ため（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2268 （株）九州メディカルサイエンス
委託研究契約「染色体構造異常試料の収
集と構造異常の細胞遺伝学的解析(原田)

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 3,510,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2269 （株）リガク Ｘ線回折装置用空冷循環式送水装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.22 3,526,110 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2270 日本分光（株） 旋光計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.22 3,528,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2271 （株）ＪＴＢ中国四国倉敷支店 アメリカ研修交通費等（倉敷天城高校）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.28 3,529,365 随意契約
海外との交渉及び調整、緊急時の対応に信頼が置け、海外研修を多く手がけた実績を有す
るため現地研修プログラムを策定する能力を有するため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2272 （株）ユニークメディカル
H18顕-3-185(ユニークメデ
ィカル)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,532,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2273 （株）疲労科学研究所
米国Ａ.Ｍ.Ｉ社製マイクロミニ型アク
ティグラフ（ＲＣ型）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.30 3,543,750 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2274 （株）ﾘｺｰ ｶﾗｰ複写機賃貸借保守契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,544,128 随意契約
契約先の複写機は要求スペックを全て満たしておりメンテナンスも信頼できるため（会計規
程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（ﾚﾝﾀﾙ期間終了の21年
度から）

単価契約

2275 ユサコ（株） 論文をもとにしたナノテクノロジー比較調査
分任経理担当者
経理部長　加納富次雄

H19.3.9 3,546,900 随意契約
トムソンサイエンティフィック社のデータベースを活用しての調査であり、日本での代理店契
約を締結している業者との見積もり合わせによるもの。（会計規程３４条２項）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2276 ハイソル（株） 超音波熱圧着ウェッジワイヤーボンダー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.16 3,549,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2277 ヤマト科学（株）
ミリポアＲＳ－９０Ｓ／７００システム
移設作業

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.14 3,549,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2278 （株）東レ経営研究所
SORSTプログラムの長所・短所に関する
調査

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.3.14 3,550,470 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2279 東和科学（株） 卓上プラスミド自動分離装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.31 3,558,450 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2280 （株）プライムインターナショナル
ディペンダビリティＷＳ及びディペンダブル
ＶＷＳＩＷＳに関する準備、運営業務

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.10 3,559,941 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

2281 荒木電機工業（株）
デジタル・フォスファ・オシロスコープ
　４台

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.15 3,562,860 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2282 （株）岳将 超音波発振装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.1 3,566,430 随意契約 不落随意契約(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2283 エヌ・ティ・ティ・リース（株） カラーコピー機賃貸借及び保守
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 3,567,346 随意契約
平成１５年度競争により同社を選定し性能についても申し分なく、故障時対応についても迅
速であるため、引き続き選定する。（会計規程３４条２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2284 タナカ印刷（株） 印刷代　JDreamⅡ検索ｶﾞｲﾄﾞ
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.27 3,568,950 随意契約 当機構の定める随意契約の限度額を下回る（会計規程第34条第2号第4号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

2285 （株）ユニソク AFM用PLL検波回路
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.5 3,570,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2286 日立アプライアンス（株） クリーンルーム設備解体撤去工事
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 3,570,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2287 理科研（株）
ハイスループット小型液体クロマトグラ
フィ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.9 3,570,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2288 （株）日本ファイリングテクノ
情報資料館　電動移動書架スタックラン
ナー取り替え工事

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.31 3,570,000 随意契約
平成14年、15年に本物件の交換工事を実施し、安全かつ迅速で効率的な対応だった（株）
日本ファイリングテクノが、状況を良く把握しており も適格である。（会計規程第34条第2項
第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

2289 （学）東北薬科大学
H18顕-3-397(東北薬科大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,575,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）
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2290 トップツアー（株）伊那支店
アラスカ研修交通費等
（諏訪清陵高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.12.4 3,575,252 随意契約
本事業を含めた海外研修を多く手がけた実績を有するうえ、旅行地の拠点が多いため緊急
体制が整っているため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2291 ケイエスオリンパス（株） 冷却ＣＣＤカメラ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 3,575,775 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2292 スペクトラ・フィジックス（株） LD励起CW固体IRﾚｰｻﾞｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.2 3,579,939 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2293
東京コンファレンスセンター・品
川

第２回ｱｼﾞｱ科学技術ﾌｫｰﾗﾑ開催に係る
会議場について

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.16 3,581,655 随意契約

同会場は品川駅に接続し一般参加者にとって交通の便が良いこと、ＳＴＳフォーラムが開催
される京都への異動の際においても、新幹線の停車駅となっていること、会議場スタッフの
サービスの質が高いこと、会議場使用料が他と比較して安価であること。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2294 エヌ・ティ・ティ・リース（株）
カラー複合機のリース及び保守
（iRC3220N)(年間契約）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,585,960 随意契約
複合機の保守契約のため
（会計規程第34条の2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

2295 （株）バイオシス フレンチプレス細胞破砕機
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.28 3,586,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2296 （株）ネクスト 二次元電気泳動ゲルピッカー　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.19 3,591,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2297 みずほ情報総研（株）
給与計算システム・実績システムの運用
支援及び保守業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,591,420 随意契約

給与システムのソースプログラムの著作権は本システムの製造業者であるみずほ情報総
研（株）が有しており、外部への開示は行われていない。よって本システムのプログラムの改
修作業を行えるのはみずほ情報総研（株）以外に行うことができないため。
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

単価契約

2298
（株）エヌ・ティ・ティ・データシス
テムズ

顧客認証システムデータ暗号化等対応作
業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.30 3,598,350 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要がある。既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるお
それがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

2299 東京都個人タクシー協同組合 タクシーサービス（個人タクシー）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,600,000 随意契約 認可料金であり、価格競争が存在しないため。(会計規程第34条２項１号） 見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。

2300 東京都個人タクシー協同組合
タクシー券の利用（東京都個人）
　18年4月～19年3月分

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,600,000 随意契約 認可料金であり、価格競争が存在しないため。(会計規程第34条２項１号） 見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。

2301 日個連東京都営業協同組合 タクシーサービス（日個連タクシー）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,600,000 随意契約 認可料金であり、価格競争が存在しないため。（会計規定第３４条第２項第１項） 見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。
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2302 （株）レマン
科学技術理解増進ｼﾞｬｰﾅﾙ「Science
Window」に係るﾃﾞｻﾞｲﾝ制作

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.14 3,600,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたデザインの制作であり、
実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（２０年度契約から）

2303 （学）北里学園
H18顕-1-088(北里大学)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 3,600,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2304 （株）内藤一水社
平成20年度新卒採用職員募集用新聞広
告
掲載

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.26 3,601,500 随意契約
見積り合わせにより決定
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

2305 （株）内藤一水社
平成19年度中途採用職員募集用新聞広
告
掲載

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.7 3,601,500 随意契約
見積り合わせにより決定
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

2306 （株）アドスリー 平成18年度ICORP公募選考広告掲載業務
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.1 3,605,246 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2307 （有）インパルス
スパイラルアンテナ及びビバルデイアン
テナ評価用ポジショナ（移動用台車搭載

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.29 3,622,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2308 アステック（株） ﾏｲｸﾛ波ﾌｫｰｶｽﾄﾞ化学合成ｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.14 3,630,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2309 （株）バイオベルデ
H18顕-1-110(バイオベルデ
)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 3,640,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2310 （ＮＰＯ）アサザ基金
委託研究変更契約（特定非営利法人
アサザ基金　飯島）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.9.1 3,643,320 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 公募を実施

2311 （株）三菱総合研究所 ＮＣＢＩオンライン研修コース調査
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.15 3,643,500 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

2312 （株）猪原商会 蛍光実体顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.1 3,644,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2313 安井器械（株） マルチビーズショッカー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.20 3,646,650 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2314
キヤノンマーケティングジャパン
（株）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複合機(iRC3220N)の保守
（H18.4.1～H19.3.31)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,649,644 随意契約 複合機の保守契約のため（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2315 三菱スペース・ソフトウエア（株）
E-Cell Modeling Language 用の蛋白質
複合体ライブラリの開発

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.25 3,654,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2316 （株）アオバサイエンス 示差熱・熱重量同時測定装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.28 3,654,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2317 （株）プロ・ディバイス ﾏﾙﾁﾗﾍﾞﾙｶｳﾝﾀｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.19 3,654,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2318 （株）浅沼商会 マルチスレッドサーバ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H17.12.22 3,675,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2319 （株）鴻池組東京本店
竹園ハウス居室(Ｂタイプ)
維持保全に伴う第二期改修工事

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.2.20 3,675,000 随意契約

建設当初の外国人研修者宿泊施設建設工事の請負者である（株）鴻池組以外の業者が請
け負った場合、工事による瑕疵責任の区分と範囲が不明確になり、万一瑕疵責任による保
証を受ける必要が生じた時その精算・請求を円滑に行うことが出来なくなる恐れがあるた
め。（会計規程第３４条の２の１）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2320 （株）鴻池組東京本店
竹園ハウス居室(Ｂタイプ)
維持保全に伴う第一期改修工事

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.2.20 3,675,000 随意契約

建設当初の外国人研修者宿泊施設建設工事の請負者である（株）鴻池組以外の業者が請
け負った場合、工事による瑕疵責任の区分と範囲が不明確になり、万一瑕疵責任による保
証を受ける必要が生じた時その精算・請求を円滑に行うことが出来なくなる恐れがあるた
め。（会計規程第３４条の２の１）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2321 システム・プロダクト（株）
Ａｄｏｂｅ社ソフトウェアへのフルーエ
ンシ画像函数化方式プラグイン開発

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.17 3,675,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2322 （株）リバース
動物関連廃棄物にかかる収集運搬及び処
分(平成18年度）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 3,675,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2323 和研薬（株）
超高速セルソーターＭｏＦｌｏシステム
の保守管理業務

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 3,675,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2324 四国八洲薬品（株）高知出張所 自動磁気細胞分離装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.9 3,675,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2325 （株）ファビック
温度可変型プロービングシステム　ＦＴ
Ｂ－ＬＨ－００３

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.19 3,675,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2326 北斗科学産業（株）
自動磁気細胞分離装置　auto MACS
一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.19 3,675,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2327 （株）島津製作所 特殊回折格子　　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.4 3,675,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2328 丸文通商（株）
自動磁気細胞分裂装置　ａｕｔｏＭＡＣ
Ｓ（オートマックス）

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.16 3,675,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2329 （有）コスモシステム φ４００フルジャケット球型チャンバー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.17 3,675,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2330 ブルカー・エイエックスエス（株） 付加型超高感度示差走査熱量計　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.18 3,675,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2331 大星ビル管理（株） 東京本部７階レイアウト変更工事
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.21 3,675,000 随意契約 サイエンスプラザの賃貸借及び管理を行っている業者であり、競争を許さないため。 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

2332 昭和オプトロニクス（株） 極低温赤外レンズ系
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.25 3,675,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2333 （株）リクル－ト
平成20年度新卒採用職員募集用情報提
供
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.5 3,679,200 随意契約
求人者の登録数ならびに全国的な知名度が他社と比較して群を抜いており、より良い人材
の確保につなげていくため。
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

2334 （株）日立製作所
研究開発支援総合ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ(ReaD)文献
情報ﾘﾝｸ機能開発

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.24 3,683,400 随意契約

本件はシステムの一部機能の改造であるため、既調達物品等との連接使用の確保が必要
不可欠である。同社はH17年度に一般競争入札によりシステム開発を落札した業者であり、
システムとの整合性を確保しながら改造を行える唯一の業者であるため。（会計規程34条
第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

2335 （株）和科盛商会東京支社 自動磁気細胞分離装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.10 3,685,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2336 （株）ナックイメージテクノロジー 180°撮影ｶﾒﾗ用回転ｺﾝﾄﾛｰﾗPB-CCU06
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.25 3,685,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2337 轟産業（株） マイクロプレートリーダ
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.23 3,696,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2338 （株）トーコン・システムサービス JSTNOCﾊｰﾄﾞ保守(TSS)
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.16 3,698,533 随意契約
本件の保守対象機器は、契約相手先が導入したものであり、その環境を熟知している。
（ハードウェア機器保守は納入業者に絞られる）
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

2339 （株）リプロセル
H18顕-2-104(リプロセル)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.19 3,700,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2340 帝都自動車交通（株）
請負者所有普通自動車借上及び運行管
理
業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.28 3,704,400 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

2341 （株）ユニソク 走査プローブ顕微鏡装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 3,704,400 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2342 トップツアー（株）福井支店 アメリカ研修交通費等（藤島高校）
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.19 3,712,350 随意契約
海外研修を多く手がけた実績を有するうえ、旅行地の拠点が多いため緊急体制が整ってい
るため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2343 日経メディアマーケティング（株）
日経テレコン21の利用　年間契約（平成
18年4月1日～平成19年3月31日）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,713,256 随意契約
日経テレコン21は委託予定企業選定等において東京商工リサーチ110万社、帝国データバ
ンク企業情報約112万社のデータを一度に検索でき、利用にあたり唯一の取扱い先である
日経メディアマーケティング㈱との契約を行った（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2344 （株）ニコンインステック ＥＢ－ＣＣＤカメラ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.28 3,717,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2345 （株）ヒガシトゥエンティワン
科学技術理解増進部のサイエンスプラザ
ビルへの移転作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.26 3,717,000 随意契約
入居に伴うレウアウト工事を担当する大星ビル管理(株)の下請けとして物流作業を担当する
業者であり、本件作業を担当させることが責任の明確化からも必要である。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2346 武蔵エンジニアリング（株） 電極形成塗布システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.19 3,722,250 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2347 丸文通商（株）
湿式衝突型微粒化装置（アルティマイザ
ーシステム）

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.25 3,727,500 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2348 （株）アイリン真空 超高質量数化学種用ブルッチー検出器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.5 3,727,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2349 東京都個人タクシー協同組合 タクシー利用契約（個人）
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.4.1 3,744,000 随意契約
日本科学未来館からタクシーを手配する場合、立地上配車に時間を要するが、東京都個人
タクシー協同組合は迅速な配車が可能であり、安全性等についても十分な実績を有するた
め。（会計規定第34条2項4号）

見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。
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2350
近畿日本ツーリスト（株）山口支
店

サンフランシスコ他米国科学館
研修交通費等（山口高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.10 3,747,830 随意契約
海外研修を多く手がけた実績を有するうえ、本事業においても長年わたり実施してきた実績
を有するため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2351 （株）トーコン・システムサービス
JSTNOCﾈｯﾄﾜｰｸ機材調達(ﾘﾌﾟﾚｲｽ、ｳｨﾙｽ
対策)

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.3.17 3,748,500 随意契約
見積合わせ
（会計規程第34条第2項4号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2352 （株）プライムインターナショナル
「脳科学と教育」（タイプⅡ）領域
シンポジウムに関する準備、運営業務

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,755,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2353 （株）ディケイエイチ 呼吸代謝測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.28 3,756,186 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2354 （合資会社）木下理化 全反射顕微鏡ｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.2 3,759,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2355 日立キャピタル（株）
支所研修室端末賃貸借　18年4月～19年3
月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 3,774,960 随意契約 当該機器を前年度に引き続きリースするもの。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2356 （株）アズバイオ ﾙﾐﾈｯｾﾝｽ（蛍光・燐光）分光光度計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.15 3,779,055 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2357 （株）アビオス
緑膿菌のＤＮＡチップ受託解析（ＲＮＡ
抽出を含む）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.28 3,780,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2358 日本エフイー・アイ（株） 電子顕微鏡用暗視野検出器　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.7 3,780,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2359 佐伯代吉 賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 3,780,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2360
社会福祉法人日本キリスト教奉
仕団

国立国会図書館関西館所蔵資料の複写
作業　18年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 3,780,000 随意契約
契約の相手方は、国立国会図書館の所蔵資料複写作業の契約先に限られるため。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行 単価契約

2361 （株）秀光 中国センタースタッフ用什器
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.5.29 3,780,000 随意契約

麹町スクエア賃貸借契約第１６条（原状変更）では、賃借人が賃貸物件の原状を変更しよう
とする時は「賃借人または賃借人の指定する施工業者に発注する」と定められており、同社
はこれに該当する。また予定している内装工事は従来から当センターが施行している内容と
趣を一にしインテリアイメージや内装に一貫性が求められる。同社は当センター開設時から
内装工事を請け負っており、インテリアイメージを熟知している。更に工事スケジュール策定
においてもＪＳＴの要求条件等を十分に把握しているため、事前の作業内容の確認、指示等
を省力化でき、合理的かつ効率的に実施することが期待できる。（会計規程３４条２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2362
住商ファーマインターナショナル
（株）

小分子化合物ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.27 3,780,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2363 ＮＥＣソフト（株） 補助関数積分計算ルーチンの実装
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.3 3,780,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2364 鳳産業（株）
特殊）顕微鏡（レーザー搭載対応）
　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.25 3,780,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2365 （株）プライムインターナショナル
ナノテクノロジー・材料分野俯瞰ＷＳ運営
補助業務

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.10.3 3,786,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

2366 （株）猪原商会 蛍光顕微鏡　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.1 3,790,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2367 日本電子（株） 電子レンズ球面収差補正装置　　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 3,799,950 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2368
（有）サイテック・コミュニケーショ
ンズ

書籍「ナノとエネルギー（仮題）」企画
・編集

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.2 3,800,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2369 （株）ﾃｨｰｴｲﾁ
科学技術振興調整費業務室賃貸借契約
の仲介

分任契約担当者、経理部長、加納
冨次雄

H19.1.24 3,800,000 随意契約
契約先は、科学技術振興調整費業務室の要求する賃貸借物件の情報に精通しているため
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託費等を行わ
ないもの

2370 ＩＧＮ九州（株） 液体窒素製造装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.7 3,801,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2371 富士ゼロックス（株）
カラーコピー・カラープリンタ・ＦＡＸ
複合機の購入

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.31 3,815,700 随意契約
既存システムと一体的に稼働でき、かつ、ＤｏｃｕWｏｒｋｓ文書が作成できるなどの仕様を満た
すのは契約機種しか存在しないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2372
（株）サイマル・インターナショナ
ル

第4回JST-SENTANｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ事務局運営
委
託費

分任契約担当者　戦略的創造事業
本部長　北澤　宏一

H18.6.1 3,817,362 随意契約 契約の予定価格が少額である（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2373 （株）オプトサイエンス ミラーマウント
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.10 3,820,257 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2374 （株）テクノ西村 集光照射式赤外線真空炉　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.27 3,822,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2375 （株）セイミ
ロータリーミクロトーム　ＨＭ３５５Ｓ
　電動式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.8 3,828,300 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2376 ＨＰＣテクノロジーズ（株） ｖＩＥＴＳ量子化学シミュレーター
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.29 3,830,400 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2377 （株）キャディックジャパン 熱源系ポンプ分解整備工事
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.26 3,832,500 随意契約
対象機器の整備点検等を契約相手先が取り扱ってきており、良好な作業を実施しているこ
とから同社を選考することが、品質の保持上からも適切である。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2378 （株）映像館 理科ねっとわーく活用マニュアル作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.30 3,832,500 随意契約
既存マニュアルの映像を流用しつつ更新を図る作業のため、既存マニュアルを作成した者
が制作することが効率的であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2379 中山商事（株）
低温恒温槽付縦型三室回転式震とう培養
機

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.10 3,846,150 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2380 （財）国際メディア研究財団 ｢deep_science｣開発業務
分任契約担当者　事務局長　菊池
文彦

H18.2.1 3,860,535 随意契約
（財）国際メディア研究財団は90年代よりインターネットを利用したコミュニケーション表現の
先進的な研究開発を行い、その開発能力は他に類例が無く、研究要素を多く含む本プロ
ジェクトの開発に必要不可欠であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

2381 （株）鴻池組名古屋支店
中部支所移転に伴う研究成果活用プラザ
東海改修工事

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.20 3,864,000 随意契約
本業務は、プラザ東海におけるビル構造、電気、配管等についての知識が必要とされる。契
約の相手方は、プラザ東海の建設請負先であり、ビルの構造を熟知している。（会計規程第
34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

2382 （株）電陽社 パラメータアナライザー　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.25 3,872,715 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2383 丸善（株）
書籍代　2006年外国逐次刊行物の購入
Ｓグループ前払（10％精算分）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H17.11.14 3,873,189 随意契約
「２００６年外国逐次刊行物の購入　Sグループ」の先払い契約で支払った90％の残り分10%
の精算を行うため。当然、「２００６年外国逐次刊行物の購入　Sグループ」の契約機関であ
る丸善（株）に対して支払いを行うため。（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2384 轟産業（株）金沢営業所 水晶発振子微量天秤
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.24 3,874,500 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2385 日立キャピタル（株） 書誌データ入力作業用PC等の賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,875,760 随意契約
平成18年3月の入札結果に基づき、日立キャピタル(株)とリース契約を締結しており、既に設
置している同社の機器を使用するのが合理的である。

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2386 （株）阪急カーゴサービス 貨物運送業務契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 3,880,800 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。(会計規定第３４条第２項第４号) 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2387 （学）慶應義塾
H18顕-3-360(慶応義塾大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,881,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2388 （株）ラボ東京営業所
プロテオーム解析質量分析システムの
保守

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 3,885,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

2389 （株）日立製作所 研究者別物品管理システム改修作業
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.28 3,885,000 随意契約
契約の相手方は本件システムの開発業者であり、同システムへの各種機能追加・改造は同
業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2390 アイメックス株式会社
連続式横型レディーミル　ＲＭＨ－０３
　１式

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.16 3,885,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2391
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ（株）

科学技術・理科教育のための革新的なﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙ教材内容修正作業(cp0370)「ｹｲﾀｲ!

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.12.7 3,885,000 随意契約
企画提案公募において、審査会を経て採択された企画内容の改修であり、企画内容を実施
できる相手方は、採択された企画を提案した当該契約相手方以外に存在しないため。（会計
規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2392 日新精器（株）
精密万能試験機ＡＧ－１ｋＮＩＳ　ＭＯ
形　引張試験システム

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.13 3,885,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2393 (株)矢口建設 日本科学未来館通用口扉改修業務
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.2.2 3,885,000 随意契約
見積合わせを行った結果、(株）矢口建設が 低の価格であったため。（会計規程第34条2
項4号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2394 （株）増田医科器械 マイクロＧＣ
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.1 3,899,700 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2395 三菱電機（株）
H18顕-3-129(三菱電機)委託研
究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,900,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2396 （株）日本旅行ＴｉＳ鳥取支店
オーストラリア研修交通費等
（鳥取東高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.12.4 3,902,500 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2397 三菱スペース・ソフトウエア（株）
Ｍｏｌｅｃｕｌｉｚｅｒプラグインの開
発　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.6 3,906,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2398 （株）日立製作所
JDreamⅡｵﾌﾗｲﾝ/USDI回答書ﾒｰﾙ配信
ﾃﾞｰﾀ形式等ｴﾝﾊﾝｽ作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.8 3,916,500 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要がある。既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるお
それがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

2399 （株）ムトウ北見支店 落射蛍光顕微鏡システム
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.12 3,916,500 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2400 島津サイエンス東日本（株） 高速液体クロマトグラフ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.15 3,922,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2401 （株）千代田ラフト
映像コンテンツ制作「地域の科学館とと
もに」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.28 3,927,000 随意契約
過去に制作した映像コンテンツの継続番組の制作であり、内容を熟知していることから効率
的な制作を期待できるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度実施済み）

2402 東和科学（株） 化学発光画像解析ｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.30 3,927,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2403 日本ＬＰＫＦ（株）
プリント基板加工機　ＰｒｏｔｏＭａｔ
Ｓ１００Ａ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.16 3,937,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2404 （株）総北海
無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設置作業(旭川市旭
山
動物園,地域科学館連携支援事業)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.28 3,937,500 随意契約
市の登録業者で過去の実績より旭山動物園のＬＡＮシステムを熟知しているとともに、設計
図書を保有管理しており、作業の合理化・効率化が図れるため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2405 （株）情報数理研究所
蛋白質表面の類似性検索システムの高度
化

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.17 3,937,500 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

2406 埼玉工業大学
H18顕-1-058(埼玉工業大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 3,938,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2407
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株）

コンパクト温度可変インサート
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.10 3,942,750 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2408 （株）プライムインターナショナル
分野融合フォーラムライフサイエンスにお
ける新しい研究潮流に関する準備、運営業
務

分任経理担当者
経理部長　加納富次雄

H18.12.25 3,945,000 随意契約

本業務は、学識経験者・研究者等の集まる運営の難しい会議の企画・運営として、学識経
験者・研究者間の連絡調整、予稿集・報告書の作成、参加者の経費精算等の庶務・経理に
係わる事務を効率的かつ円滑に行うことが重要であり、同社はこれらの事業を通じて本業
務の推進に不可欠な資質・能力を有しており、かつ堅実な事業経営を実施している。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

2409 クリアパルス（株）
ヘッドアンプユニット／８００４４型Ｍ
ＡＰＭＴ　ＨＥＡＤ　ＡＭＰ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.3.14 3,945,900 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2410 （有）フォトンクリエイト
生命シンポジウム「生命科学の新しい
地平を拓く」報告書作成に係る業務委託

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H19.2.26 3,946,250 随意契約 契約の予定価格が少額であるため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
２０年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2411 日本電子（株） ＣＭＸのシステム更新
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 3,948,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2412 （株）石原産業
H18顕-3-382(石原産業)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 3,957,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2413 （株）キーエンス ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.9 3,958,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2414 富士通（株）
委託研究契約（高岡チーム　富士通
株式会社　端谷　センター長付）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.1 3,960,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2415 （有）エスキューブド
ＣＯＲＢＡミドルウェアのＲＭＴプロセ
ッサへの移植

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 3,964,800 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2416 （株）猪原商会 ＥＭ－ＣＣＤカメラ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.6 3,969,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2417 キコーテック（株） 液体クロマトグラフィーシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 3,969,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2418 （株）アックス
開発環境整備newlibcのRMTﾌﾟﾛｾｯｻ上へ
の
移植

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H17.9.2 3,973,200 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2419 日本分析工業（株） リサイクル分取ＨＰＬＣ装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 3,973,200 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2420 （株）池田理化 分離用超遠心機
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.15 3,979,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2421 ケイエスオリンパス（株） 電子増幅ﾃﾞｼﾞﾀﾙCCDｶﾒﾗ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.15 3,979,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2422 （株）三啓 電子増幅デジタルＣＣＤカメラ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.18 3,979,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2423 （株）フューチャーシステム
H18顕-2-037(フューチャーシ
ステム)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 3,980,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2424 栃木県出納長 委託研究　栃木県産業技術ｾﾝﾀｰ　２件
分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.7 3,981,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

2425 ケースレーインスツルメンツ（株） 半導体特性評価システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.6 3,984,120 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2426 日本ベル（株） 自動比表面積／細孔分布測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.15 3,985,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2427 ブルカー・エイエックスエス（株） 熱分析装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.19 3,988,950 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2428 ヤマト科学（株） 走査型プローブ顕微鏡バージョンアップ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.29 3,990,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2429 （株）帝国データバンク 企業調査（年間契約）
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 3,990,000 随意契約
企業調査に関する業務は当該企業のみであり、契約の性質又は目的が競争に付すること
に適さないため。（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり

競争入札に移行(価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

2430 ダイキン工業（株） 回転角計測装置本体　１０台
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.31 3,990,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2431 （有）イーアンドエクスレイ 多層膜制御装置試作
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.10 3,990,000 随意契約
本制御装置は、平成17年度購入の超電導スパッタ装置に多層膜を安定して蒸着するため
の駆動装置と制御装置を付加するものであり、本体と連動して条件制御を行う必要がある
ため、本体を設計した業者との随意契約（会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2432 （財）未来工学研究所 新規研究開発領域探索のための基礎調査
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.10 3,990,000 企画競争・公募 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2433 （株）ベストシステムズ 高性能計算ｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.9 3,990,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2434 （株）ラボ 研究用実験設備
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.28 3,990,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2435 （有）バイテック
電子線（ＥＢ）照射実験装置ＳＴＭチャ
ンバー　１式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.9 3,990,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2436 住商情報システム（株） ＰＣクラスタシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.11 3,990,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2437 ピーアイ・ジャパン（株）
ＸＹＺ軸ダイレクトピエゾステージシス
テム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.12 3,990,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2438 白井松器械（株） 分光蛍光光度計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.13 3,990,262 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2439 （学）東京理科大学 委託研究　東京理科大　２件
分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.8.25 3,991,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

2440 （株）矢口建設 吉田研究室（ATP合成制御）準備工事
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.3.9 3,999,450 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2441 ストックホルム大学 共同研究契約（海外送金）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 4,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2442 日本電子データム（株）
ナノ繊維及び金属表面微小領域解析装置
(JEM-2010F/DX)の年間保守

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 4,000,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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2443 （学）中村学園
委託研究「ｹﾞﾉﾑ創薬の蛋白質を標的とす
るﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞﾘｶﾞﾝﾄﾞの創製技術の開発」

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.7.24 4,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

2444 （学）明治大学 委託研究　明治大学　２件
分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.8.28 4,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

2445 大阪市立自然史博物館 委託研究契約（大阪市立自然史博物館）
分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.9.1 4,000,000 企画競争・公募
GBIF専門委員会による選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結
する必要があるため。（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降



様式３－２
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契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2446 北九州市立自然史歴史博物館
委託研究契約（北九州市立自然史・歴史
博物館）

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.9.1 4,000,000 企画競争・公募
GBIF専門委員会による選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結
する必要があるため。（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2447
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株

Ｋｅｌｖｉｎｏｘシステム移設作業
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 4,000,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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2448 公立大学横浜市立大学
【日英】委託研究費　　公立大学法人
横浜市立大学(TAME)

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.4 4,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

2449 国立循環器病センター
H18顕-1-109(国立循環器病セ
ンター)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.12.11 4,004,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（18年度か
ら）

2450 （株）情報数理研究所 H18年度WLPサービス運用支援
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,011,000 随意契約

平成16年度に「ＷＬＰ利便性のための機能追加」を行いシステムの内部仕様・構成について
の知識を持ち、また、平成17年度には「Ｈ１７年度ＷＬＰサービス運用支援」を行い、各種操
作手順、教材の登録・運用についてのノウハウを蓄積している。（会計規定第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成
20年度）

2451 理科研（株） ノックアウトマウス受託作製
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.5 4,011,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2452 安武科学器械（株） 高速液体クロマトグラフ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.24 4,016,250 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2453 （株）エステンナイン京都
画像材料推定システムソフトウェアーの
機能追加改良費用

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.16 4,016,250 随意契約

既に開発した当該ソフトの機能の追加改良を行うにあたり、本研究の共同研究企業である
大日本スクリーン製造(株)の関連会社で本開発への深い理解があり、当該ソフトが接続す
る・連携する試作済みRGBスキャナについては、その試作開発を担当した大日本スクリーン
製造(株)に同社が技術指導を行ってきたため、この試作品の性能と特質を熟知しており、試
作済みRGBスキャナの機能にミートするソフト開発ができること等による契約（会計規程第３
４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2454 （株）電通
国際科学オリンピック・ロボカップジュ
ニアの広告掲載（朝日新聞）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.10 4,020,000 随意契約
指定した掲載紙面「教育朝日」は契約業者の買い切り枠となっており、他者を通じて掲載で
きないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（２０年度契約から）

2455 大星ビル管理（株） 東京本部４階会議室新設工事
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.1 4,021,500 随意契約
執務室の改装工事であり、本建物の管理を行う業者が施行業務を行うことが も効率的で
あると考えられるため。（会計規程第３４条第２項第４号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2456 公立大学法人大阪府立大学
共同研究「ﾅﾉｲﾝﾌﾟﾘﾝﾄ法による高性能病
理検査ﾁｯﾌﾟ開発」

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 4,025,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

2457 （株）ジーンネット 炉低昇降式電気炉
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.2.7 4,025,700 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2458 三井造船（株）
H18顕-1-093(三井造船)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 4,026,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2459 （株）ラボ ルミネッセンスプレートリーダー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.21 4,032,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2460
メディカルシステムコンサルタン
ト（株）

データ整備（物索）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,038,300 随意契約

作業基準の精通､専門分野・言語等の処理体制確保､日本科化学物質辞書特有の命名修
得の観点による。
他業務である文献データベース作成工程及び作業期間に支障を来すことなく論文を元に当
辞書データを作成できる機関は他にないため（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2461 （株）ディケイエイチ 3次元撮影・解析セット
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.15 4,039,875 随意契約 特殊研究機器であるため（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2462 丸善（株）
書籍代　2006年外国逐次刊行物の購入
Ｔグループ後払

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H17.11.14 4,042,500 随意契約

外国逐次刊行物は、商習慣として予約購読が原則であること、発行形態が通　年（１月～１
２月）で前払いが原則であること、一部を除いて契約時に翌年の価格が確定していないこ
と、発行頻度、号数はあくまでも予定であること、継続的に迅速に確実に到着しなければな
らないこと等により、他の購入物品とは全く異なる特殊性を有していることから、これらを専
門的に取り扱う業者を介することにより、安定した到着をはかることが必須条件である。情
報資料は、随意契約ができる場合として「調達契約及び前渡資金の取扱事務細則」第２５条
第１項第１５号に項目があるが、平成１２年度に指名競争入札を行い、その後、平成１５年
度に見積合わせを行った。平成１５年度に見積合わせを行った結果、本件は、 も安価で
あった丸善（株）が扱うことになった。毎年、取扱業者を変更すると、逐次刊行物の到着が混
乱し、速報性を求められているデータベース作成に支障がある。安定的な逐次刊行物の到
着を維持するため、引き続き本件の契約相手先として丸善（株）を選定する。なお、本グルー
プの後払い分については、先払い分の落札業者と契約を締結することが条件となっている。
丸善（株）は、本グループ前払い分の契約先業者であることから、後払い分の契約先として
選定するものである。（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2463 （株）日本能率協会総合研究所
平成18年度原子力関連番組に関する
番組評価調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.13 4,043,895 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

2464
近畿日本ツーリスト（株）金沢支
店

国際交流（韓国サイエンスフェスティ
バル）研修交通費等（金沢泉丘高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.16 4,046,940 随意契約
海外研修を多く手がけた実績を有するうえ、本事業においても長年わたり実施してきた実績
を有するため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2465
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノ
ロジ（株）

導波路型ＰＰＬＮモジュール
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.15 4,048,380 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2466 新日鉄ソリューションズ（株） 本部-東京本部間専用回線使用及び保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.23 4,060,875 随意契約

契約相手先は、昨年度における契約実績を有し、JSTにおける業務内容を熟知している。ま
た、高度な技術力を有しているとともに、リモート保守センターも有しており障害時の対応が
スムーズなことが期待できる。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（18年度に入札実施
済）

2467 日本分光（株） 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.25 4,069,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2468 （株）東京インスツルメンツ 超短パルス時間幅測定装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.21 4,074,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2469 （株）池田理化 分光蛍光光度計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.19 4,074,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2470 伯東（株） 光学定盤
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.1 4,074,945 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2471 （株）猪原商会 研究用対物上下動式正立顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.1 4,080,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2472 （有）ナレッジフロント
プログラムオフィサー資格認定候補生に
対する研修

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.10 4,082,400 随意契約
（有）ナレッジフロントを除いては当該研修の実行が不可能なため。
（会計規程第34条第2項第4号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2473 （株）三菱総合研究所 情報セキュリティ投資評価に係る調査
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.16 4,084,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2474 （株）メド城取 倒立型蛍光位相差顕微鏡システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.26 4,084,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2475 （株）ラボ
生体分子精製用クロマトグラフィーシス
テム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.20 4,084,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2476 （株）渋谷ティケービー
渋谷ＴＫビル３階　貸室原状回復工事
（「電子・光子」「内分泌」）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.10 4,095,000 随意契約
契約の相手方は、既存の建物賃貸借契約等によって指定された業者であり、競争に適しな
い随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2477 セイラシステム（株）
医薬品安全性情報コミュニティーのシス
テム改良と調整

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.26 4,095,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2478 （株）井元製作所 フィルム二軸延伸装置　IMC-11A9
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.28 4,095,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2479 日本ＳＧＩ（株） ストレージシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.7 4,095,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2480 岩井化学薬品（株） ﾙﾐﾉ･ｲﾒｰｼﾞ･ｱﾅﾗｲｻﾞｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.20 4,095,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2481 理科研（株）
リアルタイムＰＣＲ解析システム 分任契約担当者、研究支援部長、

伊藤洋一
H18.11.20 4,095,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2482 （株）旭製作所 ナノ秒フラッシュホトリシスシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 4,095,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2483 （株）菱光社諏訪営業所 システム工業顕微鏡　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.1 4,095,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2484 （株）東京インスツルメンツ 極短ﾊﾟﾙｽTi:ｻﾌｧｲｱﾚｰｻﾞｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.12 4,098,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2485 アクア（株） ｾﾞﾌﾞﾗﾌｨｯｼｭ飼育装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 4,101,300 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2486 （有）真空実験室
BA真空計複合型超低ｶﾞｽ放出四重極質量
分析計

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.13 4,105,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2487 （株）和科盛商会 DNA自動分離装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.20 4,129,480 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2488 前田工繊（株）
H18顕-1-081(前田工繊)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 4,133,850 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2489 ケイエスオリンパス（株） リレー光学システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.19 4,134,900 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2490 ナラサキ産業（株）
ハイ・パフォーマンス・コンピュータ
　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.28 4,153,695 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2491
（財）サントリー生物有機科学研
究所

H18顕-3-190(サントリー生物
有機科学研究所)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 4,155,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2492 住友重機械工業（株） ４Ｋパルスチューブ冷凍機
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.29 4,158,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2493 新日鉄ソリューションズ（株） 本部ＬＡＮ運用管理支援
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,183,200 随意契約
以前、入札により調達したLANシステムの運用管理業務であり、LANシステム全体の構成及
び運用方法を熟知している。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

2494 アジレント・テクノロジー（株） アナログ信号発生器　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.19 4,186,350 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2495 新日鉄ソリューションズ（株）
ＡＣＬ（英日機械翻訳システムサーバ用
）の保守

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,186,875 随意契約
本システムに導入しているソフトウェア ＡＣＬはアメリカのフランツ社のみが販売しており、日
本国内での代理店は同社のみである。（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2496 （有）アイペック
「情報管理」誌のJ-STAGE登載用データ
作成とJ-STAGEへの登載作業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,195,800 随意契約

（有）アイペックはJ-STAGEの推奨DTPソフトであるFrameMaker+SGMLを用いたDTPオペ
レーションによる作成について技術を有し、日本語雑誌のJ-STAGE登載に実績を持ってい
る。さらに本業務の毎月のタイトなスケジュールと急な修正作業にも対応できるため。（会計
規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（20年度契約から）

単価契約

2497
シーティーシー・ラボラトリーシス
テムズ（

構造式／反応式　検索・登録用データベ
ースシステムの保守

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,195,800 随意契約
同社は本システムを納入した会社であり、本システムについて熟知している。システムの安
定した稼働を確保するにあたっては、本システムを熟知している必要があるため。（会計規
程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成２０年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

2498 川田工業（株） 人間型ロボットＨＲＰ－２　保守作業
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 4,200,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2499 イノテック（株） ３Ｄステレオビジョンシステム
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.11 4,200,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2500 （株）オー・ティ・ビー ＰＣクラスターシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.1 4,200,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2501 システムエルエスアイ（株） システムコントローラボード改版業務
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.26 4,200,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2502 （株）玉川製作所 交流磁場発生装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.17 4,200,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2503 （株）アド・サイエンス 近赤外線ＩｎＧａＡｓカメラ装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.19 4,200,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2504 アジレント・テクノロジー（株） クローズドループスキャナー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 4,200,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2505 （株）シービーケー
外壁（調査・点検および金属部分清掃等）
工事

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.5 4,200,000 随意契約
ビル管理会社として筑波資料センター施設の保守・管理及び清掃業務を行っているため、
建物保守・管理の状況を良く把握しており、短期間での良質かつ効率的な工事が期待でき
る。そのため、（株）シービーケーが も適格である。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

2506 （株）グロース 常設展示物ｿﾌﾄ制作
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.29 4,200,000 随意契約

本件は研究成果を基に制作することから、研究成果や特許を熟知する必要性がある。研究
者の意図を理解して制作するためにも、過去に同研究者の研究成果を制作した実績が必要
である。契約相手先は研究者の研究成果を制作した実績がある業者であり、研究者との成
果品はとても高い評価を得ており、瑕疵や故障等もなく、研究者の意図を理解して、円滑に
制作の遂行ができる専門的知識を有しているため。（会計規程第34条2項1条）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2507 小林計測器（株） スペクトラム・アナライザ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.7 4,200,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2508 コヒレント・ジャパン（株） フェムト秒レーザー用コントローラ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.27 4,221,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2509 （株）サイエンティフィックつくば ﾒｶﾞｽﾀｰⅡｺｽﾓｽ｢偶然の惑星｣制作業務
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.1.10 4,227,300 随意契約
メガスターⅡの新規番組制作を実施するにあたり、システムの大幅な変更が必要であり、シ
ステムの開発に協力をした（株）サイエンティフィックつくばが本業務を請け負うことが必要不
可欠であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

2510 （株）日立製作所 総合情報システムドキュメント整備
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.5 4,228,350 随意契約

内容の正確さを保つため、システムの状態とドキュメントの整合性を確認しつつ実施する必
要があり、作業者は総合情報システムについて熟知していなければならない。
総合情報システムは(株)日立製作所が提供しているパッケージソフトウェアであり、本作業
を実施することができる唯一の会社である（会計規程第３４条第２項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2511 アルバックイーエス（株） 小型真空蒸着装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.25 4,231,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2512 誠南工業（株） イオンビーム空間電荷中和特性解析装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.22 4,242,000 随意契約
本装置は既納されている中和実験装置に接続するものであり、その既納の中和実験装置を
設計製作し、よく熟知している業者との契約(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2513 ヤマト科学（株）
ＳＩＩＮＴ製プローブ顕微鏡ＫＦＭシス
テム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.21 4,249,350 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2514 静岡県立大学
【日中】委託研究費　　静岡県立大学
（雨谷）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,250,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

2515 鳥取サイエンス（株）
蛍光/蛍光偏光/発光/吸収ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄﾘｰ
ﾀﾞ
ｰ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.21 4,252,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2516 （株）日立製作所 セキュリティソフトインストール作業
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.31 4,252,500 随意契約

本作業に当たっては、対象機器にインストールされている総合情報システムやその他の既
存のソフトウェアの動作に支障を来すようなことがあってはならない。総合情報システムは
（株）日立製作所が提供しているパッケージソフトウェアであり、作業の影響範囲を正確に把
握できる唯一の会社である。（会計規程第３４条第２項第４号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2517 （株）日本ローパー 高感度冷却ＣＣＤカメラ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H17.12.19 4,252,542 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2518
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株）

液体ヘリウムフロー型クライオスタット
システム　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.2 4,255,650 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2519
（財）リモート・センシング技術セ
ンター

委託研究契約（上林チーム　財団法人
リモートセンシング技術センター）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.3 4,257,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 公募を実施

2520 アジレント・テクノロジー（株） 光波測定装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.30 4,259,115 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2521 日本ベル（株） 金属分散度測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.6 4,273,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2522 富士テレコム（株）
給与・人事システム機能追加（年末調整
機能改善作業等）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.2 4,273,500 随意契約
契約の相手方は本件システムの開発業者であり、同システムへの各種機能追加・改造は同
業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2523 リコーテクノシステムズ(株)
文書センター図書・資料及び法人管理業
務

分任契約担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 4,274,951 随意契約
同社は文書センター業務を熟知しており、的確な処理が期待されるため（会計規程第３４条
の２（５））

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

2524 （株）科学新聞社
平成18年度理数大好きモデル地域事業
連絡協議会運営補助業務

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.10 4,277,825 随意契約

契約相手方は官公庁、学術会議、公益法人等が主催するイベントについての豊富な開催実
績を有し、また関係機関等と幅広いネットワークを持つ。そして長年の事業運営実績が裏付
けるように、有機的に本事業を運営する判断能力と管理能力に長けていると判断でき、また
本事業についても熟知しており、本請負業務を効率的かつ確実に遂行しうると判断されるた
め（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2525 （株）ジェック東理社 透過型クライオスタット　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.1.12 4,284,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2526
ＮＲＩサイバーパテント（株） ＮＲＩサイバーパテントデスク（法人契約）

の利用
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,284,000 随意契約
先行特許調査に不可欠であり、インターネットで当該情報を提供している業者が他にないた
め、契約相手先として選定。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2527
（株）オンチップ・バイオテクノロ
ジーズ

H18顕-3-184(ｵﾝﾁｯﾌﾟ･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉ
ﾛｼﾞｰｽﾞ)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 4,290,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2528 ビジュアルテクノロジー（株） 共有メモリ型並列計算機　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.24 4,290,300 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2529 （株）サンストリーム ストリーミングサーバ導入
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.28 4,299,120 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2530
近畿日本ツーリスト（株）静岡支
店

アメリカ研修交通費等（清水東高校）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.26 4,299,670 随意契約
過去に本業務の実績を有するうえに、3社の参考見積を取得した結果もっとも低廉てあった
ため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2531 （有）サンプラス
７９７．８ｎｍ及び１１１１．６ｎｍＳ
ＨＧ共振器用ミラー

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.17 4,305,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2532 （株）三菱総合研究所
理数大好きモデル地域事業
中間アンケート調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.9 4,305,000 随意契約
契約相手方は理数学習支援事業及び本事業について精通しており、かつ、関係機関とネッ
トワークを有する。また、広範にわたる分野の調査実績を有することから、効率的かつ的確
に調査・分析を行うことができるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2533 (財)アリオン音楽財団 ｲﾍﾞﾝﾄ公演当日業務【宇宙を聴く】
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.11.15 4,320,000 随意契約
見積合わせを行った結果、(財)アリオン音楽財団が 低の価格であったため。（会計規程第
34条2項4号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2534 サイバーレーザー（株）
H18顕-1-100(サイバーレー
ザー)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 4,325,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2535 テクノアルファ（株） ワイヤーボンダー
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.12 4,326,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2536
セイコー・イージーアンドジー
（株）

ﾏﾙﾁｶｿｰﾄﾞＸ線検出器 Vortex EX-60
ｴｽｱｲｱｲﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞUSA社製

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.11 4,329,465 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2537 （株）東栄科学産業 金属顕微鏡システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.23 4,339,650 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2538 （株）科学新聞社 「科学と音楽の夕べ」運営補助業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.28 4,347,578 随意契約
関連業務の実績より、判断能力と管理能力に長けると判断できるため。（会計規程第３４条
第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2539 新日鉄ソリューションズ（株） ｽﾊﾟﾑﾒｰﾙ対策ｼｽﾃﾑの保守及び運用
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,351,200 随意契約

本件は、JSTへ送信されるスパムメールやウィルスメールを除去するものであるため、JST
メールシステムを熟知し、高度な知識・技術動向を把握している必要がある。契約相手先
は、JSTのOAメールシステムの構築・運用を行っており、システム構成を熟知し、また、ネッ
トワークおよびセキュリティに関する技術者を多数有している。（ハードウェア機器保守は納
入業者に絞られる）
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2540 （株）池田理化 Ｉ．Ｉカメラヘッド部修理
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.1 4,357,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2541 ローレンスバークレイ研究所
ローレンスバークレー国立研究所への
委託研究契約（海外送金）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 4,363,190 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2542 （株）エーイーティ－ MW STUDIO Transient Solver
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.15 4,365,900 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2543 日本ベル（株） 自動比表面／細孔分布測定装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.27 4,373,250 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2544 四国理科（株） 分光放射スペクトル測定システム
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.7 4,378,500 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2545 （社）国際建設技術協会
水政策支援ツールボックス作成のための
データベース整備業務

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.5 4,378,500 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2546 （株）日本ローパー ＣＣＤカメラ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H17.12.8 4,388,884 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2547 日本分析工業（株） リサイクル分取ＨＰＬＣシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.6 4,398,240 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2548 魚沼廃棄物興産（株）
H18顕-2-149(魚沼廃棄物興産
)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 4,400,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2549 （株）エヌ・ティ・ビー映像センター
映像コンテンツ制作「THE MAKING」
#216～#221

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.26 4,403,700 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2550 （株）ＵＮＩＣＯ グローブボックスシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.15 4,404,750 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2551 ナモト貿易（株） MR-Eyetracker　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H17.12.27 4,410,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2552
（株）日本コンピューティングシス
テム

データサーバーシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.8 4,410,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2553 （株）東洋高圧 ﾊﾞｯﾁ式超臨界水ﾊﾞｲｵﾏｽ分解装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.12 4,410,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2554 北斗科学産業（株）
循環式アイソラック（排気ファンユニッ
ト付）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.30 4,410,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2555 （株）日立製作所 シソーラスの階層表示の機能追加
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.11 4,410,000 随意契約
既存システムである用語管理システムの機能拡張であり、両システムに精通した選定業者
のみが互換性のある開発が可能である。（会計規程第３４条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2556 エデストロムジャパン（株）
マウス飼育ラック－ＤＴ３１８０ＭＫ
他

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.26 4,410,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2557 （株）タウ技研 地雷検知用パルス型ＧＰＲ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.3.13 4,410,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2558 （財）近畿地方発明センター 膜機構　研究実施場所賃借料（年契）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 4,414,236 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2559 日京テクノス（株）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ付蛍光倒立型ﾘｻｰﾁ顕微鏡ｼｽﾃ
ﾑ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.15 4,419,261 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2560 和研薬（株） 分光蛍光光度計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.5 4,420,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2561
（株）アサヒトラベルインターナ
ショナル

ドイツ他研修交通費等
（武庫川女子大学附属高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.12 4,440,000 随意契約
過去に本業務の実績を有するうえに、４社から研修計画書、参考見積を取得した結果もっと
も適当と考えられるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2562 （株）富士キメラ総研
ロボット総合市場に関するタスクフォー
ス検討資料作成

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.15 4,441,500 随意契約
見積もり合わせ実施
（会計規程第34条第2項4号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

2563 （資）木下理化 ﾏｸﾛｽﾞｰﾑ顕微鏡ｼｽﾃﾑ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.5 4,441,500 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2564 （株）東急コミュニティ－ 東京本部別館清掃業務
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 4,444,644 随意契約
契約相手先は、入居しているビルの総合管理業者であり、ビル館内規則により、清掃業者
はビル管理会社と契約する必要がある。
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2565 （株）プライムインターナショナル
JST-DFG「ﾅﾉｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ」日独合同
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催支援業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.10 4,447,905 随意契約

「第１回アジア科学技術フォーラム」（平成１７年９月９日に東京・六本木で開催）及び「第２回
アジア科学技術フォーラム」（平成１８年９月８日に東京・品川で開催）の運営業務を一般競
争入札において落札・受注し、当該業務に関して良好な実績を有し、又、この他にもＪＳＴ関
連の二国間国際会議の運営業務につき、多くの実績を有しているため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2566 （株）アイエスエイ
マレーシア研修交通費等
（松阪高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.5 4,450,400 随意契約
国際教育という事業目的にかなう旅行計画を実施できる業者が他に存在しない。（会計規程
第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2567 正晃（株） フーリエ変換赤外分光分析装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.26 4,452,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2568 （株）イワフジ 男子単身寮管理・給食業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,460,400 随意契約

本契約先は過去の業務実績等から寮の管理運営、寮内外の整理清掃等の業務遂行にお
いて信頼性が高く、十分業務に対応し得る組織体制を有している。若年又は単身の職員の
健康管理、安全衛生の観点から、常駐の寮母による賄いを提供しており、当該契約先によ
る業務の継続性が必要不可欠である。（会計規程３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2569 石川通商（株） ＰＬ事務所　賃貸借
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 4,462,500 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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2570 （株）パスカル レーザーＭＢＥ用ロードロックシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 4,462,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2571 アルテア技研（株） ２ｃｈパラレル精製システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.10 4,466,616 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2572
（株）日本コンピューティングシス
テム

密結合型ハイ・パフォーマンス・コンピュー
ティングシステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.3.6 4,467,225 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2573
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ（株）

Google 検索アプライアンスの導入
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.15 4,473,000 随意契約

導入予定の検索ソフトウェアが特殊であることから、専門の人員を配置するのではなく、外
部にアウトソーシングする方が合理的と考えられることから、調達機器のホスティングを予定
していたところ、調達の相手方が国内唯一のホスティング業務を実施していたため。（会計
規程34条第2項1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2574 北斗科学産業（株）
７５００リアルタイムＰＣＲシステム
（7500-K)

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.19 4,478,775 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2575 大槻理化学（株）
蛍光・可視吸光プレートリーダーシステ
ム

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.9 4,483,500 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2576
（株）インターナショナルランゲー
ジアンドカル

第5回JST-SENTANｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ事務局運営
委
託費

分任契約担当者　戦略的創造事業
本部長　北澤　宏一

H18.7.18 4,487,918 随意契約 契約の予定価格が少額である（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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及び住所
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2577 浜松ホトニクス（株） 微弱発光測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.28 4,488,750 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2578 （株）アヅマテクノス デスクトップＸ線回析装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.3 4,494,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2579 (株)バオス・クリエイション 実施設計･設営･施工業務【ﾗﾝﾄﾞｾﾙ】
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.1.18 4,494,000 随意契約
（株）バオス・クリエイションは本企画展の主要部分を占め、かつ設営技術の難易度が高い
「時間旅行展」の展示設営の経験が豊富であるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

2580 日本電気（株） 施設賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 4,498,956 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2581 （株）旭製作所 ナノ粒子分級装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.21 4,499,250 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2582 （有）長崎医機貿 無侵襲酸素モニタシステム
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.30 4,499,775 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2583 荒木電機工業（株） デジタルオシロスコープ　DPO70604
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.24 4,499,985 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2584 チリ大学
共同研究　大気微量分子の高度分布測定
装置の開発

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 4,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2585 東京医科大学
H18顕-3-352(東京医科大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 4,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2586 ユサコ（株）
電子ジャーナル（２００７年外国雑誌
オンライン購読)

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.4 4,505,465 随意契約
書籍等、再販売価格が維持されている物品等を調達する場合で、供給元が一に限られる随
意契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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2587 （株）ジェイテック
H18顕-1-043(ジェイテック)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 4,510,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2588 アジレント・テクノロジー（株） サンプリング・オシロスコープ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.29 4,511,955 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2589 キコーテック（株） 発現ベクター
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.13 4,515,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2590 （株）シースタイル 公募告知用メール
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.30 4,515,000 随意契約
過去において受注実績を有し、当機構の公募ホームページについても熟知熟知しており、
迅速かつ的確にインターネット広告を行うことができ、契約の性質又は目的が競争に付する
ことに適さないため。(会計規程第34条第2項の（1））

見直しの余地あり

競争入札に移行(価格
競争）
(準備期間を経たのち
平成20年度から）

2591 公立大学法人大阪府立大学
H18顕-3-200(大阪府立大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 4,521,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2592 富士重工業（株） クロアチア地雷シンポジウム試験
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.20 4,521,943 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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2593 （株）情報数理研究所
蛋白質表面の類似性検索システムにおけ
るグリッドシステムの利用

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.19 4,530,750 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

2594 日立キャピタル（株）
東京本部OA用ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞの賃貸借及び保
守

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,532,850 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（賃貸借期間終了後の
新規賃貸借を18年度に
入札実施済）

2595
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ（株）

技術シーズ統合検索システムへの機能追
加等作業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.29 4,536,000 随意契約
稼働中システムの機能追加業務であり、開発元である同社以外から調達した場合著しい支
障を生じるおそれがある（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

2596 （株）リガク Ｘ線回折装置のＰＣ化
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.21 4,536,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2597 （学）北里学園
H18顕-3-029(北里学園)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 4,537,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2598 ケイエスオリンパス（株） 倒立型リサーチ顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.9 4,544,400 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2599 （財）日本気象協会
科学技術・理科教育の為の革新的なﾃﾞｼﾞ
ﾀﾙ教材内容修正作業(cp0130・cp0130b)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.8 4,546,500 随意契約
既存システムからの機能の独立、管理ツールの改修作業等、既存システムを構築した者が
構築することが効率的であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2600
（株）ビジュアル・プロセッシング・
ジャパン

公開データ用ファイルサーバ装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.26 4,546,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2601
（財）国際超電導産業技術研究
センター

委託研究契約(日高)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 4,550,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2602 浜松ホトニクス（株） 委託研究契約（伊藤）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 4,550,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2603 ヤマサン商会 JSTｻﾃﾗｲﾄ静岡　事務室用什器備品
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.2 4,557,000 随意契約 不落随意契約(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2604 （資）木下理化 蛍光実体顕微鏡ｼｽﾃﾑ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.20 4,557,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2605 浜松ホトニクス（株） 電子増倍型カメラ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.7 4,559,625 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2606 日土地ビルサービス（株） 領域事務所賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.3 4,564,263 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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2607 （株）日本レーザー 電子冷却型ＣＣＤ検出器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.24 4,567,497 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2608 （株）ケーアイテクノロジー ＡＬＩＳ用データ取得ソフトウエア
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.18 4,567,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2609 アンドール・テクノロジーＰＬＣ ﾃﾞｼﾞﾀﾙCCDｶﾒﾗ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.27 4,583,250 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2610 （株）中央コンピュータシステム J-STOREシステム管理作業（年間契約）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,599,000 随意契約
システム運用業務であり、システム開発元である相手方以外から調達した場合著しい支障
を生じるおそれがある（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（19年
度から一般競争入札
（価格競争）を実施）

2611 （株）日立製作所 東京本部へのＰＣ等の移設
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.6 4,599,000 随意契約

移設対象のPCはリース契約を行ったものであり、リース物品の移設については、機器の保
守責任がある業者において行うことが妥当であり、作業時の破損等に対処できるのは同社
しかない。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2612 （株）文化工房
映像コンテンツ制作「ナノテクは進化す
る」（仮題）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.15 4,600,732 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2613 日新技研（株）
H18顕-3-200(日新技研)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 4,605,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2614 （株）東栄科学産業 回転電磁石　REM-520G5-3-4 型
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.23 4,609,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2615 （株）インターメディカル パッチクランプ用増幅器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.12 4,609,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2616 野村不動産（株） 川口センタービル３階賃貸借契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,613,172 随意契約
川口センタービルは本部の所在地で、供給者が一に特定される賃貸借契約のため
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2617 アンリツ（株）
小型ベクトルネットワークアナライザ
　SM6167　　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.24 4,620,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2618 （株）インデコ 共振器　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.28 4,641,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2619
（株）日立製作所公共システム営
業統括本

固定資産管理システム改修作業（Access
2003対応ほか）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.31 4,641,000 随意契約
既存固定資産管理システムのAccess2003対応及び機能改善を行うものであり、互換性の
観点から、発注先は、本システムの当初開発業者である㈱日立製作所以外にないため。
（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
当該事務・事業の委託
費を取止め

2620 分光計器（株） ｿｰﾗｼﾐｭﾚｰﾀ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.2 4,641,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2621 鍋林フジサイエンス（株） 卓上型マニュアルワイヤーボンダー
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.18 4,641,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2622 三精システム（株）
μＲＭＴＰ　Ｖｅｒ．２機能評価用
基板開発

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.17 4,646,250 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2623
（株）インターナショナルランゲー
ジアンド

第6回JST-SENTANｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ事務局運営
委
託費

分任契約担当者　戦略的創造事業
本部長　北澤　宏一

H18.10.10 4,651,500 随意契約 契約の予定価格が少額である（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2624 （株）三啓 リアルタイム３Ｄシステム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.17 4,651,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2625 三庄インダストリー（株） 真空雰囲気小型ホットプレス機
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.12 4,651,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2626
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（

複写機等賃貸借保守契約（コニカ）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,661,370 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。(会計規定第３４条第２項第４号) 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約

2627
（株）インターネットイニシアティ
ブ

電子公募システム運用支援
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,662,000 随意契約
平成16年度に競争入札により開発・導入したシステムの保守であり、その後の保守や運用
支援も行っており、システムを熟知している。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2628 （株）藤本理化 ＤＮＡ自動分離装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.10 4,672,111 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2629 （株）池田理化
Ｗａｔｅｒｓ製６００Ｅ自動分取システ
ム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.22 4,672,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2630 （有）サンプラス ＱＥＤ用ミラー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.30 4,672,500 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2631 （財）未来工学研究所 JST論文調査
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.10 4,673,000 随意契約 契約の予定価格が少額であるため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
競争入札に移行
（20年度契約から）

2632 三井不動産住宅リース(株) 館長用業務住宅賃貸借
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H19.4.1 4,680,000 随意契約
当該賃貸借場所でなければ目的を達成することができず、三井不動産住宅リース(株)が当
該物件の貸し主であるため。（会計規定第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2633 中国化薬（株） 爆薬模擬剤及び格納箱　他
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.30 4,680,900 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2634 （株）日本ローパー マルチチャンネルＣＣＤ分光システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.27 4,683,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2635 （株）筑波研究コンソーシアム 共同研究室賃借料・共益費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 4,684,704 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2636 （株）スタッフジャパン サーバー運用支援業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,688,381 随意契約 機構の定める少額随意契約の範囲内であるため。（会計規程第34条第2項1号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行 単価契約
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2637 富士ゼロックス埼玉（株） 本部ＯＡ用カラーコピー機保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,688,460 随意契約

コピー機は、富士ゼロックス製のカラーコピー機（リース契約）を使用しており、故障の際の
部品の手配や修理、およびトナーその他の交換といった日々の保守業務を行うことができる
唯一の業者のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

2638 （財）未来工学研究所
JSTバーチャル科学館コンテンツ更新「
未来技術年表（仮称）」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.28 4,693,500 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2639 （有）勝見化学
各種ニジマスサイトカインの発現、生産
、精製に関する試験一式の委託料

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.15 4,693,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2640 キコーテック（株） リアルタイムＰＣＲシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.14 4,704,000 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2641 光和サービス（株）
国際共同研究プログラム事業紹介用資料
の作成

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.20 4,708,935 企画競争・公募
契約の相手方は企画競争方式により 優秀の評価を審査委員会で得られたことによって選
定された者であり、競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2642 八洲薬品（株）
リアルタイム定量ＰＣＲシステム
　Mx3005P

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.28 4,714,500 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2643 （株）日立製作所
キーテクノロジー研究開発業務室ＰＣセ
キュリティ強化

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.16 4,714,500 随意契約
契約相手方は入札にて本部セキュリティーを構築した業者でシステム及び作業の互換性・
連動性の観点から、競争を許さないため（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2644 （株）シービーケー ビル清掃業務(筑波資料センター）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,725,000 随意契約
Ｈ１７年度契約についてＨ１６年度に競争入札を実施
Ｈ１８年度契約についてＨ１７年度付落随意契約

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（技術審査）
（２０年度契約から）

2645 オザワ科学（株） 絶対分子量測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.1 4,725,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2646 （株）三菱総合研究所
スーパーサイエンスハイスクール意識
調査回答データ入力・集計・解析作業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.13 4,725,000 随意契約
契約相手方はＳＰＰ事業を受託した実績から、ＳＳＨ事業の柱である高大連携、高校と研究
機関等との協力についてエキスパートであり、高校教育及び科学技術教育に関する深い知
見を有するため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2647
日本オートマティック・コントロー
ル（株）

4K光学用低振動型冷凍機ｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.1 4,725,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2648 東芝電波プロダクツ（株） １０ｋＶインバータ電源
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.9 4,725,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2649 アドバンストシステムズ（株）
フルーエンシ音響シミュレーションシス
テム改造

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.5 4,725,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2650 日成ビルド工業（株）
いしかわフロンティアラボ（Ｐ敷地）
内部改修工事（建築）　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.9 4,725,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2651 西菱電機（株） ウインドプロファイラ用交換部品　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.16 4,725,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2652 （株）スミセイビルマネ－ジメント
ソフトナノマシン　事務所賃借料（年契
）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 4,726,380 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2653 京都電子工業（株）
H18育-039(京都電子工業)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 4,730,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2654 （株）キーエンス
蛍光デジタルマイクロスコープ　ＶＢ－
７０００システム　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.10 4,732,350 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2655
東京海上日動ファシリティーズ
（株）

社会技術研究開発センター清掃業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 4,740,120 随意契約 当該不動産の所有者の指定業者であるため（会計規程第３４条第２項第１号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2656 三精システム（株） ＲＭＴＰ　ＳｉＰモータ制御基板開発
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.26 4,751,250 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2657 （株）科学技術文明研究所
基礎研究実施における倫理的配慮の実態
に関する調査

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 4,756,000 随意契約
内容の専門性から、契約の目的を達成できる契約相手方が同社しか見当たらなかったため
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2658 日本電計（株） データ・タイミング・ゼネレータ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.6 4,756,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2659 （株）ニコンインステック
ＧａＡｓＰイメージインテンシファイア
ユニット　Ｃ８６００　浜松ホトニク

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.23 4,762,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2660 （株）ニコンインステック
ＧａＡｓＰ　イメージインテンシファイ
アユニット

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.28 4,762,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2661 （株）チャネルサイエンス
実験動物飼育管理業務（平成１８年４月
～平成１９年３月）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 4,762,800 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2662 日本ビーコ（株） ＳＰＭ用加熱冷却制御システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.25 4,765,824 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2663 （有）ジオプランニング
ハワイ島実習海外研修交通費等
（川越高校）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.28 4,766,562 随意契約
研修計画の策定には地質学に詳しく、かつ海外研修を手がける業者の専門知識が不可欠
であるうえ、生徒負担分のについて契約業者に対して発注しているため。（会計規程第３４
条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2664 （有）フジエレクトロニクス 高出力レーザ発信装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.27 4,777,500 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2665 （株）ジェンアークス ＲＶ機能追加ソフト開発
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 4,777,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2666 小宮山印刷工業（株） 電子ｱｰｶｲﾌﾞ用ﾃﾞｰﾀ変換(学会追加許諾分)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.31 4,786,950 随意契約
データ形式に関する専門的知識・技術経験の保有の必要性
（会計規程第34条2号(1))

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（平成19年度より実施
済）

2667 （財）日本システム開発研究所
経理システム改造（翌期未契約繰越登録
機能の追加　他）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.14 4,788,000 随意契約

経理システムのソースプログラムの著作権は本システムの製造業者である（財）日本システ
ム開発研究所が有しており、外部への開示は行われていない。よって本システムのプログラ
ム改修作業を行えるのは（財）日本システム開発研究所以外に行うことができないため。（会
計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2668 （株）ラボラトリ・イクイップメント
ＮＴ２４－ＤＵＡＬＦ　２パラメータＭ
ＣＡ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.15 4,788,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2669 （株）東京インスツルメンツ 高出力・周波数可変テラヘルツ波発生器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.20 4,798,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2670 太陽計測（株） デジタル分光計　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.13 4,800,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2671 （株）オプトサイエンス 波長可変半導体ﾚｰｻﾞｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.6 4,810,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2672 ナノフォトン（株） 委託研究契約（太田）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 4,810,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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2673 （株）オプトサイエンス ミラーマウント等
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.10 4,811,026 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2674 （株）アドスリー
ﾅﾉﾊﾞｰﾁｬﾙﾗﾎﾞ成果報告会に係る事務局運
営、資料作成、広報業務

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.8.21 4,812,603 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2675 （株）日本オプティカルシステム ダブルモノクロメータ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.28 4,813,200 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2676 （株）キタウチ 什器の購入
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.12 4,830,000 随意契約 見積合わせ実施（会計規程第３４条第２項４号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2677 （株）クレアクト 低温エリアセンサ信号処理システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.25 4,830,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2678 （有）恵実田恒産 研究実施場所　賃貸借
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 4,833,360 随意契約
契約の相手方は、既存の建物賃貸借契約等によって指定された業者であり、競争に適しな
い随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2679 小田急電鉄（株）
委託研究契約（高岡チーム　小田急電鉄
　小林先生）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.1 4,840,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2680 （株）東栄科学産業 環境密封セルＫＦＭ測定ユニット　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.16 4,851,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2681 （株）ザ・コンベンション
「H18『循環型社会』シンポジウム
Part1及びPart2」に関する準備運営業務

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.30 4,863,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2682 新神戸電機（株） リグノフェノールの高機能化試験
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.23 4,867,150 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2683 （株）ハイストン
東京本部3階及び4階等への科学技術理
解増進部入居に伴う什器購入

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.19 4,870,950 随意契約
不落随契
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり 競争入札へ移行

2684 （株）京都タカオシン 小型真空蒸着装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 4,872,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2685
（株）クレアクト・インターナショナ
ル

眼球運動計測装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.12 4,872,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2686 （株）日立製作所
公開特許公報ＰＦデータ「過去分」の購入
（1993/1～2006/11まで）

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.19 4,872,000 随意契約

本件、JDreamⅡシステムのDBローダ機能の機能を熟知し、ノウハウを保有していることが
求められる。契約の相手方は既存システムの開発業者であり、既調達物品等の調達の相
手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるおそれが
ある。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

2687 （株）タナカ 逆格子マッピング用検出器　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 4,882,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2688 （株）パスカル コンビマスク付レーザー加熱機構
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 4,882,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2689 （株）イメージサイエンス
十倉スピン超構造プロジェクト成果ビデ
オ制作

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.28 4,887,960 企画競争・公募
契約の相手方は企画競争方式により 優秀の評価を審査委員会で得られたことによって選
定された者であり、競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（総合評価）

2690 轟産業（株）金沢営業所 蛍光顕微鏡システム
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.23 4,888,800 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2691 サンユー電子（株） 真空蒸着装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.6 4,892,160 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2692
（株）東京測器研究所大阪営業
所

高速データロガーセット
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.23 4,893,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2693 （有）シンクメイトリサーチ
日本科学未来館に関するアンケート調査
と分析

分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.5.25 4,900,000 随意契約

(有)シンクメイトリサーチは博物館の社会的効果などの行政的な観点での評価を取りまと
め、調査・分析を中心的に実施している立命館大学村山教授が所属している機関であり、
JSTが実施する未来館に関する調査と分析能力に長けているため。（会計規定第34条2項1
号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2694 理想科学工業（株） 広告用フルカラー印刷機
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.3.20 4,903,500 随意契約 当機構の定める随意契約の限度額を下回る（会計規程第34条第2号第4号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

2695 （株）タケショー 比表面積測定装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.3.2 4,914,000 随意契約 １件５００万円以下の案件で見積合わせにより契約（会計規程第３４条第２項（４）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2696 誠南工業（株）
レーザー加熱式レーザーアブレーション
製膜用チャンバー

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.4 4,914,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2697 （株）オプトサイエンス ミラーマウント
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.1 4,916,100 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2698 （株）江田商会 濃厚系粒径ｱﾅﾗｲｻﾞｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.14 4,930,800 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2699 （株）三菱総合研究所 SPP講座学習活動運営に係る支援業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.22 4,935,000 随意契約
文部科学省からの委託によりＳＰＰを実施していた同社のノウハウの提供を受けることが、
円滑な業務運営に資するため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2700 （株）テクノベル フィルム成形システム
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.30 4,935,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2701 （株）情報数理研究所
「Ｎｅｗ－ＷＩＮＧ」におけるデータ拡
充及び検索方法調査

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.15 4,935,000 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

2702 フローリン（有） フーリエ変換式赤外分光光度計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.15 4,935,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2703 三菱スペース・ソフトウエア（株） 統合環境のフレームワーク改良　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.29 4,935,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2704 （株）ＮＥＳＩ
平成１８年度スーパーサイエンスハイス
クール生徒研究発表会の記録ＤＶＤ作成

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.10 4,935,000 随意契約
契約相手方は生徒研究発表会運営業務を受託したＪＴＢから撮影業務を下請けしているこ
とから、本作業に必要なデータ等を把握しているため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2705 （有）ワンダフル 「かがくナビ」のデザイン制作
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.12 4,935,000 随意契約
かがくナビ利用者層に指示されるデザイン会社として、契約者が 適であり他社との競争を
許さないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2706 誠南工業（株） 極低エネルギーイオンビーム制御装置
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.15 4,935,000 随意契約
本装置は既納されている中和実験装置に接続するものであり、その既納の中和実験装置を
設計製作した業者との契約(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2707 清水建設（株）
科学技術連携施策群支援業務室内間仕
切
等工事一式

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.6 4,935,000 随意契約
当室事務室のｵｰﾅｰである富国生命保険相互会社の指定業者である
（会計規程第34条第2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2708 （株）テックサイエンス UHVケルビンプローブ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.19 4,937,625 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2709 （株）オプトウェア 委託研究契約（堀米）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 4,940,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2710 豊田合成（株） 赤﨑記念研究館展示用LED応用製品
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.15 4,942,476 随意契約
赤﨑記念研究館は赤﨑特別教授の功績を社会一般へわかりやすく展示することを目的とし
ており、同教授の指導のもと豊田合成(株)が開発したLED応用製品等が不可欠であるため
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
H20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

2711 フローリン（有）
パーキンエルマー社製　フーリエ変換赤
外分光分析装置

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.17 4,943,316 随意契約 不落随意契約(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2712 （株）キーエンス デジタルマイクロスコープ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.14 4,949,070 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2713 （株）日立製作所
企業の内部統括整備におけるMRC適用の
基礎調査

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.20 4,950,000 随意契約
内容の専門性から、契約の目的を達成できる契約相手方が同社しか見当たらなかったため
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2714 （株）愛媛洋行
ガス循環精製機付バキュームグローブボ
ックス

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.27 4,952,850 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2715 （株）日立製作所
機関名辞書の文献・特許統合検索用ファイ
ル作成

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.10 4,956,000 随意契約
総合情報システムの根幹となる、データベース作成システム及びＪＤｒｅａｍＩＩシステムと密接
に連携するシステムであるため、本システムに精通した日立のみが互換性のある開発が可
能（会計規程第34条第2項第1号）。

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2716 （株）コトブキ サイン改修工事業務
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.20 4,956,000 随意契約

本業務は主に平成15年度に行った館内サインのリニューアルで新たに設置されたサイン等
の情報の更新を行うものである。(株)コトブキは平成15年度の作業時に入札によって業務を
請け負った業者であり、製作物の事情に精通し、本改修作業で必要となる情報等を既に所
有しており、本業務に 適な業者であるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
２０年度以降企画競争
を実施

2717 アジレント・テクノロジー（株） 半導体デバイス・アナライザ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.10 4,957,155 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2718 （株）文化工房
映像コンテンツ制作「アスリート解体
新書」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.27 4,961,250 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2719 （株）サイエンスサポート
モノクロメーター式マルチモードプレー
トリーダー

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.13 4,961,250 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2720 （株）紀伊國屋書店
書籍代　2006年外国逐次刊行物の購入
Ｑグループ前払（10％精算分）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H17.11.14 4,968,749 随意契約
「２００６年外国逐次刊行物の購入　Qグループ」の先払い契約で支払った90％の残り分10%
の精算を行うため。当然「２００６年外国逐次刊行物の購入　Qグループ」の契約機関である
（株）紀伊国屋書店に対して支払いを行うため。（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2721 （株）ニコンインステック EMCCDｶﾒﾗ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.12 4,978,050 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2722 三井造船（株） ＡＭＳ後方支援車追加装備　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.20 4,980,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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2723 カナダ保健省
【外貨払】インフルエンザウイルス感染
過程の解明とその応用(48,000ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ)

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 4,980,960 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2724 （株）科学新聞社
9/5 　先端計測ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ　事務局運営委
託費

分任契約担当者　戦略的創造事業
本部長　北澤　宏一

H18.6.30 4,981,000 随意契約 契約の予定価格が少額である（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2725 （株）ニコンインステック 背面照射型ＥＭデジタルＣＣＤカメラ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.5 4,983,720 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2726 （株）科学新聞社
「JST科学技術理解増進事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑin
仙台」と「科学と音楽の夕べ」運営補助

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.31 4,986,000 随意契約
関連業務の実績より、判断能力と管理能力に長けると判断できるため。（会計規程第３４条
第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

2727 （株）三菱総合研究所
Webリソースの蓄積機能の開発　詳細デ
ータの追加機能と検索機能

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.1 4,986,450 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

2728 （株）三菱総合研究所
Webリソースのポータルサイトの構築
　表示機能とDBポータルサイトとの連携

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.1 4,986,500 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

2729 （株）日本テレビビデオ
吉田ＡＴＰシステムプロジェクト成果ビ
デオ制作

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.28 4,987,500 企画競争・公募
契約の相手方は企画競争方式により 優秀の評価を審査委員会で得られたことによって選
定された者であり、競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（総合評価）

2730 ヴイストン（株） 日常活動型ロボット　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.1 4,987,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2731 （株）エヌ・ティ・ビー映像センター
映像コンテンツ制作「サイエンスフロン
ティア21（地域プラザ）」

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.12 4,987,500 随意契約

平成16・17年度同番組を製作し地域における研究成果活用プラザの目的や仕組みを熟知
していること、また同番組は第47回科学技術映画祭にて文部科学大臣賞及びWorld Media
Festival2006ドキュメンタリー部門にて金賞を受賞し、番組の演出や質についても高い評価
を受けていること等による契約（会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
企画競争に移行（19年
度実施済）

2732 富士通（株） バイオ科学技術計算における課題調査
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.26 4,987,500 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2733 （株）エヌ・ティ・ビー映像センター
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作｢ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ
21(CREST)｣
(研究一課)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.31 4,987,500 随意契約

CREST事業において実施されるプロジェクトの研究成果について紹介するための番組制作
であり、平成17年度において同番組を制作し、事業の仕組みを熟知しているとともに、同番
組の趣旨や企画、演出、技術に習熟した同程度の履行能力を有する相手方がいないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2734 日本電計（株） 粉体抵抗率測定システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.22 4,987,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2735 高島製作所（株）
サルｆＭＲＩ用コイル装置
(猿用固定具付き鞍型ｺｲﾙ)

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.12 4,987,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2736 （株）アーチシステムズ Ｘｓｅｒｖｅ　ＲＡＩＤ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 4,987,500 随意契約 随意契約による見積合わせ（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2737 はじめ科学（株）
レーザー回折／散乱式粒子径分布測定装
置

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 4,987,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2738 （株）東陽テクニカ 電気化学測定システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 4,987,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2739 （資）木下理化
96穴ﾌﾟﾚｰﾄｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞｼｽﾃﾑ　ﾓﾚｷｭ
ﾗｰ
ﾃﾞﾊﾞｲｽ社製　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 4,987,500 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2740 北野精機（株） ＸＹＺステージ（６インチ基板対応）
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.31 4,987,500 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2741 （株）日本テレビビデオ
中村不均一結晶プロジェクト成果ビデオ
制作

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.28 4,988,550 企画競争・公募
契約の相手方は企画競争方式により 優秀の評価を審査委員会で得られたことによって選
定された者であり、競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（総合評価）

2742 ケイエスオリンパス（株） 顕微鏡用冷却加熱引張観察ステージ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.15 4,989,547 随意契約 不落随意契約（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2743 （株）千代田ラフト
映像コンテンツ制作「地域の科学館とと
もに」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H17.8.19 4,991,700 随意契約
過去に制作した映像コンテンツの継続番組の制作であり、内容を熟知していることから効率
的な制作を期待できるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度実施済み）

2744 （株）日立製作所
「生命情報統合検索システムの開発」機
能改善

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.1 4,993,800 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの
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2745 （株）管理工学研究所
問題解決方法発見のための推論システム
の構築

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.20 4,996,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2746 東急不動産（株）
脳科学と社会研究開発領域のサーバー
ルームおよび解析ルームの移設関連工事

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.8 4,998,000 随意契約 当該不動産の所有者の指定業者であるため（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2747 福本組 尾鷲総合病院内　発達観察室新設工事
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.4 4,998,000 随意契約 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第４号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2748 アース・スピリット（株）
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作⑧-1｢天然物化学から創
薬
へ－可能性の宝庫・ｱﾏｿﾞﾝの熱帯雨林」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 4,998,000 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

2749 （株）日立製作所
JDreamⅡ中国文献DBﾃﾞｰﾀ提供環境構築
のための機器増設作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.25 4,998,000 随意契約
既存システムの機器増設であり、システム、動作環境、機器を熟知している必要がある。既
調達物品等の調達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい
支障が生ずるおそれがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

2750
（株）トーアサイエンス鹿児島支
店

超高速液体クロマトグラフシステム
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.17 4,998,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2751 高山理化精機（株） 卓上走査電子顕微鏡　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.31 4,998,000 随意契約 見積合わせによる随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり
競争入札に移行（価格
競争）

2752 （株）アドスリー 「さきがけものがたり」書籍制作・出版
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.10 4,998,210 随意契約 少額による随意契約（会計規程第34条第2項第4号） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2753 Land Design StudioLtd. ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｰﾄﾜｰｸ作成業務【医療ｴﾘｱ】
分任契約担当者　事務局長　古賀
明嗣

H18.10.16 4,999,000 随意契約
本グラフィックアートワーク業務を実施できるのは、本新規展示の基本設計を行い、展示意
匠の意図を的確に汲むことができるLand Design Studio社しかいないため。（会計規定第34
条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

2754 （株）アイカム
柳沢オーファン受容体プロジェクト成果
ビデオ制作

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.28 4,999,050 企画競争・公募
契約の相手方は企画競争方式により 優秀の評価を審査委員会で得られたことによって選
定された者であり、競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（総合評価）

2755 （株）松見科学計測 走査型ﾌﾟﾛｰﾌﾞ顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.8 4,999,050 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2756 （株）三菱総合研究所
加速器ヘッド部計算システムの試験と改
良

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H17.12.21 5,000,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2757
（株）三菱化学科学技術研究セ
ンター

窒化ガリウム系光触媒の耐久性試験及び
評価一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.23 5,000,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2758 ＳＲＩＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 国際科学技術情勢調査
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.2.24 5,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

2759 シャープ（株） 委託研究契約（今井）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 5,000,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2760 学校法人慶應義塾大学
【日仏】委託研究費　　学校法人
慶応義塾大学(岡田)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

2761 （学）久留米大学
平成18年度　データ補完
（久留米大学)

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.5.29 5,000,000 企画競争・公募 委託研究契約（会計規程第３４条の２項第１号） 見直しの余地あり 公募実施

2762 日本製粉（株）
H18顕-1-027(日本製粉)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 5,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2763 三菱電機（株） 委託研究契約（平位）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.9.29 5,000,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2764 分光計器株式会社
H18育-003(分光計器)委託研
究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 5,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2765 （株）パスコ東京支店
高度地震シミュレーションシステムを活
用した首都圏震災想定

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.20 5,000,000 随意契約
内容の専門性から、契約の目的を達成できる契約相手方が同社しか見当たらなかったため
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2766 愛知県知事
委託研究｢導電性織物を用いたｾﾝｻの開
発
｣

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.11.1 5,000,000 随意契約
複数候補を検討のうえ、より実用化に近い研究課題を評価採択。（会計規程第３４条第２項
（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2767 アンリツ（株） 信号発生器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.27 5,018,055 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2768 スタンフォード大学 【海外】共同研究契約（加藤）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.10.1 5,019,851 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2769 （株）インデコ 精密波長計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.13 5,028,345 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2770
ＨＯＹＡＣＡＮＤＥＯＯＰＴＲＯＮＩＣＳ
（株）

レーザー発振器　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.28 5,029,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2771 三菱スペース・ソフトウエア（株） シミュレータ実行用ＧＵＩ改良　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.1 5,040,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2772 （株）エリオニクス
電子描画装置ＥＬＳ－３０００ＵＬＨ用
高精度化プログラム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.13 5,040,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2773 （株）ソリトンシステムズ 低温エリアセンサー撮像画像処理装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.25 5,040,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2774 （株）東京インスツルメンツ 第二次高調波発生分光計測システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.27 5,040,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2775 （株）日立製作所
大規模辞書ﾒﾝﾃﾅﾝｽｼｽﾃﾑに使用するﾃｷｽ
ﾄｻｰﾁｿﾌﾄの賃貸借

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,060,976 随意契約
テキストサーチを組み込んで利用しているシステム(大規模辞書メンテナンスシステム）を開
発したのが同社であり、互換性・連結性の観点に基づく。（会計規程第３４条第2項第1号）。

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2776 （株）ユニソク ＳＰＭコントローラー　　１台
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 5,061,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2777 ロックゲート（株） ＡＦＭ用ハンディコントローラ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.10 5,075,700 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2778 みずほ情報総研（株） 危機管理・情報通信に関する調査
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.16 5,082,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2779 （株）住化技術情報センター 特許検索及び文献検索(5)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 5,087,250 随意契約
本作業は、特許検索と文献検索の双方に精通・熟練していることが必要である。契約の相
手方は技術的にも、体制的にも整備されており、短期間で効率的に作業遂行できる。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約

2780 （株）日立製作所 委託研究契約（牧）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 5,088,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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2781 （財）日本科学技術振興財団
ﾌﾟﾚﾍﾞﾝﾁｬｰ事業　平成15年度採択課題　研
究開発成果報告会　業務委託

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 5,119,000 随意契約
各種シンポジウムの準備、運営業務において数多くの実績を有し、想定する参加者とのつ
ながりも深い、本報告会を確実かつ効率的な運営のためにはこれらが不可欠であり、契約
の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第2項の（1））

見直しの余地あり
平成20年以降当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

2782 沖電気工業（株） 東京本部IP電話機購入
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.9 5,145,000 随意契約
JSTサイエンスプラザの電話設備は、交換機を含め沖電気工業(株)製であり、PBXの定期点
検および電話の設置工事等を依頼しており、内線配置にも精通している。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2783
セイコー・イージーアンドジー
（株）

中性子検出器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.1 5,145,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2784
アルバックイーエス（株）埼玉営
業所

小型高周波マグネトロンスパッタリング
装置

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.2 5,145,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2785 東京発送(株)
郵便物の局受発信、情報資料館への文書
等の配送業務

分任契約担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 5,153,400 随意契約
郵便物の受発信を一括しておこなう実績を有する機関が他に無いため（会計規程第３４条
の２（５））

見直しの余地あり

情報資料館への文書
等の配送業務について
は競争入札に移行（価
格競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

2786 ナモト貿易（株）
開放型光合成蒸散・クロロフィル蛍光測
定システム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.10 5,160,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2787 富士通（株）
研究開発戦略センターサーバーの運営支
援作業

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 5,166,000 随意契約

同社は平成１６年度の「インターネット対応情報共有サーバ機器等導入」において構築した
情報共有サーバ等の運用支援を行うものであり、ハードウェア及びソフトウェア設計上で発
生した問題について迅速かつ正確な情報入手が可能であり、ハードウェア及びソフトウェア
一体となった問題の切り分けを も効率的に行うことが期待出来る。（会計規程３４条２項１
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2788 三菱スペース・ソフトウエア（株） 原子分解能構造解析ｼｽﾃﾑﾘｰｽ(年契)
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 5,178,600 随意契約 リース契約（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2789 （株）リガク 試料吹付低温装置　ＧＮ２／ＰＷ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.1 5,189,100 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2790 （有）エクセリードテクノロジー 「暗号SLAポータルサイトの開発」
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.15 5,197,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2791 （学）慶應義塾 委託研究契約（学校法人慶応義塾）
分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.4.1 5,200,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2792 （財）実験動物中央研究所
委託研究契約「ｺﾓﾝﾏｰﾓｾｯﾄの発生工学的
技術および疾患ﾓﾃﾞﾙの開発」（谷岡）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 5,200,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2793 （財）東京都医学研究機構 委託研究契約（反町）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 5,200,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2794 ゼファー（株）湘南支社
文献データベース作成に関する情報利用
料

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 5,200,000 随意契約

本契約先には文献データベース作成作業を発注しており、その作業仕様書中で｢JSTが貸
与する作業用資料等｣のひとつとして｢品質保持のための文献データベース利用｣を定めて
いる。抄録作成及び校閲索引作業における品質保持及び作業効率向上のため、本契約先
が利用する文献データベース等の情報利用料について、JSTが負担するものである。（会計
規定第３４条第２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

12

2795 第一化学薬品（株） 委託研究契約（深作）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 5,200,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2796 （株）オプトサイエンス
単一光子検出モジュール（シングルモー
ドファイバ入力）２台

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.6 5,208,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2797 国際航業（株） 移転プロジェクト設計業務
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.1 5,208,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2798 ウシオ電機（株） エキシマ光照射装置６インチウエハ対応
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.14 5,229,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2799 アイテック（株）
H18顕-2-086(アイテック)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 5,229,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2800 （株）東栄科学産業 マスクアライナー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.20 5,234,775 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2801 アース・スピリット（株）
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作「海からのおいしい贈り
物」(26)-(32)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.30 5,240,550 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2802 学校法人慶応義塾
【日仏】委託研究費　　学校法人
慶応義塾大学(寺岡)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,250,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

2803 学校法人慶應義塾大学
【日仏】委託研究費　　学校法人
慶応義塾大学ＳＦＣ研究所(村井)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,250,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

2804 近鉄ビルサービス（株）
建物管理及び清掃業務
(研究成果活用プラザ京都)

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 5,250,000 随意契約
平成16年のプラザ京都竣工以降2年間にわたり同社に委託を行ってきており、本施設の建
物設備について熟知し、業務にも精通していること等による契約（会計規程第３４条第２項
（１））

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（19年度実施済）
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2805 東北電子産業（株）
ＬＤ励起高出力ＣＷグリーンレーザ　一
式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.25 5,250,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2806 日本クレア（株） 遺伝子改変・欠損動物系統維持業務
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.1 5,250,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2807 北野精機（株） ２軸傾斜高温試料ホルダー　　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.27 5,250,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2808 （株）三菱総合研究所
安全安心に係る人文・社会科学分野にお
ける学術研究フロンティア調査

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.6 5,252,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2809 （株）日立製作所
H18顕-1-052(日立製作所)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 5,263,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2810 （株）日立製作所
平成１８年度　文書管理システムハード
ソフト保守

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,266,800 随意契約

H13年度に競争入札により構築したシステムのハードウェア・ソフトウェアの保守の継続契約
である。障害時には迅速な復旧が求められるが、契約相手先は業者が製造したものが大部
分を占め、早急に調査・交換できる唯一の業者である。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2811 デジタルテクノロジー（株）
先進ストレージシミュレーションシステ
ム保守

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.3 5,268,900 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2812 宇宙通信（株） ｻｲｴﾝｽﾁｬﾝﾈﾙ受信のための機器整備
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,281,500 随意契約
サイエンス　チャンネルを熟知していることから、もっとも迅速かつ効果的に業務を遂行でき
るため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2813 （株）テックサイエンス 背面LEED/AES光学系
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.17 5,282,445 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2814 （株）ナックイメージテクノロジー 眼球運動計測装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.5 5,292,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2815 （株）エクサ ＶＲシアター３画面化作業(4D2U)
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.9 5,297,250 随意契約

本業務は未来館のＶＲシアターにて国立天文台が開発している「４次元デジタル宇宙プロ
ジェクト」のコンテンツを立体映像で映写するための投影システムを購入するものであるが、
本業務の推進のためには立体映像システムについてのノウハウ・実績を有していること、ま
た、未来館で既に導入しているシステムについて熟知している必要があり、国立天文台との
新規コンテンツ共同開発及び立体映像システムの構築に深く関わっている（株）エクサはこ
れらの条件を満たす 適な業者であるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
２０年度以降企画競争
を実施

2816 ＮＴＴ物性科学基礎研究所
【日英】委託研究費　　ＮＴＴ物性科学
基礎研究所(鳥光)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,300,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施
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2817 ボールセミコンダクター（株） 委託研究契約（竹田）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 5,304,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2818 （株）ボギー 領域事務所賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 5,328,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2819 ファルマフロンティア（株）
H18顕-3-195(ファルマフロン
ティア）委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 5,336,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2820 （株）パスカル オージェ電子測定用チャンバー　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.15 5,386,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2821 （株）リガク 単結晶構造解析装置移設
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.10 5,395,635 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

2822 （財）日本科学技術振興財団
委託研究契約（滝川チーム　財団法人
日本科学技術振興財団　品田先生）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.1 5,414,500 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 公募を実施

2823 （株）日立製作所
ＨａｐＭａｐミラーサーバ運用支援およ
びゲノムブラウザー調査

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,418,000 随意契約
同社は、本サーバを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本サーバの運用
支援に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

2824 ニューヨーク州立大学
【外貨払】超伝導量子ﾋﾞｯﾄｼｽﾃﾑの研究開
発

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 5,419,156 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2825 （株）エイ・イー・エス 重点研究支援協力派遣事業費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 5,422,070 随意契約
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規定第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2826 （株）ハイネット 英文データベースデータ入力作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,424,930 随意契約
JSTのデータ入力規則を含めデータ入力のための十分な知識・スキルを有しており、JSTが
入力指示をしないでもJSTのデータ入力規則に沿った入力が可能である。（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
平成18年度で契約終
了

2827 （株）日立ハイテクノロジーズ エネルギー分散型Ｘ線分析装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.16 5,426,400 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2828 （株）博報堂
Future Dynamics手法を用いた社会問題
検討のための基礎調査

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.4 5,444,000 企画競争・公募 機構の定める随意契約の限度額を下回るため（会計規程第３４条第２項第1号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの
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2829 ダイキン工業（株）
材料開発シミュレーション統合ソフトウ
ェア　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.13 5,460,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2830 （株）ライフテック
ハイスルプットDNAプリンタ２号機の製作
（143　DNAﾌﾞｯｸﾁｰﾑ）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.2 5,460,000 随意契約
本装置は、既存のＤＮＡプリンタの機能を拡張したものであり、既存ＤＮＡプリンタとのハード
面、ソフト面での互換性が要求される。他の業者では既存ＤＮＡプリンタとの互換性の確保
が困難であり、競争を許さないため。(会計規程第34条第2項の（1））

見直しの余地あり
平成20年以降当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

2831 （学）高知工科大学
H18顕-1-179(高知工科大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 5,460,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2832 フジ・インバック（株） 低温チャンバー改造
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.3.2 5,460,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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2833 （株）ベンチャーラボ ＪＳＴ管理特許の評価
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.1 5,481,000 企画競争・公募
企画競争の公告を行い、参加業者の提案書（企画書）を審査し、契約相手方を決定した（会
計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

2834 アンリツ（株）
シンセサイズドＣＷジェネレータ
ＭＧ－３６９４Ｂ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.10 5,481,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2835 （株）ニュートリノ
書籍代　2006年外国雑誌(会議資料）の購
入

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,495,630 随意契約

会議資料はその発行状況の特殊性により収集が難しいが、継続的に迅速に確実に到着し
なければならないこと等により、これらを専門的に取り扱う業者を介することにより、安定した
到着をはかることが必須条件である。（株）ニュートリノは長年会議資料を取引している取次
書店で、取引経験が豊富で安定供給が望める。（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2836 伊藤忠テクノサイエンス（株）
顧客認証ｼｽﾃﾑ及び予稿集全文DB運用
ｻｰﾊﾞ保守

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 5,503,260 随意契約
本業務実施にあたっては、導入機器に関する高度な知識と経験が必須である。安定運用の
ためには継続した保守が必要である。契約の相手方以外の者から調達したならば既調達物
品等の使用等に著しい支障が生ずるおそれがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2837 ユサコ（株）
書籍代　2006年外国雑誌(会議資料）の購
入

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,512,500 随意契約

会議資料はその発行状況の特殊性により収集が難しいが、継続的に迅速に確実に到着し
なければならないこと等により、これらを専門的に取り扱う業者を介することにより、安定した
到着をはかることが必須条件である。（株）ユサコは長年会議資料を取引している取次書店
で、取引経験が豊富で安定供給が望める。（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2838 （株）東栄科学産業 段差・表面あらさ・微細形状測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.20 5,513,445 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2839 （株）三菱総合研究所
委託開発の成果「青色発光ダイオード」
の経済波及効果に関する調査

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.7 5,516,713 随意契約 企画コンペ実施（会計規定第34条第2項1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2840 （財）未来工学研究所
【日米】委託研究費　　財団法人
未来工学研究所（船橋)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,533,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施
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2841 （株）アーティセル・システムズ
H18顕-3-039(アーティセル・
システムズ)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 5,540,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2842 （株）日立製作所 ReaD稼動維持支援作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,565,000 随意契約
同社はH9年度に競争入札によりシステムの開発を落札した業者であり、システムの構成、
プログラムに精通した唯一の業者であるため。（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2843 （学）高知工科大学
H18顕-1-123(高知工科大学)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 5,580,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2844
（株）レイテック 特許出願支援制度に基づく特許の目利き

業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,586,000 随意契約
先行技術調査の実績、的確な人材の確保、守秘義務等の要件を満たす業者が他になかっ
たため、契約相手先として選定。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（一般競争に移行(19年
度実施済み)）

2845
（財）かずさディー・エヌ・エー研
究所

委託研究契約（青木）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.9.29 5,590,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2846 （学）立命館
H18顕-3-168(立命館大学)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 5,597,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2847 （株）ジェー・エー・シー 実験動物飼育管理作業　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.29 5,638,500 随意契約
契約の相手方は、既存の建物賃貸借契約等によって指定された業者であり、競争に適しな
い随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2848
Ｃｅｎｔｒｅ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　ｄｅ　ｌａ　Ｒｅｃ
ｈｅｒｃｈｅ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｑｕｅ

共同研究　光を用いた量子情報システム
の研究

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 5,662,639 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2849 メディアアート（株）
科学技術･理科教育のための革新的なﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙ教材内容修正作業(cp0150･cp0150a)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.13 5,670,000 随意契約
既存システムからの機能の独立、管理ツールの改修作業等、既存システムを構築した者が
構築することが効率的であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2850 （株）日立製作所
平成１８年度　文書管理システム運用支
援

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,670,000 随意契約

平成13年度に競争入札により導入した文書管理システムの開発実績を有し、システムの詳
細仕様・設計について熟知している。また、これまでの運用支援業務の契約実績を有してお
り、安定的かつ効率的な業務遂行が期待できる。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

2851 ＮＴＴコミュニケ－ションズ（株） DNS/Mailｻｰﾊﾞ運用支援
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,670,000 随意契約

運用の対象となる機器は、H13年度、H14年度に契約相手先が導入したものであり、当該機
器に関する知識・技術に加え、JSTのネットワーク環境等に精通している。障害時には迅速
な復旧が求められるが、導入から運用まで全般的に関わっていることにより、障害の切り分
け作業に手戻りなく、早急・スムーズに対応できる唯一の業者である。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

2852 （財）日本システム開発研究所
資金・予算管理システムの運用保守
（ＥＲＡＴＯ）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 5,688,900 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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2853 エクセルテクノロジー（株） Ｎｄ：ＹＡＧレーザー　一台
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.5.26 5,717,250 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2854 コヒレント・ジャパン（株） 再生増幅器　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.28 5,722,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2855
（株）ハーモニック・ドライブ・シス
テムズ

アーム搭載用軽量ハンド　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.5 5,728,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2856 三菱重工業（株） 委託研究契約(岩村)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.8.1 5,755,500 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2857 コヒレント・ジャパン（株）
リング共振器型ＣＷ波長可変Ｔｉ：Ｓレ
ーザ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.15 5,755,575 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2858 住ベ・筒中テクノ（株） 研究者調査および名簿作成作業
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.28 5,757,160 随意契約
本作業は、正式な所属機関名称・部署・連絡先等の調査、重複の除去、同姓同名者の判断
を効率的に実施する必要があるが、契約の相手方は経験が豊富で体制も整っており、効率
的に作業ができる（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

2859 （株）帝国データバンク 企業調査に係る役務提供
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,768,000 随意契約
(株)帝国データバンクは、創業以来100年の実績をもつ企業で、高度な調査ノウハウと膨大
な情報を有しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2860 スペクトラ・フィジックス（株） ＬＤ励起ＣＷグリーン固体レーザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.27 5,769,750 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2861 浜松ホトニクス（株） プログラマブル位相変調ユニット　２台
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.28 5,785,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2862 （株）キャディックジャパン B2F電算機空調機分解整備工事
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.26 5,827,500 随意契約
対象機器の整備点検等を契約相手先が取り扱ってきており、良好な作業を実施しているこ
とから同社を選考することが、品質の保持上からも適切である。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2863 住金コスモプランズ（株） 特許検索及び文献検索(1)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 5,836,950 随意契約
本作業は、特許検索と文献検索の双方に精通・熟練していることが必要である。契約の相
手方は技術的にも、体制的にも整備されており、短期間で効率的に作業遂行できる。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約

2864 （株）東栄科学産業 分光システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.17 5,848,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の納品地区における唯一の販売代理店であり、他の代
理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2865 公立大学法人大阪府立大学
共同研究「がん-ﾎｳ素中性子捕捉療法に

適化された10B-ﾎｳ素ﾅﾉｸﾗｽﾀｰ化合物
の

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 5,865,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

2866 （株）秀光 麹町スクエア２Ｆ／３Ｆ内装工事
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.6.23 5,880,000 随意契約

麹町スクエア賃貸借契約第１６条（原状変更）では、賃借人が賃貸物件の原状を変更しよう
とする時は「賃借人または賃借人の指定する施工業者に発注する」と定められており、同社
はこれに該当する。また予定している内装工事は従来から当センターが施行している内容と
趣を一にしインテリアイメージや内装に一貫性が求められる。同社は当センター開設時から
内装工事を請け負っており、インテリアイメージを熟知している。更に工事スケジュール策定
においてもＪＳＴの要求条件等を十分に把握しているため、事前の作業内容の確認、指示等
を省力化でき、合理的かつ効率的に実施することが期待できる。（会計規程３４条２項１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2867 京菱ケミカル（株）
リグノフェノール誘導体の精製プロセス
検討

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.1 5,880,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2868 （有）ティーアイ・コムネット
映像コンテンツ「It Could Happen Tomo
rrow」の放映権購入および日本語版制作

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.15 5,880,000 随意契約 日本における独占的放映権を有するため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2869 （株）プロ・ディバイス
高速液体クロマトグラフ・アライアンス
蛍光ＵＶシステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.28 5,901,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2870 （株）ザ・コンベンション
第３回JST-SENTANｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ事務局運営
委
託費

分任契約担当者　戦略的創造事業
本部長　北澤　宏一

H18.5.2 5,917,255 随意契約 事業の運営上、専門的知識を必要とする（会計規程第34条第2項第5号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2871 富士通（株） ReaD運用支援作業（統合検索）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,919,480 随意契約
同社はH10年度に競争入札によりシステムの開発を落札した業者であり、システムの構成、
プログラムに精通した唯一の業者であるため。（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

2872 日立キャピタル（株）
ﾅﾉｻｲｽﾞ構造体観察分析ｼｽﾃﾑのﾘｰｽ（347
融合性骨修復材料ﾁｰﾑ）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,922,000 随意契約
平成16年度にリース契約をした業者であり、当該機器を継続して賃貸するなどのため、競争
を許さないため。(会計規程第34条第2項の（1））

見直しの余地あり
平成20年以降当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

2873 富士通（株） 電子公募システム用Firewall運用保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,922,000 随意契約

本件は、Firewallの導入・設置を行った業者であり、導入環境を熟知している。また、H13年
度に入札により導入したFirewallの後継機に相当するもので、今までの作業実績について申
し分ない。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

2874 岩波映像（株）
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作⑤｢ﾊﾞｰﾁｬﾙ旅行記～科学
的
ｷｭﾋﾞｽﾞﾑの世界～」(仮題）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 5,922,000 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

2875 （株）キーエンス デジタルマイクロスコープ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.15 5,922,420 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2876 北海道和光純薬（株） 糖鎖分析用ＨＰＬＣシステム
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.24 5,926,147 随意契約 不落随意契約(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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2877 三精システム（株） μＲＭＴＰ　Ｓｉｐ評価用基板開発
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.20 5,932,500 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2878 （株）ケーエーシー
実験動物飼育管理業務（１８年４月～１
９年３月）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 5,934,600 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2879 三井情報開発（株）
標的タンパク質アミノ酸フラグメント配
列抽出システム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.1 5,942,821 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2880 寶紙業（株） 賃借料・共益費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 5,953,500 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2881 （株）三笑堂 表面プラズモン共鳴バイオセンサー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.30 5,953,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の納品地区における唯一の販売代理店であり、他の代
理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2882 （株）三菱化学生命科学研究所 委託研究契約(後藤)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 5,954,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2883 （株）インデコ 高分解能波長計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.13 5,964,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2884 （株）プレンティ
映像コンテンツ制作「科学医療フロンテ
ィア」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.12 5,969,040 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2885 （株）ＮＴＶ映像センター
映像コンテンツ制作「ドキュメント！人
工臓器」の制作

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.28 5,969,880 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2886 （有）アイペック ｢情報管理｣Vol.49の印刷･製本
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 5,973,765 随意契約
本作業は、短期間に印刷・製本を行う必要があり、体制の構築、効率的な作業が求められ
る。契約の相手方は十分な実績、体制をもち、業務遂行の能力を有している（会計規程第
34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

2887 （株）映像館
映像コンテンツ制作「サイエンスに国境
はない！」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.28 5,985,000 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2888 （株）ＮＴＶ映像センター
映像コンテンツ制作「Message from
 Scientists」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.14 5,985,000 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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2889 （株）ウイルアライアンス
JSTバーチャル科学館コンテンツ制作「
ライフ･メーター」（仮題）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.27 5,985,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制作であり、
実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

2890 （株）テレパック
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作「はばたけ！未来のｻｲｴﾝ
ﾃｨｽﾄ｣

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.16 5,985,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された映像コンテンツの制作で
あり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

2891 富士通（株） ＷＬＰサーバの機器増強
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.8 5,985,000 随意契約
Ｗｅｂラーニングプラザのシステムを構成する主要な機器の生産ならびに導入を行っており、
機器、システム構成、ネットワーク設定に知悉している。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

2892 （株）日本リサーチセンター
ホームページ情報がリスク管理組織に
対する信頼に及ぼす影響調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.1 5,985,000 随意契約
企画競争を行った結果、当該契約相手先の企画が も契約の目的を達成できると判断した
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2893 ダイドー（株） 自動位置決め直交ロボットシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.13 5,985,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2894 （株）プレンティ
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作⑯｢今、そこにある放射線
｣(仮題)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 5,991,300 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された映像コンテンツの制作で
あり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

2895 （株）真壁技研 特殊金型の製作
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.22 5,995,500 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2896 ウィルワン（株）
平成17年度サイエンスチャンネル事業
に関する調査

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,995,500 随意契約
本調査は多年度にわたって経年分析を行う必要があり平成14年度からサイエンスチャンネ
ル事業に関する調査を実施してきた同社以外に実施できないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

2897 ウィルワン（株）
平成17年度サイエンスチャンネル事業
における原子力関連番組に関する調査

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 5,995,500 随意契約
本調査は多年度にわたって経年分析を行う必要があり平成14年度からサイエンスチャンネ
ル事業に関する調査を実施してきた同社以外に実施できないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（２０年度契約から）

2898 （株）池田理化
プロイディーアナライザー（ＰＡ－ＳＰ
１０３・Ｐａｒｔｅｃ）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.15 5,998,860 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2899 （株）トヤマ 飛行時間型質量分析装置　　　　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.10 5,999,700 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2900
（株）パトリス 特許情報オンラインシステム（パトリス）

の利用
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 6,000,000 随意契約
平成４年以前の日本の特許情報をオンラインで提供している業者が他にないため、契約相
手先として選定。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2901 （学）慶應義塾 委託研究　慶應義塾　３件
分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.8.28 6,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

2902 日軽金アクト（株）
H18顕-1-011(日軽金アクト)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 6,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2903
ＢＢＣワールドワイドジャパン
（株）

映像コンテンツ「Time（仮称）」の日本
語版制作および放映権購入

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.5 6,000,000 随意契約 日本における独占的放映権を有するため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2904 ケースレーインスツルメンツ（株） 半導体特性評価システム　4200-SCS型
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.22 6,025,740 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2905 浜松ホトニクス（株） 有機ＥＬ量子収率測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.7 6,037,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2906 日本分析工業（株） リサイクル分取ＨＰＬＣ装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.27 6,037,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2907 スペクトラ・フィジックス（株） LD励起CWｸﾞﾘｰﾝ固体ﾚｰｻﾞｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.1 6,047,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2908 （財）航空宇宙技術振興財団
【日中】委託研究費　　財団法人
航空宇宙技術振興財団(鈴木)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 6,050,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

2909 足利工業大学
【日中】委託研究費　　足利工業大学
(牛山)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 6,050,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

2910 宮野医療器（株） 超高感度瞬間マルチ測光システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.26 6,056,400 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2911 （株）紀伊国屋書店
スーパーサイエンスハイスクール
（ＳＳＨ）へのＪＤreamの導入

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 6,063,750 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された役務であり、契約相手方
はＳＳＨへJ-Dｒｅａｍを導入したうえ、当該ＳＳＨに対し研修会を開催した実績を有するため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2912 （株）日本総合研究所
生体センシングに関する先端技術動向の
調査　一式

分任契約担当者、研究領域総合運
営室長、日夏健一

H19.2.5 6,066,060 随意契約
本調査にあたっては、同社にて先行して行ったセンシング技術全体の調査との俯瞰が重要
であり、調査手法や結果を有効に用いた調査が必要となることから、一般競争に付すことが
適さないため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2913
（株）日本コンピューティングシス
テム

ワークステーション　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.1.6 6,079,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2914 日本電気通信システム（株） 量子暗号用システム開発
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.28 6,084,750 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

2915 （財）日本科学映像協会
第５回全国こども科学映像祭にかかる運
営実施業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.7 6,110,000 随意契約
こども科学映像祭の企画募集を効率的に行うノウハウがあり、映像作品の選定行為がで
き、表彰を実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2916 アジレント・テクノロジー（株） ネットワークアナライザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.12 6,118,665 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2917 （株）エイエルエステクノロジー 高真空蒸着装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.13 6,127,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2918 日本技術貿易（株） 特許検索及び文献検索(4)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 6,136,830 随意契約
本作業は、特許検索と文献検索の双方に精通・熟練していることが必要である。契約の相
手方は技術的にも、体制的にも整備されており、短期間で効率的に作業遂行できる。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約

2919 大星ビル管理（株） 領域事務所賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 6,149,508 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2920 ブルカー・バイオスピン（株） DMX600型NMR装置1式の移設作業
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.13 6,163,500 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2921
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株

超電導マグネットシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.22 6,195,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2922 カリフォルニア工科大学 【海外】共同研究契約（岡本）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.10.1 6,211,400 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2923 （株）アイカム
エントロピー制御プロジェクトビデオの
制作

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.17 6,259,000 企画競争・公募
契約の相手方は企画競争方式により 優秀の評価を審査委員会で得られたことによって選
定された者であり、競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2924 （株）ユニソク
低温ＡＦＭ測定システム用アクセサリー
キット　　１式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.22 6,290,550 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2925 （株）大倉理研 メタン改質装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.16 6,300,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2926 オリエンタル酵母工業（株）
Ｃ５７ＢＬ６系ＡＢＣＡ５遺伝子ノック
アウトマウスの作出業務

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.5 6,300,000 随意契約

目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする他、研究成果の正確性・品質
を継続的に保持するためには、同品質のマウス繁殖及び同条件の飼育が必要であり、競争
に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

18

2927 日本電子（株）筑波支店
JEM-2100F型　透過電子顕微鏡保守契約
　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.1 6,300,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

2928 （株）情報数理研究所 負荷対策のためのWLPｻｰﾋﾞｽ改修
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.8 6,300,000 随意契約
アクセス集中への負荷対策を行うものであり、システムの利用状況、内部仕様・構成等に熟
知している必要がある。契約相手先は、「Ｈ１７ＷＬＰ運用サービス支援」、「ＷＬＰ可用性向
上のためのサービス機能変更」等を受注している。（会計規定第３４条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

2929 （株）東栄科学産業 ＣＣＤ分光システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.8 6,300,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2930 日本カンタム・デザイン（株） 交流磁化率測定用オプション　一台
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.9 6,300,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2931 （株）日本総研ソリューションズ
ﾊﾞｲｵﾚｵｼﾐｭﾚｰﾀ用ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
可視化及び大規模データ対応追加業務

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 6,300,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2932 （株）ニュートリノ
2007年発行外国逐次刊行物の購入（会議
資料・後払い）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.1 6,300,000 随意契約

会議資料はその発行状況の特殊性により収集が難しいが、継続的に迅速に確実に到着し
なければならないこと等により、これらを専門的に取り扱う業者を介することにより、安定した
到着をはかることが必須条件である。（株）ニュートリノは長年会議資料を取引している取次
書店で、取引経験が豊富で安定供給が望める。（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2933 三菱スペース・ソフトウエア（株）
構造あてはめ計算実行用大メモリコンピ
ュータシステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.6 6,331,500 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

2934 （株）クリーン工房 本部建物清掃業務契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 6,334,020 随意契約

ＪＳＴが入居するビルの86.5％を所有する他社がビル管理規約に基づき、ビル共用部清掃
の契約相手先に㈱クリーン工房を指定し、同社にのみ清掃作業員の控え室利用を認めてい
る。また、ビルに入居するテナントの専用部内清掃についても同社を指定している。
このため、ＪＳＴのみ専用部内の清掃を他社に業務委託することはできない。
契約相手先はフロアの施設設備の内容にも十分に精通していることから、手戻り無い業務
遂行が期待できる。平成17年度も請け負っており、円滑に遂行している実績があり、業務の
効率化が期待できる。（会計規程第３４条第２項１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2935 北海道和光純薬（株） タンパク質精製装置
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.24 6,369,350 随意契約 不落随意契約(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

2936 （株）横浜国際平和会議場
「平成１８年度スーパーサイエンス
ハイスクール研究発表会」の会場手配

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.24 6,396,600 随意契約
生徒研究会会場は、契約相手方が運営管理しているため。（会計規程第３４条第２項第１
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2937 ジャスコサポート（株） 分析用高速液体クロマトグラフ
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.29 6,405,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2938 日本電子（株） コールドスプレーイオン源
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.4 6,408,675 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2939 ライミス（有） ファイバーレーザーシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.8 6,411,825 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2940 ライミス（有） KOHERASﾌｧｲﾊﾞｰﾚｰｻﾞｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.1.17 6,411,951 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2941 （株）日立情報システムズ MC5カスタマイズ支援作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.1 6,447,000 随意契約
既に調達済みの特許管理システムの改良に関する業務であり、本システムの著作権は製
造業者である(株)日立情報システムズが有しているため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2942 国立長寿医療センター
H18顕-1-113(国立長寿医療セ
ンター研究所)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 6,450,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（18年度か
ら）

2943 サブリース（株） 戦略事務所賃借料（情報社会）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 6,451,824 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2944 （財）東京都予防医学協会 定期健康診断等
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 6,471,864 随意契約
職員の健康管理のため経年で健康状況を把握する必要があり、本契約先に過去のデータ
が蓄積されている。（会計規程３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
19年度競争入札に移
行済み

単価契約

2945 新日鉄ソリューションズ（株） 東京本部B2Fマシン室 LAN配線工事
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.26 6,489,000 随意契約
契約相手方はJST東京本部ＬＡＮ工事の落札実績を有することから機密情報であるＬＡＮ情
報を保有管理しており、情報漏洩防止やＬＡＮ管理業務効率化の観点から同社が実施する
ことが適当であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2946 （株）キティー
委託研究（平成18年度革新事業、㈱キテ
ィー）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 6,500,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

2947
メディカルシステムコンサルタン
ト（株）

文献データベース作成に関する情報利用
料

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 6,500,000 随意契約

本契約先には文献データベース作成作業を発注しており、その作業仕様書中で｢JSTが貸
与する作業用資料等｣のひとつとして｢品質保持のための文献データベース利用｣を定めて
いる。抄録作成及び校閲索引作業における品質保持及び作業効率向上のため、本契約先
が利用する文献データベース等の情報利用料について、JSTが負担するものである。（会計
規定第３４条第２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

12

2948 横浜市立大学
委託研究契約（公立大学法人横浜市立
大学）

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.4.1 6,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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2949 清華大学 黄河流域の水利用・管理の高持続化
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 6,500,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2950 日本電気（株） 委託研究契約（宮本）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 6,500,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

2951 生駒ティビーエム（株） ナノテク融合　事務所賃借料（年契）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 6,503,170 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2952 （株）サンエストレーディング 単一光子検出器　２台
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.6 6,510,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2953 アルバックイーエス（株）
走査トンネル顕微鏡用超高真空容器　一
式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.16 6,510,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2954 （株）サンエストレーディング 単一光子検出器　２台
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.19 6,510,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2955 隆祥産業（株） 超臨界洗浄・乾燥装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.9 6,510,000 随意契約 特許権等の排他的権利が存在する随意契約（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2956
（株）千里ライフサイエンスセン
ター

領域事務所賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 6,514,200 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2957 明昌機工（株） ナノインプリント用アライメント装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.5 6,520,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2958 （株）インフラレッド
遠赤外ゲルマニウムボロメーター検出装
置　１式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.25 6,541,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2959 日本分光（株） フーリエ変換赤外分光光度計　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.25 6,552,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2960
メディアアナライザーソフトウェア
＆リサーチ

委託研究契約「選好判断課題法のコンサ
ルティングとデータ解析」

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 6,559,960 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2961
（株）日立製作所公共システム営
業統括本

「安全で快適な都市環境を支える昇降機
技術」技術者Web教材制作

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.25 6,562,500 随意契約 企画コンペにより選定された教材制作のため（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

次回以降の教材制作は企画競争にて実
施（H19年度より実施済み）。

2962
（株）日立製作所公共システム営
業統括本

「燃料電池基礎知識」技術者Web教材
制作

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.25 6,562,500 随意契約 企画コンペにより選定された教材制作のため（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

次回以降の教材制作は企画競争にて実
施（H19年度より実施済み）。

2963
サーモフィッシャーサイエンティ
フィック（株）

フーリエ変換赤外分光装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.5 6,562,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2964 福伸工業（株） 真空乾燥装置
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.2 6,573,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2965 （株）映像館
「原理から横断的に学ぶバイオ実験」
技術者Web教材制作

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.25 6,583,500 随意契約 企画コンペにより選定された教材制作のため（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

次回以降の教材制作は企画競争にて実
施（H19年度より実施済み）。

2966 三精システム（株） ＲＭＴＰコンパクトＰＣＩ基板開発
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.19 6,583,500 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2967 アジレント・テクノロジー（株） 多チャンネルＴＤＤＢ測定システム
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.26 6,614,265 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2968 （株）日建設計
日本科学未来館　１階改修工事設計監理
業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.29 6,615,000 随意契約

本業務は未来館１階改修工事の設計監理を行う者であるが、本業務を安全かつ効果的に
推進するためには、未来館の構造に熟知した者が実施設計及び工事管理業務を行うことが
不可欠である。よって改修箇所の設計を行った（株）日建設計が業務を行うことが 適であ
るため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

2969 エクセルテクノロジー（株） 波長可変パルスレーザー光源
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.27 6,615,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2970 （株）インデコ 単一周波数光源用倍波ユニット
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.1 6,636,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2971 （株）バイオット 動物細胞培養用バイオセンサー
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.8 6,662,250 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2972 東京建物（株） 領域事務所賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 6,664,884 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5



様式３－２
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契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
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所属する部局の名称及び所在地
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結した日
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契約
種類
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

2973 東京建物（株） 領域事務所賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 6,664,896 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2974 東京建物（株） ナノ構造体材料　事務所賃借料（年契）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 6,664,908 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2975 東京建物（株） 自己組織　事務所賃借料（年契）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 6,664,908 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

2976 （株）三菱総合研究所
平成18年度SPPアンケート調査結果等の
集計と分析

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.14 6,667,500 随意契約
本調査は多年度にわたって経年分析を行う必要があり平成14年度からＳＰＰ事業に関する
調査を実施してきた契約相手方以外に実施できないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（２０年度契約から）

2977
（財）大阪科学技術センター 平成１８年度特許化支援の協力に関する

業務（関西地区）
分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 6,670,000 随意契約

本業務は大学等からの発明等の極めて重要な情報、資料を扱うため、高度な守秘義務を求
めうる必要がある。また、特許主任調査員の業務を円滑にサポートする観点から科学技術
情報、特許関連の一般的な知識、関西地域の大学知的財産本部等の情報に精通している
必要がある。財団法人大阪科学技術センターは本業務に必要な知識と経験を豊富に有して
いる。また過去にも機構との取引実績があり、信頼しうる機関であるため、契約相手先とし
て選定。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2978 日立キャピタル（株）
帳票出力用ﾚｰｻﾞﾌﾟﾘﾝﾀ(4569LPS）の賃貸
借

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 6,678,000 随意契約 当該機器を前年度に引き続きリースするもの。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2979 アイエックス・ナレッジ（株） ReaDシステムオペレーション作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.17 6,678,000 随意契約
同社はH10年度に競争入札により同業務を落札し、その後継続して同業務を受注している
業者であり、システムの構成、プログラムに精通した唯一の業者であるため。（会計規程34
条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（19年度実施済み）

2980 （株）クリスタルシステム 内熱式高圧酸素電気炉
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.24 6,709,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2981 大塚電子（株）
コロイド粒子の粒径及び粒径分布測定装
置　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.23 6,720,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2982 三菱スペース・ソフトウエア（株） モデルデバッガ開発　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.6 6,720,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2983 三菱瓦斯化学（株） 人工光合成パネル
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.26 6,720,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2984 富士通（株） 平成18年度　日化辞Webシステム支援
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 6,741,000 随意契約

日化辞Webｼｽﾃﾑの文字列検索部分のソースプログラム(shunsaku)の著作権は富士通(株）
が有しており、また、化学構造検索部分のソースプログラム(ChemOffice（ｹﾑﾌﾞﾘｯｼﾞｿﾌﾄ）)の
日本での販売ライセンスを取得している。これらのソフトを有する公開システムにおいて、OS
及びソフトフェアの脆弱性への対応及びシステムの更新については、既存システムに影響
するか否かをテストし、適切かつ迅速に対応しなければならない。これらが可能なのは同社
以外にないため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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2985 中央青山監査法人
平成１７年度会計監査契約（第３期
）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 6,742,050 随意契約
独立行政法人通則法第４０条に基づき、主務大臣が選任した会計監査人と契約する必要が
あるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（主務
大臣による選任前の作
業として）

2986 サーモエレクトロン（株） 偏光変調赤外分光測定ユニット
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.4 6,783,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2987
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ（株）

Google 検索アプライアンスにおける
検索表示インターフェースの開発

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.23 6,799,800 随意契約

既に調達しているGoogle検索アプライアンス本体(ハードウェア（ソフトウェア込）のホスティン
グ契約）のXSLTスタイルシート等を改造するため、ハードウェアの運用・保守と本件の切り
分けが難しく、調達の相手方以外の者から調達した場合、表示不具合やマシン負荷などが
生じた場合、責任範囲の検証に時間を要し、運用に支障が生じるため。
（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

2988 （株）アイ・ピ－・レボル－ション ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 6,804,000 随意契約
本件は高品質、高度な知識と技術、JSTとの密接な連携が必要である。本サービスはH15
年度に契約相手先から調達し、良好な運用実績がある。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（18年度に入札実施
済）

2989 （株）井元製作所
ＢＳＨ点滴液自動封入装置一式（井元製
作所製特別仕様）

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.29 6,804,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2990 大陽日酸（株） 有機金属気相成長装置ライン変更工事
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.25 6,825,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

2991 （株）三菱総合研究所 WLPシステム将来像構築のための調査
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.16 6,831,300 随意契約 企画コンペにより選定された調査のため（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

2992 慶応義塾大学信濃町キャンパス 共同研究費（慶應義塾大学）
分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.4.1 6,842,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

2993 （財）ファインセラミックスセンター
H18顕-2-054(ファインセラミ
ックスセンター)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 6,864,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

2994 富士通（株） 東京本部用Fire-wallｼｽﾃﾑ保守
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 6,873,300 随意契約

機器導入業者による保守・運用支援業務であり、調査必要時、障害時等の対応を非常にス
ムーズに行う必要がある。導入から運用まで全般的に関わっていることにより、障害の切り
分け作業に手戻りなく、早急・スムーズに対応できる唯一の業者である。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

2995 （株）リガク 単結晶四軸Ｘ線解析装置AFC-7R/LW改造
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.9 6,881,700 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2996 （株）ＮＢＦオフィスマネジメント
ナノテクデバイス　事務所賃借料（年契
）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 6,890,064 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5
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2997 アジレント・テクノロジー（株） 高速書き込みフラッシュ評価装置
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.11 6,907,425 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2998 ジェノダイブファーマ（株） マイクロサテライトマーカー設計作業
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.24 6,909,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

2999 （株）日立製作所
JDreamDaily及びJDreamPetitの稼働維持
作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 6,930,000 随意契約

本作業は、有料サービスであるJDreamDaily及びJDreamPetitの安定運用かつ品質維持の
ため、運用環境についての十分な知識・ノウハウの把握、障害発生時の迅速な対応の実施
が必要とされる。契約の相手方は、本システムの設計・開発を実施し、その運用に関する知
識・技術を持っており、契約の相手方以外の者から調達したならば既存システムの使用等
に著しい支障が生ずるおそれがある。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3000 東芝ソリュ－ション（株） 平成18年度　新研究情報DB保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 6,930,000 随意契約

契約相手先は、システムの開発及び改造の実績を有し、システムの仕様を熟知している。そ
のため、安定的かつ効率的な業務遂行が期待できる。（ハードウェア機器保守は納入業者
に絞られる）
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3001 （株）三菱総合研究所 失敗知識活用ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催支援
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.2 6,930,000 随意契約
平成１５年「企業等における失敗知識活用についての調査」等を実施し、失敗知識データ
ベースに関する十分な知見をもち、またＤＢ利用者の職層、意識等を把握している。（会計
規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

3002 萬方数據有限公司
（外貨）万方数据英漢-漢英科技大詞庫の
データ購入

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.18 6,979,200 随意契約

日中中日機械翻訳プロジェクトに携わるものに対して人数制限なしで電子媒体での利用を
許諾し、二次加工品の著作権をＪＳＴが所有可能という条件にかない、大規模で科学技術全
分野の中英対訳辞書を有している機関はＪＳＴ調べでは同社しか存在しない。（会計規程第
34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3003 （株）三啓
レーザーオプティカルセクショニングシ
ステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.1 6,981,450 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3004 ダイキン工業（株）
ｿﾌﾄｳｪｱ：Materials Studio QM Solid ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.5 6,982,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3005 日本電子（株）
オートチューニング機能付多核種高周波
信号発生ユニット

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.30 6,998,250 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3006 （株）三菱総合研究所 ライナック用線量計算エンジンの改良
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H17.12.1 7,000,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3007 （財）国際科学振興財団
【日中】委託研究費　　財団法人
国際科学振興財団（前川）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 7,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

3008 ワシントン大学 植物発生における細胞間シグナリング
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 7,000,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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3009
ＥＣＯＬＥＮＯＲＭＡＬＥＳＵＰＥＲＩＥ
ＵＲＥ

エコール・ノルマル・シュパリオール
委託研究

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.6.30 7,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3010 日本弁理士会
｢技術者のための知的財産入門」に関す
るWeb教材制作の委託

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.10.16 7,000,000 随意契約
教材制作には当該分野の専門知識に加え、研修・啓発活動等を踏まえた教材企画能力が
必要である。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

次回以降の教材制作は企画競争にて実
施（H19年度より実施済み）。

3011 ヤマト科学（株）
ＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ社製段差・表面あ
らさ・微細形状測定装置

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.7 7,003,396 随意契約 不落随意契約(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3012 新日鉄ソリューションズ（株） OAﾒｰﾙｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑ保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 7,018,620 随意契約

契約相手先は、昨年度における契約実績を有し、JSTにおける業務内容を熟知している。ま
た、高度な技術力を有しているとともに、リモート保守センターも有しており障害時の対応が
スムーズなことが期待できる。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

3013 （株）アバンセ 中性子偏極装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.2 7,035,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3014 ナノテック（株）
ＣＳＭ　Ｎａｎｏ　Ｔｒｉｂｏｍｅｔｅ
ｒ

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.8 7,035,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3015 （株）アド・サイエンス 蛋白質導電性測定評価ﾕﾆｯﾄ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.14 7,045,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3016 日本電子（株） 委託研究契約（大藏）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 7,048,400 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3017 日本ビーコ（株） 走査型トンネル顕微鏡システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.6 7,100,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3018 （株）朝日新聞社
国際科学技術ｺﾝﾃｽﾄ支援事業｢ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅ
ﾙｻ
ｲｴﾝｽ&ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌｪｱ｣

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 7,130,000 企画競争・公募
公募により選定されたコンテストの事務局を務める契約相手方に対する支援期間中である
ため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3019 （株）ファースト
科学技術･理科教育のための革新的な
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材内容修正作業(ID:cp0110)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.13 7,140,000 随意契約
既存システムからの機能の独立、管理ツールの改修作業等、既存システムを構築した者が
構築することが効率的であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3020 （株）日本ローパー 長波長アレイ分光システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.26 7,140,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3021 コトーネ・キャピタル（有）
ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ2階事務室
の賃貸借

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 7,141,824 随意契約
サイエンスプラザは東京本部の所在地で、供給者が一に特定される賃貸借契約のため
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3022 旭化成アミダス（株） データ整備（物索）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 7,150,500 随意契約

作業基準の精通､専門分野・言語等の処理体制確保､日本化学物質辞書特有の命名修得
の観点による。
他業務である文献データベース作成工程及び作業期間に支障を来すことなく論文を元に当
辞書データを作成できる機関は他にないため（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3023 （財）大阪科学技術センター
重点地域研究開発推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(プラザ
大阪分室）に係わる業務協力

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 7,200,000 随意契約
関西地域における産学官の強力なネットワークを有し、当該地域での産学官連携機関との
連携・調整能力に長け、地域イノベーション創出総合支援事業について、広く普及・協力でき
る体制を有していることによる契約（会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3024 （株）ＡＴＰ
インサイチューハイブリダイゼーション
用試薬

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.17 7,207,200 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の納品地区における唯一の販売代理店であり、他の代
理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3025 （ＮＰＯ）エコデザイン推進機構
委託研究契約（林チーム　エコデザイン
推進機構　林先生）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.10.20 7,215,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3026
ヤマト運輸（株）一番町宅急便セ
ンター

宅配便の利用（ヤマト運輸）　　18年4月～
19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 7,229,000 随意契約
本業務は、円滑、確実な業務遂行が必要であるが、契約の相手方は、全国ネットが完備さ
れていること及び事務所の至近に集配センターがあり緊急対応が可能なことから、業務遂
行能力を有している。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

3027 （社）日本技術士会
「事例に学ぶ技術者倫理」に関するWeb
教材制作の委託

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.6.5 7,234,000 随意契約
教材制作には当該分野の専門知識に加え、研修・啓発活動等を踏まえた教材企画能力が
必要である。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

次回以降の教材制作は企画競争にて実
施（H19年度より実施済み）。

3028 若林不動産（株） ｴﾈﾙｷﾞｰ　事務所賃借料　(年契)
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 7,234,020 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3029 若林不動産（株） 環境保全ナノ　事務所賃借料　(年契)
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 7,234,164 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3030 （株）キャディックジャパン コンパクト型空調機分解整備工事（８F)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.17 7,245,000 随意契約
対象機器の整備点検等を契約相手先が取り扱ってきており、良好な作業を実施しているこ
とから同社を選考することが、品質の保持上からも適切である。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3031 三井鉱山マテリアル（株） レンズシステム部品　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.5 7,245,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3032 （株）先端赤外 遅延ステージシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.29 7,269,097 随意契約 不落随意契約（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
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結した日
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3033 オリエンタル酵母工業（株）
遺伝子改変マウスのＳＰＦ化および飼育
委託（維持・繁殖供給）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.3.13 7,270,200 随意契約

目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする他、研究成果の正確性・品質
を継続的に保持するためには、同品質のマウス繁殖及び同条件の飼育が必要であり、競争
に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

18

3034
Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｏｕｎｃｉｌ ｏ
ｆ Ｃａｎａｄａ

ＮＲＣ共同研究契約（海外送金）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 7,293,500 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3035
住友重機械アドバンストマシナ
リー（株）

有機太陽電池寿命評価装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.1.30 7,350,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3036 富士通（株）
科学技術ポータルサイト用統合検索機能
の開発(ReaD,J-STAGE,J-STORE)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.1 7,350,000 随意契約

既導入のパッケージソフトウェアを用いて、対象データベースを追加する調達であり、調達の
相手方が、システム全体の基本設計、詳細設計を既に実施している。調達の相手方以外の
者から調達した場合、システム全体の設計から実施することになるばかりでなく、既システ
ムと調達の相手先以外が開発したシステムとをつなぐインターフェースを更に構築する必要
があり、著しく不合理であるため。（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

3037 （株）千代田ラフト
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作「国際科学オリンピック
２００６｣(仮）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.28 7,350,000 随意契約
昨年度化学オリンピックを取材した経験を有し、取材先との関係を構築しているため。（会計
規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（２０年度契約から）

3038 アドバンストシステムズ（株）
３次元運動計測システムＯＰＴＯＴＲＡ
Ｋ　ＣＥＲＴＵＳ基本システム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.13 7,402,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3039 （株）ブライト
不活性ガス精製装置付きグローブボック
ス

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.23 7,431,900 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3040 （ＮＰＯ）ガリレオ工房
委託研究契約（特定非営利法人ガリレオ
工房　滝川T)

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.1 7,436,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 公募を実施

3041 （株）三菱総合研究所
失敗知識データベースに関する意識調査
の実施

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.15 7,455,000 随意契約
平成１５年「企業等における失敗知識活用についての調査」等を実施し、失敗知識データ
ベースに関する十分な知見をもち、またＤＢ利用者の職層、意識等を把握している。（会計
規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（次回
実施時（時期未定））

3042 宝泉（株） 雰囲気制御装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 7,455,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3043 東急不動産（株） 領域事務所賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 7,455,096 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3044 （株）ニコン・トリンブル ＲＴＫ－ＧＰＳ装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.3 7,476,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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3045
シーティーシー・ラボラトリーシス
テムズ（

発現・相互作用・パスウェイ解析システ
ム保守

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 7,484,400 随意契約
同社は本システムを納入した会社であり、本システムについて熟知している。システムの安
定した稼働を確保するにあたっては、本システムを熟知している必要があるため。（会計規
程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成２０年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

3046 （株）プレンティ
映像コンテンツ制作「U.H.O.フューチャ
ーレスキュー2061」Ⅳ

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.28 7,498,785 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3047 大日本スクリーン製造（株） ２６００スキャナ
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.5 7,500,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3048 （株）キーエンス ｵｰﾙｲﾝﾜﾝ蛍光顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.30 7,507,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3049 セコム（株） 東京本部機械警備システム更新工事
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.3.8 7,560,000 随意契約

川口本部の警備システムで採用している認証用ICカードについては、契約相手先独自の非
接触式通信制御方式となっており、役職員用ICカードの一元化を図るために、契約相手先
の警備システムにする必要がある。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3050 ニホンサンテク（株） 事象関連電位測定システム
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.24 7,560,000 随意契約
内容の専門性から、契約の目的を達成できる契約相手方が同社しか見当たらなかったため
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3051 （株）日本ローパー 高感度冷却ＣＣＤ検出器ｼｽﾃﾑ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.13 7,560,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3052 日本電子（株） 委託研究契約(吉成)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 7,590,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3053 富士ゼロックス（株）
プリンター（複合機）の保守および消耗
品代金契約

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 7,600,000 随意契約 機器の製造業者であるため（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

3054
エヌ・ティ・ティ・コミニュケーショ
ンズ（株）

技術シーズ統合検索システムの利便性向
上指向機能等追加作業

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.27 7,665,000 随意契約
稼働中システムの機能追加業務であり、開発元である同社以外から調達した場合著しい支
障を生じるおそれがある（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

3055 （株）エイエルエステクノロジー スパッタ装置（Ｅ－２００）　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.20 7,672,875 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3056 （株）中央コンピュータシステム
ﾃﾞｰﾀ管理効率化のための管理機能追加等
開発

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.7 7,699,230 随意契約
稼働中システムの機能追加業務であり、開発元である相手方以外から調達した場合著しい
支障を生じるおそれがある（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行
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3057 （株）プラント 情報資料館清掃業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 7,717,500 随意契約
Ｈ１７年度契約についてＨ１６年度に競争入札を実施を実施しため。（会計規程第34条第2項
第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（技術審査）
（２０年度契約から）

3058 （株）青森テレビ東京支社
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作⑬｢中村浩美のｴﾈﾙｷﾞｯｼｭ
ﾄｰｸ｣(仮題）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.30 7,717,500 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された映像コンテンツの制作で
あり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3059
インテック・ウェブ・アンド・ゲノ
ム・イン

一塩基多型情報データベースリンク機能
強化のための調査と開発

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.1 7,759,500 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

3060 安武科学器械（株）福岡営業所
高性能分取ＧＰＣ液体クロマトグラフシ
ステム　一式

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.7 7,770,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3061
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株

ヘリオックスインサート型３Ｈｅクライ
オスタット

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.20 7,770,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3062 （株）プレンティ
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作⑪｢体内羅針盤～放射線
が
探る内部診断の世界～｣(仮題）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 7,786,800 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された映像コンテンツの制作で
あり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3063 国立精神・神経センター 委託研究契約（中村）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 7,800,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3064 （財）高輝度光科学研究センター 委託研究契約（佐々木）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 7,800,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3065 （国研）国立循環器病センター 委託研究契約（斯波）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H19.1.17 7,800,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3066 （株）キーエンス
倒立蛍光顕微鏡オールインワン　BZ-800
0　キーエンス製

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.24 7,827,750 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3067 （株）キーエンス ｵｰﾙｲﾝﾜﾝ蛍光顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.15 7,864,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3068 みずほ情報総研（株）
粒子法によるマルチフィジクスシミュレ
ータの並列化作業

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.14 7,875,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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3069 日本電気通信システム（株） 量子暗号用システム開発
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.6 7,878,150 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3070 （株）ＡＣＴＧｅｎ
H18顕-3-370(ACT Gen)委託研
究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.1 7,885,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

3071 富士通（株）
ヒトゲノム情報統合データベースＨＯＷ
ＤＹの改良および調査

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.18 7,890,750 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

3072
日本電信電話（株）先端技術総
合研究所

７号館動物実験室賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 7,917,840 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3073 シリコンソーシアム（株） プロトタイプアナログ集積回路（IC）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.18 7,919,940 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3074 （社）未踏科学技術協会
委託研究契約（（社）未踏科学技術協会
水野）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.1 7,927,400 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3075 富士通（株）
ＪＤreamⅡシステム解析・可視化パッケー
ジ追加機能の購入

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.28 7,927,500 随意契約
既存ソフトウェアの機能追加であり、ソフトウェアパッケージ内容、プログラム内容を熟知して
いる必要がある。既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品
等の使用等に著しい支障が生ずるおそれがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3076 日本電子（株）
Ｔ１００ＬＰ　ＡｃｃｕＴＯＦ専用機能
拡張システム　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.14 7,959,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3077 （株）カイト
中国総合研究センターのオープニング記
念シンポジウムの運営業務

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.6.9 7,970,000 随意契約
同社は英語、中国語が出来、海外との調整に強いスタッフが揃っており、今回のような海外
との交渉が必要とされる国際シンポジウムには適切かつ迅速な対応が期待出来る。（会計
規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

3078
（株）日立ハイテクノロジーズ中
部支店

走査電子顕微鏡　Ｓ－３０００Ｎ
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.9 7,973,437 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3079 凸版印刷（株） 委託研究契約（中曽）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 7,974,400 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3080 （株）システムブレイン LD励起Nd:YLFﾚｰｻﾞｰ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 7,977,900 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3081 サンコール（株）
共振器中の分散を利用した光ファイバレ
ーザの試作

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.7 7,980,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3082 メビックス（株） ラットＤＢ構築
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.10 7,980,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3083 富士テレコム（株）
人事・給与システム（定時決定基礎日数
変更対応等）機能追加

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.5 7,980,000 随意契約
契約の相手方は本件システムの開発業者であり、同システムへの各種機能追加・改造は同
業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3084
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノ
ロジ（株）

意味類型パターン辞書システム改訂作業
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.28 7,980,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3085 （株）丹青社 すばる望遠鏡ﾘﾆｭｰｱﾙ業務【常設展】
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.10 7,980,000 随意契約
本業務は未来館常設展示「すばる望遠鏡」のリニューアルに係るものであるが、本展示は
(株)丹青社が詳細設計・制作を行い、現在も定期的な保守作業を行っており、既設のシステ
ム、仕様等を熟知している業者であるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3086 スペクトラ・フィジックス（株） ﾊﾟﾙｽNd:YAGﾚｰｻﾞ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.2 7,980,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3087 スペクトラ・フィジックス（株） 高繰り返しピコ秒グリーンレーザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.1 7,980,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3088 日立キャピタル（株） OA用PCの賃貸借(#14.3)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 7,982,100 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（賃貸借期間終了後の
新規賃貸借を18年度に
入札実施済）

3089 日立キャピタル（株） OA用PCの賃貸借(#14.3)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 7,982,100 随意契約
前年度からの賃貸借契約の継続のため。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（賃貸借期間終了後の
新規賃貸借を18年度に
入札実施済）

3090 関東化学（株）
光電変換素子ﾀｰｹﾞｯﾄ化合物中間体の工
業
的製造検討　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.22 7,995,750 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3091 東京化成工業（株）
工業化検討及び試作品の納入・関連誘導
体化合物の合成及び納品

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.22 7,999,950 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3092 キャノンアネルバ（株） スパッタチャンバー　PCM-PVD
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.15 7,999,950 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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3093 国立国際医療センター
「器官再生」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委託研究
国際医療センター[皮膚組織の幹細胞と]

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 8,000,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3094 学校法人工学院大学
【日中】委託研究費　　学校法人
工学院大学（定方）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 8,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

3095 公立大学法人首都大学東京 委託研究　首都大学東京　４件
分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.9.1 8,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3096 アジレント・テクノロジー（株） 原子間力顕微鏡
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.19 8,000,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3097 （株）野村総合研究所
平成１８年度スーパーサイエンスハイス
クール意識調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.4 8,000,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された調査であり、実施できる
相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3098 （株）シーケービー 高速可視光面造形装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 8,001,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3099 （株）サムウエイ 高周波増幅器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.29 8,032,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3100 大阪府立大学
共同研究「ｽｰﾊﾟｰｸﾘｰﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙの
ためのﾌﾟﾗｽﾞﾏ複合排ｶﾞｽ処理装置の実用

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 8,050,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3101 （有）サンプラス
連続波単一周波数固体リングレーザー光
源

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 8,095,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3102 （株）片桐エンジニアリング
ＵＨＶ　ＣＶＤ用アルコールガス供給装
置　１式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.1.30 8,164,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3103 東急不動産（株） 超高速ナノ　事務所賃借料（年契）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 8,176,572 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3104 （有）キーワード 文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 8,178,870 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
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3105 （株）メディアックス 計算機と実験環境の整備役務（年契）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 8,190,000 随意契約
契約の相手方は、既存の建物賃貸借契約等によって指定された業者であり、競争に適しな
い随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3106 日本アビオニクス販売（株） 赤外線サーモグラフィー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.6 8,190,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3107 カリフォルニア大学
委託研究契約「睡眠中の学習固定に関す
るfMRI計測」

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 8,230,600 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3108 システムインスツルメンツ（株） 表面・界面分光測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.8 8,240,400 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3109 （株）ミユキ技研 デジタル脳波計　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.6 8,240,400 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3110
（株）リクル－トマネ－ジメントソ
リュ－シ

平成19年度新卒職員・平成18年度中途職
員(1)採用試験（総合検査・英語検査）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.17 8,249,640 随意契約
SPI開発業者であり、またリクナビとの互換性があるため。
（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

3111 （特非）日本農学図書館協議会 文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 8,250,700 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3112 （株）日立製作所
ISBN桁数変更に伴う情報編成システム対
応

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.18 8,253,000 随意契約

情報編成システムを含めた「総合情報システムアプリケーションパッケージ」の権利は製造
業者である(株)日立製作所が有しており、内容を第三者に開示することは許可されていな
い。よって、本作業を実施できるのは(株)日立製作所のみである。（会計規程第３４条第２項
第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3113 （財）日本システム開発研究所
経理システム改造（予算管理簿の改定
他）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.15 8,288,700 随意契約

経理システムのソースプログラムの著作権は本システムの製造業者である（財）日本システ
ム開発研究所が有しており、外部への開示は行われていない。よって本システムのプログラ
ム改修作業を行えるのは（財）日本システム開発研究所以外に行うことができないため。（会
計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3114 （株）日鉄技術情報センター 特許検索及び文献検索(3)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 8,300,250 随意契約
本作業は、特許検索と文献検索の双方に精通・熟練していることが必要である。契約の相
手方は技術的にも、体制的にも整備されており、短期間で効率的に作業遂行できる。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約

3115
（株）千里ライフサイエンスセン
ター

ナノファクトリー事務所賃借料(年契)
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 8,308,440 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3116
（株）千里ライフサイエンスセン
ター

戦略事務所賃借料（糖鎖）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 8,308,692 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3117 コヒレント・ジャパン（株） 波長可変レーザーシステムの修理
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.16 8,316,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3118 （株）横山エンジニアリング 減圧蒸留装置(試作品）
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.14 8,326,500 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3119 スペクトラ・フィジックス（株）
ランプ励起高出力パルスＮｄ：ＹＡＧ
レーザー(PRO230)部品

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.28 8,327,550 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3120 （株）星の手帖社
｢産学官連携ジャーナル」編集に関わる
業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 8,328,600 随意契約
創刊当初からの実績があり、効率的な作業が行える。納品物の精度が高く信頼性にも応え
ているため（会計規程第３４条の２項第１号）

見直しの余地あり
平成19年度契約は、企
画競争を実施

3121
日本サーマルエンジニアリング
（株）

ヘリウム吹付低温装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H17.12.21 8,347,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3122 富士ゼロックス（株）
特許関連書類（権利化前）の電子ﾌｧｲﾙ化
（PDF化）作業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.23 8,347,500 随意契約
特許管理システムに搭載するデータの作成作業であり、前年度より継続して作業が発生し
ているため、同一業者に委託することで業務に支障が生じないと判断したため。（会計規程
第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3123 （財）日本宇宙フォーラム
科学技術・理科教育のための革新的なﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙ教材内容修正作業(cp0320a)「天球

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.28 8,347,500 随意契約
企画提案公募において、審査会を経て採択された企画内容の改修であり、企画内容を実施
できる相手方は、採択された企画を提案した当該契約相手方以外に存在しないため。（会計
規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3124 公立大学法人大阪市立大学
【日英】委託研究費　　公立大学法人
大阪市立大学(橋本)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 8,360,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

3125 帝都自動車交通（株） 普通自動車借り上げ及び運行管理業務
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.4.1 8,374,800 随意契約
運転業務に支障をきたしたこともなく、外勤先については場所等も熟知しており対応も迅速
である。（会計規程第３４条２項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3126 （株）ワオ・コーポレーション
理科ねっとわーく新検索エンジン対応に
向けた情報表(NicerLOM)修正作業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.1 8,400,000 随意契約
契約相手方はNicerLOMに精通しており、かつ、修正するために必要な多くの先生方との
ネットワークを有する。また、NicerLOMについて広範囲にわたり作成した実績を有すること
から、効率的であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3127 （株）日本レーザー レーザー干渉計
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.11 8,400,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3128 （株）丸川建築設計事務所 ＮＭＲ室設計及び監理業務
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.25 8,400,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3129
日本サーマルエンジニアリング
（株）

ヘリウム吹付低温装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.11 8,400,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3130 理科研（株）
タンパク質精製用クロマトグラフィーシ
ステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.1 8,400,000 随意契約 不落随意契約（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3131 （株）サンエストレーディング 単一光子検出器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.23 8,400,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3132 （株）アトラス 電子ｱｰｶｲﾌﾞ認証機能の開発
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.1 8,437,800 随意契約
既存物との互換性・連接性
（会計規程第34条2号(1)）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3133 （株）ユニソク
ナノライティングシステムＺ軸関係機能
部の試作

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.17 8,450,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3134 （株）キーエンス オールインワン蛍光顕微鏡　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.15 8,469,825 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3135 東急不動産（株） 戦略事務所賃借料（テーラーメイド）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 8,537,292 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3136 富士通（株）
統合検索対象データベース追加による
インターフェースの改造

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.26 8,610,000 随意契約

既導入のパッケージソフトウェアを用いて、対象データベースを追加する調達であり、調達の
相手方が、システム全体の基本設計、詳細設計、一部データベースの統合システム、管理
機能についても既に開発している。調達の相手方以外の者から調達した場合、システム全
体の設計から実施することになるばかりでなく、既システムと調達の相手先以外が開発した
システムとをつなぐインターフェースを更に構築する必要があり、著しく不合理であるため。
（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

3137 （学）村崎学園徳島文理大学
平成18年度研究者情報発信活動推進モデ
ル事業委託研究契約（徳島文理大）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.1 8,657,000 企画競争・公募 公募により選定された委託研究であるため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3138 宮城県立がんセンター 委託研究契約（宮城）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 8,671,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3139 新技術情報（株） データ整備（物索）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 8,681,400 随意契約

作業基準の精通､専門分野・言語等の処理体制確保､日本化学物質辞書特有の命名修得
の観点による。
他業務である文献データベース作成工程及び作業期間に支障を来すことなく論文を元に当
辞書データを作成できる機関は他にないため（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3140 ピッツバーグ大学 共同研究契約（久保）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.4.1 8,690,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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3141 ナノメトリクス・ジャパン（株） ホール効果測定装置
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.25 8,699,250 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3142 日京テクノス（株）
BD FACSVantage UVレーザー発振機
Innova-305C 一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.6 8,757,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3143 （株）キーエンス オールインワン蛍光顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.12 8,769,075 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3144 （株）ハイボット
研究開発資金「SQUID-NQR 地雷化学物
質
探知技術開発」

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 8,800,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3145 東急不動産（株） 対人地雷　事務所賃借料(年契)
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 8,817,864 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3146 （株）カネカテクノリサーチ 特許検索及び文献検索(12)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 8,819,685 随意契約
本作業は、特許検索と文献検索の双方に精通・熟練していることが必要である。契約の相
手方は技術的にも、体制的にも整備されており、短期間で効率的に作業遂行できる。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約

3147 ヤマハ（株） 検査観察室移設工事
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.22 8,820,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3148 （株）フィジオテック
マルチチャンネルニューロンスパイク
信号計測記録システム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.18 8,820,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3149 （有）イーアンドティー 超精密ＸＹステージ　1式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.5 8,820,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3150 （株）日立製作所
Petit管理画面変更対応及びOS、ブラウザ
動作確認調査作業

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.26 8,820,000 随意契約

本件、JDreamⅡ、JDreamPetit、JDreamDailyの機能を熟知し、ノウハウを保有していること
が求められる。契約の相手方は既存システムの開発業者であり、既調達物品等の調達の
相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるおそれ
がある。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3151 日本電子（株） 委託研究契約（水野）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 8,855,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3152 日本電子データム（株） 透過電子顕微鏡用ＣＣＤカメラシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.9 8,872,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別
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類型
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3153 ケースレーインスツルメンツ（株） 半導体特性評価ｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.6 8,892,450 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3154 （株）日立製作所
委託研究契約「ﾈｵ･ｼﾘｺﾝを用いたﾌﾚｷｼﾌﾞ
ﾙ
･ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀなどの応用検討」(尾内)

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 8,904,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3155 シスメックス（株） ゼータ電位・粒子径・分子量測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 8,914,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3156 ブルカー・バイオスピン（株）
ＸバンドＦＴ－ＥＰＲ装置用ＴＷＴアン
プ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.18 8,920,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3157 シスメックス（株） ｾﾞｰﾀ電位・粒子径・分子量測定装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.7 8,925,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3158 日本電子（株） 走査電子顕微鏡
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.24 8,925,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3159 スペクトラフィジックス（株）
光誘起相転移励起用波長可変光源システ
ム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.17 8,946,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3160 若林不動産（株） 戦略事務所賃借料（植物）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 8,948,520 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3161 （株）日本ローパー 電子冷却型軟Ｘ線ＣＣＤ検出器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.30 8,958,600 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3162 （株）中央コンピュータシステム 「J-STOREデータベース改造」
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.24 8,967,000 随意契約
稼働中システムの改造開発業務であり、開発元である相手方以外から調達した場合著しい
支障を生じるおそれがある（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

3163 アルバックテクノ（株） 有機ＥＬ膜蒸着装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.29 8,979,600 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3164 富士通（株）
SCインターネット放送システムの再構築
（アプリケーション関連)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.25 8,998,500 随意契約
本システムの開発者であり、かつ、現在も管理・運用を行っており、本システムを も熟知し
ているため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3165 知覚・神経科学センター
大脳皮質視覚連合野の機能構築とその生
後発達

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 9,000,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3166 Ｍａｘ－Ｐｌａｎｃｋ－Ｉｎｓｔｉｔｕｔｆｕｒ
ICORP超短ﾊﾟﾙｽﾚｰｻﾞｰPJ委託研究（Max-
Pl
anck-Institute fur Quantenoptik)

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.7.19 9,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3167 （株）社会システム研究所
巨大災害時の相互依存性解析研究のため
の物流体系の検証業務

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 9,000,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3168 九動（株） ｉｖマウススピードコンジェニック一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.21 9,030,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3169 （株）サムコ エンドポイント検出システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.25 9,030,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3170 （株）千代田ラフト
映像コンテンツ制作「elements～メンデ
レーエフの奇妙な棚～」（#13～19）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.29 9,077,250 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3171 オーストリア大学 共同研究契約（長谷川）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部　本部長、北澤宏一

H18.4.1 9,085,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3172
ジーイー横河メディカルシステム
（株）

委託研究契約（松田）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 9,100,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3173 公立大学法人岩手県立大学
【日米】委託研究費　　公立大学法人
　岩手県立大学(村山)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 9,100,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

3174 （学）慶應義塾
H18育-019(慶応義塾大学)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 9,100,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

3175 インフォトレーダー（株）
2007年発行外国逐次刊行物の購入（AJｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ・前払い）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.31 9,119,149 随意契約 入札（不落随契） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3176 （株）パレスホテル 原子力業務室　会議室賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 9,123,408 随意契約 土地建物の賃貸借であるため。（会計規程第34条第２項１号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5



様式３－２

件数
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3177 名古屋商工会議所 事務所借上げ等　18年４月～19年3月分
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 9,139,728 随意契約 事務所賃貸借契約であり、競争を許さない。（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3178 （株）アドスリー
ERATO25周年特別ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（配布物制作
及び発送業務）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.17 9,156,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3179 （株）ウイルアライアンス
第二回南ア展示会出展用コンテンツの制
作等

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.28 9,187,500 随意契約
本コンテンツ制作会社であるため著作権処理が円滑に行え、かつ、そのデータ構造や権利
確認を熟知しているため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3180 大星ビル管理（株） 戦略事務所賃借料（たんぱく質）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 9,224,256 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3181 富士ゼロックス（株）
帳票出力用ﾚｰｻﾞﾌﾟﾘﾝﾀ(155EPS）の保守及
び消耗品の供給　18年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 9,225,720 随意契約 当該機器が契約相手先の機種であるため。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

3182 （株）東陽テクニカ 誘電体測定システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.18 9,267,300 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3183 ミュンヘン大学
【外貨払】共生ネットワークの分子基盤
(林)

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 9,316,720 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3184 富士通（株） 日化辞Webの機能拡充
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.5 9,331,350 随意契約

既存システムの機能拡充であり「政府調達に関する協定」第15条第1項ｄ「互換性」の規定に
該当する。
契約相手先は、平成１６年度、競争入札落札機関でありその設計構想・技術に精通してい
る。また、文字列検索部分は富士通製のShunskuというソフトを用いていて、構造検索部分
は富士通が国内販売ライセンスを取得しているChemofficeを使用しているため。（会計規程
第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3185 ＩＰＧフォトニクスジャパン（株） ファイバーレーザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.2 9,345,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3186 日本電気（株） 委託研究契約(蔡)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 9,350,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3187 （株）美和製作所
蒸着器組み込み型パージ式グローブボッ
クス

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.20 9,356,550 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3188 シカゴ大学 シカゴ大学共同研究契約（海外送金）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 9,377,006 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3189 コヒレント・ジャパン（株） 全自動フェムト秒レーザヘッド
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.27 9,397,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3190 （株）富士通ビー・エス・シー
「改良版自律ディスク」プログラム　仕
様作成とコーディング・デバック作業

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.30 9,450,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3191 富士通（株） 文献速報版下作成ｼｽﾃﾑﾘﾌﾟﾚｰｽ作業
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.13 9,450,000 随意契約 調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項（不落随契の場合） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3192 スペクトラ・フィジックス（株） ＬＤ励起ＣＷ固体レーザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.8 9,450,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3193 （株）知能システム
アザラシ型メンタルコミットロボット
パロ　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.29 9,450,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3194 （株）池田理化 多次元生細胞ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.19 9,486,750 随意契約 不落随意契約（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3195 （株）グルージェント
分散永続化システム・デモソフトウェア
開発

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 9,499,350 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3196
（財）ＫＤＤＩエンジニアリング・ア
ンド・コンサルティング

フルーエンシ技術を使った信号圧縮シミ
ュレーションシステムのプログラム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.23 9,520,980 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3197 （株）アイネス
中国文献DBデータ作成のためのNAISS改
造

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.21 9,523,500 随意契約

既存の抄録索引支援システム（NAISS-Ⅲ）への改造に当たって、本システムの機能、ソフト
ウェアの構造、動作環境等を熟知していることが必須であり、基本設計からプログラム作
成・運用テストに至までの作業を受託した（株）アイネス以外に行うことが出来ないため。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

3198 日本教育放送（株） ｻｲｴﾝｽﾁｬﾝﾈﾙ広告・名称掲載
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 9,555,000 随意契約
７６５ＣＨの名称変更や公式ガイド誌への告知は、放送事業者以外に実施できないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3199 （株）ケイ・ジー・ティー
放射線シミュレーション可視化システム
ｇＭｏｃｒｅｎの開発一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 9,607,500 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3200 （株）日立ハイテクノロジーズ 透過電子顕微鏡ﾃﾞｼﾞﾀﾙCCDｶﾒﾗｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.17 9,614,367 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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3201 東京建物（株） 戦略事務所賃借料（量子情報処理）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 9,631,392 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3202 若林不動産（株） 戦略事務所賃借料（水の循環）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 9,644,796 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3203
（株）千里ライフサイエンスセン
ター

発展第三　事務所賃借料（年契）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 9,649,584 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3204 大星ビル管理（株） 九段センタービル６階入居工事
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.1 9,660,000 随意契約
九段センタービル指定の管理会社であり、競争を許さないため（会計規程第３４条第２項１
号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3205 コヒレント・ジャパン（株） DPSS8Wｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.8 9,660,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3206 大星ビル管理（株） 東京本部８階レイアウト変更工事
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.23 9,660,000 随意契約
本業務は、サイエンスプラザにおけるビル設備、機器配置、電気、配管等についての知識が
必要とされる。契約の相手方は、サイエンスプラザビル管理を実施しており、ビル設備、機
器配置、電気、配管等について熟知している。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3207 （株）パスカル 有機デバイス用赤外線レーザーＭＢＥ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.19 9,660,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3208 （株）堀場製作所 分光検出ｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.8 9,672,600 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3209 （株）ビー・アイ・テック
H18育-021(ビー・アイ・テッ
ク)委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 9,680,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

3210 （株）メイテック 匿名化システム　バージョン４開発
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.26 9,681,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3211 （株）桜映画社
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作⑥｢失われた時を求めて
LOST WORLDへの挑戦｣（仮題）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.30 9,691,500 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3212 丸善（株）
2007年発行外国逐次刊行物の購入（ACｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ・前払い）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.23 9,698,802 随意契約 入札（不落随契） 見直しの余地あり 競争入札へ移行
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3213 （株）映像館
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作①「すごいぞ！植物のｻﾊﾞ
ｲﾊﾞﾙ作戦」（仮題）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 9,705,150 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3214 ロックゲート（株）
ＴＨｚ電磁波導入・顕微測定用クライオ
スタットインサート

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.4 9,712,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3215 （株）中央コンピュータシステム 「J-STOREシステム機能拡張・SEO対策」
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.5 9,731,400 随意契約
稼働中システムの機能追加業務であり、開発元である同社以外から調達した場合著しい支
障を生じるおそれがある（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

3216 （株）日立製作所
科学技術ポータルにおける総合リンク
センター（仮称）構築のための基本調査

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.2.28 9,733,500 随意契約

本調査の対象となるＪＳＴの「研究者」、「研究機関」、「研究課題」、「研究資源」、「科学技術
用語」、「科学技術分類」、「化合物名」、「文献書誌」データについて、（株）日立製作所はそ
の抽出元となる全てのシステムの開発、運用に携わっており、詳細かつ正確な知識とノウハ
ウを有する唯一の会社である。よって本調査を効率的かつ正確に行えるのは（株）日立製作
所以外にないため。（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

3217 （株）エヌ・ティ・ビー映像センター
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作④「MADE☆IN 秋葉原」（
仮題）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.30 9,746,100 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3218 ＡＯＶ（株） 人工ピン導入超伝導線材作製装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.14 9,754,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3219 東芝ソリュ－ション（株）
JOIN-Ⅱシステム用ハードウェア増設作
業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.1 9,765,000 随意契約

JOIN-Ⅱシステムは、H16年度の競争入札の結果、契約相手先が落札し、導入したものであ
る。本件は、既導入済みのJOIN-Ⅱ用のハードウェアの増設であり、初期導入した機器と矛
盾なく動作することが必要である。契約相手先はシステムの仕様、設計の細部にわたって熟
知している唯一の業者である。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3220 （株）藤本理化
共焦点レーザースキャン顕微鏡　LMS510
　ＭＥＴＡアップグレード

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 9,765,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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3221 富士通（株）
失敗知識データベース[一般公開版]の
運用支援（Ｈ１８）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 9,797,760 随意契約
失敗知識データベースのシステム開発者であり、またシステムを構成する主要な機器の納
入を行っており、機器、システム構成、ネットワーク設定に知悉している。（会計規定第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

3222 鹿島建設（株） １階事務所、館長室改装工事
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.26 9,828,000 随意契約
プラザ宮城を設計・建設した業者であり、安全性と効率性の観点から、配管・電気配線等の
構造の詳細まで熟知している同社との契約（会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3223 （株）リガク 試料水平型Ｘ線回折装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.11 9,870,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3224 バイオリサーチセンター（株）
脳深部マルチニューロン信号解析システ
ム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.7 9,870,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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3225 アイカンタム（株）
ＳＱＵＩＤ磁束計用ヘリウム３冷凍シス
テム　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.20 9,891,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3226 （株）三菱総合研究所
実証試験・精度検証試験解析のための環
境の整備

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.15 9,900,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3227 （社）日本化学会
化学物質・プラント分野における失敗
知識ＤＢに係る普及に関する検討

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.5.25 9,901,000 随意契約
失敗知識データベースの普及に必要とされる当該分野の専門知識、企画運営能力を有して
いる。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

概算契約

3228 （株）ポストゲノム研究所 ５’－エンドチップ試作業務
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.22 9,909,900 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3229 富士通（株） 平成18年度日化辞Web開発作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.25 9,912,000 随意契約

既存システムの機能拡充であり「政府調達に関する協定」第15条第1項ｄ「互換性」の規定に
該当する。
契約相手先は、平成１６年度、競争入札落札機関でありその設計構想・技術に精通してい
る。また、文字列検索部分は富士通製のShunskuというソフトを用いていて、構造検索部分
は富士通が国内販売ライセンスを取得しているChemofficeを使用しているため。（会計規程
第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3230 （株）千代田ラフト 映像コンテンツ制作「ISEF2006」（仮）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.28 9,943,500 随意契約
当該業務をはじめ多くの類似業務を実施した実績を有するため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3231 （株）ベンチャーラボ
地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出総合支援事業　研究成
果活用プラザに関する活動の調査

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.19 9,943,500 随意契約
同社は経済産業省中小企業庁等数多くの研究開発制度評価に関する調査・文責・評価を
実施しており、調査と外部委員による評価を組み合わせた本調査の委託仕様を十分に満足
し調査を完遂することが可能等による契約(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
19年度当該調査を行
わない予定

3232 日立キャピタル（株）
帳票出力用ﾚｰｻﾞﾌﾟﾘﾝﾀ(155EPS）の賃貸借
18年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 9,954,000 随意契約 当該機器を前年度に引き続きリースするもの。（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3233 （株）アックス
ＲＭＴプロセッサ上での実時間Ｌｉｎｕ
ｘカーネルの改良

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 9,958,200 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3234 ケンブリッジ大学
ナノ量子導体アレーﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ケンブリッジ大学委託研究

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 9,964,055 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3235
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株

トップローディングタイプＨｅ３冷凍機
システム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 9,964,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3236 （社）土木学会
建設分野における失敗知識活用セミナー
（仮称）の企画と運営

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.6.22 9,969,000 随意契約
失敗知識データベース活用セミナーの企画と運営に必要とされる当該分野の専門知識、企
画運営能力を有している。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

概算契約
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3237 （株）細胞科学研究所
抗ＣＴＸｓモノクローナル抗体の作成
他２点　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.28 9,975,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3238 （株）千代田ラフト
研究成果映像化「社会技術研究開発セン
ター研究成果番組」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.17 9,975,000 随意契約
企画競争を行った結果、当該契約相手先の企画が も契約の目的を達成できると判断した
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3239 （株）エヌ・ティ・ビー映像センター
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作｢ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ
21(CREST)｣
(特ﾌﾟﾛ室)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.31 9,975,000 随意契約

CREST事業において実施されるプロジェクトの研究成果について紹介するための番組制作
であり、平成17年度において同番組を制作し、事業の仕組みを熟知しているとともに、同番
組の趣旨や企画、演出、技術に習熟した同程度の履行能力を有する相手方がいないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3240 みずほ情報総研（株）
材料組織形成計算システム（コンテンツ
拡張版　ｖｅｒ．２）の開発

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.7 9,975,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3241 （株）映像館
映像コンテンツ制作「偉人たちの夢」
（#101～110)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.2 9,975,000 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3242 三弘アルバック（株） 小型ミリ波大気観測装置光学系の製作
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 9,975,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3243 （株）キノックス
映像コンテンツ制作「隠し味はサイエン
ス!～パラケルススの科学レシピ～」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.28 9,980,000 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3244 （株）システムブレイン ﾁﾀﾝｻﾌｧｲｱ再生増幅器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 9,981,825 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3245 （株）アドスリー 2006第2回基礎研究報告会 事務局運営
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.7.10 9,989,314 随意契約
学術関係イベントに係るDM発送の許諾を得た、１万人にも及ぶ研究関係者・企業関係者の
名簿を保有しており、多大の集客能力が期待できるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（20年度契約から）

3246 （株）ＡＴＲ－Ｒｏｂｏｔｉｃｓ ヒュｰマノイドロボットDB修理
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.31 9,990,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3247 （株）ザ・コンベンション
ナノバーチャルラボ成果報告会　当日展
示物・配布物の制作、当日運営及び事後

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.5.31 9,990,052 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3248 （株）東京インスツルメンツ
超短ﾊﾟﾙｽ　Ti:ｻﾌｧｲｱｵｼﾚｰﾀｰ　Cascade-
SE

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.21 9,993,375 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3249 トップツアー（株）渋谷支店
「第2回ｱｼﾞｱ科学技術ﾌｫｰﾗﾑ」の開催に
係る招聘者の航空券及び宿泊先等の手配

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.24 9,994,418 随意契約

平成17年9月の「第1回アジア科学技術フォーラム」において航空券（休日時の緊急の航空
券予約変更）及び宿泊施設手配（ホテル側への予約変更）等を極めて良好な対応で行った
実績があり、且つ、第1回に引き続き本フォーラムの会議運営業者となった(株）プライムイン
ターナショナルとの本フォーラムに関する業務遂行方法にも精通しているため。（会計規程
第３４条の２の１）

見直しの余地あり 競争入札に移行

3250 日本通運株式会社新宿支店 文書保管倉庫賃貸借契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 9,996,000 随意契約

現在、同社の東川口倉庫を利用しており、業者を変更する場合、大量の法人文書を全て新
業者に移送する費用が発生するだけでなく、文書の散逸等も懸念されるため。
また、同社の東川口倉庫は、本部の所在する川口市内にあり、急な閲覧の要求にも対応で
きるため。（会計規程第34条第2号第1号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成
20年度以降の予定）

単価契約

3251 （株）丹青社
「生命の科学と人間」（医療エリア）
追加展示製作

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.30 9,997,050 随意契約

本業務は未来館「生命の科学と人間」新規展示製作の追加展示製作を行うものである。既
に製作が進められている展示に納入し、支障のない運用が可能あ展示物を設計するには
元々の展示設計を熟知している業者であることが必要とされる。元々の展示設計はコンペ
にて選定された(株)丹青社が行っているため、(株)丹青社を選定するものである。（会計規
程第34条2項1号）

見直しの余地あり
２０年度以降企画競争
を実施

3252
（特非）システム・バイオロジー研
究機構

【日瑞】委託研究費　　特定非営活動
法人ｼｽﾃﾑﾊﾞｲｵﾛｼﾞｰ研究機構（北野）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 10,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第３４条
の２の１）

見直しの余地あり 公募を実施

3253 バーゼル大学
バーゼル大学とのMOU締結に基づく
送金依頼（ICORP　量子スピン情報）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 10,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3254
（財）高度情報科学技術研究機
構

ディペンダブル情報システム技術に関する
調査研究

分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.5.31 10,000,000 随意契約
同財団には、本件調査を３年間にわたって実施指せており、調査の継続性を考慮するとス
ムーズに実施できる相手方は他に存在しない。（会計規程３４条２項）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3255 （社）日本高圧力技術協会 材料分野における失敗知識の普及
分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.6.7 10,000,000 随意契約
失敗知識データベースの普及に必要とされる当該分野の専門知識、企画運営能力を有して
いる。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

概算契約

3256 特定非営利活動法人失敗学会
失敗学分野における失敗知識活用セミナ
ーの企画と運営

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.7.19 10,000,000 随意契約
失敗知識データベース活用セミナーの企画と運営に必要とされる当該分野の専門知識、企
画運営能力を有している。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

概算契約

3257 （株）ＡＤＥＫＡ
H18育-003(ＡＤＥＫＡ)委託
研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 10,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

3258 アジレント・テクノロジー（株） 電気化学走査ﾌﾟﾛｰﾌﾞ顕微鏡ｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 10,000,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3259 （株）電通
「先端技術ショーケース」企画・会場
設営等業務

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.26 10,000,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3260
ＴｒａｎｓＷｏｒｌｄＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｉｎ
ｃ．

映像コンテンツ「Game Ranger Diaries
」の日本語版制作および放映権購入

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.22 10,000,000 随意契約 日本における独占的放映権を有するため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3261 ＴＭＳビル家入政子 化学・生物系　事務所賃借料（年契）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 10,020,828 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3262 シカゴ大学 シカゴ大学共同研究契約（海外送金）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 10,032,078 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3263 丸善（株）
2007年発行外国逐次刊行物の購入（AGｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ・前払い）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.23 10,040,773 随意契約 入札（不落随契） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3264 日土地ビルサービス（株） 戦略事務所賃借料（高度メディア）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 10,045,980 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3265 （株）日立製作所
ReaD研究者問合せﾒｰﾙ送信機能及び研
究
者被参照回数出力機能の開発

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.15 10,059,000 随意契約

本件はシステムの一部機能の改造であるため、既調達物品等との連接使用の確保が必要
不可欠である。同社はH17年度に一般競争入札によりシステム開発を落札した業者であり、
システムとの整合性を確保しながら改造を行える唯一の業者であるため。（会計規程34条
第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

3266 （株）日立製作所
JDreamⅡシステム異表記・同義語
インターフェースエンハンス

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.8 10,075,800 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要があるため。（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3267
（株）レイテック 特許出願支援制度に基づく特許の目利き

業務Ⅱ
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.19 10,080,000 随意契約
先行技術調査の実績、的確な人材の確保、守秘義務等の要件を満たす業者が他になかっ
たため、契約相手先として選定。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（一般競争に移行(19年
度実施済み)）

3268 （株）富士通ビー・エス・シー
「高信頼型自律ディスク」プログラム仕
様作成とコーディング・デバック作業

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.11 10,080,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3269 ユサコ（株）
書籍代　2006年外国逐次刊行物の購入
Ｗグループ後払

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H17.11.14 10,089,881 随意契約

外国逐次刊行物は、商習慣として予約購読が原則であること、発行形態が通　年（１月～１
２月）で前払いが原則であること、一部を除いて契約時に翌年の価格が確定していないこ
と、発行頻度、号数はあくまでも予定であること、継続的に迅速に確実に到着しなければな
らないこと等により、他の購入物品とは全く異なる特殊性を有していることから、これらを専
門的に取り扱う業者を介することにより、安定した到着をはかることが必須条件である。情
報資料は、随意契約ができる場合として「調達契約及び前渡資金の取扱事務細則」第２５条
第１項第１５号に項目があるが、平成１２年度に指名競争入札を行い、その後、平成１５年
度に見積合わせを行った。平成１５年度に見積合わせを行った結果、本件は、 も安価で
あったユサコ（株）が扱うことになった。毎年、取扱業者を変更すると、逐次刊行物の到着が
混乱し、速報性を求められているデータベース作成に支障をきたし、安定的な逐次刊行物の
到着を維持するため、引き続き本件の契約相手先としてユサコ（株）を選定する。なお、本グ
ループの後払い分については、先払い分の落札業者と契約を締結することが条件となって
いる。ユサコ（株）は、本グループ前払い分の契約先業者であることから、後払い分の契約
先として選定するものである。（会計規定第３４条第２項第１号）（会計規定第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3270
（株）千里ライフサイエンスセン
ター

戦略事務所賃借料（免疫難病）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 10,102,932 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3271 （株）ユニサイエンス 倒立型顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.12 10,127,250 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3272
（株）千里ライフサイエンスセン
ター

戦略事務所賃借料（脳の機能発達）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 10,157,424 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3273 ＪＦＥテクノリサーチ（株） 文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 10,169,239 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3274 日本電子（株） 試料断面形成装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.6 10,185,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3275 （株）新興精機 オールインワン蛍光顕微鏡システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 10,231,725 随意契約 不落随意契約（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3276 （株）ケー・エー・シー
実験動物総合管理業務　H18年4月～H19
年3月

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 10,256,400 随意契約
契約の相手方は、既存の建物賃貸借契約等によって指定された業者であり、競争に適しな
い随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3277 （株）日立製作所
委託研究契約（高岡チーム　株式会社
日立製作所　岩瀬）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.1 10,265,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3278 （株）和泉テック 電気生理用ｵｰﾄﾊﾟｯﾁｸﾗﾝﾌﾟｼｽﾃﾑ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.10 10,290,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3279 日本電子（株）
飛行時間型ガスクロマトグラフ質量分析
計

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.8 10,342,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3280 日本クレア（株）
遺伝子欠失マウス（ＡｈＲ－／－♂♀）
の作製

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 10,348,800 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3281 コヒレント・ジャパン（株） CW10Wｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.1 10,395,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3282 三菱スペース・ソフトウエア（株） モデルエディタ改良　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.1 10,395,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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3283 （株）千代田ラフト
映像コンテンツ制作
「サイエンス・バトル」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.29 10,395,000 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3284 （株）フィックスターズ 委託研究契約（田村）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 10,400,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3285 ブリティッシュコロンビア大学
【外貨払】分子の電子・振動・回転状態
を用いた量子演算基盤(100,000ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ)

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 10,415,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3286 （株）シバタインテック 生体分子間相互作用解析装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.28 10,500,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3287 松下テクノトレーディング（株）
光音響マルチガスモニタ　１４１２－５
型

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.26 10,500,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3288 アジレント・テクノロジー（株） オシロスコープ
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.5 10,500,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3289 荒木電機工業（株）
任意波形ゼネレータ
（ＡＷＧ７１０２－０６）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.27 10,500,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3290 （社）情報処理学会
「組込みシステム技術」に関するWeb教
材制作の委託

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.5.29 10,508,000 随意契約
教材制作には当該分野の専門知識に加え、研修・啓発活動等を踏まえた教材企画能力が
必要である。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

次回以降の教材制作は企画競争にて実
施（H19年度より実施済み）。

3291 （株）若洲 出版物の倉庫賃貸借及び発送作業
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 10,583,838 随意契約
本作業は、緊急時の臨機対応及び確実な発送作業が必要となるが、契約の相手方は、十
分な実績と経験を有しており、効率的な業務を行うことができる。（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

3292 （財）日本システム開発研究所
（平成１８年度）経理システム運用保守
契約

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.30 10,586,730 随意契約

経理システムの運用保守を行うに当たっては、運用委託業者がソースプログラムを熟知して
いる必要があるが、ソースプログラムの著作権は本システムの製造業者である（財）日本シ
ステム開発研究所が有しており、外部への開示は行われていない。よって、（財）日本システ
ム開発研究所以外に行うことができないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3293 みずほ情報総研（株）
粒子法によるマルチフィジクスシミュレ
ータの改良作業

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.10 10,605,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3294 （株）ブライト
高純度不活性ガス精製装置グローブボッ
クスシステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.24 10,642,800 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3295
（株）ハーモニック・ドライブ・シス
テムズ

超高速アクティブビジョンシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.18 10,710,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3296 （株）日立製作所
委託研究契約（脳科学と教育(タイプⅡ
)六反チーム　日立製作所　我妻先生）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.4.1 10,720,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 公募を実施

3297 日本通運（株）
国立国会図書館関西館所蔵資料の出納
等作業　18年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 10,735,095 随意契約
契約の相手方は、国立国会図書館の所蔵資料出納作業の契約先に限られるため。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

単価契約

3298 ＮＴＴコミュニケ－ションズ（株） ﾈｯﾄﾜｰｸ機器の保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.22 10,762,500 随意契約

本件の保守対象となる機器は、外部の不正なアクセスから守るために重要であり、当該機
器に関する知識・技術はもちろんのこと、当機構のネットワーク環境等に関する知識も要求
される。契約相手先は保守対象となる機器を導入する際に設置・設定を行い、十分な知識
を有しているとともに導入後の保守に関して良好な実績がある。（ハードウェア機器保守は
納入業者に絞られる）
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3299 ゼファー（株） データ整備（物索）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 10,788,750 随意契約

作業基準の精通､専門分野・言語等の処理体制確保､日本化学物質辞書特有の命名修得
の観点による。他業務である文献データベース作成工程及び作業期間に支障を来すことな
く論文を元に当辞書データを作成できる機関は他にないため（会計規程第34条第2項第１
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3300 日土地ビルサービス（株） 領域事務所賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 10,793,472 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3301 大星ビル管理（株） ＢＩＲＤ事務所賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 10,818,984 随意契約 サイエンスプラザの賃貸借を行っている業者であり、競争を許さないため。 見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該賃貸借を行わないも
の

3302 新日鉄ソリューションズ（株） 東京本部LANｼｽﾃﾑ運用管理支援
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 10,836,000 随意契約
以前、入札により調達したLANシステムの運用管理業務であり、LANシステム全体の構成及
び運用方法を熟知しているため。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

3303 アジレント・テクノロジー（株） ネットワークアナライザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.12 10,842,195 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3304 スペクトラ・フィジックス（株）
Ｍａｉ　Ｔａｉ　ＨＰＳ１　レーザーヘ
ッド

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 10,888,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3305 （株）アドスリー
ERATO-25周年特別シンポジウムに係る
事務局代行業務　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.1 10,972,500 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3306 ＮＴＴエレクトロニクス（株） 委託研究契約（大森）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 10,999,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地
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結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3307 ＮＴＴコミュニケ－ションズ（株） ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続の構成変更
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.4 11,004,000 随意契約

本件は、JSTのインターネット接続の構成変更を行う役務作業である。契約相手先はJSTの
インターネット接続運用支援を行っており、JSTのネットワーク構成に精通し、十分な知識を
有している。また、機器の設定情報はセキュリティ上重要な情報であることから、同一業者
が実施する必要がある。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3308 （株）アイネス ＮＡＩＳＳ改造
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.10 11,022,900 随意契約
実施に当たっては、既存部分との整合性を保つことが必須であり、開発元である（株）アイネ
ス以外には本作業を行うことができないため。（会計規程第３４条第２項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3309 （株）新興精機
超高感度示差走査型カロリメータ　ＶＰ
－ＤＳＣ／２０００ｎシステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.3 11,025,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3310 富士通（株）
ヒトゲノム情報統合データベース（ＨＯ
ＷＤＹ）の検索高速化

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.21 11,025,000 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

3311 （特非）ロボカップ日本委員会
国際科学技術ｺﾝﾃｽﾄ支援事業「ロボカッ
プ国際大会ｼﾞｭﾆｱﾘｰｸﾞ」(日本大会追加)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.1 11,040,000 企画競争・公募
公募により選定されたコンテストの事務局を務める契約相手方に対する支援期間中である
ため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3312 （財）近畿地方発明センター
研究実施場所賃借料（年契）第３近藤寿
チーム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 11,063,172 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3313 （株）メテオインターゲート 電子ｱｰｶｲﾌﾞ用ﾃﾞｰﾀ変換
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.1 11,127,900 随意契約
データ形式に関する専門的知識・技術経験の保有の必要性
（会計規程第34条2号(1))

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（平成19年度より実施
済）

3314 （有）テク
ＳＰＭ制御装置Ｎａｎｏｎｉｓ　ＳＰＭ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.28 11,130,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3315 北野精機（株） 超高真空ＦＩＭ／ＴＯＦＭＳ装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.29 11,160,450 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3316 （株）トーコン・システムサービス
「社会技術研究開発センターの研究拠点
におけるネットワーク運用・管理業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 11,166,120 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

3317 轟産業（株）福井支店 フェムト秒発振器
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.8 11,200,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3318 みずほ情報総研（株） ＨＭＰＳ法プログラムの開発作業
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.5 11,235,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3319 ブルカー・エイエックスエス（株） ＣＣＤ検出器アップグレード
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.4 11,340,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3320 （株）ティーディーワイ ＡＰＣ線材作製用イオンビーム源
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.21 11,340,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3321 富士通（株） 生体機器管理支援作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 11,428,200 随意契約
同社は、本件の機器の設定及び構成に精通した会社であり、連接使用の確保が不可欠で
ある本機器の管理支援に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

3322 カンタムエレクトロニクス（株） 半導体励起フェムト秒レーザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.1.16 11,445,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3323 （株）パスカル
集積化チャンバー用中央搬送・マスク交
換ユニット

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 11,455,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3324 三精システム（株）
１０ギカビット・イーサネットＦＰＧＡ
実験装置の開発

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.17 11,508,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3325 株）メガオプト
高繰り返しパルスレーザー“シリーズ３
００”３３５ｎｍ　ＦＨＧレーザー

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.17 11,550,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3326 日本電子データム（株）
JEM-2010MX用透過型電子顕微鏡クライ
オ
トランスファーシステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.24 11,550,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3327 飛島建設（株）九州支店
研究成果活用プラザ福岡研究室等改修工
事

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.19 11,550,000 随意契約
プラザ福岡の建設工事を行った業者であり、開館当初から5年間における新規研究室の改
修工事等で実績があることによる契約（会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3328 （社）土木学会
社会資本整備における市民合意形成に
関するWeb教材制作の委託

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.6.19 11,551,000 随意契約
教材制作には当該分野の専門知識に加え、研修・啓発活動等を踏まえた教材企画能力が
必要である。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

次回以降の教材制作は企画競争にて実
施（H19年度より実施済み）。

3329 日本シノプシス（株）
Ｓｙｎｏｐｓｙｓ社ソフトウェアサポー
トＳｉｔｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.3 11,555,959 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3330 （社）発明協会 特許検索及び文献検索(10)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 11,566,800 随意契約
本作業は、特許検索と文献検索の双方に精通・熟練していることが必要である。契約の相
手方は技術的にも、体制的にも整備されており、短期間で効率的に作業遂行できる。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約
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3331 宇宙通信（株） 映像コンテンツの管理及び運用業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 11,582,550 随意契約
映像コンテンツの管理は放送番組送信業務と密接な関係があり、現在放送番組の送信業
務を実施している契約相手方以外には実施できないため。（会計規程第３４条第２項第１
号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

3332 帝都自動車交通（株） 乗用自動車の供給及び運行業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 11,600,000 随意契約
帝都自動車交通(株)は平成12年度から本業務を担当しており、安全運転を励行するととも
に事故防止に必要な措置をとっている充分な実績があるため。（会計規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（平成19年下期より競
争入札に移行）

3333 日京テクノス（株） ジェネティックアナライザ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.27 11,602,500 随意契約 不落随意契約（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3334 大星ビル管理（株） ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞJST専用部総合管理(文献)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.1 11,632,027 随意契約
サイエンスプラザビル所有者で構成する管理組合内での取り決め（専用部総合管理は共用
部分総合管理の契約先と同一にする）による。
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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3335 轟産業（株） 走査型プローブ顕微鏡システム
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.2 11,634,840 随意契約 不落随意契約(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3336 ブルカー・エイエックスエス（株） 熱分析発生ガス分析システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.6 11,655,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3337 郡リース（株） 仮設研究棟賃貸借
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 11,690,280 随意契約 リース契約（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3338 ユサコ（株）
2007年発行外国逐次刊行物の購入（AEｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ・前払い）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.7 11,700,000 随意契約 入札（不落随契） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3339 キッセイコムテック（株）
Hawk Digitalオンライン
モーションキャプチャーシステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.20 11,707,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3340 ＮＴＴコミュニケ－ションズ（株） GSR用増設ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾎﾞｰﾄﾞ
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.10 11,707,500 随意契約
・情報セキュリティ上の必要性
・既存物との互換性・連接性
（会計規程第34条2号(1)）

見直しの余地あり
原則一般競争入札へ
移行

3341 富士通（株） 生体サーバネットワーク管理支援作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 11,707,920 随意契約
同社は、対象サーバの導入及びそのネットワーク設定を行った会社であり、連接使用の確
保が不可欠である本ネットワークの管理支援に必要な詳細を把握しているため。（会計規程
第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3342 Ｈａｒｖａｒｄ大学 Harvard大学共同研究契約（海外送金）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 11,732,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3343 （株）スペースサービス 重点研究支援協力派遣事業費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 11,744,454 随意契約
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規定第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3344 （株）サイエンス・サービス 重点研究支援協力派遣事業費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 11,746,224 随意契約
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規定第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3345 東芝ソリュ－ション（株） JOIN-Ⅱシステム保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.25 11,770,500 随意契約
契約相手先は、システムのハード構成及びソフトウェアを設計・導入し、システム全体の設
計・設定を熟知している。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

3346 （社）先端技術産業調査会
府省庁､地方自治体､財団法人､ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬ
ﾋ
ﾀﾙ等の「機関･政策･事業制度調査」

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.11.1 11,800,000 随意契約
過去のJSTとの契約実績から産学官連携分野での専門的知識、ネットワーク及び情報収集
能力を有しており、効率的且つ効果的な業務の遂行ができるため、業務委託契約とした（会
計規程第３４条の２項第１号）

見直しの余地あり
平成19年度契約は、企
画競争を実施

3347 ＮＴＴコミュニケ－ションズ（株） ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続運用支援
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.22 11,812,500 随意契約

運用の対象となる機器は、契約相手先が導入したものであり、当該機器に関する知識・技
術に加え、JSTのネットワーク環境等に精通している。障害時には迅速な復旧が求められる
が、導入から運用まで全般的に関わっていることにより、障害の切り分け作業に手戻りなく、
早急・スムーズに対応できる唯一の業者である。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

3348 仁木工芸（株） 多重層電磁シールドボックス
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.14 11,844,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3349
（財）高度情報科学技術研究機
構

平成18年度「キッズ・データベースのデ
ータ作成作業」

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 11,854,500 随意契約

本業務を遂行するためには、国内外の原子力に関する技術的な知識や豊富な情報に精通
している技術者を多数擁していること、また国の原子力に関わる関係機関と協力関係を持ち
容易に情報交換が行えることが必要である。同社は、日本原子力研究所をはじめ多数の原
子力関連の仕事で実績を有しており、十分な知識と経験を有している。
（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
平成18年度で事業終
了

3350 （株）キーエンス ﾅﾉｽｹｰﾙﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.7 11,946,690 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3351 （株）ミユキ技研 磁気刺激用ナビゲーションシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.19 11,954,250 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3352
（株）エヌ・ティ・ティ・データシス
テムズ

医学・薬学予稿集全文DB検索ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰ
ﾀ等の作成等作業　　18年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 11,970,000 随意契約

本業務実施にあたっては、有料サービスである予稿集全文DBシステムの検索表示システ
ムに関する知識と経験が、システムの安定運用かつ品質維持の観点から、不可欠である。
契約の相手方は、本システムの開発業者でありシステムを熟知しており、契約の相手方以
外の者から調達したならば既存システムの使用等に著しい支障が生ずるおそれがある。
（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3353 フォトテクニカ（株） 狭帯域ｵﾌﾟﾃｨｶﾙﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ増幅器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.12 11,970,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3354 （株）ソガオフィス 映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作⑮｢ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝS.E.｣(仮題)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 11,982,600 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された映像コンテンツの制作で
あり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施
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3355
日本オートマティック・コントロー
ル（株）

超伝導マグネットシステム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.19 11,991,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3356 ナガセ電子機器サービス（株） 極低温プロ－バー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.3 11,999,400 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3357
パーレジェンサイエンスジャパン
（株）

選択遺伝子核酸配列判定用カスタムウェ
ハー設計業務

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.8 12,000,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3358 コトーネ・キャピタル（有） 四番町プラザ会議室の賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 12,023,964 随意契約 四番町プラザの賃貸借を行っている業者であり、競争を許さないため。 その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3359 （株）デンネマイヤー・ジャパン 外国特許権等の年金管理業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 12,070,875 随意契約
前年度より継続して行っている業務であり、同一業者に委託することで特許の管理情報を一
元化でき、 も効率的であると考えられるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3360 （株）東芝 委託研究契約（深谷）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 12,090,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3361 小宮山印刷工業（株） 電子ｱｰｶｲﾌﾞ用ﾃﾞｰﾀ変換(応用物理学会)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.14 12,144,048 随意契約
データ形式に関する専門的知識・技術経験の保有の必要性
（会計規程第34条2号(1))

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（平成19年度より実施
済）

3362 スペクトラ・フィジックス（株） 高繰り返しﾌｪﾑﾄ秒ﾁﾀﾝｻﾌｧｲｱ再生増幅器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.26 12,166,350 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3363 富士通（株）
科学技術・理科教育のための革新的なﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙ教材内容修正作業(cp0040b)「三次

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.15 12,180,000 随意契約
企画提案公募において、審査会を経て採択された企画内容の改修であり、企画内容を実施
できる相手方は、採択された企画を提案した当該契約相手方以外に存在しないため。（会計
規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3364 富士通（株） Ｈ１８年度ＷＬＰシステム管理支援
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 12,237,120 随意契約
Ｗｅｂラーニングプラザのシステムを構成する主要な機器の生産ならびに導入を行っており、
機器、システム構成、ネットワーク設定に知悉している。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札に移行（平成
20年度）

3365 （株）三菱総合研究所
ゲノム解析ツールの提供システム運用と
調査

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 12,285,000 随意契約
同社は、本システムを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本システムの
運用に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

3366 東日本電信電話（株） 東京本部とｽｰﾊﾟｰSINETとの接続用回線
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 12,354,288 随意契約
H14年度に入札により導入したネットワーク接続回線の継続契約で、本回線は複数の拠点
から共用しているため、別々に調達すると費用が増大する。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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3367 （株）ユニソク
アップコンバージョンフェムト秒蛍光
寿命測定装置

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.9 12,432,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3368 国立精神・神経センター
委託研究契約「運動と認知の協調制御に
よる汎用的能力獲得の神経機構（本田）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 12,480,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3369 丸祥電器（株） 加圧ベル型炭素ナノ繊維製造炉　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.15 12,495,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3370 （株）アルバック 触媒微粒子形成・堆積装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.7 12,495,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3371 オーストリア科学アカデミー
オーストリア科学アカデミー
委託研究契約（海外送金）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 12,517,546 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3372 （株）日立製作所
研究開発支援総合ディレクトリ(ReaD)
開発環境構築作業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.2 12,579,000 随意契約

本件はシステムの一部機能の改造であるため、既調達物品等との連接使用の確保が必要
不可欠である。同社はH17年度に一般競争入札によりシステム開発を落札した業者であり、
システムとの整合性を確保しながら改造を行える唯一の業者であるため。（会計規程34条
第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

3373 （株）ケーエーシー
実験動物飼育管理業務（１８年４月～１
９年３月）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 12,650,400 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3374 （株）池田理化 ビーズチップ及びビーズチップ用試薬
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.30 12,678,750 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の納品地区における唯一の販売代理店であり、他の代
理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3375 （株）キーエンス ナノスケールハイブリッド顕微鏡　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.2 12,740,070 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3376
（株）インターネットイニシアティ
ブ

電子公募システム　研究公募機能の拡充
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.15 12,747,000 随意契約

平成16年度に競争入札により開発・導入したシステムの拡充であり、拡充にあたってはシス
テムを熟知している必要がある。そのため、当初開発を行った業者に継続して行うことが必
要である。また今までの開発の際に。JST公募担当者と十分な時間をかけ協議する進め方
をとってきており、JSTで行う公募事業に対しても精通している。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3377 テラノ精工（株） パルス細線放電装置(試作)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.8 12,757,500 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3378 （株）サムウエイ ＮＭＲ分光測定システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.1.10 12,789,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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3379 （株）ＮＨＫエンタープライズ
映像コンテンツ制作「世界の科学館　シ
カゴ科学産業博物館（仮）」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.5 12,810,000 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3380 岩波映像（株）
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作②「時効なし!～未解決
問題を追いつめろ～」(仮題）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 12,831,000 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3381
インテック・ウェブ・アンド・ゲノ
ム・イン

一塩基多型情報データベースの運用管理
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 12,839,988 随意契約
同社は、本データベースの開発を担当した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本
データベースのデータ公開実務及び運用管理に必要な詳細を把握しているため。（会計規
程第34条2項1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

3382 （株）インデコ 高出力連続波単一周波数レーザ光源
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.17 12,866,700 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3383 アジレント・テクノロジー（株） チャープ測定システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.25 12,879,930 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3384 マンチェスター大学
高度な機械翻訳ｼｽﾃﾑと情報検索のため
の英日専門用語辞書の作成手法

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.4.1 12,910,852 随意契約

マンチェスター大学　テキストマイニングセンターにおいては、テキスト文書からの情報生成
技術を研究を推進し、異表記規則の機械学習を行うアルゴリズムを開発しており、機械翻訳
用辞書を構築する際に、ＪＳＴが保有する各種の文書データを利用して本業務に対して円滑
に作業を実施するためには、上記アルゴリズムを利用して行うことが必要である。（会計規
程第３４条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3385 （株）文化工房
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作⑦｢人は何を運んできたか
?-物流と通信の科学-｣（仮題)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.30 12,912,900 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3386 （株）日立製作所
シソーラスバックメンテナンス機能の設
計

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.15 12,915,000 随意契約

本機能は、「総合情報システムアプリケーションパッケージ」の一部である文献管理システム
を活用して作成するものである。当該パッケージの権利は製造業者である(株)日立製作所
が有しており、内容を第三者に開示することは許可されていない。よって、本作業を実施でき
るのは(株)日立製作所のみである。（会計規程第３４条第２項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3387 （株）ラティオインターナショナル
JSTバーチャル科学館コンテンツ制作「
昆虫の不思議な世界」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.27 12,936,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制作であり、
実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3388 （株）日本映画新社
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作③「TOKYO～都市づくりの
秘密～」（仮題）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.30 12,967,500 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3389 （株）ＮＨＫエンタープライズ
JSTバーチャル科学館コンテンツ制作「
DINO EARTH 恐竜たちの地球｣

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.27 12,967,500 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制作であり、
実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3390 （株）ベネッセコーポレ
我が国の研究活動に関する研究者の現状
認識についての調査(大学編/予備調査)

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 12,979,000 随意契約
内容の専門性から、契約の目的を達成できる契約相手方が同社しか見当たらなかったため
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの
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3391 （株）ソガオフィス
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作⑭｢おもしろｲﾍﾞﾝﾄ情報｣
(仮題)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 12,988,500 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された映像コンテンツの制作で
あり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3392 ヤマト科学（株） ２次元ナノＬＣ－スポティングシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.31 12,988,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3393 （株）ソガオフィス 映像コンテンツ制作「考古の法廷Ⅲ」
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.16 12,988,500 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3394 （株）ソガオフィス 映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作⑨｢ｱﾙﾃｨﾒｯﾄｸﾗﾌﾞ｣ #1～#5
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 12,993,750 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3395 （株）プレンティ
映像コンテンツ制作「ブレイン・イメー
ジング・ドリーム２」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.17 12,994,800 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3396 三ツワ理化学工業（株）
カーボンナノチューブ保護膜作製装置
一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.28 12,999,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3397 （財）微生物化学研究会 委託研究契約（二井）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 13,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3398 国立精神・神経センター 委託研究契約（和田）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 13,000,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3399 （株）協真エンジニアリング ３次元ソフトウエア　1式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.26 13,104,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3400 （株）三菱総合研究所
遺伝子関連領域予測システム等の運用と
調査

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 13,125,000 随意契約
同社は、本システムを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本システムの
運用に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

3401 コヒレント・ジャパン（株） 超構造薄膜形成用レーザ装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.25 13,125,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3402 合同ビルサービス（株）
発展第1,2会議室　事務所賃借料
（年契）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 13,132,032 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5
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3403 富士通（株） 高機能生体ＤＢ提供運用管理
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 13,188,420 随意契約
同社は、本システム開発を担当した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本システ
ムの運用管理に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

3404 （株）日立製作所
JDreamⅡ課金対応等に伴う提供支援シス
テムエンハンス作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.6 13,240,500 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要がある。既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるお
それがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3405 新日鉄ソリューションズ（株） 東京本部3.4.6.8階LAN工事
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.21 13,282,500 随意契約
東京本部LAN工事の落札実績を有し、東京本部のLANを熟知している。また、東京本部
LANの設計書図面等を保有管理しており合理的・効率的に作業を実施することができる。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3406 コヒレント・ジャパン（株）
超狭帯域発振リングチタンサファイアレ
ーザー

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.20 13,302,450 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3407 （株）リガク 示差熱天秤ー発生ガス分析装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.13 13,335,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3408 ＩＰＧフォトニクスジャパン（株） 50Wﾌｧｲﾊﾞｰﾚｰｻﾞｰ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.15 13,335,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3409 サイエンスプラザ管理組合 ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ共用部分の保全工事
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 13,373,244 随意契約
サイエンスプラザビル所有者で構成する管理組合内の管理規約に基づく。
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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3410 （有）ティーアイ・コムネット
映像コンテンツ「Magic School Bus」
の放映権購入および日本語版制作

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.13 13,440,000 随意契約 日本における独占的放映権を有するため。（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3411 西進商事（株） 特殊光学ｼｽﾃﾑ付きﾀﾝﾃﾞﾑ･ﾗﾏﾝ分光装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.27 13,482,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3412 （株）ユニソク
低温イオンソースシステム用アクセサリ
ーキット及び除振台　　１式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.18 13,504,995 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3413
（株）北海道新聞社東京支社広
告局

｢地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑin北海道｣運営業務
及び開催告知等に係る新聞広告掲載

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 13,515,144 随意契約

全国地方新聞社連合会と協力して行うフォーラムだが、新聞広告掲載にあたっては事務局
である同連合会が任意団体であるため直接契約することができないため、フォーラム開催
地域の地方新聞社各社と直接契約する必要があること。また、当該地域の現状・課題等を
把握＆当該地域に人的・組織的ネットワークを有していることでフォーラムを円滑かつ効率
的に実施することができること等による契約(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3414
（株）インターネットイニシアティ
ブ

電子公募システムの総括実施型への拡張
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.2.20 13,548,150 随意契約

平成16年度に競争入札により開発・導入したシステムの拡充であり、拡充にあたってはシス
テムを熟知している必要がある。そのため、当初開発を行った業者に継続して行うことが必
要である。また今までの開発の際に。JST公募担当者と十分な時間をかけ協議する進め方
をとってきており、JSTで行う公募事業に対しても精通している。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの
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3415 （株）日立製作所
大規模辞書メンテナンスシステムの機能拡
充開発

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 13,597,500 随意契約
総合情報システムの根幹となる、データベース作成システム及びＪＤｒｅａｍＩＩシステムと密接
に連携するシステムであるため、本システムに精通した日立のみが互換性のある開発が可
能（会計規程第３４条第2項第1号）。

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3416 （株）エイエルエステクノロジー 超精密アライメント機構付蒸着装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.13 13,608,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3417 （株）林工務店
（財）生産開発科学研究所
　第１３研究室改装工事

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.26 13,631,100 随意契約
契約の相手方は、既存の建物賃貸借契約等によって指定された業者であり、競争に適しな
い随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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3418 スペクトラ・フィジックス（株）
チタンサファイアレーザー高出力化用励
起光源

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.24 13,642,650 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の納品地区における唯一の販売代理店であり、他の代
理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3419 富士通（株）
化学物質リンクセンタープロトタイプ版の機
能拡充

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.6 13,642,650 随意契約
日化辞Webと密接に関係する化学物質リンクセンタープロト対応版において、既存システム
との互換性による（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3420 （株）フォトロン
微弱光現象可視化用ハイスピードビデオ
カメラシステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.22 13,650,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3421
（株）インターネットイニシアティ
ブ

電子公募システム　シーズ発掘対応機能
の新規開発

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.29 13,797,000 随意契約

平成16年度に競争入札により開発・導入したシステムの拡充であり、拡充にあたってはシス
テムを熟知している必要がある。そのため、当初開発を行った業者に継続して行うことが必
要である。また今までの開発の際に。JST公募担当者と十分な時間をかけ協議する進め方
をとってきており、JSTで行う公募事業に対しても精通している。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3422
（財）サントリー生物有機科学研
究所

委託研究契約（益田）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.8.1 13,845,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3423
（株）エヌ・ティ・ティ・データシス
テムズ

文献DB提供ｼｽﾃﾑ用顧客認証ｼｽﾃﾑ運用
作業　　18年4月～19年3月分

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 13,860,000 随意契約

本業務実施にあたっては、顧客管理システム及び予稿集全文DBシステムの検索表示シス
テムに関する知識と経験が不可欠である。また、有料の情報提供サービスを実施している
ため、システムの安定運用かつ品質維持は不可欠である。契約の相手方は、本システムの
開発業者でありシステムを熟知しており、契約の相手方以外の者から調達したならば既存
システムの使用等に著しい支障が生ずるおそれがある。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3424 富士通（株）
科学技術・理科教育のための革新的な
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材一般公開版制作(cp0040a)

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.21 13,860,000 随意契約
企画提案公募において、審査会を経て採択された企画内容の改修であり、企画内容を実施
できる相手方は、採択された企画を提案した当該契約相手方以外に存在しないため。（会計
規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3425 （株）日立製作所 書誌データ対応辞書システムの拡張
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.22 13,891,500 随意契約
既存システムである書誌データ対応辞書システムの機能拡張であり、JDreamⅡシステムと
密接に連携するシステムであるため、両システムに精通した選定業者のみが互換性のある
開発が可能である。（会計規程第３４条第2項第1号）。

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3426 （株）ニコンインステック九州支店 フーリエ変換赤外分光光度計
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.10 13,950,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3427 （株）ＮＴＶ映像センター 映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作「THE MAKING」
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.29 13,957,020 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3428 和研薬（株） コロニーピッキングシステム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.17 13,986,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3429 （株）アックス
実時間ＬｉｎｕｘカーネルのＲＭＴプ
ロセッサ上への移植

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H17.9.9 13,998,600 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3430 （株）エヌ・ティー・エス
文献データベース作成に関する情報利用
料

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 14,000,000 随意契約

本契約先には文献データベース作成作業を発注しており、その作業仕様書中で｢JSTが貸
与する作業用資料等｣のひとつとして｢品質保持のための文献データベース利用｣を定めて
いる。抄録作成及び校閲索引作業における品質保持及び作業効率向上のため、本契約先
が利用する文献データベース等の情報利用料について、JSTが負担するものである。（会計
規定第３４条第２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

12

3431 （財）日本宇宙少年団
平成１８年度全国科学技術教員研修の
実施

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.20 14,000,000 随意契約
関連業務の実績より、判断能力や管理能力に長けていると判断できるため。（会計規程第３
４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3432 合同ビルサービス（株） 発展第１,２ 事務所賃借料（年契）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 14,016,228 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3433 日本生命保険相互会社
ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ3階事務室
賃貸借

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 14,020,020 随意契約
サイエンスプラザは東京本部の所在地で、供給者が一に特定される賃貸借契約のため
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3434 （株）リガク
Ｘ線結晶構造解析システム　ＭＥＲＣＵ
ＲＹグレードアップシステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.15 14,062,650 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3435 （株）データプレイス 論文書誌ﾃﾞｰﾀ自動抽出ｼｽﾃﾑの試験運用
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.21 14,076,300 随意契約
既存物との互換性・連接性
（会計規程第34条2号(1)）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3436 エヌ・ティ・ティ・リース（株） ReaD用機材の賃貸借（３）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 14,124,768 随意契約 当該機器を継続して賃貸するため。（会計規程34条第2項1号） 見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

3437 （株）西日本新聞社東京支社
｢地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑin九州｣運営業務及
び開催告知等に係る新聞広告掲載

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 14,139,077 随意契約

全国地方新聞社連合会と協力して行うフォーラムだが、新聞広告掲載にあたっては事務局
である同連合会が任意団体であるため直接契約することができないため、フォーラム開催
地域の地方新聞社各社と直接契約する必要があること。また、当該地域の現状・課題等を
把握＆当該地域に人的・組織的ネットワークを有していることでフォーラムを円滑かつ効率
的に実施することができること等による契約(会計規程第３４条第２項（１））

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3438 ケンブリッジ大学
共同研究　ネオシリコン創製に向けた構
造制御と機能探索

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 14,140,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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3439 （株）東京インスツルメンツ 和周波発生（ＳＦＧ）分光システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.16 14,154,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3440 （株）ＡＤＥＫＡ 光電変換素子の作製・分析・性能評価
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.21 14,175,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3441 ヤマハ（株）
三重観察室拡張工事（三重中央医療セン
ター）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.4 14,175,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3442 （株）ルネサステクノロジ 委託研究契約（有本）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 14,216,800 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3443 （ＮＰＯ）知的財産研究推進機構
委託研究契約（ユビキタス　玉井チーム
　知的財産研究推進機構　及川先生）

契約担当者　理事長　沖村憲樹 H18.9.1 14,274,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 公募を実施

3444 （株）三菱総合研究所
地域結集型共同研究事業　平成10年度開
始地域に関する追跡調査

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.7 14,280,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3445
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株）

希釈冷凍機　　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.11 14,280,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3446 東京書籍（株）
理科学習用副読本試作版の制作
(中学校用)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.13 14,280,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された副読本の制作であり、実
施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3447 （株）リガク 高分解能ナノ炭素用Ｘ線回折装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 14,280,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3448 （(財)）数学オリンピック財団
国際科学技術ｺﾝﾃｽﾄ支援事業「国際数学
オリンピック」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 14,300,000 企画競争・公募
公募により選定されたコンテストの事務局を務める契約相手方に対する支援期間中である
ため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3449 （株）アトラス
大学図書館における電子ﾃﾞｰﾀ作成作業実
証実験

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.10 14,325,360 随意契約
既存物との互換性・連接性
（会計規程第34条2号(1)）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

3450 （株）日立製作所 日化辞文献連携機能の構築
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.2.28 14,364,000 随意契約
総合情報システムの根幹となる、既存システムであるデータベース作成システムと化合物辞
書システムとを密接に連携する機能であるため、本システムに精通した選定業者のみが互
換性のある開発が可能（会計規程第３４条第2項第1号）。

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの
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3451 エクセルテクノロジー（株） 極短パルス光発生装置システム　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.1 14,382,900 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3452
ジャパンスーパーコンダクタテク
ノロジー（株）

セルフシールド超電導磁石
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H17.12.5 14,406,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3453 ＡＲＭＰｈｙｓｉｃａｌ ＶＬＳＩ設計用ＩＰライセンス
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.15 14,407,200 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3454 （株）バイオエスペック 生体観察システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.19 14,437,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3455 日本電気（株）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材の開発⑩｢ﾊﾟﾉﾗﾏ展開で見る『
生物の集団と環境』｣

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.21 14,437,500 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制
作であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3456 （株）ニッポンテクニカルサービス 特許検索及び文献検索(8)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 14,458,500 随意契約
本作業は、特許検索と文献検索の双方に精通・熟練していることが必要である。契約の相
手方は技術的にも、体制的にも整備されており、短期間で効率的に作業遂行できる。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約

3457 三菱電機（株） 理科ねっとわーく検索機能の改良開発
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.14 14,490,000 随意契約
既存システムからの機能の独立、管理ツールの改修作業等、既存システムを構築した者が
構築することが効率的であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3458 （株）日立製作所
JDreamⅡ特許･研修提供環境構築のため
の機器増設作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.25 14,542,500 随意契約
既存システムの機器増設あり、システム、動作環境、機器を熟知している必要がある。既調
達物品等の調達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支
障が生ずるおそれがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3459 （株）ピンポイントサービス
多重リスクコミュニケータ（MRC）実用
化準備プログラムの開発

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.30 14,553,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3460 （株）アトラス 機器移設に伴うﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ稼動調査･試験
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.4 14,595,000 随意契約
既存物との互換性・連接性
（会計規程第34条2号(1)）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

3461 （株）発明通信社 特許検索及び文献検索(9)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 14,603,085 随意契約
本作業は、特許検索と文献検索の双方に精通・熟練していることが必要である。契約の相
手方は技術的にも、体制的にも整備されており、短期間で効率的に作業遂行できる。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約

3462 （株）豊田中央研究所 委託研究契約（兵頭）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 14,612,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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3463 （有）新千里
プロジェクト研究実施場所の賃貸契約
（エントロピー）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 14,616,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3464 （株）ミユキ技研
霊長類動物手術支援用ナビゲーションシ
ステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 14,647,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3465 （株）日立製作所
提供支援システム郵送複写著作権課金に
伴うエンハンス

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.1.20 14,668,500 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要がある。既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるお
それがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3466 （株）ＢＭＧ
金属ガラス板材・丸棒、磁性粉末試作
一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.22 14,679,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3467 （株）日立製作所
機関名辞書メンテナンスシステムの機能
拡充開発

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.19 14,686,350 随意契約

既存システムの機能拡充であり「政府調達に関する協定」第15条第1項ｄ「互換性」の規定に
該当する。
総合情報システムの根幹となる、データベース作成システム及びＪＤｒｅａｍＩＩシステムと密接
に連携するシステムであるため、本システムに精通した選定業者のみが互換性のある開発
が可能。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 競争入札に移行

3468 （株）学習研究社
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材の開発⑧｢単位換算機能と映
像で学ぶﾓﾙの世界｣

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.21 14,700,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制
作であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3469 （株）旭商会 ＩＣＰエッチングモジュール
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 14,700,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3470 （株）山口商会 Ｘ線回折装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.22 14,700,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3471 東芝ソリュ－ション（株） JOIN－Ⅱｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ機能の拡充
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.10 14,763,000 随意契約

これまで構築してきたグループウェア機能に対する拡充のため、詳細機能、システム全体の
構成や設定等に熟知している必要がある。契約相手先はその要望を満たす唯一の業者で
ある。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3472 （株）ＪＴＢ法人東京
「ノーベル賞受賞者特別講演会」の運営
業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.1 14,772,543 随意契約
本件は、海外の要人の招聘し、生徒が参加する国際性ある講演会を一貫して運営できる業
者が、選定業者が実施することが適当と考えられるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3473 （株）日立製作所
JDreamⅡシステム基幹機能(MEDLINE・近
接演算・課金表示)エンハンス

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.5 14,773,500 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要がある。既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるお
それがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3474 （株）日立製作所
研究開発支援総合ディレクトリ(ReaD)
データ受入機能の開発

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.20 14,784,000 随意契約

本件はシステムの一部機能の改造であるため、既調達物品等との連接使用の確保が必要
不可欠である。同社はH17年度に一般競争入札によりシステム開発を落札した業者であり、
システムとの整合性を確保しながら改造を行える唯一の業者であるため。（会計規程34条
第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3475 （株）アトラス 機器ﾘﾌﾟﾚｰｽに伴うデータ移行作業
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.27 14,805,000 随意契約
既存物との互換性・連接性
（会計規程第34条2号(1)）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

3476 富士通（株）
JDreamⅡシステム用新顧客認証システム
におけるJST管理者機能の追加構築作業

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.26 14,805,000 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要がある。既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるお
それがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3477 丸文（株） 静的・動的光散乱システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.14 14,857,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3478
エスアイアイ・ナノテクノロジー
（株）

環境制御型プローブ顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.1 14,889,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3479 （株）ユニソク 低温イオンソースシステム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.15 14,910,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3480 富士通（株） デジタル教材の開発⑪｢身近な科学｣
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.21 14,910,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制
作であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3481 （株）学習研究社
理科学習用副読本試作版の制作
(小学校用)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.30 14,910,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された副読本の制作であり、実
施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3482 日本電気（株）
理科学習用副読本試作版の制作
(高等学校用)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.30 14,910,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された副読本の制作であり、実
施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3483 （株）学習研究社
「かがくナビ」に係る
用語・人物の解説データ作成・登録

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.22 14,910,000 随意契約
前年度の同様作業の実績から、本作業について深い理解とノウハウを有しているものと判
断されるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（２０年度契約から）

3484 日油技研工業（株） 水中ウィンチ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.1 14,921,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3485 （株）エヌ・ティ・ビー映像センター
デジタル教材の開発⑨「歴史とｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
で学ぶ万有引力｣

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.21 14,962,500 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制
作であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3486
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ（株）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材の開発⑥
｢ものの動きとはたらき｣

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.21 14,962,500 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制
作であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施
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3487 （株）エヌ・ティ・ビー映像センター
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作「ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ21
(さきがけ)」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.31 14,962,500 随意契約

さきがけ事業において実施されるプロジェクトの研究成果について紹介するための番組制
作であり、平成17年度において同番組を制作し、事業の仕組みを熟知しているとともに、同
番組の趣旨や企画、演出、技術に習熟した同程度の履行能力を有する相手方がいないた
め。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3488 （株）エヌ・ティ・ビー映像センター
映像コンテンツ制作「中村桂子の生物進
化40億年の旅Ⅱ」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.29 14,962,500 随意契約
企画コンペにおいて審査会による審査を経て採択された映像コンテンツの継続番組の制作
であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3489 富士通（株）
ＪＤｒｅａｎⅡシステム用顧客認証システムの
再構築作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.11.27 14,962,500 随意契約 調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項（不落随契の場合） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3490 ヴィ・テクノロジー別府浩一 ＰＥＥＭ超高真空槽　　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.27 14,962,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3491 三菱電機（株）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材の開発⑦「身の回りの物質を
色々な角度から見てみよう」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.21 14,973,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制
作であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3492 （有）フローティラリーダー
ｻｲｴﾝｽﾎﾟｰﾀﾙ･ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾃﾝﾂに関する
高度化調査

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.1 14,980,000 随意契約
本件はｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及びｳｪﾌﾞｻｰﾋﾞｽに関する専門的な知識と、高度な科学技術に関する情報
ｻｰﾋﾞｽの構築実績を有していることが必要である。契約相手先はそれらの条件を具備してい
る専門的知識を有しているため。（会計規程第34条2項第1条）

見直しの余地あり
競争入札若しくは企画
競争に移行

3493 （株）日立製作所
生命情報統合検索システム（ＴＯ＿ＧＯ
）の開発　項目追加

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.5 14,994,000 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

3494 岩谷産業（株） 特殊材料ガス供給排気システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.24 14,994,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3495 三菱スペース・ソフトウエア（株） 配列空間探索用計算機
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.12 14,994,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器又は役務の製造・開発・提供業者であり、同研究機器への
各種機能追加・改造・追加役務提供は同業者しかできないことから競争に適しない随意契
約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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3496 （株）日立製作所
生命情報統合検索システムの開発　遺伝
子相互関係抽出

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.30 14,999,250 随意契約
同社は関連する研究開発を担当しており、優れた実績を残している。さらに開発を進める必
要があるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

3497 （株）東京インスツルメンツ ピコ秒Ｎｄ：ＹＡＧパルスレーザー
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.13 14,999,250 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3498 （株）学習研究社
「かがくナビ」に係る科学ニュースおよ
び用語･人物の解説データ作成・登録

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.30 15,000,000 随意契約
一般競争入札とし、公募したが予算額内での制作が難しく、応募がなかった。契約相手方は
同様のデータを所持しており、編集・加工することにより作成できると判断したため。（会計規
程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（２０年度契約から）
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3499 （社）化学工学会
プラント機器と安全に係る技術者Web
教材制作

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.31 15,000,000 随意契約
教材制作には当該分野の専門知識に加え、研修・啓発活動等を踏まえた教材企画能力が
必要である。（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

次回以降の教材制作は企画競争にて実
施（H19年度より実施済み）。

3500 （財）日本科学技術振興財団
国際科学技術コンテスト支援事業「国際
生物学オリンピック」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 15,000,000 企画競争・公募
公募により選定されたコンテストの事務局を務める契約相手方に対する支援期間中である
ため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3501 （財）日本科学技術振興財団
国際科学技術コンテスト支援事業「国際
物理オリンピック」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 15,000,000 企画競争・公募
公募により選定されたコンテストの事務局を務める契約相手方に対する支援期間中である
ため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3502 （社）日本化学会
国際科学技術ｺﾝﾃｽﾄ支援事業｢国際化学
オ
リンピック」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 15,000,000 企画競争・公募
公募により選定されたコンテストの事務局を務める契約相手方に対する支援期間中である
ため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3503
特定非営利活動法人情報オリン
ピック日本委

国際科学技術コンテスト支援事業「国際
情報オリンピック」

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 15,000,000 企画競争・公募
公募により選定されたコンテストの事務局を務める契約相手方に対する支援期間中である
ため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3504 日本電子（株） ＴＥＭマルチスキャンCCDカメラ　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.2 15,015,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3505 ＮａｐａＪｅｎｏｍｉｃｓ（株）
ＳＰＧのアンチセンス医薬用ビボ試験と
市場調査一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.22 15,025,500 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3506 レンヌ大学
レンヌ大学との共同研究契約に基づく
送金（海外送金）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 15,034,625 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3507 （株）天幸総建
研究実施場所賃借料(年契）発展第２
大津　天幸ビル

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 15,057,270 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3508 （株）天幸総建
研究実施場所賃借料（年契）発展第２
大津　天幸ビル　H18.10～H19.3月分

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.1 15,057,270 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3509 小宮山印刷工業（株） 電子ｱｰｶｲﾌﾞ用ﾃﾞｰﾀ変換(日本物理学会)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.27 15,151,846 随意契約
データ形式に関する専門的知識・技術経験の保有の必要性
（会計規程第34条2号(1))

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（平成19年度より実施
済）

3510 ＭＡＲＩＮＥＢＩＯＬＯＧＩＣＡＬＬＡ 共同研究契約（海外送金）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 15,188,773 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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3511
日本電信電話（株）先端技術総
合研究所

事務所・研究室　建物賃貸借契約
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 15,203,160 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3512 （株）フォトンデザイン 高分解能分光器
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H17.12.12 15,225,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3513 アルバックテクノ（株） 反応性蒸着装置
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.24 15,225,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3514 （株）ランドスケイプ 顧客マスタデータクレンジング作業
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.27 15,288,000 随意契約
本業務は、国内民間企業のみならず、中央官庁、地方自治体、学校法人、医療法人、公益
法人、個人企業名のデータ等を網羅的に保持している必要があるが、契約の相手方は全て
のデータを保有しており、作業遂行する能力を有している。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3515 （株）オメガトロン 表面改質装置　　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.8.22 15,309,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3516 （株）日立製作所
JDreamⅡシステム表示機能（重複削除・
SEL/EXP・シソブラ)エンハンス

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.7.24 15,330,000 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要がある。既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるお
それがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3517 ネオアーク（株） 光励振ドップラー振動計　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.12 15,435,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3518 オリエンタル酵母工業（株）
「ＢＡＬＢ／ｃ系遺伝子改変マウス」作
出業務（繁殖・飼育）　５系統

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.5.1 15,457,929 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本における唯一の販売代理店であり、他の代理店
等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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3519 （株）アトラス 電子アーカイブ運用準備業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.1 15,477,000 随意契約
既存物との互換性・連接性
（会計規程第34条2号(1)）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

3520 （株）アクシス ｾﾙﾌｶﾞｲﾄﾞﾌﾛｱﾏｯﾌﾟ新規製作【常設展示】
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.24 15,498,000 企画競争・公募
本業務の仕様書及び展示制作与件等を元にしてプロポーザル・コンペティションを行い、厳
正かつ適正な審査による選定の結果、（株）アクシスが選定されたため。（会計規程第34条2
項1号）

見直しの余地あり
２０年度以降も企画競
争を実施

3521 （株）日立製作所
科学技術総合リンクセンター（仮称）グ
ランドデザイン構築の為の調査

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.24 15,498,000 随意契約
コンペ（企画競争）の公告を行い、参加業者の提案書（企画書）を審査し、契約相手方の提
案内容が も優秀なものと選定されたため。（会計規程34条第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

3522 ヤマト科学（株） パルス核磁気共鳴装置
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.10 15,561,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の日本又は当該地区唯一の販売代理店であり、他の
代理店等を介さず販売していることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第
1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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3523 日本海洋発電（株）
委託研究（平成18年度革新事業、日本海
洋発電㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H19.1.17 15,570,500 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3524 （株）プレンティ
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作⑩｢熱血 ! 放射線講座～
原子力･放射線の基礎の基礎～｣(仮題)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 15,586,200 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された映像コンテンツの制作で
あり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3525 （株）映像館
映像ｺﾝﾃﾝﾂ制作⑫「ﾏﾅ☆ｶﾅのﾁｰﾑﾜｰｸに
ACCESS！｣(仮題)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 15,592,500 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された映像コンテンツの制作で
あり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第
１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3526 ＳＡＩＬテクノロジーズ（株） 委託研究契約（甲斐荘）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 15,600,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3527 日本ビーコ（株）
ﾋﾟｺﾆｭｰﾄﾝ定量力計測走査型ﾌﾟﾛｰﾌﾞ顕微鏡
ｼｽﾃﾑ

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.22 15,624,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3528 （株）紀伊國屋書店
書籍代　2006年外国逐次刊行物の購入
(10%精算分)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H17.11.14 15,690,920 随意契約
「２００６年外国逐次刊行物の購入　Ｐグループ」の先払い契約で支払った90％の残り分10%
の精算を行うため。当然「２００６年外国逐次刊行物の購入　Ｐグループ」の契約機関である
（株）紀伊国屋書店に対して支払いを行うため。（会計規定第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3529 理科研（株） ＳＮＰ解析用プローブアレイ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.24 15,710,100 随意契約 不落随意契約（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3530 （株）島津製作所
高速近赤外フォトルミネッセンス測定装
置　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.3 15,718,500 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3531 （株）シマダ器械 ＤＮＡスポッティング作業
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.10 15,750,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3532 日本電気（株） ベクトル計算機システム　２式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.26 15,750,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3533 （株）堀場製作所 ＩＣＰ発光分析装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.5 15,750,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3534 日本電子（株） 高温走査型ﾄﾝﾈﾙ顕微鏡
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.12 15,750,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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3535 （株）東京インスツルメンツ 第二次高調波発生測定システム　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.14 15,771,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3536 （学）兵庫医科大学
H18育-038(兵庫医科大学)委
託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 15,833,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

3537 コヒレント・ジャパン（株） 一体型フェムト秒レーザー　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.10.24 15,876,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3538 スペクトラ・フィジックス（株）
フェムト秒チタンサファイアレーザーシ
ステム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.11.17 15,910,045 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3539 （株）日立製作所
多型情報データベースサーバ運用支援作
業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 15,939,000 随意契約
同社は、本サーバを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本サーバの運用
支援に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

3540 小宮山印刷工業（株） 電子ｱｰｶｲﾌﾞ用ﾃﾞｰﾀ変換(日本化学会)
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.26 15,939,000 随意契約
データ形式に関する専門的知識・技術経験の保有の必要性
（会計規程第34条2号(1))

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（平成19年度より実施
済）

3541 （株）アイネス Ｈ18下期ＮＡＩＳＳ改造
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.8 15,939,000 随意契約
実施に当たっては、既存部分との整合性を保つことが必須であり、開発元である（株）アイネ
ス以外には本作業を行うことができないため。（会計規程第３４条第２項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3542 （株）アイネス 書誌データ作成工程変更対応
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.7 15,957,900 随意契約
実施に当たっては、既存部分との整合性を保つことが必須であり、開発元である（株）アイネ
ス以外には本作業を行うことができないため。（会計規程第３４条第２項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3543 東京エレクトロンデバイス（株）
ＲＭＴ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ　エミュレ
ーターボード開発

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.11 15,960,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3544 （株）リガク X線小角散乱システム
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.19 15,960,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3545
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株）

極低温・高磁場環境システム　HelioxAC
-V-S型

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.20 15,981,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元・総代理店等であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3546 （株）ユニソク 低温ＡＦＭ測定システム　１式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.18 15,988,171 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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3547 （有）オプティマ
位置・時間分解シングルフォトン検出シ
ステム　一式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H17.12.13 15,998,850 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3548 （株）日立製作所 委託研究契約（牧）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 16,107,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3549
インテック・ウェブ・アンド・ゲノ
ム・イン

委託研究契約（ｲﾝﾃｯｸ･ｳｪﾌﾞ･ｱﾝﾄﾞ・ｹﾞﾉﾑ
・ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ株式会社）

分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.4.1 16,379,738 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

3550
ポーランド科学アカデミー物理学
部

ポーランド科学アカデミーへの委託研究
契約（大野半導体ｽﾋﾟﾝﾄﾛﾆｸｽPJ）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 16,390,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3551 （株）神鋼環境ソリューション
委託研究（平成18年度革新事業、㈱神鋼
環境ソリューション）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 16,514,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3552 日本電信電話（株）
委託研究（平成18年度革新事業、日本電
信電話㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 16,549,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3553 沖電気工業（株） 電話交換機の賃貸借　二式
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 16,603,020 随意契約
H15年度に入札により導入したリース機器であり、６年間の賃貸借契約を前提としているた
め。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3554 インターメディア（株） 英文データベースデータ入力作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 16,797,375 随意契約
JSTのデータ入力規則を含めデータ入力のための十分な知識・スキルを有しており、JSTが
入力指示をしないでもJSTのデータ入力規則に沿った入力が可能である。（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
平成18年度で契約終
了

3555 清水建設（株） 東京本部１０階施設改修工事
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.1.11 16,905,000 随意契約

本件は、建設当初の工事内容を十分に理解している必要があり、契約相手先は、ビル建設
当初より工事を受注し、工事統括監理業務も担当しており、 も効率的かつ効果的に当該
業務を遂行できる。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3556 ロンドン大学
ロンドン大学への委託研究契約について
（ERATO-SORST細野PJ/継続）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 17,052,596 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3557 アイ・ピー・エックス株式会社 特許検索及び文献検索（13）
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 17,494,785 随意契約
本作業は、特許検索と文献検索の双方に精通・熟練していることが必要である。契約の相
手方は技術的にも、体制的にも整備されており、短期間で効率的に作業遂行できる。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約

3558 中央光学出版（株） 特許検索及び文献検索(11)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 17,494,785 随意契約
本作業は、特許検索と文献検索の双方に精通・熟練していることが必要である。契約の相
手方は技術的にも、体制的にも整備されており、短期間で効率的に作業遂行できる。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3559 （株）三菱総合研究所
科学技術イノベーションのプロセスと社会
経済的効果に関する調査

分任経理担当者
経理部長　加納富次雄

H18.12.11 17,514,000 随意契約

同社はシンクタンクとして、先端科学、産業技術、エネルギー、安全科学、地球環境などの
幅広い科学技術に係わる調査研究組織が充実しており、経済及び社会問題の面からの調
査体制をも備えている。本契約は平成１６年度より実施しているものの一環であり、作業の
効率化や経費削減の観点からも同社に委託することが適当である。（会計規程３４条２項）

見直しの余地あり 競争入札に移行

3560 （株）日立製作所 原子力ＰＡシステム用機器の賃貸借
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 17,579,328 随意契約

本システムは平成10年の公開運営に際し(株)日立製作所に開発を担当させ、以降機器を日
立製作所よりレンタルした機器にて運営している。へ性18年度の運営にあたって発注を変更
した場合、機器構成の再検討、システムの再構築等の作業・時間が必要となり、データベー
ス公開業務の中断、新規のトラブルが発生等が危惧されるため継続性を重視し引き続き賃
貸借する。
（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
平成18年度で事業終
了

3561 新日鉄ソリューションズ（株）
文献速報CD-R及びCD-ROM版の作製並
びに
ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 17,615,395 随意契約
既存システムに精通及び熟知していなければ、本作業は円滑に遂行できない。契約の相手
方はシステムを開発しており、システム全般を把握しており、内容を熟知している。また、十
分な技術力と経験も有している。（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17 単価契約

3562 （財）大阪科学技術センター
京都大学総合博物館他「平成18年度地域
科学館連携支援事業」開発支援業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.3 17,658,000 随意契約
関連業務の実績より、本件について的確且つ専門的な見地から業務を遂行できる開発能
力、企画、情報収集、分析、調整能力に長けると判断できるため。（会計規程第34条第２項
第１号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

3563
（株）インターネットイニシアティ
ブ

電子公募システム　特許化支援機能の新
規開発

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.22 17,949,750 随意契約

平成16年度に競争入札により開発・導入したシステムの拡充であり、拡充にあたってはシス
テムを熟知している必要がある。そのため、当初開発を行った業者に継続して行うことが必
要である。また今までの開発の際に。JST公募担当者と十分な時間をかけ協議する進め方
をとってきており、JSTで行う公募事業に対しても精通している。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3564 （株）東レ経営研究所
創造科学技術推進事業及び国際共同研
究
事業PJ研究終了後の展開に関する調査

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.9.4 17,996,000 随意契約
継続性を維持しつつ、研究分野を網羅できる経験値及び専門的知識が求められるものであ
るため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（20年度契約から）

3565 （株）シグ 文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 18,437,884 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3566
オックスフォード・インストゥルメ
ンツ（株

希釈冷凍機用超伝導マグネット
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.15 18,657,450 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元であり、代理店等を介さず直接販売していることから競
争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3567 大星ビル管理（株）
東京本部4階,3階他科学技術理解増進部
入居工事

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.16 18,900,000 随意契約

本件の作業は、短時間に業務に支障なく行う必要があり、設備機器の配置を熟知している
必要がある。契約相手先はビル管理業務を受託していることにより、電源等の配置に熟知
しており、合理的・効率的に実施できる。
（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3568 シンシナチ小児医療センター
共同研究　遅発性神経細胞死後の海馬神
経細胞の再生

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.7 18,909,382 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3569 ＣＮＲＧ／ＣＮＧ
日仏共同体制による人種間ゲノム多型の
比較解析

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 19,000,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3570 三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 事務所借上げ等　18年4月～19年3月分
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 19,081,056 随意契約 事務所賃貸借契約であり、競争を許さない。（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5
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又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3571 （学校法人）北里学園
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1604　北里大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 19,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3572 東芝ソリュ－ション（株） ＪＯＩＮ－Ⅱ機能の拡充
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.22 19,845,000 随意契約

JOIN-Ⅱシステムは、H16年度の競争入札の結果、契約相手先が落札し、導入したものであ
る。本件は、これまで構築してきた機能に対する拡充のため、初期導入した機能と矛盾なく
動作することが必要である。契約相手先はシステムの仕様、設計の細部にわたって熟知し
ている唯一の業者である。
（会計規程第３４条第２項１号）(政府調達特例規程第１２条第３号)

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3573 （株）ケイ・マイン 賃借料・共益費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 19,846,752 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3574 富士通（株）
ゲノム生物学バックボーンサーバシステ
ム保守

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 19,870,200 随意契約
同社は、本システムを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本システムの
保守に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成２０年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

3575 （株）電通中部支社
赤﨑記念研究館展示室展示の企画・設計
・制作

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.19 19,908,000 随意契約
赤﨑名大特別教授の技術である青色ＬＥＤの開発企業である豊田合成のＬＥＤに関する展
示会は全て(株)電通が行っていおり、２９件の実績がある。豊田合成のＬＥＤ展示のノウハウ
の蓄積も大きく、名大も同社の選定を希望したため（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
H20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わないもの

3576
エヌ・ティ・ティラーニングシステ
ムズ（株

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材の開発⑤｢変動する大地！｣
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.21 19,923,750 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制
作であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3577 （株）プラント 情報資料館ビル管理業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 19,935,300 随意契約
Ｈ１７年度契約についてＨ１６年度に競争入札を実施したため。（会計規程第34条第2項第1
号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（技術審査）
（２０年度契約から）

3578 ＮＴＴアドバンステクノロジ（株）
意味類型パターン辞書システム総合版編
成作業

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.12 19,950,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3579 （株）ＮＨＫエンタープライズ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材の開発②｢3次元でわかる『電
磁気学』編｣

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.21 19,950,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制
作であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3580 （株）ドキュメンタリーチャンネル
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教材の開発①｢ 先端の可視化技
術を活用した実験・観察集｣

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.21 19,950,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制
作であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3581 富士通（株）
デジタル教材の開発④｢3DCGで見る、視
覚・聴覚の構造としくみ｣

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.21 19,950,000 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択されたデジタルコンテンツの制
作であり、実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２
項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3582 ボストーク（株） 「ｻｲｴﾝｽﾆｭｰｽ!ｱｼﾞｱ展」新規展示制作
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.1 19,950,000 企画競争・公募
本業務の仕様書及び展示制作与件等を元にしてプロポーザル・コンペティションを行い、厳
正かつ適正な審査による選定の結果、ボストーク（株）が選定されたため。（会計規程第34
条2項1号）

見直しの余地あり
２０年度以降も企画競
争を実施



様式３－２
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契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地
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結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3583 デルフト工科大学 デルフト工科大学への送金依頼
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 20,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3584 （株）アトラス 電子ｱｰｶｲﾌﾞﾃﾞｰﾀ登載業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.3.1 20,104,350 随意契約
連接性・互換性の保持が必要
（政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特
例を定める規程第12条(3)項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（総合
評価）
（平成19年度に競争入
札を実施決定）

3585 日本電信電話（株）
量子スピン　研究実施場所・事務所・研
究設備賃借料　変更契約

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.7.31 20,190,240 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3586 （国研）国立循環器病センター 委託研究契約（関）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 20,280,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3587 アドバンスソフト（株）
多配置ＳＣＦ法の実装、分子物性値計算
手法の実装

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.20 20,475,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3588 ＮＴＴアドバンステクノロジ（株）
意味類型パターンファイル改良版作成作
業

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.1.10 20,580,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3589
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

J-STORE用機材の賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 20,664,000 随意契約
リース継続契約であり、かつ既調達物品との連接使用の確保が不可欠であるため（会計規
程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3590 （株）メテオインターゲート 電子ｱｰｶｲﾌﾞ用ﾃﾞｰﾀ変換
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.4 20,685,000 随意契約
データ形式に関する専門的知識・技術経験の保有の必要性
（会計規程第34条2号(1))

見直しの余地あり

競争入札に移行（価格
競争）
（準備期間を経たのち
20年度から）

3591
（有）サイテック・コミュニケーショ
ンズ

平成18年度広報誌｢JSTNews｣企画･編集
及び印刷業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 20,905,500 随意契約
契約相手先は平成16年度に企画競争により 優秀提案者として選定された業者である。本
件は平成18年度も既調達物品等の企画編集方針が継続することから、既調達物品等の連
接使用の確保が必要なため。（会計規程第34条第2項1号）

見直しの余地あり
企画競争を実施（平成
19年度）

3592 （株）アトラス JSTリンクセンターの機能拡張
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.29 21,000,000 随意契約
連接性・互換性の保持が必要
（政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特
例を定める規程第12条(3)項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3593 国立国際医療センター 委託研究契約（加藤）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 21,060,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3594 （株）フジスタッフ 重点研究支援協力派遣事業費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 21,077,170 随意契約
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規定第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3595 住ベ・筒中テクノ（株） 特許検索及び文献検索(2)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 21,082,635 随意契約
本作業は、特許検索と文献検索の双方に精通・熟練していることが必要である。契約の相
手方は技術的にも、体制的にも整備されており、短期間で効率的に作業遂行できる。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約

3596 ＪＦＥ都市開発（株）
研究実施場所等建物賃貸借契約（岩田
Ｐ）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 21,122,136 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3597 （株）三菱化学科学技 委託研究契約(中村)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.8.1 21,152,700 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3598 （株）トーコン・システムサービス JST研究開発ﾈｯﾄﾜｰｸ運用管理
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 21,168,000 随意契約
契約相手先は、H15年に競争入札により落札した業者であるが、専門的技術者を擁し、作
業実績も申し分ない。また、研究開発ネットワークの構成・運用ルール等を熟知している。
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3599 （株）日立製作所
特許文献統合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ搭載に伴う
JDreamⅡシステムエンハンス

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.18 21,210,000 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要がある。既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるお
それがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3600 セコムトラストシステムズ（株）
ＪＳＴ内の情報システム経費削減のため
のコンサルティング

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.5 21,315,000 随意契約

本件は、前年度実施したコンサルの報告書に基づく継続コンサルティングであり、運用経費
の削減につながる統合計画を策定することを目的としている。契約相手先は、H16、H17年
度のコンサルティングを請け負い、また、JST内の情報システムに関係したことがないため
中立的な第3者によるコンサルティングを行える。
（会計規程第３４条第２項１号）(政府調達特例規程第１２条第３号)

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3601 東京都個人タクシー協同組合 タクシーサービス（個人タクシー）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 21,600,000 随意契約 認可料金であり、価格競争が存在しないため。（会計規定第３４条第２項第１項） 見直しの余地あり
公募企画競争等へ移
行。

3602 富士通（株）
日本化学物質辞書Web公開用ソフトウェア
購入

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.4 21,756,000 随意契約
既存システムに導入しているソフトのオプション版の購入である。富士通（株）は、このソフト
の国内販売ライセンスを保持しており製造販売元（Chembridge社）との意思の疎通が可能
であることによる。（会計規程第34条第2項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3603 （株）日立製作所
JDreamⅡシステムオンライン機能エンハン
ス

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 21,892,500 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要がある。既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるお
それがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3604 日揮（株）
研究開発資金「超小型放電型中性子源に
よる地雷探知技術の開発」

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.7.1 22,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3605 浜松ホトニクス（株） 委託研究契約(田中)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 22,100,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3606 （株）ネオ・モルガン研究所
委託研究（平成18年度革新事業、㈱ネオ
・モルガン研究所）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H19.1.4 22,110,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3607 （株）筑波研究コンソーシアム 賃借料・共益費等
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 22,228,164 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3608 中央三井信託銀行（株）
三番町ビルの転貸借契約に係る不動産
仲介手数料の支払

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.11 22,334,130 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3609
（学）関西文理総合学園長浜バ
イオ大学

委託研究契約（長浜バイオ大学）
分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.4.1 22,347,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3610 日本情報処理（株） 英文データベースデータ入力作業
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 22,363,320 随意契約
JSTのデータ入力規則を含めデータ入力のための十分な知識・スキルを有しており、JSTが
入力指示をしないでもJSTのデータ入力規則に沿った入力が可能である。（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
平成18年度で契約終
了

3611 （株）日本技術センター
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
（株）日本技術センター）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 22,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3612 マンパワージャパン（株） 重点研究支援協力派遣事業費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 22,542,934 随意契約
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規定第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3613 （株）日立製作所 ＢＩＲＤ関連サーバ運用支援
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 22,554,000 随意契約
同社は、本サーバを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本サーバの運用
支援に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

3614 ストックホルム大学 共同研究契約（海外送金）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 23,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3615 （株）読売新聞東京本社
第50回日本学生科学賞に係る運営実施業
務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.27 23,111,000 随意契約
皇室等来賓の調整、応募作品の審査及び表彰式等の準備・運営等おいて実施できる相手
方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3616 宇宙通信（株） ｻｲｴﾝｽﾁｬﾝﾈﾙのCS放送番組送信業務
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 23,184,000 随意契約
本業務は放送事業者である契約者の他に実施できる者が存在しないため。（会計規程第３
４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3617
（株）テキサスジェノミクスジャパ
ン

委託研究（平成18年度　独創モデル化、
株式会社　ﾃｷｻｽｼﾞｪﾉﾐｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 23,196,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3618 （株）日立製作所 情報編成システム機能追加
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.18 23,317,633 随意契約

情報編成システムを含めた「総合情報システムアプリケーションパッケージ」の権利は製造
業者である(株)日立製作所が有しており、内容を第三者に開示することは許可されていな
い。よって、本作業を実施できるのは(株)日立製作所のみである。（会計規程第３４条第２項
第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
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結した日
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3619 カシオ計算機（株） 人事システムの機能拡充
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.20 23,478,000 随意契約

人事システムのソースプログラムの著作権は本システムの製造業者であるカシオ計算機
（株）が有しており、外部への開示は行われていない。よって本システムのプログラムの改修
作業を行えるのはカシオ計算機（株）以外に行うことができないため。
（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3620 （財）日本宇宙少年団
千葉県立中央博物館他「平成18年度地域
科学館連携支援事業」開発支援業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.28 23,679,000 随意契約
関連業務の実績より、本件について的確且つ専門的な見地から業務を遂行できる開発能
力、企画、情報収集、分析、調整能力に長けると判断できるため。（会計規程第34条第２項
第１号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

3621 （株）構造計画研究所
委託研究（平成18年度革新事業、㈱構造
計画研究所）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 23,700,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3622 （有）いって研究所
委託研究（平成18年度革新事業、㈲いっ
て研究所）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H19.1.12 23,804,000 随意契約
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3623
鹿島建
設（株）

委託研究（平成18年度革新事業、鹿島建
設㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 24,000,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3624 （株）豊田中央研究所 委託研究契約（稲垣）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.10.1 24,355,500 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3625 みずほ情報総研（株）
フラグメント分子軌道法による生体分子
計算システムのプリポスト機能の開発

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.21 24,360,000 随意契約
契約の相手方は本件研究機器の製造・開発業者であり、同研究機器への各種機能追加・
改造は同業者しかできないことから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3626 菱彩テクニカ（株）
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
菱彩テクニカ　株式会社）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 24,521,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3627 スタンフォード大学
共同研究　光利用による量子コンピュー
ターの開発

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.7.6 24,670,766 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3628 （株）シー・アイ・ティ・サービス
ﾋﾞｰｸﾙﾛﾎﾞｯﾄおよびその周辺機器の設計･
製作【技術革新と未来】

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.2 24,675,000 随意契約

本業務は新規常設展示「ビークルロボット展示」の設計・製作に関するものである。現在、本
展示で設置する駆動部分を有するロボットの設計・製作には特定の公開特許技術を用いる
必要があり、本特許技術については特許権利者である(有)リーディング・エッジ・デザインと
学校法人千葉工業大学が(株)シー・アイ・ティ・サービスに独占的に特許実施許諾をしてい
ることから、本業務を請け負えるのは(株)シー・アイ・ティ・サービス以外にないため。（会計
規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3629 ＴＤＫ（株） 一方向精密凝固装置　一式
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.2.20 25,000,000 随意契約 特許権等の排他的権利が存在する随意契約（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3630 （株）ヤマテコーポレーション
研究開発資金「SQUID-NQR 地雷化学物
質
探知技術開発」

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 25,143,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3631
（株）日立製作所公共システム営
業統括本

研究開発支援総合ディレクトリ(ReaD)
稼動環境構築作業

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.18 25,179,000 随意契約

本件はシステムの一部機能の改造であるため、既調達物品等との連接使用の確保が必要
不可欠である。同社はH17年度に一般競争入札によりシステム開発を落札した業者であり、
システムとの整合性を確保しながら改造を行える唯一の業者であるため。（会計規程34条
第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

3632 アンテナ技研（株）
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
アンテナ技研㈱）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 25,190,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3633 （株）シービーケー ビル管理業務（筑波資料センター）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 25,200,000 随意契約
Ｈ１７年度契約についてＨ１６年度に競争入札を実施を実施しため。（会計規程第34条第2項
第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（技術審査）
（２０年度契約から）

3634 （NPO)教育臨床研究機構 委託研究契約（中野）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 25,220,000 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3635 （学）慶應義塾 委託研究契約（学校法人　慶應義塾）
分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.11.29 25,350,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3636 日清紡績（株）
委託研究（平成18年度革新事業、日清紡
績㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 25,620,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3637 （株）免疫生物研究所
実験動物ブリーディング・維持管理業務
（平成18年4月～平成19年3月）１式

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 25,687,672 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3638 マサチューセッツ工科大学
【外貨払】冷却イオンを用いた量子情報
処理基礎技術(224,000.00米ドル)

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 25,936,960 企画競争・公募
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3639 埼玉県立がんセンター 委託研究契約(神津)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 26,000,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3640 古河電池（株）
委託研究（平成18年度革新事業、古河電
池㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 26,015,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3641 野村不動産（株） 領域事務所賃借料
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 26,059,200 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3642 旭化成アミダス（株）
文献データベース作成に関する情報利用
料

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 26,100,000 随意契約

本契約先には文献データベース作成作業を発注しており、その作業仕様書中で｢JSTが貸
与する作業用資料等｣のひとつとして｢品質保持のための文献データベース利用｣を定めて
いる。抄録作成及び校閲索引作業における品質保持及び作業効率向上のため、本契約先
が利用する文献データベース等の情報利用料について、JSTが負担するものである。（会計
規定第３４条第２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

12
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3643 (株)ウォーク 大型映像コンテンツの共同制作分担金
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H18.12.28 26,250,000 随意契約
大型映像を国内の科学館や児童館に配給できる社が限られ、その中で今回の仕様に示す
条件で作品内容と共同制作体制について(株)ウォークがもっともよい提案をしたため。（会計
規定第34条2項1号）

見直しの余地あり
20年度以降企画競争
を実施

3644 日本クレア（株） 遺伝子欠損動物系統維持・生産業務委託
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 26,355,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3645 （有）バーサット 文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 26,923,449 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3646 東亞合成（株）
委託研究（平成18年度革新事業、東亞合
成㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 26,960,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3647 （株）アトラス 電子アーカイブの機能拡張
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.29 27,195,000 随意契約
連接性・互換性の保持が必要
（政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特
例を定める規程第12条(3)項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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3648 （株）住化技術情報センター 文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 27,284,397 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3649 旭光精工（株）
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
旭光精工株式会社）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 27,401,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3650 （株）三菱総合研究所
「高度情報社会におけるハザードマップ
策定と政策・法律に関する調査検討」

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.30 27,526,000 随意契約
前年度に同社から調達済みの成果に基づくものであり、他者からの調達には支障が生ずる
ため（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3651 （株）ＳＮＴ
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
（株）ＳＮＴ）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 27,610,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3652 （株）アイネス
ＮＡＩＳＳ運用支援及び
アプリケーションの保守

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 27,972,000 随意契約
本業務の対象は、JSTが有料で外部に提供するデータベースを製造するために運用する
NAISSシステムである。よって、「政府調達に関する協定付属書Ｉ日本国の付表３」「付表３に
関する注釈１」により、「政府調達に関する協定」の対象外である。

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3653 （株）ジェイ・エム・シー
委託研究（平成18年度革新事業、㈱ジェ
イ・エム・シー）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 28,000,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3654 （株）三菱総合研究所
委託研究（平成18年度革新事業、㈱三菱
総合研究所）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 28,000,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了
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3655 メムザス（株）
委託研究（平成18年度革新事業、メムザ
ス㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 28,000,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3656
（株）国際電気通信基礎技術研
究所

計算脳　研究実施場所賃借料等（年契）
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 28,016,988 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3657 （株）アミル 重点研究支援協力派遣事業費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 28,143,099 随意契約
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規定第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3658 オリエンタル酵母工業（株）
ノックアウトマウスの委託飼育・繁殖（
ＳＰＦ飼育費用）

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 28,350,000 随意契約
研究成果の正確性・品質を継続的に保持するためには、同品質のマウス繁殖及び同条件
の飼育が必要であり、競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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3659 野村ビルマネジメント（株） 川口センタービル建物総合管理業務契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 28,518,345 随意契約

川口センタービル全体の13.5％をJSTが所有しているが、86.5％を所有する他社が野村ビ
ルマネジメントと契約しているため、契約先をあわせる必要がある。建物総合管理業務は空
調、電気、上下水道配管、トイレ、エレベータ、清掃、警備等の共用部分の管理業務が含ま
れており、当機構だけ別の会社に管理業務委託することはできない。
（会計規程第３４条第２項１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3660 スタンフォード大学
共同研究　光利用による量子コンピュー
ターの開発

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.7.6 29,093,655 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3661 慶應義塾大学 委託研究契約（学校法人慶応義塾）
分任契約担当者、情報事業本部
長、細江孝雄

H18.4.1 29,120,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3662 （株）日立製作所 総合情報システム運用支援（日立）
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 29,320,200 随意契約

(株)日立製作所が開発したJSTの文献データベース作成業務の根幹をなす総合情報システ
ムの運用支援である。JSTのシステム環境に応じた運用設計の元で運用されており、既存
調達物品との連接使用の確保が不可欠である。本業務全般の知識・技術を持つのは唯一
左記会社のみであり、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3663 神戸天然物化学（株）
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
神戸天然物化学（株））

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 29,519,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3664
日本碍
子（株）

委託研究（平成18年度革新事業、日本碍
子㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 29,579,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3665 ＪＩＴＳＵＢＯ（株）
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
ＪＩＴＳＵＢＯ（株））

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 29,766,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3666 日本物理探鑛（株）
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
日本物理探鑛株式会社）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 29,900,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施
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3667 （株）アイデン
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
株式会社　アイデン）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 29,920,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3668 エーザイ（株）
委託研究（平成18年度革新事業、エーザ
イ㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 30,000,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3669 （株）光電製作所
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
㈱光電製作所

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 30,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3670 メッセンジャー・スケープ（株）
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
メッセンジャー・スケープ（株））

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 30,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3671 （株）ＭＣＢＩ
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
株式会社　ＭＣＢＩ）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 30,030,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3672 （株）メトラン
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
株式会社　メトラン）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 30,030,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3673 富士通（株） 業務・システムの 適化計画の策定
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.6 30,135,000 随意契約
企画コンペの実施
（会計規程第３４条第２項１号）
(政府調達特例規程第１２条第２号)

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3674 日本生命保険相互会社
ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ3階事務室
賃貸借

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 30,171,072 随意契約
サイエンスプラザは東京本部の所在地で、供給者が一に特定される賃貸借契約のため
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3675 （株）計測リサーチコンサルタント
委託研究（平成18年度革新事業、㈱計測
リサーチコンサルタント）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 30,800,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3676 帝都自動車交通（株） 車両運行管理契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 30,870,000 随意契約 機構の業務に精通しており、専門性を有する（会計規定第34条第2項第1号） 見直しの余地あり
平成19年度競争入札
に移行済み

単価契約

3677 （株）インターエナジー
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
株式会社　インターエナジー）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 30,910,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3678 （株）日本セラテック
委託研究（平成18年度革新事業、㈱日本
セラテック）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 31,000,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3679 （有）アルマイト触媒研究所
委託研究（平成18年度革新事業、㈲アル
マイト触媒研究所）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 31,020,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3680 山建プラント（株）
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
山建プラント（株））

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 31,178,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3681 （株）ナード研究所
委託研究（平成18年度革新事業、㈱ナー
ド研究所）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 31,300,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3682 日立キャピタル（株）
理科ねっとわーく教員版ｼｽﾃﾑ
機材の賃貸借

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 31,336,200 随意契約 リース契約の継続（会計規程第３４条第２項第１号） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3683 五鈴精工硝子（株）
委託研究（平成18年度革新事業、五鈴精
工硝子㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 31,460,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3684 （株）ダイナックス
委託研究（平成18年度革新事業、㈱ダイ
ナックス）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 31,500,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3685 （株）フルヤ金属
委託研究（平成18年度革新事業、㈱フル
ヤ金属）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 31,500,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3686 （株）小松製作所
委託研究（平成18年度革新事業、㈱小松
製作所）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 31,500,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3687 オリエンタル酵母工業（株）
ノックアウトマウスの委託飼育・繁殖
　H18年4月～H19年3月

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 31,500,000 随意契約
研究成果の正確性・品質を継続的に保持するためには、同品質のマウス繁殖及び同条件
の飼育が必要であり、競争に適しない随意契約（会計規定第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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3688 （株）ガルファーマ
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
㈱ガルファーマ）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 31,707,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3689 （株）日立製作所 多型情報解析サーバの保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 31,710,000 随意契約
同社は、本システムを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本システムの
保守に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3690 ネッパジーン（株）
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
ネッパジーン（株））

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 31,900,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3691 甲陽ケミカル（株）
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
甲陽ケミカル株式会社）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 31,900,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3692 大塚化学（株）
委託研究（平成18年度革新事業、大塚化
学㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 32,500,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3693
（株）ソディックプラステック北陸
営業所

射出成形機ＭＰ１００
分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.8 32,550,000 随意契約 特殊研究機器のため供給元が一者に限られていた。(会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3694 日本電子（株） 委託研究契約(水田)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 32,889,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3695 太平洋セメント（株）
委託研究（平成18年度革新事業、太平洋
セメント㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 33,000,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3696 （株）キティー
委託研究（平成18年度革新事業、㈱キテ
ィー）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 33,300,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3697 オーム電機（株）
委託研究（平成18年度革新事業、オーム
電機㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 33,700,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3698 （株）モリテックス
委託研究（平成18年度革新事業、㈱モリ
テックス）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 33,800,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3699 （株）システムズプランニング
委託研究（平成18年度革新事業、㈱シス
テムズプランニング）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 34,100,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3700 （株）プロテイン・エクスプレス
委託研究（平成18年度革新事業、㈱プロ
テイン・エクスプレス）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H19.1.4 34,390,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3701 （株）メディネット
委託研究（平成18年度革新事業、㈱メデ
ィネット）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 34,600,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3702 フルウチ化学（株）
委託研究（平成18年度革新事業、フルウ
チ化学㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 34,600,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了
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3703 日本カノマックス（株）
委託研究（平成18年度革新事業、日本カ
ノマックス㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 34,650,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3704 オムロンソフトウェア（株）
委託研究（平成18年度革新事業、オムロ
ンソフトウェア㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.9.1 34,760,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3705 ブルカー・バイオスピン（株） ＮＭＲ装置移設作業
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.26 34,860,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3706 パルテック（株）
委託研究（平成18年度革新事業、パルテ
ック㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 34,980,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3707 ジーンフロンティア（株）
委託研究（平成18年度革新事業、ジーン
フロンティア㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 35,000,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3708 用瀬電機（株）
委託研究（平成18年度革新事業、用瀬電
機㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 35,000,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3709 （株）ビーエムジー
委託研究（平成18年度革新事業、㈱ビー
エムジー）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 35,000,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3710 清水建設（株）
委託研究（平成18年度革新事業、清水建
設㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 35,000,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3711 川崎重工業（株）
委託研究（平成18年度革新事業、川崎重
工業㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 35,140,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3712 キューオーエル（株）
委託研究（平成18年度革新事業、キュー
オーエル㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.9.1 35,387,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3713 三菱重工業（株）
委託研究（平成18年度革新事業、三菱重
工業㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 35,570,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3714 （株）天幸総建 天幸１７ビル原状回復工事
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.2.1 35,595,000 随意契約
契約の相手方は、既存の建物賃貸借契約等によって指定された業者であり、競争に適しな
い随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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3715 理科研（株） ＳＮＰ解析用プローブアレイ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.15 35,702,100 随意契約 不落随意契約（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3716 （株）エス・ティ・ジャパン
委託研究（平成18年度革新事業、㈱エス
・ティ・ジャパン）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 35,860,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3717 サミット・グライコリサーチ（株）
委託研究（平成18年度革新事業、サミッ
ト・グライコリサーチ㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 35,860,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3718 三菱スペース・ソフトウエア（株）
ゲノム情報科学サーバシステム等運用支
援

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 35,910,000 随意契約
同社は、本システムを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本システムの
運用支援に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

3719 アンリツ（株）
委託研究（平成18年度革新事業、アンリ
ツ㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 36,000,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3720 （株）レミ
委託研究（平成18年度革新事業、㈱レミ
）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 36,000,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3721 マイクロ化学技研（株）
渡慶次チーム（マイクロ化学技研㈱　委
託費）

分任契約担当者　戦略的創造事業
本部長　北澤　宏一

H18.4.1 36,400,000 企画競争・公募 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3722 ベイバイオサイエンス（株）
共同研究契約「核内巨大複合体群の検出
と単離」(新規)

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.9.1 36,520,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規定第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3723 ペクセル・テクノロジーズ（株）
委託研究（平成18年度革新事業、ペクセ
ル・テクノロジーズ㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 36,553,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3724 日本生命保険相互会社 サイエンスプラザ４階事務室賃貸借
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.6.1 36,786,960 随意契約
サイエンスプラザは東京本部の所在地で、業務の効率上 適の場所であり、供給者が一に
特定される賃貸借契約のため
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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3725 石油資源開発（株）
委託研究（平成18年度革新事業、石油資
源開発㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 36,850,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3726 （株）東芝
委託研究（平成18年度革新事業、㈱東芝
）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.9.1 37,000,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了
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3727 （株）ＤＮＡチップ研究所
委託研究（平成18年度革新事業、㈱ＤＮ
Ａチップ研究所）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 37,180,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3728 ＷＤＢ（株） 重点研究支援協力派遣事業費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 37,190,312 随意契約
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規定第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3729 （株）日立製作所
JDreamⅡ、JDreamPetitｼｽﾃﾑｵﾝﾗｲﾝ機能
(画面表示・MEDLIN対応等）エンハンス

分任契約担当者　経理部長　加納
富次雄

H19.2.28 37,233,000 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要がある。既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるお
それがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3730 インターメディア（株） 文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 37,287,001 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3731 日本生命（相） 九段センタービル賃貸借
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.5.1 37,349,697 随意契約
九段センタービルの賃貸借を行っている業者であり、競争を許さないため（会計規程第３４
条第２項１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3732 紀本電子工業（株）
委託研究（平成18年度革新事業、紀本電
子工業㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 37,400,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3733 （株）ＪＴＢ法人東京
平成18年度ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽﾊｲｽｸｰﾙ生徒研
究
発表会」の運営業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.7 37,537,931 企画競争・公募
企画コンペにおいて審査評価委員会による審査を経て採択された調査であり、実施できる
相手方は他に存在せず、競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり 企画競争を実施

3734 江崎グリコ（株）
委託研究（平成18年度革新事業、江崎グ
リコ㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 37,700,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3735 （財）東京都医学研究機構
平成18年度大学発ベンチャー創出推進
委託研究費　1805　東京都医学研究機構

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 37,700,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3736 （株）丹青社
企画･設計･施工業務
（65億人のサバイバル展）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.20 37,800,000 企画競争・公募
本業務の仕様書及び展示制作与件等を元にしてプロポーザル・コンペティションを行い、厳
正かつ適正な審査による選定の結果、（株）丹青社が選定されたため。（会計規程第34条2
項1号）

見直しの余地あり
２０年度以降も引き続
き企画競争を実施

3737 ＮＥＣトーキン（株）
H18育-014(ＮＥＣトーキン)
委託研究費

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.10.1 37,975,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規定第34条
第2項1号）

見直しの余地あり
公募を実施（平成18年
度から）

3738 （株）山形富士通
委託研究（平成18年度革新事業、㈱山形
富士通）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 38,000,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3739 （株）島津理化
委託研究（平成18年度革新事業、㈱島津
理化）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 38,000,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3740 浜松ホトニクス（株）
委託研究（平成18年度革新事業、浜松ホ
トニクス㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 38,000,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3741 （株）大阪光科学技術研究所
委託研究（平成18年度革新事業、㈱大阪
光科学技術研究所）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H19.1.4 38,000,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3742 月桂冠（株）
委託研究（平成18年度革新事業、月桂冠
㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 38,050,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3743 スタンフォード大学
共同研究　光利用による量子コンピュー
ターの開発

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.7.6 38,140,049 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3744 （財）日本科学技術振興財団
北海道立ｵﾎｰﾂｸ流氷科学ｾﾝﾀｰ他「平成18
年度地域科学館連携支援事業」開発支援

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.28 38,141,000 随意契約
関連業務の実績より、本件について的確且つ専門的な見地から業務を遂行できる開発能
力、企画、情報収集、分析、調整能力に長けると判断できるため。（会計規程第34条第２項
第１号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

3745
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノ
ロジ（株）

委託研究（平成18年度革新事業、エヌ・
ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.9.1 38,225,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3746 （株）ザ・コンベンション
戦略的創造研究推進事業個人型研究「さ
きがけﾗｲﾌﾞ2006」運営支援業務役務契約

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.9.1 38,377,896 企画競争・公募
契約の相手方は企画競争方式により 優秀の評価を審査委員会で得られたことによって選
定された者であり、競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3747 信光工業（株）
委託研究（平成18年度革新事業、信光工
業㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.9.1 38,500,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3748 旭光電機（株）
委託研究（平成18年度革新事業、旭光電
機㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H19.1.4 38,665,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3749 東急不動産（株） 麹町スクエア２Ｆ内装工事
分任経理担当者
経理部長　佐藤薫

H18.6.27 38,850,000 随意契約
既に当センターが入居しＬＡＮ設備や電話機の内線化等オフィス機能も整備されているた
め。（会計規程３４条２項１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3750 スタンフォード大学
共同研究　光利用による量子コンピュー
ターの開発

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.7.6 38,976,854 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降
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【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3751 （学校法人）立命館
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1610　立命館大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 39,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3752 （株）東芝 委託研究契約（橋本）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 39,000,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3753 石川島播磨重工業（株）
委託研究（平成18年度革新事業、石川島
播磨重工業㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 39,000,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3754 富士ゼロックス（株）
委託研究（平成18年度革新事業、富士ゼ
ロックス㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 39,000,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3755 （株）東京インスツルメンツ
委託研究（平成18年度革新事業、㈱東京
インスツルメンツ）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 39,000,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3756 日本電信電話（株） 委託研究契約（納富）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.9.29 39,000,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3757 ツルイ化学（株）
委託研究（平成18年度革新事業、ツルイ
化学㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 39,193,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3758 赤司電機（株）
委託研究（平成18年度革新事業、赤司電
機㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 39,336,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3759 （株）日立製作所
研究開発支援総合ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ(ReaD)ｻｰﾋﾞｽ
提供用機器の調達

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.15 39,435,900 随意契約 競争入札の結果、不落随契。（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第２５条第３項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3760 （株）三菱総合研究所
理科支援員等配置事業の試行的実施に関
する調査研究

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.1 39,815,000 随意契約

本調査では試行地域のみならず、全国規模でのアンケート調査や分析が必要であり、高度
な調査・分析、管理能力が求められるが、契約相手方はこれまでに類似事業である「理数大
好きモデル地域事業」や「サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト」等の事業の調査・分
析を行うなどの実績があり、このような業務に精通しているため。（会計規程第３４条第２項
第１号）

見直しの余地あり
１９年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3761 （株）ＮＳＣｏｒｅ
委託研究（平成18年度革新事業、㈱ＮＳ
Ｃｏｒｅ）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.9.1 39,965,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3762 キーコム（株）
委託研究（平成18年度革新事業、キーコ
ム㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 40,000,000 企画競争・公募
平成１８年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3763 サイバーレーザー（株）
委託研究（平成18年度革新事業、サイバ
ーレーザー㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.9.1 40,000,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3764 東レ（株）
委託研究（平成18年度革新事業、東レ㈱
）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.9.1 40,000,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3765 （株）日立製作所 「用語管理メンテナンスシステム」開発
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.1 40,110,000 随意契約
総合情報システムの根幹となる、データベース作成システム及びＪＤｒｅａｍＩＩシステムと密接
に連携するシステムであるため、本システムに精通した日立のみが互換性のある開発が可
能（会計規程第34条第2項第1号）。

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3766 大星ビル管理（株） ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞJST専用部総合管理(一般)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.8.1 40,118,580 随意契約
サイエンスプラザビル所有者で構成する管理組合内での取り決め（専用部総合管理は共用
部分総合管理の契約先と同一にする）による。
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3767
伊藤忠テクノソリューションズ
（株）

Oracle RACオプションの追加設定
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.29 40,285,350 随意契約
連接性・互換性の保持が必要
（政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特
例を定める規程第12条(3)項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3768 （国研）科学警察研究所 委託研究契約(安田)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 40,300,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3769 （公立大学法人）岩手県立大学
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1719　岩手県立大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 40,300,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3770 日本電気（株） 委託研究契約(高田)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 41,041,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3771 （学校法人）久留米大学
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1704　久留米大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 41,600,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3772 （株）日立製作所
中国文献データベース搭載に伴う
JDreamⅡシステムエンハンス

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.9.1 42,000,000 随意契約
既存システムの機能拡充であり、システムを熟知している必要がある。既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずるお
それがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

3773 サンコーコンサルタント（株）
委託研究（平成18年度革新事業、サンコ
ーコンサルタント㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H19.2.28 42,240,000 企画競争・公募
平成１７年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3774 栄研化学（株）
委託研究（平成18年度革新事業、栄研化
学㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.9.1 42,300,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3775 （株）エルクエスト
委託研究（平成18年度　独創モデル化、
（株）エルクエスト）

分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.7.1 42,742,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり 企画競争・公募を実施

3776
（財）高度情報科学技術研究機
構

データベース（ＡＴＯＭＩＣＡ）の加工
及びアップロード作業

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 42,787,500 随意契約

本業務を遂行するためには、国内外の原子力に関する技術的な知識や豊富な情報に精通
している技術者を多数擁していること、また国の原子力に関わる関係機関と協力関係を持ち
容易に情報交換が行えることが必要である。同社は、日本原子力研究所をはじめ多数の原
子力関連の仕事で実績を有しており、十分な知識と経験を有している。
（会計規定第34条第2項1号）

見直しの余地あり
平成18年度で事業終
了

単価契約

3777 （株）リボミック 委託研究契約（藤原）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 42,900,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3778 （株）シーエス日本 110度CS放送におけるSC放送の実施
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 43,690,500 随意契約
送信機器操作に習熟した者が実施しないと、放送事故の発生など、業務に著しい支障が生
ずるおそれがあるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3779 （株）シバタインテック
トリプル四重極ＬＣ／ＭＳ／ＭＳシステ
ム

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.3.27 44,086,665 随意契約 不落随意契約（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3780 コトーネ・キャピタル（有） ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ4階事務室の賃貸借
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 44,326,692 随意契約
サイエンスプラザは東京本部の所在地で、供給者が一に特定される賃貸借契約のため
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3781 大阪府立成人病センター 委託研究費（大阪府立成人病センター）
分任契約担当者
産学連携事業本部
本部長　沖村　憲樹

H18.4.1 44,648,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。（会計規程第34条
第2項第1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3782 （株）パレスホテル 原子力業務室　事務所賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 44,784,432 随意契約 土地建物の賃貸借であるため。（会計規程第34条第２項１号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3783 （株）廣済堂 電子アーカイブの作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.29 45,874,500 随意契約 平成17年度の落札実績及び業務に関する専門的技術等を評価 見直しの余地あり

競争入札に移行（総合
評価）
（平成19年度より実施
済）

H17落札実績

3784 正晃（株） ＳＮＰ解析用プローブアレイ
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H19.1.15 45,903,900 随意契約 不落随意契約（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行

3785 ゼファー（株）湘南支社 文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 47,740,864 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3786 （学校法人）東京理科大学
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1724　東京理科大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 48,100,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施
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3787
（株）国際電気通信基礎技術研
究所

委託研究契約(中村)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 48,316,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3788
（株）竹中
工務店

委託研究（平成18年度革新事業、㈱竹中
工務店）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.9.1 48,500,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3789 ネットワンシステムズ（株）
超広帯域ﾈｯﾄﾜｰｸおよび高精細画像設備
の
設置工事

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.5 49,000,000 随意契約

本件は超広域ネットワークを未来館の各階に敷設するためのネットワーク機器の設置、光
ファイバー配線工事及びそれらのネットワークインフラを活用するために調達予定の「高精
細映像設備」の設置、調整作業に関するものである。ネットワンシステムズ(株)は国内にお
いて情報通信機器構築では 大手のネットワークベンダーであり、また、ネットワークに使用
する安価で情報通信の高速性に優れている高性能プラスチックファイバーを国内で唯一調
達可能な会社である。更に、一般競争入札「高精細映像設備」の落札者でもあり、設備の設
置・調整に関しても高い効率性を期待できる。よってネットワンシステムズ(株)が本業務を実
施する業者として 適であるため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
２０年度以降企画競争
を実施

3790 （学校法人）慶應義塾
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1819　慶應義塾大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 49,400,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3791 新技術情報（株）
文献データベース作成に関する情報利用
料

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 49,700,000 随意契約

本契約先には文献データベース作成作業を発注しており、その作業仕様書中で｢JSTが貸
与する作業用資料等｣のひとつとして｢品質保持のための文献データベース利用｣を定めて
いる。抄録作成及び校閲索引作業における品質保持及び作業効率向上のため、本契約先
が利用する文献データベース等の情報利用料について、JSTが負担するものである。（会計
規定第３４条第２項第１号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

12

3792 古河電気工業（株）
委託研究（平成18年度革新事業、古河電
気工業㈱）

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.9.1 50,000,000 企画競争・公募
平成１６年度公募による研究課題募集の結果、契約相手方の研究計画案が当機構の期待
する も優秀なものと認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。
（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
H18年度で当事業の公
募は終了

3793
（公立大学法人）名古屋市立大
学

平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1714　名古屋市立大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 52,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3794 （株）アトラス 電子ｱｰｶｲﾌﾞ公開機能の開発
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.2.3 53,425,050 随意契約
連接性・互換性の保持が必要
（政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特
例を定める規程第12条(3)項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3795 日本生命保険相互会社
ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ3階事務室
賃貸借

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 53,478,804 随意契約
サイエンスプラザは東京本部の所在地で、供給者が一に特定される賃貸借契約のため
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3796 国際航業（株）
三番町ビルの転貸借契約書に基づく
敷金の一部支払

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 55,997,200 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3797 （株）オー・エル・エム・デジタル 委託研究契約（安生）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 56,203,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3798 （株）アトラス 平成18年度J-STAGEの機能拡張
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.1 56,742,000 随意契約
連接性・互換性の保持が必要
（政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特
例を定める規程第12条(3)項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3799 （株）島津製作所 粉川チーム（島津製作所分　委託費）
分任契約担当者　戦略的創造事業
本部長　北澤　宏一

H18.4.1 58,227,000 企画競争・公募 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3800 （学校法人）名城大学
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1605　名城大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 58,500,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3801 （株）パトリス 特許検索及び文献検索(7)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 62,171,550 随意契約
本作業は、特許検索と文献検索の双方に精通・熟練していることが必要である。契約の相
手方は技術的にも、体制的にも整備されており、短期間で効率的に作業遂行できる。（会計
規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約

3802 （学校法人）慶應義塾
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1710　慶應義塾大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 62,400,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3803 日本電信電話（株） 委託研究契約（界）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 63,300,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3804 （学校法人）トヨタ学園
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1807　豊田工業大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 63,700,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3805 （財）野口研究所
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1701　野口研究所

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 65,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3806 （公立大学法人）大阪府立大学
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1804　大阪府立大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.8.1 65,000,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3807 エーザイ（株） 委託研究契約(小田)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.8.1 65,263,333 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3808 （学校法人）東海大学
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1728　東海大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 67,600,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3809 国立循環器病センター
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1702　国立循環器病ｾﾝﾀｰ

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 67,600,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3810 （学校法人）星薬科大学
平成18年度大学発ベンチャー創出推進委
託研究費　1705　星薬科大学

分任契約担当者、産学連携事業本
部長、沖村憲樹

H18.4.1 68,250,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さないため。(会計規程第34条第
2項の（1））

見直しの余地あり 公募を実施

3811 国際航業（株）
三番町ﾋﾞﾙの転貸借契約書に基づく敷金
の一部支払

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 69,000,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3812
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ共用部分の総合管理
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 69,142,757 随意契約
サイエンスプラザビル所有者で構成する管理組合内の管理規約に基づく。
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3813 日本電信電話（株） 委託研究契約（赤崎）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.8.1 69,540,250 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3814 （株）レイテック 特許検索及び文献検索(6)
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 70,846,650 随意契約

本作業は、特許出願前の先行技術調査が中心であり、 新技術の知識と関連するデータ
ベースの調査経験が必要である。契約の相手方は特許調査の実績があり、十分なデータ
ベースでの調査経験も有している。また、技術的にも、体制的にも整備されている。（会計規
程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託費を取止め

単価契約

3815 （財）日本科学技術振興財団
平成１８年度地域科学技術理解増進人材
の活動推進業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 71,905,000 随意契約
関連業務の実績より、判断能力や管理能力に長けていると判断できるため。（会計規程第３
４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3816 青森県工業総合研究センター
業務委託｢地域研究開発資源活用促進
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣（青森県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.10.10 74,239,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3817 （株）日立製作所 中国文献DBデータ作成機能の開発
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.18 74,445,000 随意契約
既存の「総合情報システムアプリケーションパッケージ」への追加機能開発に当たって、本
アプリケーションパッケージの仕様を熟知していることが必須であり、開発元である（株）日
立製作所以外に行うことが出来ないため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
「19年以降、当該事業
の終了」

3818 富士通（株）
研究者人材データベース(JREC-IN)シス
テムの開発

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.18 74,445,000 随意契約
同社はJREC-INシステム基本設計をH17年度に競争入札にて受注した業者であり、その成
果の品質を維持し、整合性を確保し、かつ責任の所在を明確にしながら作業できる唯一の
業者であるため。（会計規定34条第2項1号）

見直しの余地あり
19年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
い

3819 日本教育放送（株） ｻｲｴﾝｽﾁｬﾝﾈﾙの放送の実施
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 74,642,400 随意契約
サイエンス チャンネルをＣＳスカイパーフェックＴＶ！765chで放送できる唯一の委託放送事
業者であるため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3820 （株）エヌ・ティー・エス 文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 75,708,622 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3821 日本電子（株） 委託研究契約（近藤）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 75,900,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3822 （財）くまもとテクノ産業財団
業務委託｢地域結集型研究開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
｣（熊本県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.12.1 80,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3823 三菱重工業（株）
研究開発資金「地雷探査用高度化即発ガ
ンマ線分析システムの開発」

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.12.20 80,558,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3824 （株）日立製作所 ＪＤreamⅡ稼動維持支援作業
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 81,597,600 随意契約

本作業は、有料サービスであるJdreamⅡの安定運用かつ品質維持のため、JDreamシステ
ム運用における十分な知識・ノウハウ、迅速な障害対応、JDreamⅡと関連する各種システ
ムの運用状況の把握が必要とされる。契約の相手方は、本システムの設計・開発を実施
し、その運用に関する知識・技術を持っており、契約の相手方以外の者から調達したならば
既存システムの使用等に著しい支障が生ずるおそれがある。（会計規程第34条第2項第1
号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3825 富国生命保険相互会社 科学技術連携施策群支援業務室賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 83,034,600 随意契約 土地建物の賃貸借であるため。（会計規定第34条第２項第１号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3826 （株）丹青社 新規展示製作【生命との科学と人間】
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.31 83,188,350 企画競争・公募
本業務の仕様書及び展示制作与件等を元にしてプロポーザル・コンペティションを行い、厳
正かつ適正な審査による選定の結果、（株）丹青社が選定されたため。（会計規程第34条2
項1号）

見直しの余地あり
２０年度以降も引き続
き企画競争を実施

3827 （株）ウィズウィグ 文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 83,915,506 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3828 野村不動産（株） 川口センタービル１２階賃貸借契約
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 84,261,240 随意契約
川口センタービルは本部の所在地で、供給者が一に特定される賃貸借契約のため
（会計規程第３４条第２項１号）

見直しの余地あり
20年以降、当該事務・
事業の委託等を行わな
いもの

3829 （株）トプコン 東條チーム（㈱トプコン分　委託費）
分任契約担当者　戦略的創造事業
本部長　北澤　宏一

H18.4.1 88,400,000 企画競争・公募 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3830 （株）日立製作所 情報発信・流通総合ｼｽﾃﾑ機器のﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 89,992,350 随意契約
連接性・互換性の保持が必要
（政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特
例を定める規程第12条(3)項）

見直しの余地あり
20年度以降、当該事
務・事業の委託等を行
わない

3831 三菱スペース・ソフトウエア（株） ゲノム情報科学サーバシステムの保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 90,871,200 随意契約
同社は、本システムを納入した会社であり、連接使用の確保が不可欠である本システムの
保守に必要な詳細を把握しているため。（会計規程第34条2項1号）

見直しの余地あり
平成１９年度以降、当
該業務の委託を行わな
いもの

3832 伊藤忠テクノサイエンス（株） 情報発信・流通総合ｼｽﾃﾑ機器の保守
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 92,326,080 随意契約
連接性・互換性の保持が必要
（政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特
例を定める規程第12条(3)項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3833
（株）まつもとコーポレーション東
京支店

ＮＭＲ実験室整備工事 分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.5 92,400,000 随意契約 不落随意契約（調達契約及び前渡資金の取扱事務細則第25条第3項） 見直しの余地あり 競争入札へ移行



様式３－２
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及び住所
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随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
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備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3834 （財）高輝度光科学研究センター 委託研究契約(依田)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.8.1 93,080,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3835 コトーネ・キャピタル（有）
ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ5階事務室の
賃貸借

分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 93,698,484 随意契約
サイエンスプラザは東京本部の所在地で、供給者が一に特定される賃貸借契約のため
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3836 （株）アトラス 電子ｱｰｶｲﾌﾞの運用
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.4 94,027,500 随意契約
連接性・互換性の保持が必要
（政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特
例を定める規程第12条(3)項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（総合
評価）
（20年度契約から）

3837 （財）日本科学技術振興財団
平成18年度ｻｲｴﾝｽ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
合宿型学習活動(サイエンスキャンプ)

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.24 98,784,000 随意契約
契約相手方は、青少年向けの科学技術理解増進のための活動を数多く行っており、過去に
「サイエンスキャンプ」を自主事業で実施するなど、効率的・効果的な運営等に関する実績も
十分に有しているため。（会計規程第３４条第２項第１号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行
（１９年度実施済み）

3838
（ＮＰＯ）システム・バイオロジー
研究機構

委託研究契約「システムバイオロジーの
基礎研究」（北野）

分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 99,900,000 企画競争・公募
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規程第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3839 パーレジェンサイエンス（株）
急性骨髄性白血病患者での体細胞突然変
異同定業務

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.6.23 101,100,000 随意契約
目的とする業務を行える相手方が、専門的知識を必要とする随意契約（会計規程第34条第
2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3840
メディカルシステムコンサルタン
ト（株）

文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 106,934,697 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3841 （株）ＡＴＲ－Ｒｏｂｏｔｉｃｓ 高性能なヒューマノイドロボットの製作
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.1.31 107,541,000 随意契約
契約の相手方は当該製品の製造元の総代理店であり、他の代理店等を介さず販売してい
ることから競争に適しない随意契約（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3842 ＮＥＣエレクトロニクス（株）
二川チーム（NECｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱分　委託費
）

分任契約担当者　戦略的創造事業
本部長　北澤　宏一

H18.4.1 107,895,000 企画競争・公募 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3843 オムロン（株） 委託研究契約（青山）
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 108,550,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降

3844
（財）２１あおもり産業総合支援
センター

業務委託「地域結集型共同研究事業」
（青森県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 122,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3845 （財）高輝度光科学研究センター 委託研究契約(高田)
分任契約担当者、戦略的創造事業
本部長、北澤宏一

H18.4.1 124,410,000 企画競争・公募
公募による募集選考を経て選定された研究課題に参画する研究機関と契約を締結する必
要があるため。（会計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり 公募の２年目以降



様式３－２
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（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3846 （財）長崎県産業振興財団
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（長崎県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 126,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3847 旭化成アミダス（株） 文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 129,970,899 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3848 国際航業（株）
三番町ビルの転貸借契約書に基づく敷金
の一部支払

分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.12.20 131,000,000 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の貸主であり、競争に適しない随意
契約（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3849 （財）高輝度光科学研究センター
小林チーム（高輝度光科学研究センター
　委託費）

分任契約担当者　戦略的創造事業
本部長　北澤　宏一

H18.4.1 136,305,000 企画競争・公募 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3850 千葉県産業振興センタ－
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（千葉県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 138,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3851 オリンパス（株） 伊東チーム（オリンパス分　委託費）
分任契約担当者　戦略的創造事業
本部長　北澤　宏一

H18.4.1 154,570,000 企画競争・公募 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3852 東京ビジネスサービス（株） 重点研究支援協力派遣事業費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 159,396,014 随意契約
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規定第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3853 （株）トロピカルテクノセンタ－
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（沖縄県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 160,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3854 東急不動産（株） 二番町東急ビル賃貸借
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 166,381,236 随意契約
入居オフィスを継続して借り上げることが設備の利活用や業務の効率上 適であり、供給
者が一に特定される賃貸借契約のため
（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3855 新技術情報（株） 文献データベース作成
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 174,325,850 随意契約

1)データベース作成に係る作業基準及び各専門分野の研究動向や科学技術用語に精通し
ていること。
2)JSTが承認した校閲教育適任者（リーダー）が品質確認を行った上で納品できること。（会
計規程第34条第2項第1号）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行

3856 東急不動産（株）
社会技術研究開発センター運営室賃貸
契約

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 180,374,116 随意契約 当該不動産の所有者の指定業者であるため（会計規程第３４条第２項第１号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3857 アイエックス・ナレッジ（株）
電子計算機システムの運用維持管理及び
付帯業務

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 191,532,600 随意契約
アイエックス・ナレッジ(株)は平成11年度の入札結果に基づき長年運用を行っており、総合
情報システム全体の処理工程の概要を熟知しているため適正かつ早急な対応が出来る。
（会計規程第３４条第２項第1号）

見直しの余地あり
H18年度末に競争入札
を実施（総合評価）
（19年度契約から）
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3858 アデコ（株） 重点研究支援協力派遣事業費
分任契約担当者、研究支援部長、
伊藤洋一

H18.4.1 207,980,555 随意契約
公募による研究案募集の結果、契約相手方の研究案が当機構の期待する も優秀なもの
と認定され、契約の性質又は目的が競争に付することに適さない随意契約（会計規定第34
条第2項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3859 東京都港湾局 日本科学未来館用地の借り上げ
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 210,718,092 随意契約
代替性のない土地の賃貸借契約であるため、土地の所有者である東京都と契約を行うこと
としたため。（会計規程第34条2項1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

5

3860 （財）大阪科学技術センター
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（大阪府）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 217,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3861 （財）群馬県産業支援機構
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（群馬県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 241,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3862
（財）奈良県中小企業支援セン
ター

業務委託「地域結集型共同研究事業」
（奈良県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 241,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3863 （財）埼玉県中小企業振興公社
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（埼玉県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 249,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3864 （財）京都高度技術研究所
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（京都市）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 251,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3865 （株）けいはんな
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（京都府）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 254,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3866 （財）高知県産業振興センター
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（高知県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 255,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3867 （財）ひょうご科学技術協会
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（兵庫県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 259,600,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3868 （財）わかやま産業振興財団
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（和歌山県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 261,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3869 （財）滋賀県産業支援プラザ
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（滋賀県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 261,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降
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3870 （株）日立製作所 JDreamⅡの運用・開発用機器等賃貸借
分任契約担当者　経理部長　佐藤
薫

H18.4.1 270,842,976 随意契約

契約の相手方には、JDreamⅡユーザプログラムの開発業者であること、流用する既存機器
の導入業者であること、有料のサービス事業であるために障害発生時の迅速対応ができる
こと、等が求められる。以上の事項から、契約の相手方は当該業者以外には存在しない。
契約の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使用等に著しい支障が生ずる
おそれがあるため。（会計規程第34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

17

3871 （財）三重県産業支援センター
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（三重県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 278,500,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3872 （財）宮崎県産業支援財団
業務委託「地域結集型共同研究事業」
（宮崎県）

分任契約担当者　産学連携事業本
部　本部長　沖村憲樹

H18.4.1 279,000,000 企画競争・公募 公募、評価採択による契約（会計規程第３４条第２項（１）） 見直しの余地あり 公募の２年目以降

3873 （株）日立製作所 総合情報システム等の賃貸借
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.28 473,346,435 随意契約

本システムは、JST内の他の文献情報事業に使用するシステムとの関連が強く、それら既
調達ハード・ソフトとの連接使用の確保が不可欠である。(株)日立製作所以外の業者から調
達した場合、既存のシステム、機能、ユーザインタフェースとの互換性の確保が困難であり、
競争を許さないため。（会計規程第３４条第２項第1号）

見直しの余地あり
競争入札もしくは企画
競争に移行

3874 （株）アトラス 情報発信・流通総合ｼｽﾃﾑの運用
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.1 670,320,000 随意契約
連接性・互換性の保持が必要
（政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特
例を定める規程第12条(3)項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（総合
評価）
（平成19年度に競争入
札を実施決定）

3875 野村ビルマネジメント（株） 2月分　本部光熱水料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.19 1,006,001 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3876 野村ビルマネジメント（株） 12月分　本部光熱水料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.19 1,015,136 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3877 野村ビルマネジメント（株） 5月分　本部光熱水料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.12 1,048,399 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3878 野村ビルマネジメント（株） 1月分　本部光熱水料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.20 1,068,756 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3879 野村ビルマネジメント（株） 6月分　本部光熱水料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.11 1,069,207 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3880
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

9月分　ガス料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.19 1,071,523 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3881 東急不動産（株） ６月分　二番町ビル電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.24 1,088,482 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8
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3882
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

10月分　委託管理費
（ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ共有部分）電気料

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.16 1,090,690 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3883 野村ビルマネジメント（株） 11月分　本部光熱水料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.19 1,095,782 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3884 野村ビルマネジメント（株） 3月分　本部光熱水料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.18 1,126,834 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3885
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

5月分　委託管理費
（ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ共有部分）電気料

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.12 1,141,801 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3886 野村ビルマネジメント（株） 10月分　本部光熱水料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.16 1,157,733 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3887 野村ビルマネジメント（株） 4月分　本部光熱水料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.12 1,166,819 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3888
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

2月分　JST専有部分電気料
（BIRDｻｰﾊﾞｰ）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.13 1,201,662 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3889 野村ビルマネジメント（株） 7月分　本部光熱水料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.16 1,217,146 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3890
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

9月分　委託管理費
（ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ共有部分）電気料

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.19 1,238,866 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3891
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

7月分　委託管理費
（ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ共有部分）電気料

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.11 1,247,320 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3892
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

6月分　JST専有部分電気料
（BIRDｻｰﾊﾞｰ）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.18 1,346,298 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3893
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

3月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.4.13 1,366,955 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8



様式３－２
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3894 野村ビルマネジメント（株） 8月分　本部光熱水料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.15 1,393,041 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3895
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

9月分　JST専有部分電気料
（BIRDｻｰﾊﾞｰ）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.19 1,401,395 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3896
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

10月分　JST専有部分電気料
（BIRDｻｰﾊﾞｰ）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.16 1,410,932 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3897
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

7月分　JST専有部分電気料
（BIRDｻｰﾊﾞｰ）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.11 1,411,867 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3898
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

4月分　JST専有部分電気料
（BIRDｻｰﾊﾞｰ）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.12 1,423,631 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3899
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

5月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.23 1,441,844 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3900
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

12月分　JST専有部分電気料
（BIRDｻｰﾊﾞｰ）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.19 1,444,014 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3901
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

1月分　JST専有部分電気料
（BIRDｻｰﾊﾞｰ）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.20 1,460,810 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3902
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

11月分　JST専有部分電気料
（BIRDｻｰﾊﾞｰ）

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.13 1,468,562 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3903
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

5月分　JST専有部分電気料
（BIRDｻｰﾊﾞｰ）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.12 1,480,054 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3904 公立大学法人　首都大学東京
４～６月分　公立大学法人首都大学東京
光熱水費

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.28 1,495,193 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3905
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

8月分　JST専有部分電気料
（BIRDｻｰﾊﾞｰ）

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.12 1,517,726 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8



様式３－２
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3906
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

2月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.23 1,589,744 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3907
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

1月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.23 1,611,332 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3908
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

4月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.12 1,620,499 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3909
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

10月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.24 1,624,725 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3910
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

8月分　委託管理費
（ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ共有部分）電気料

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.12 1,647,214 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3911 野村ビルマネジメント（株） 9月分　本部光熱水料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.18 1,669,669 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3912
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

11月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.13 1,671,322 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3913
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

12月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.24 1,674,117 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3914
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

7月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.24 1,706,872 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3915
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

6月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.31 1,716,038 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3916
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

8月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.22 1,747,296 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3917
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

9月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.24 1,856,571 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8
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3918
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

10・11月分　水道料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.13 1,933,057 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3919
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

4・5月分　水道料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.12 1,985,407 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3920
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

6・7月分　水道料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.11 2,086,375 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3921
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

12・1月分　水道料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.20 2,125,533 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3922
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

2・3月分　水道料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.4.11 2,181,225 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3923
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

8・9月分　水道料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.19 2,433,195 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3924
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

5月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.12 2,596,127 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3925
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

3月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.4.11 2,638,939 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3926
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

10月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.16 2,886,010 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3927
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

11月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.13 2,968,006 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3928
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

4月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.12 2,969,811 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3929
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

1月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.20 2,998,447 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8
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3930
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

6月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.18 3,013,809 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3931
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

7月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.11 3,023,248 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3932
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

2月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.13 3,044,906 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3933
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

8月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.12 3,101,207 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3934
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

12月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.19 3,118,481 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3935
サイエンスプラザ管理組合業務
代行者大星ビ

9月分　JST専有部分電気料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.19 3,239,693 随意契約
契約の相手方は立地条件によって選定された当該物件の管理会社であり、光熱水料につ
いての支払は契約書上当該会社に対して行うため、競争に適しない随意契約（会計規程第
34条第2項第1号）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

8

3936
横浜中央郵便局　共通事務セン
ター

7月分　後納郵便料
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.21 1,048,240 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3937 日本郵政公社中央郵便局
後納郵便料（２月分）
東京中央郵便局扱い

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.20 2,929,086 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3938 日本郵政公社中央郵便局
後納郵便料（１月分）
東京中央郵便局扱い

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.20 3,742,579 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3939 日本郵政公社中央郵便局
後納郵便料（12月分）
東京中央郵便局扱い

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.22 4,214,330 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3940 日本郵政公社中央郵便局
後納郵便料（11月分）
東京中央郵便局扱い

分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.20 2,979,732 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3941 日本郵政公社中央郵便局 後納郵便料（10月分）東中央郵便局扱い
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.20 3,366,716 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9
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3942 日本郵政公社中央郵便局
後納郵便料（９月分）東京中央郵便局扱
い

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.20 2,635,262 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3943 日本郵政公社中央郵便局
後納郵便料（８月分）
東京中央郵便局扱い

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.20 3,487,032 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3944 日本郵政公社中央郵便局
後納郵便料（７月分）
東京中央郵便局扱い

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.21 4,591,552 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3945 日本郵政公社中央郵便局
後納郵便料（６月分）東京中央郵便局扱
い

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.20 3,387,053 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3946 日本郵政公社中央郵便局
後納郵便料（5月分）東京中央郵便局扱
い

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.20 2,844,675 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3947 日本郵政公社中央郵便局
後納郵便料（4月分）東京中央郵便局扱
い

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.22 3,436,822 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3948 日本郵政公社中央郵便局
後納郵便料（3月分）東京中央郵便局扱
い

分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.20 3,630,777 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3949 東京中央郵便局 後納郵便料　内部複写　2月分
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.3.20 1,876,871 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3950 東京中央郵便局 後納郵便料　内部複写　1月分
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.2.20 1,919,315 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3951 東京中央郵便局 後納郵便料　内部複写　12月分
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H19.1.22 2,167,520 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3952 東京中央郵便局 後納郵便料　内部複写　11月分
分任契約担当者、経理部長、加納
富次雄

H18.12.20 2,347,887 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3953 東京中央郵便局 後納郵便料　内部複写　10月分
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.11.20 2,313,325 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9



様式３－２

件数
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
公共工事の名称、場所、機関及び種別

又は物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

（法人名：独立行政法人 科学技術振興機構）

【その他の者との契約】

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

3954 東京中央郵便局 後納郵便料　内部複写　９月分
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.10.20 2,128,166 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3955 東京中央郵便局 後納郵便料　内部複写　８月分
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.9.20 2,326,269 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3956 東京中央郵便局 後納郵便料　内部複写　７月分
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.8.21 2,236,402 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3957 東京中央郵便局 後納郵便料　内部複写　６月分
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.7.20 2,608,408 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3958 東京中央郵便局 後納郵便料　内部複写　５月分
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.6.20 2,463,122 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3959 東京中央郵便局 後納郵便料　内部複写　４月分
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.5.22 2,205,422 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

3960 東京中央郵便局 後納郵便料　内部複写　３月分
分任契約担当者、経理部長、佐藤
薫

H18.4.20 2,687,170 随意契約 契約の性質又は目的が一般競争に付することに適しない（会計規程第34条第2項第1号） その他
随意契約によらざるを
得ないもの

9

合計 32,622,423,498

（注４）契約種類は、競争性のない随意契約については「随意契約」、企画競争又は公募による随意契約については「企画競争・公募」と記載すること。

（注６）講ずる措置は、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、（　）で移行時期等を
　　　補足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。
　　　なお、平成18年度に不落・不調随意契約であったものについては、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」に該当する場合を除き、「競争入札に移行」に分類すること。

（注７）「類型区分」欄には、別添の「随意契約事由別　類型早見表」の類型区分(１～12)の番号を記載する。その他以下に該当する番号を記載する。
　　　・緊急の必要により競争に付することができない場合「１３」
　　　・競争に付することが不利と認められる場合「１４」
　　　・秘密の保持が必要とされている場合「１５」
　　　・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「１６」
　　　・特例政令に相当する規定に該当する場合「１７」
　　　・その他、１から１７並びに１９及び２０の類型区分に分類できないものについては「１８」
　　　・見直し後においても、なお、国において定める随意契約の限度額を超える契約で法人の定める限度額を下回る契約とする場合については「１９」
　　　・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「２０」

（注１）本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約（予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条第二号、第三号、第四号又は第七号の金額を超えないもの）を除
　　　く。）のうち、「特殊法人等」、「独立行政法人」、「当該独立行政法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」以外の者（その他の公益法人、民間法人等）との契約を記載する。
　　　なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平成15年法律第112号）
      第２条第１項及び第３項に規定する法人を指す。

（注２）単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載する。

（注３）随意契約によることとした理由は、説明責任を十分に果たせるよう具体的かつ詳細に記載すること。

（注５）見直しの結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」又は「その他」に分類すること。




