
(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

構造衝撃解析ソフトウエアの賃貸借
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
株式会社ＪＳＯＬ 東京都中
央区晴海２－５－２４

構造衝撃解析ソフトウエアの国内における販売権を有
しているのは（株）ＪＳＯＬのみであり、当該相手方以外
には実施できないため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売業
者以外では出来ない契約】

非公表            1,438,500 - -
当該ソフトウェアの国内における販売権を有している唯
一の業者であるため。

19

飛行船膜構造耐候性試験
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年12月17日
川崎重工業株式会社 兵
庫県神戸市中央区東川崎
町３－１－１

飛行船用膜材料として、ザイロン膜材の製造技術と試
験評価技術を必要とし、唯一当該技術を有する川崎重
工業（株）以外には実施できないため。　【第１項（１）ｆ：
ロケット、衛星等の製造設備等や製造技術等を有する
者との契約】

非公表            2,940,000 - -
当該試験に必要なザイロン膜材と試験評価技術を有
する唯一の業者であるため。

19

ＲＣＭ　Ｓｙｓｔｅｍ　ハードウェア／ソフ
トウェア保守

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
株式会社キャトルアイ・サ
イエンス 京都府京田辺市
山手南２－１－３

ＲＣＭ　Ｓｙｓｔｅｍのハードウェア／ソフトウェアを保守す
るによりＲＣＭ　Ｓｙｓｔｅｍのハードウェア／ソフトウェア
を使用する必要があり、本産業財産権等を有している
のはキャトルアイ・サイエンスのみであるため。　【第１
項（１）ｂ：産業財産権等保有者との契約】

非公表            2,421,300 - -
当該ハードウェア／ソフトウェアの産業財産権を有する
唯一の業者であるため。

19

研究用ソフトウェアの保守（ＭＡＴＬＡ
Ｂ）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
サイバネットシステム株式
会社 東京都千代田区神
田練塀町３

ＴｈｅＭａｔｈｗｏｒｋｓ社製品（ＭＡＴＬＡＢ等）のソフトウェア
保守サービスの国内における販売権を有しているのは
サイバネットシステム（株）のみであり、当該相手方以
外には実施できないため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売
業者以外では出来ない契約】

非公表            1,941,660 - -
当該ソフトウェアの国内における販売権を有している唯
一の業者であるため。

19

先進複合材料力学特性データベース
公開サーバのハウジング

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
株式会社ディー・ウォーク・
クリエイション 東京都港区
赤坂１－５－１５

ディー・ウォーク・クリエイションが構築した標記データ
ベースに係るハウジングであり、当該相手方以外では
実施できないため。　【第１項（１）ｊ：ロケット、衛星等の
試験、打上げ設備等、特定設備等の維持、保守点検、
整備または改修】

非公表            1,260,000 - -
当該データベースを構築した契約相手方以外では実
施できないため。

19

飛行解析装置（Ｆｄａｘ）の保守
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
株式会社ＷＴＬ 東京都三
鷹市下連雀３－４３－２１

（株）渡邊技術研究所が開発した飛行解析装置の保
守・管理であり、当該相手方以外では実施できないた
め。【第１項（１）ｊ：ロケット、衛星等の試験、打上げ設備
等、特定設備等の維持、保守点検、整備または改修】

非公表            1,753,920 - -
当該装置を開発した契約相手方以外では実施できな
いため。

19

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度多段軸流圧縮機・タービ
ン設計ソフトウェア（ＡＸＩＡＬ，ＡｘＣｅｎｔ
Ａｘｉａｌ）の保守

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日

株式会社第一システムエ
ンジニアリング 愛知県名
古屋市中区錦１－１６－２
０

「多段軸流圧縮機・タービン設計ソフトウェア（ＡＸＩＡＬ，
ＡｘＣｅｎｔ　Ａｘｉａｌ）の保守」の国内における販売権を有し
ているのは（株）第一システムエンジニアリングのみで
あり、当該相手方以外には実施できないため。　【第１
項（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来ない契約】

非公表            2,135,756 - -
当該ソフトウェアの国内における販売権を有している唯
一の業者であるため。

19

遠心ターボ機械設計ソフトウェア他の
賃貸借

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日

株式会社第一システムエ
ンジニアリング 愛知県名
古屋市中区錦１－１６－２
０

「遠心ターボ機械設計ソフトウェア」他の国内における
販売、賃貸借に関する権利を有しているのは（株）第一
システムエンジニアリングのみであり、当該相手方以
外には実施できないため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売
業者以外では出来ない契約】

非公表            4,239,165 - -
当該ソフトウェアの国内における販売権、賃貸借に関
する権利を有している唯一の業者であるため。

19

高速圧力分布測定装置用圧力スキャ
ナの購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年7月28日
ミッシェルジャパン株式会
社 東京都武蔵野市中町１
－１９－１８

ＰＳＩ社製高速圧力分布測定装置用圧力スキャナの国
内における販売権を有しているのはミッシェルジャパン
株式会社のみであり、当該相手方以外には実施できな
いため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売業者以外では出
来ない契約】

非公表            9,135,000 - -
当該スキャナの国内における販売権を有している唯一
の業者であるため。

19

実験用ヘリコプタＪＡ２１ＭＥの不具合
修理作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年8月10日
三菱重工業株式会社 東
京都港区港南２－１６－５

三菱重工業（株）が開発、設計、製作した三菱式ＭＨ２
０００Ａ型ヘリコプタに係る不具合修理作業であり、当
該相手方以外では実施できないため。　【第１項（１）ｊ：
ロケット、衛星等の試験、打上げ設備等、特定設備等
の維持、保守点検、整備または改修】

非公表            4,095,000 - -
当該ヘリコプタを設計・製作した契約相手方以外では
実施できないため。

19

宇宙太陽発電システム用大規模ア
レーアンテナの設計法の研究（その
４）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年9月28日
国立大学法人　東北大学
宮城県仙台市青葉区荒巻
字青葉６－６－０４

周期構造アレーアンテナから非周期構造アレーアンテ
ナへの適用範囲の拡大のためにはインピーダンス拡
張法を使用する必要があり、本産業財産権等を有して
いるのは東北大学のみであるため。　【第１項（１）ｂ：産
業財産権等保有者との契約】

非公表            2,491,600 - -
当該研究に必要となるインピーダンス拡張法の産業財
産権を有する唯一の法人であるため。

19

ジェット飛行実験機用　ＭＳＡＳ　ＧＰ
Ｓ／ＩＮＳ複合航法装置

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年9月2日
多摩川精機販売株式会社
東京都大田区新蒲田３－
１９－９

本複合航法装置製作に必要なプログラムの独占的利
用権を付与されておりかつ製作能力がある唯一の業
者は多摩川精機株式会社である。多摩川精機株式会
社の製品の国内における販売権を有しているのは多
摩川精機販売株式会社のみであり、当該相手方以外
には実施できないため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売業
者以外では出来ない契約】

非公表          26,460,000 - -
本複合航法装置製作に必要なプログラムの独占的利
用権を付与されている唯一の業者であるため。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

飛行シミュレータ設備用プロジェクタ
装置の保守

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年10月1日
バルコ株式会社 東京都大
田区平和島５－１－１

バルコ株式会社が製作したプロジェクタ装置（ＳＩＭ６及
びＭＲＰ）の維持、保守点検であり、当該相手方以外で
は実施できないため。　【第１項（１）ｊ：ロケット、衛星等
の試験、打上げ設備等、特定設備等の維持、保守点
検、整備または改修】

非公表            3,000,000 - -
当該装置を設計・製作した契約相手方以外では実施で
きないため。

19

離着陸距離計測用ＭＳＡＳ　ＧＰＳ／Ｉ
ＮＳ複合航法装置購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年10月9日
多摩川精機販売株式会社
東京都大田区新蒲田３－
１９－９

ＭＳＡＳ　ＧＰＳ／ＩＮＳ複合航法装置のの国内における
販売権を有しているのは多摩川精機販売（株）のみで
あり、当該相手方以外には実施できないため。　【第１
項（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来ない契約】

非公表          25,725,000 - -
当該装置の国内における販売権を有している唯一の
業者であるため。

19

平成２１年度　６４ビットＭＰＵ設計
データ（ＭＩＰＳ６４－５Ｋｆ）の保守

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日

ミップステクノロジーズイン
ターナショナル １２２５Ｃｈａ
ｒｌｅｓｔｏｎ　ｒｏａｄ，Ｍｏｕｎｔａｉ
ｎ　ｖｉｅｗ，ＣＡ

３２０ＭＰＩＳ６４ビットＭＰＵのコア設計データの保守を
実施する事により、ＭＩＰＳ－５Ｋｆ（ＴＭ）を使用する必要
があり、本産業財産権等を有しているのはミップステク
ノロジーズインターナショナルのみであるため。　【第１
項（１）ｂ：産業財産権等保有者との契約】

非公表            3,882,997 - -
当該保守に必要となるＭＩＰＳ６４－５Ｋｆ（ＴＭ）の産業財
産権を有する唯一の法人であるため。

19

平成２１年度　６４ビットＭＰＵ設計
データ（ＭＩＰＳ６４－５Ｋｆ）のライセン
スの維持及び保守

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月6日

ミップステクノロジーズイン
ターナショナル １２２５Ｃｈａ
ｒｌｅｓｔｏｎ　ｒｏａｄ，Ｍｏｕｎｔａｉ
ｎ　ｖｉｅｗ，ＣＡ

６４ビットＭＰＵ（ＨＲ５０００）を利用するにあたり、ＭＰＵ
コア設計データ：ＭＩＰＳ６４－５Ｋｆ（ＴＭ）のライセンスを
使用する必要があり、本産業財産権等を有しているの
はミップステクノロジーズインターナショナル（契約相手
方）のみであるため。　【第１項（１）ｂ：産業財産権等保
有者との契約】

非公表          15,801,447 - -
当該保守に必要となるＭＩＰＳ６４－５Ｋｆ（ＴＭ）の産業財
産権を有する唯一の法人であるため。

19

平成２１年度　宇宙ロボティクス研究
用数値解析ソフトウェアの保守

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
サイバネットシステム株式
会社 東京都千代田区神
田練塀町３

数値解析ソフトウェア（ＭａｔＬａｂ）の国内における保守
を行えるのはサイバネットシステム株式会社のみであ
り、当該相手方以外には実施できないため。　【第１項
（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来ない契約】

非公表            1,219,680 - -
当該ソフトウェアの国内における販売権を有している唯
一の業者であるため。

19

平成２１年度　宇宙開発用信頼性保
証ふっ素樹脂／ポリイミド樹脂絶縁
電線の品質確認試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年5月19日
日立電線商事株式会社
東京都千代田区鍛冶町２
－９－１２

提案業者はＪＡＸＡ部品認定制度における当該部品の
唯一の認定取得業者である。また、宇宙用途としての
当該部品の設計・開発を担当し、これに関る唯一の所
有者である。本試験は認定維持の一環とし、ＪＡＸＡ認
定仕様書に基づき認定された製造工程、設備を使用し
実施する。従って、提案業者以外には実施できない。
【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や製造技
術等を有する者との契約】

非公表            4,859,400 - -
契約相手方は、ＪＡＸＡの認定部品制度における当該
部品の唯一の認定取得業者である日立電線（株）の営
業部門であるため。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度宇宙環境計測ミッション
装置（ＳＥＤＡ－ＡＰ）のシステム作業
支援（そのア）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年6月11日
明星電気株式会社 東京
都文京区小石川２－５－７

中性子モニタ（ＮＥＭ）および重イオン計測装置／プラ
ズマ計測装置（ＨＩＴ／ＰＬＡＭ）　の設計・開発・製造に
関する技術情報を有すること　を必要とし、唯一当該技
術を有する明星電気（株）以外には実施できないため。
【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や製造技
術等を有する者との契約】

非公表            6,363,000 - -
当該装置を設計・製作した契約相手方以外では実施で
きないため。

19

平成２１年度宇宙環境計測ミッション
装置（ＳＥＤＡ－ＡＰ）のシステム作業
支援（そのイ）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年6月11日
三菱電機株式会社 東京
都千代田区丸の内２－７
－３

高エネルギー軽粒子モニタ（ＳＤＯＭ）および原子状酸
素モニタ（ＡＯＭ）の設計・開発・製造に関する技術情報
を有することを必要とし、唯一当該技術を有する三菱
電機（株）以外には実施できないため。　【第１項（１）ｆ：
ロケット、衛星等の製造設備等や製造技術等を有する
者との契約】

非公表            4,966,500 - -
当該装置を設計・製作した契約相手方以外では実施で
きないため。

19

スターリング冷凍機の冷却性能およ
び信頼性向上（その５）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年7月16日
住友重機械工業株式会社
東京都品川区大崎２－１
－１

既存の宇宙用スターリング冷凍機および構成部品に
関する設計／製造を遂行する能力を有し、信頼性に係
る試験／評価を遂行する能力を有していること。　本業
者は、これまで長年の技術蓄積に複数の衛星ミッショ
ンに搭載される既存の宇宙用スターリング冷凍機の設
計・開発・製造を担当した実績を有し、これを基にした
第２世代スターリング冷凍機の研究開発に必要な知
見、設備および耐性を有している国内唯一の業者であ
る。したがって本契約を満たす業者は他に存在しない
ため、同者を提案する。【第１項（１）ｅ：ロケット・衛星等
の製作の進行に伴う契約】

非公表          49,507,500 - -
当該設備を設計・製作した実績を有する契約相手方以
外では実施できないため。

19

衛星搭載用高精度ＦＯＧ－ＩＲＵの開
発（その３）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年6月25日
日本航空電子工業株式会
社 東京都渋谷区道玄坂１
－２１－２

ＡＳＴＲＯ－Ｇ要求仕様を満足するＦＯＧ－ＩＲＵを開発
するためにはＳＭファイバを利用したファイバコイル部
の構成法に関する特許（特開平０５－５６２４・特開平０
５－３４１６６）を使用する必要があり、本産業財産権等
を有しているのは日本航空電子工業株式会社のみで
あるため。【第１項（１）ｂ：産業財産権等の保有者との
契約】

非公表          31,500,000 - -
当該開発に必要となるＳＭファイバを利用したファイバ
コイル部の構成法に関する特許を有する唯一の業者
であるため。

19

平成２１年度ランデブドッキングシス
テム開発試験設備（中距離用）１ヶ年
定期保守点検

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年8月3日
三菱プレシジョン株式会社
東京都江東区有明３－５
－７

ランデブドッキングシステム（ＲＤＯＴＳ）はランデブドッ
キング試験用途という世界でも非常に特殊な設備であ
り、設計当初から開発に携わってきた三菱プレシジョン
株式会社が本業務を実施できる唯一の業者であるた
め．【第１項（１）ｊ：ロケット、衛星等の試験、打上げ設備
等、特定設備等の維持、保守点検、整備または改修】

非公表            1,113,000 - -
当該設備を設計・開発した契約相手方以外では実施で
きないため。

19

平成２１年度　ホイール及びホイール
用ベアリング・潤滑システム　信頼性
デモンストレーション試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年7月30日
三菱プレシジョン株式会社
東京都江東区有明３－５
－７

本業務は、開発した高速回転ホイール、及びベアリン
グ・潤滑システムを供試体とし試験を実施するため、高
速回転ホイール、及びベアリング・潤滑システムの設
計・製作等の技術情報、及び専用製造・試験設備を有
する三菱プレシジョン（株）（契約相手方）以外には実施
できないため。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造
設備等や製造技術等を有する者との契約】

非公表            8,820,000 - -
当該ホイール等を設計・製造した契約相手方以外では
実施できないため。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由
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再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度　薄膜２接合太陽電池セ
ルアレイシートの開発確認

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年9月1日
シャープ株式会社 大阪府
大阪市阿倍野区長池町２
２－２２

セルアレイシートの製作のためには特殊な太陽電池構
造と製造方法を使用する必要があり，その産業財産権
（特許）を有しているのはシャープのみであるため．
【第１項（１）ｂ：産業財産権等保有者との契約】

非公表          89,985,000 - -
当該開発に必要な特殊な太陽電池構造と製造方法の
産業財産権を有する唯一の業者であるため。

19

平成２１年度　衛星用ホイール、ベア
リングユニットの寿命試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年9月7日
三菱プレシジョン株式会社
東京都江東区有明３－５
－７

衛星用ホイール及びベアリングユニットの製造評価用
試験装置を必要とし、唯一当該設備を有する三菱プレ
シジョン株式会社以外には実施できないため。　【第１
項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や製造技術等
を有する者との契約】

非公表            3,780,000 - -
当該試験に必要な製造評価用試験装置を有する唯一
の業者であるため。

19

搭載用高速可逆圧縮装置ＢＢＭの試
作評価（その２）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年9月30日
日本電気株式会社 東京
都港区芝５－７－１

本装置ＢＢＭの評価には高速可逆圧縮処理方式の技
術情報を使用する必要があり、本産業財産権等を有し
ているのは日本電気（株）のみであるため。　【第１項
（１）ｂ：産業財産権等保有者との契約】

非公表            4,998,000 - -
当該評価に必要な高速可逆圧縮処理方式の技術情報
の産業財産権を有する唯一の業者であるため。

19

ＦＬＵＥＮＴネットワーク年間ライセンス
の購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
アンシス・ジャパン株式会
社 東京都新宿区西新宿６
－１０－１

流体解析フォストウェアＦＬＵＥＮＴの国内における販売
権を有しているのはアンシス・ジャパン㈱のみであり、
当該相手方以外には実施できないため。　【第１項（１）
ｇ：特定の販売業者以外では出来ない契約】

非公表            8,893,500 - -
当該ソフトウェアの国内における販売権を有している唯
一の業者であるため。

19

ファイルサーバの保守
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
富士通株式会社 神奈川
県川崎市中原区上小田中
４－１－１

ファイルサーバの保守のために、当該ファイルサーバ
のソフトウェアのプログラムの著作権を使用する必要
があり、本著作権を有しているのは製メーカーである富
士通のみであるため。　【第１項（１）ｂ：産業財産権等
保有者との契約】

非公表            4,167,198 - -
当該保守に必要なファイルサーバのソフトウェアプログ
ラムの著作権を有している唯一の業者であるため。

19

サイエンス・ダイレクト（電子ジャーナ
ル）の購読

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日

Ｅｌｓｅｖｉｅｒ Ｂ．Ｖ． Ｒａｄａｒｗ
ｅｇ２９，１０４３ＮＸ　Ａｍｓｔｅ
ｒｄａｍ，Ｔｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄ
ｓ

Ｅｌｓｅｖｉｅｒ Ｂ．Ｖ．はサイエンスダイレクトの購読を扱っ
ている世界唯一の業者であるため。　【第１項（１）ｇ：特
定の販売業者以外では出来ない契約】

非公表            3,019,935 - - 当該雑誌を取扱っている唯一の業者であるため。 19

5/33



(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）
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【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

可視化ソフトウェアＴｅｃｐｌｏｔの賃貸借
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
株式会社ヒューリンクス 東
京都中央区日本橋箱崎町
５－１４

Ｔｅｃｐｌｏｔの国内における販売権を有しているのは株式
会社ヒューリンクスのみであり、当該相手方以外には
実施できないため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売業者以
外では出来ない契約】

非公表            5,250,000 - -
当該ソフトウェアの国内における販売権を有している唯
一の業者であるため。

19

スーパーコンピュータ用自動空調制
御システム保守

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年6月18日
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川
町５８０

提案業者が、開発したスーパーコンピュータ用自動空
調制御システムに係る保守点検であり、当該相手方以
外では実施できないため。　【第１項（１）ｊ：ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等、特定設備等の維持、保
守点検、整備または改修】

非公表            8,400,000 - -
当該システムを開発した契約相手方以外では実施でき
ないため。

19

関西地区における産学官連携活動
拠点に係る施設の賃貸借

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
独立行政法人中小企業基
盤整備機構 東京都千代
田区霞が関３－８－１

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であ
り、当該場所で賃貸借契約を行えるのは中小企業基
盤整備機構以外では実施できないため。　【第１項（１）
ｍ：当該場所でなければ不可能であり、かつ、供給者
が一つに特定される賃貸借契約】

非公表            8,806,140 - - 当該施設の所有者であるため。 5

平成２１年度　筑波宇宙センター宿舎
用用地借料

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
独立行政法人都市再生機
構 神奈川県横浜市中区
本町６－５０－１

筑波宇宙センター社宅を保有しているのが、（独）都市
再生機構であり、当該相手方以外にはで賃貸借契約
を実施できないため。　【第１項（１）ｍ：当該場所でなけ
れば不可能であり、かつ、供給者が一つに特定される
賃貸借契約】

非公表          32,830,860 - - 当該用地の所有者であるため。 5

平成２１年度東京事務所駐車場の借
り上げ

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
丸の内オアゾＡ街区管理
組合 東京都千代田区丸ノ
内１－６－４

丸の内北口ビルで、当該業務を行えるのは丸の内Ａ街
区管理組合以外では実施できないため。　【第１項（１）
ｍ：当該場所でなければ不可能であり、かつ、供給者
が一つに特定される賃貸借契約】

非公表            2,016,000 - - 当該駐車場の管理者であるため。 5

平成２１年度東京事務所臨時空調費
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
三菱地所ビルマネジメント
株式会社 東京都千代田
区丸の内２－５－１

丸の内北口ビルディングで当該業務を行えるのは三菱
地所ビルマネジメント㈱以外では実施できないため。
【第１項（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来ない契
約】

非公表            1,806,452 - - 当該事務所の所有者であるため。 19 単価契約
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度東京事務所計算機室特
別空調設備の運用（冷暖房料・冷水）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
三菱地所ビルマネジメント
株式会社 東京都千代田
区丸の内２－５－１

丸の内北口ビルディングで当該業務を行えるのは三菱
地所ビルマネジメント㈱以外では実施できないため。
【第１項（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来ない契
約】

非公表            1,181,691 - - 当該事務所の所有者であるため。 19 単価契約

平成２１年度東京事務所清掃
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
三菱地所ビルマネジメント
株式会社 東京都千代田
区丸の内２－５－１

丸の内北口ビルで当該業務を行えるのは三菱地所ビ
ルマネジメント㈱以外には実施できないため。　【第１
項（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来ない契約】

非公表            5,632,060 - - 当該事務所の所有者であるため。 19

平成２１年度　欧州における宇宙開
発活動動向の調査

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年9月14日
ユーロコンサル社 ７１　Ｂｏ
ｕｌｅｖａｒｄ　Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｌｅｎｏｉ
ｒ　７５０１１　ＰＡＲＩＳ

欧州における宇宙政策や経済動向に通じ、各国の政
策立案及び実施システムに関する知識を蓄積してお
り、また、欧州の宇宙機関及び関連企業との幅広いパ
イプを持ち、独自に収集した膨大な宇宙関連データを
有している。仏パリに本社を置いており、これまでの調
査も良好な成果を収めておりユーロコンサル社以外で
は実施できない。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製
造設備等や製造技術等を有する者との契約】

非公表            1,573,000 - -
欧州の宇宙機関及び関連企業の膨大な宇宙関連デー
タ等を有している契約相手方以外では実施できないた
め。

19 単価契約

平成２１年度勝浦宇宙通信所野々塚
コリメーション用鉄塔敷等土地使用料
の支払い

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
千葉県 千葉県千葉市中
央区市場町１－１

本件は、当該場所でなければ実施することが不可能で
あり、野之塚コリメーション用鉄塔敷、道路敷の土地を
所有しているのは千葉県であるので、千葉県から賃貸
借するものである。　【第１項（１）ｍ：当該場所でなけれ
ば不可能であり、かつ、供給者が一つに特定される賃
貸借契約】

非公表            3,110,499 - - 当該用地の所有者であるため。 5

電子計算機関連機器賃貸借（再リー
ス）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
東京センチュリーリース株
式会社 東京都港区浜松
町２－４－１

東京センチュリーリース㈱とは、本件に関するリース終
了後、再リース契約を締結しており、競争に付した場合
より著しく有利な価格で契約することができるため。【第
１項（１）ｓ：有利な価格による契約】

非公表            4,078,236 - -
競争に付した場合より著しく有利な価格で契約すること
が出来るため。

14

地球観測情報記録設備（ＡＬＯＳ用）
記録装置の賃貸借（再リース）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
リコーリース株式会社 東
京都江東区東雲１－７－１
２

リコーリース㈱とは、本賃貸借の総賃貸借期間が終了
後に再リースを締結しており、競争に付した場合より著
しく有利な価格で契約することが出来るため。【第１項
（１）ｓ：有利な価格による契約】

非公表            1,963,080 - -
競争に付した場合より著しく有利な価格で契約すること
が出来るため。

14
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

地球観測情報記録設備（ＡＬＯＳ用）
計算機の賃貸借（再リース）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
ＮＴＴファイナンス株式会社
東京都港区芝浦１－２－１

ＮＴＴファイナンス㈱とは、本賃貸借の総賃貸借期間終
了後に再リース契約を締結しており、競争に付した場
合より著しく有利な価格で契約することが出来るため。
【第１項（１）ｓ：有利な価格による契約】

非公表            3,116,352 - -
競争に付した場合より著しく有利な価格で契約すること
が出来るため。

14

平成２１年度建築設備積算用ソフトの
賃貸借

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
財団法人建築コスト管理シ
ステム研究所 東京都港区
西新橋３－２５－３３

「建築設備積算用ソフト」の賃貸借の国内における販
売権を有しているのは、（財）建築コスト管理システム
研究所のみであり、当該相手方以外には実施できない
ため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来
ない契約】

非公表            2,635,500 - -
当該ソフトの国内における販売権を有している唯一の
業者であるため。

19

追跡管制業務用運用作業室賃貸借
（再リース）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月10日
大和リース株式会社 大阪
府大阪市中央区農人橋２
－１－３６

大和リース㈱とは、総賃貸借期間終了後に再リース契
約を締結しており、競争に付した場合より著しく有利な
価格で契約することが出来るため。　【第１項（１）ｓ：有
利な価格による契約】

非公表            1,449,000 - -
競争に付した場合より著しく有利な価格で契約すること
が出来るため。

14

ＥＴＳ－Ⅷ高精度時刻基準装置実験
地上システム用計算機の賃貸借（再
リース）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月10日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内３
－４－１

日本電子計算機とは、本契約が再リース契約であるこ
とにより競争に付した場合より著しく有利な価格で契約
することが出来るため。　【第１項（１）ｓ：有利な価格に
よる契約】

非公表            1,136,520 - -
競争に付した場合より著しく有利な価格で契約すること
が出来るため。

14

平成２１年度マイクロフィッシュＳＲＩＭ
サービス

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒３－
７－１０

発行遅れの技術レポートが発行された場合、すでに申
し込みを実施している代理店にしか販売を実施しない
事から、代理店が変更になった場合技術レポートの入
手が困難となるため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売業者
以外では出来ない契約】

非公表            4,200,000 - -
当該サービスを安定的に提供できる唯一の業者である
ため。

19 単価契約

平成２１年度　統合追跡ネットワーク
技術部　電子複写機賃貸借及び保守
（再リース）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月13日
キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社 東京都
港区港南２－１６－６

キヤノンマーケティングジャパンとは、賃貸借期間終了
後に再リース契約を締結しており、競争に付した場合
より著しく有利な価格で契約することが出来るため。
【第１項（１）ｓ：有利な価格による契約】

非公表            1,612,581 - -
競争に付した場合より著しく有利な価格で契約すること
が出来るため。

14 単価契約
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度　可搬型地上局の設置
及び維持管理（ＳＳＣ－Ｃ）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
ＳＳＣチリＳ．Ａ． チリ国サ
ンチアゴ市

ＪＡＸＡは海外地上局をチリ　サンチアゴに設置してお
り、当該場所でなければ業務を行うことが不可能であ
り、当該場所で賃貸借契約を行えるのはＳＳＣ－Ｃ以
外では実施できないため。　【第１項（１）ｍ：当該場所
でなければ不可能であり、かつ、供給者が一つに特定
される賃貸借契約】

非公表          27,546,360 - - 当該地上局を設置している場所の所有者であるため。 5

平成２１年度　可搬型地上局の設置
及び維持管理（ＩＮＴＡ）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日

スペイン国立航空宇宙技
術機関（ＩＮＴＡ） スペインマ
ドリッドアルドストレジオン
２８８５０アジャルヴィーＫ
ｍ．４クルタ

ＪＡＸＡは海外地上局をスペイン　マスパロマスに設置
しており、当該場所でなければ必要業務を行うことが
不可能であり、当該場所で賃貸借契約を行えるのはス
ペイン国立航空宇宙技術研究所（ＩＮＴＡ）以外では実
施できないため。　【第１項（１）ｍ：当該場所でなけれ
ば不可能であり、かつ、供給者が一つに特定される賃
貸借契約】

非公表          41,230,893 - - 当該地上局を設置している場所の所有者であるため。 5

平成２１年度　可搬型地上局の設置
及び維持管理

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
ＸＡＮＴＩＣ オーストラリア
ＮＳＷ　シルヴァー　ウォー
ター

ＪＡＸＡは海外地上局をオーストラリア　パースに設置し
ており、当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であり、当該場所で賃貸借契約を行えるのはＸａｎ
ｔｉｃ以外では実施できないため。　【第１項（１）ｍ：当該
場所でなければ不可能であり、かつ、供給者が一つに
特定される賃貸借契約】

非公表          78,296,385 - - 当該地上局を設置している場所の所有者であるため。 5

２００９年度ＤＲＴＳ軌道上技術評価
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
三菱電機株式会社 東京
都千代田区丸の内２－７
－３

データ中継技術衛星（ＤＲＴＳ）の軌道上技術評価を実
施するには、ＤＲＴＳの設計・製造・試験情報、製造
データ・地上試験データ等の技術情報及び軌道上技術
評価装置が必要であり、唯一当該技術情報及び評価
装置を有する三菱電機（株）（ＤＲＴＳの主契約企業・製
造企業）以外には実施できないため。【第１項（１）ｆ：ロ
ケット、衛星等の製造設備等や製造技術等を有する者
との契約】

非公表          68,323,500 - -
ＤＲＴＳを設計・製作した契約相手方以外では実施でき
ないため。

19

平成２１年度　可搬型地上局の設置
及び維持管理

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
ＸＡＮＴＩＣ オーストラリア
ＮＳＷ　シルヴァー　ウォー
ター

ＪＡＸＡは海外地上局をオーストラリア　パースに設置し
ており、当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であり、当該場所で賃貸借契約を行えるのはＸａｎ
ｔｉｃ以外では実施できないため。　【第１項（１）ｍ：当該
場所でなければ不可能であり、かつ、供給者が一つに
特定される賃貸借契約】

非公表          78,296,385 - - 当該地上局を設置している場所の所有者であるため。 5

平成２１年度　構内電話交換設備の
保守

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
沖ウィンテック株式会社 東
京都品川区北品川１－１９
－４

沖ウィンテックが設計・製作した筑波宇宙センター構内
電話交換設備に係る保守契約であり、当該相手方以
外で　は実施できないため。　【第１項（１）ｊ：ロケット、
衛星等の試験、打上げ設備等、特定設備　等の維持、
保守点検、整備または改修】

非公表            2,099,250 - -
当該設備を設計・製作した契約相手方以外では実施で
きないため。

19 単価契約
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度　ＤＲＴＳ衛星間通信実
験及び実験準備（その６のア）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月20日
日本電気株式会社 東京
都港区芝５－７－１

日本電気株式会社が設計・開発したＤＲＴＳ実証実験
地上システムに係る設備維持及びＪＥＭとの衛星間通
信実験に向けた運用準備作業であり、当該相手方以
外では実施できないため。　【第１項（１）ｊ：ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等、特定設備等の維持、保
守点検、整備または改修】

非公表          29,085,000 - -
当該実験システムを設計・製作した契約相手方以外で
は実施できないため。

19

平成２１年度　月重力場モデル改良
技術の研究

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年5月19日
富士通株式会社 神奈川
県川崎市中原区上小田中
４－１－１

月重力場モデル改良技術の研究を実施するために，
月重力場推定プログラム群を使用する必要があり、本
産業財産権等を有しているのは，富士通（株）のみであ
るため。　【第１項（１）ｂ：産業財産権等保有者との契
約】

非公表          11,130,000 - -
当該研究に必要となる月重力場推定プログラム群の
産業財産権を有する唯一の法人であるため。

19

平成２１年度衛星レーザ測距設備保
守点検及び技術支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月14日
日本電気株式会社 東京
都港区芝５－７－１

日本電気株式会社が開発、設計、製作した衛星レーザ
測距システムに係る設備の保守点検及び技術支援で
あり、当該相手方以外では実施できないため。　【第１
項（１）ｊ：ロケット、衛星等の試験、打上げ設備等、特定
設備等の維持、保守点検、整備または改修】

非公表          57,344,390 - -
当該設備を設計・製作した契約相手方以外では実施で
きないため。

19

平成２１年度筑波宇宙センター施設
用地一部購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年10月16日
独立行政法人都市再生機
構 神奈川県横浜市中区
本町６－５０－１

筑波宇宙センター施設用地の所有者は独立行政法人
都市再生機構であり、当該機構以外では購入できない
ため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来
ない契約】

非公表      1,218,691,747 - - 当該用地の所有者であるため。 19

平成２１年度筑波宇宙センター施設
用地一部追加購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年3月4日
独立行政法人都市再生機
構 神奈川県横浜市中区
本町６－５０－１

筑波宇宙センター施設用地の所有者は独立行政法人
都市再生機構であり、当該機構以外では購入できない
ため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来
ない契約】

非公表          92,674,921 - - 当該用地の所有者であるため。 19

事務所賃貸借（丸の内北口ビル）
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
三菱地所ビルマネジメント
株式会社 東京都千代田
区丸の内２－５－１

業務実施のため東京事務所と同一場所で実施する必
要があり、当該場所で賃貸借契約を行えるのは三菱
地所ビルマネジメント㈱以外では実施できないため。
【第１項（１）ｍ：当該場所でなければ不可能であり、か
つ、供給者が一つに特定される賃貸借契約】

非公表        170,558,430 - - 当該事務所の所有者であるため。 5
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

事務室清掃業務請負（丸の内北口ビ
ル）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
三菱地所ビルマネジメント
株式会社 東京都千代田
区丸の内２－５－１

事務所賃貸借を三菱地所ビルマネジメントと契約して
おり、上記の契約書内に清掃の契約も同一業者と行う
ことが記載されているため、当該相手方以外には実施
できないため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売業者以外で
は出来ない契約】

非公表            1,385,546 - -
当該事務室の所有者であり、賃貸借契約で清掃契約
も同一業者と行うこととされているため。

19

什器・備品等の賃貸借（そのイのＡ）
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
芙蓉総合リース株式会社
東京都千代田区三崎町３
－３－２３

芙蓉総合リース㈱とは、再リース契約により競争に付
した場合より著しく有利な価格で契約することが出来る
ため。　【第１項（１）ｓ：有利な価格による契約】

非公表            1,012,487 - -
競争に付した場合より著しく有利な価格で契約すること
が出来るため。

14

能代市長管理地の土地借用料
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
能代市 秋田県能代市上
町１－３

実験用保安区域設定の為に必要な土地の借用で、当
該場所でなければ業務を行うことが不可能であり、当
該場所で賃貸借契約を行えるのは土地の管理者の能
代市長以外では実施できないため。　【第１項（１）ｍ：
当該場所でなければ不可能であり、かつ、供給者が一
つに特定される賃貸借契約】

非公表            1,203,084 - - 当該用地の所有者であるため。 5

平成２１年度　キリバス政府との航空
協定に係る協定費用の支払い

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月15日
キリバス共和国政府 キリ
バス共和国キリチマチ

キリバス共和国において安定した航空サービスの提供
を受けるには、唯一、キリバス共和国との間で協定を
締結の上協定費用を支払う必要がある。　【第１項（１）
ｇ：特定の販売業者以外では出来ない契約】

非公表          86,455,625 - -
キリバス共和国で航空サービスの提供の受けるには、
キリバス共和国政府との協定が必要であるため。

19

平成２１年度　キリバス政府とのダウ
ンレンジ協定に係る協定費用の支払
い

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月15日
キリバス共和国政府 キリ
バス共和国キリチマチ

キリバス共和国にダウンレンジ局を設置し運営するに
は、唯一キリバス共和国政府との間で賃貸借等を含め
た事項に関して協定を締結し、協定費用を支払う必要
がある。　【第１項（１）ｍ：当該場所でなければ不可能
であり、かつ、供給者が一つに特定される賃貸借契
約】

非公表          49,473,918 - -
当該ダウンレンジ局を設置している場所の所有者であ
るため。

5

平成２１年度　サンチャゴダウンレン
ジ局の維持に係るＳＳＣ Ｃｈｉｌｅとの契
約

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
ＳＳＣチリＳ．Ａ． チリ国サ
ンチアゴ市

本件は、Ｈ－ＩＩＡロケットのデータ受信に供するサン
チャゴダウンレンジ局を維持・運営するものである。本
件を実施するためには、当該データを受信することが
できる位置に追跡局を有すること、また、ロケットの追
尾及びデータ受信を行うために必要な技術を有してい
ることが必要である。ＳＳＣ Ｃｈｉｌｅは、これを満足する追
跡局を有し、また、これまで、旧ＮＡＳＤＡを始め、多くの
海外宇宙機関のロケット及び人工衛星の追尾支援を
行った実績と技術力を有する唯一の機関である。　【第
１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や製造技術
等を有する者との契約】

非公表            6,336,954 - -
当該ダウンレンジ局を設置している場所の所有者であ
るため。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
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随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

国産宇宙ロケット用材料強度データ
の整備に関する研究

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年10月9日
独立行政法人物質・材料
研究機構 茨城県つくば市
並木１－１

本研究においては極低温材料試験設備を各種有し、
液体ロケットエンジン特有の環境における材料のデー
タ取得／研究に関して抜群の実績及び能力を有する
必要があり、物質材料研究機構以外には実施できな
いため。　【第１項（１）ｐ：共同研究に関する契約】

非公表          10,960,000 - -
当該研究に必要な極低温材料試験設備を有している
法人であるため。

19

平成２１年度　鹿児島厚生施設の建
屋賃貸借

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
有限会社松山ビル 鹿児島
県鹿児島市武１－９－１２

鹿児島市内の交通の便の良い場所に会議・滞在・宿
泊のできる場所に厚生施設を確保することが必要であ
り、他の物件に移動するには多額の費用が発生するた
め、提案業者は円滑かつ効率的な条件を満たす。
【第１項（１）ｍ：当該場所でなければ不可能であり、か
つ、供給者が一つに特定される賃貸借契約】

非公表              900,000 - - 当該厚生施設の所有者であるため。 5

平成２１年度　種子島宇宙センター電
話設備の保守点検

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
沖電気工業株式会社 東
京都港区虎ノ門１－７－１
２

沖電気工業（株）が設計した交換機に係る保守点検で
あり、当該相手方以外では実施できないため。　【第１
項（１）ｊ：ロケット、衛星等の試験、打上げ設備等、特定
設備等の維持、保守点検、整備または改修】

非公表            5,682,600 - -
当該設備を設計・製作した契約相手方以外では実施で
きないため。

19

平成２１年度　職員宿舎借り上げ（寿
８丁目松崎貸家）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
南九州不動産 鹿児島県
鹿屋市寿７－９－５４

職員住宅に供す不動産の契約により、当該場所でなけ
れば行政事務を行う事が不可能であり、当該場所で賃
貸借契約を行えるのは（株）南九州不動産以外では実
施できないため。　【第１項（１）ｍ：当該場所でなけれ
ば不可能であり、かつ、供給者が一つに特定される賃
貸借契約】

非公表              840,000 - - 当該宿舎の仲介業者であるため。 5

平成２１年度固体推進薬充填設備の
維持管理運営

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年5月21日
日油株式会社 東京都渋
谷区恵比寿４－２０－３

本業務は、ＳＲＢ－Ａロケット等製造する、固体推進薬
充填設備及び火薬庫（火薬類製造所）の維持管理運
営を行うものであり、固体推進薬充填設備及び火薬庫
について、火薬類取締法に基づき火薬類製造許可を
有している必要がある。契約相手方は、固体推進薬充
填設備及び火薬庫について、火薬類取締法に基づく火
薬類製造許可を有している唯一の業者であり、契約相
手方以外では維持管理運営が実施できないため。【第
１項（１）ｉ：契約相手方が法令等で特定されている契
約】

非公表        160,017,840 - -
当該設備を維持管理するのに必要な火薬類製造許可
を有している唯一の業者であるため。

1

Ｈ－ＩＩＢ・ＴＦ１射場班射場整備作業
（そのア）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年6月25日
三菱電機株式会社 東京
都千代田区丸の内２－７
－３

Ｈ－ＩＩＢ・ＴＦ１（ＨＴＶ）の射場班設備製造技術を必要と
し、唯一当該技術を有する三菱電機株式会社以外に
は実施できないため。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等
の製造設備等や製造技術等を有する者との契約】

非公表          39,858,000 - -
当該射場班設備（レーダ・テレメータ・コマンド設備）を
設計・製作した契約相手方以外では実施できないた
め。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日
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随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

Ｈ－ＩＩＢ・ＴＦ１　射場班運用文書の維
持改訂

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年7月24日
宇宙技術開発株式会社
東京都中野区中野５－６２
－１

Ｈ－ＩＩＢ・ＴＦ１（ＨＴＶ）の射場設備運用技術を必要とし、
唯一当該技術を有する宇宙技術開発株式会社以外に
は実施できないため。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等
の製造設備等や製造技術等を有する者との契約】

非公表            2,226,000 - -
射場系設備の機能性能及び射場系システムのイン
ターフェースに関する技術情報を有している唯一の業
者であるため。

19

Ｈ－ⅡＢ・ＴＦ１射場班射場整備作業
（そのウ）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年8月28日
沖電気工業株式会社 東
京都港区虎ノ門１－７－１
２

Ｈ－ＩＩＢ・ＴＦ１（ＨＴＶ）の射場班設備製造技術を必要と
し、唯一当該技術を有する沖電気工業株式会社以外
には実施できないため。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星
等の製造設備等や製造技術等を有する者との契約】

非公表            4,837,350 - -
当該射場班設備（マイクロ波通信設備等）を設計・製作
した契約相手方以外では実施できないため。

19

Ｈ－ⅡＢ・ＴＦ１射場班射場整備作業
（そのク）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年8月28日
明星電気株式会社 東京
都文京区小石川２－５－７

Ｈ－ＩＩＢ・ＴＦ１（ＨＴＶ）の射場班設備製造技術を必要と
し、唯一当該技術を有する明星電気以外には実施でき
ないため。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備
等や製造技術等を有する者との契約】

非公表            1,029,000 - -
当該射場班設備（内之浦テレメータ、３．５ｍ空中線）を
設計・製作した契約相手方以外では実施できないた
め。

19

Ｈ－ⅡＢロケット打上げに伴う入退場
管理システム運用整備作業支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年9月1日
ＮＥＣエンジニアリング株式
会社 東京都品川区東品
川４－１０－２７

ＮＥＣエンジニアリングが設計・製作した入退場管理シ
ステム装置であり、Ｙ－０時（打上げ当日）の運用及び
不具合が発生した際には即時の対応が要求されること
から、当該相手方以外では実施できないため。　【第１
項（１）ｊ：ロケット、衛星等の試験、打上げ設備等、特定
設備等の維持、保守点検、整備または改修】

非公表            1,417,500 - -
当該システムを設計・製作した契約相手方以外では実
施できないため。

19

Ｈ－ⅡＢ・ＴＦ１射場班射場整備作業
（そのオ）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年8月18日
株式会社ナックイメージテ
クノロジー 東京都港区北
青山２－１１－３

Ｈ－ＩＩＢ・ＴＦ１（ＨＴＶ）の射場班設備製造技術を必要と
し、唯一当該技術を有する（株）ナックイメージテクノロ
ジー以外には実施できないため。　【第１項（１）ｆ：ロケッ
ト、衛星等の製造設備等や製造技術等を有する者との
契約】

非公表            2,316,300 - -
当該射場班設備（光学高速度カメラ設備）を設計・製作
した契約相手方以外では実施できないため。

19

Ｈ－ⅡＢロケット試験機　海上監視
レーダ設備の運用業務支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年9月7日
日本無線株式会社 東京
都杉並区荻窪４－３０－１
６

提案業者は、当該設備の製造・納入業者であり、ま
た、Ｈ－ⅡＡロケット１５号機を含む過去（平成５年Ｈ－
Ⅱ・Ｆ１以降）の当該設備の運用業務支援を実施してい
ることから必要条件を有する唯一の業者である。　【第
１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や製造技術
等を有する者との契約】

非公表            1,050,000 - -
当該設備を設計・製作した契約相手方以外では実施で
きないため。
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

Ｈ－ⅡＢ・ＴＦ１射場班射場整備作業
（そのキ）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年8月18日
富士通株式会社 神奈川
県川崎市中原区上小田中
４－１－１

Ｈ－ＩＩＢ・ＴＦ１（ＨＴＶ）の射場班設備製造技術を必要と
し、唯一当該技術を有する富士通以外には実施できな
いため。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等
や製造技術等を有する者との契約】

非公表            1,974,000 - -
当該射場班設備（内之浦テレメータ、受信復調系（１
段））を設計・製作した契約相手方以外では実施できな
いため。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１６にかかわる気象業務
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年9月11日
株式会社応用気象エンジ
ニアリング 東京都豊島区
駒込２－３－１

現に履行中の平成２１年度種子島宇宙センター気象観
測予報業務の契約者である応用気象エンジニアリング
以外に履行させた場合、円滑な気象予報業務ならびに
経費的な面からも不利となるため。　【第１項（１）ｒ：履
行中の関連契約】

非公表          12,484,500 - -

種子島、屋久島の局地的な気象変動の激しい地域に
関する気象情報を有しているとともに、現に履行中の
年間気象業務と同一の気象設備を使用するため効率
的運用ができる唯一の業者である。

19

Ｈ－ⅡＡロケット１６号機　海上監視
レーダ設備の運用業務支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年10月30日
日本無線株式会社 東京
都杉並区荻窪４－３０－１
６

海上監視レーダ設備の製造・納入業者であり、またＨ
－ⅡＢロケット試験機を含む過去の当該設備の運用業
務支援実施していることから、運用支援を確実に行え
る業者である。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造
設備等や製造技術等を有する者との契約】

非公表            1,260,000 - -
当該設備を設計・製作した契約相手方以外では実施で
きないため。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１６射場系射場整備作業
（そのオ）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年11月18日
株式会社ナックイメージテ
クノロジー 東京都港区北
青山２－１１－３

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１６（Ｋ３）の射場系設備運用技術を必要と
し、唯一当該技術を有する株式会社ナックイメージテク
ノロジー以外には実施できないため。　【第１項（１）ｆ：ロ
ケット、衛星等の製造設備等や製造技術等を有する者
との契約】

非公表            2,907,450 - -
当該射場班設備（光学高速度カメラ設備）を設計・製作
した契約相手方以外では実施できないため。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１６射場系射場整備作業
（そのウ）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年11月11日
沖電気工業株式会社 東
京都港区虎ノ門１－７－１
２

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１６（Ｋ３）の射場系設備運用技術を必要と
し、唯一当該技術を有する沖電気工業株式会社以外
には実施できないため。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星
等の製造設備等や製造技術等を有する者との契約】

非公表            5,129,250 - -
当該射場班設備（マイクロ波通信設備等）を設計・製作
した契約相手方以外では実施できないため。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１６射場系射場整備作業
（そのア）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年11月11日
三菱電機株式会社 東京
都千代田区丸の内２－７
－３

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１６（Ｋ３）の射場系設備運用技術を必要と
し、唯一当該技術を有する三菱電機株式会社以外に
は実施できないため。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等
の製造設備等や製造技術等を有する者との契約】

非公表          20,958,000 - -
当該射場班設備（レーダ・テレメータ・コマンド設備）を
設計・製作した契約相手方以外では実施できないた
め。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

ＡＬＯＳ情報システム地図データサー
バの賃貸借（リース）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
芙蓉総合リース株式会社
東京都千代田区三崎町３
－３－２３

契約相手方は、平成１８年１２月、見積もり合わせによ
り決定された業者であり、平成２３年１月３１日まで契
約を結ぶ契約となっている。　【第１項（１）ｔ：その他、特
に必要があるとき】

非公表            1,600,200 - -
平成１８年度に複数年度を前提とした見積り合せによ
り契約相手方を決定したものであり、賃貸借終了時期
まで待たざるを得ないため。

19

地球観測情報記録・処理設備（ＬＡＮ
ＤＳＡＴ、ＳＰＯＴ用）データレコーダ等
の賃貸借（再リース）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月7日
日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋２－１５
－１２

日立キャピタル㈱とは、再リース契約により競争に付し
た場合より著しく有利な価格で契約することが出来るた
め。　【第１項（１）ｓ：有利な価格による契約】

非公表            1,324,584 - -
競争に付した場合より著しく有利な価格で契約すること
が出来るため。

14

平成２１年度 改良型高性能マイクロ
波放射計（ＡＭＳＲ－Ｅ） 機能チェック
作業支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
三菱電機株式会社 東京
都千代田区丸の内２－７
－３

「改良型高性能マイクロ波放射計（ＡＭＳＲ－Ｅ）の開
発」によりＡＭＳＲ－Ｅセンサを設計／開発した業者で
ある三菱電機（株）鎌倉製作所以外には実施できない
ため。　【第１項（１）ｃ：ロケット、衛星等の主契約企業・
製造企業以外では実施できない契約及びその関連契
約】

非公表          14,280,000 - -
当該センサを設計・製作した契約相手方以外では実施
できないため。

19

平成２１年度北極圏研究用データ
セット作成装置の賃貸借（リース）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月8日
日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当該物品をリースするにあたり平成１７年度に見積り
合せを行った結果、提案業者の見積額が最も安価で
あったことを受けて、平成１７年から平成２２年までの
リース契約を提案業者と締結した。現在、リース契約
期間内であることから、提案業者は当該物品を機構に
リースできる唯一の業者である。　【第１項（１）ｔ：その
他、特に必要があるとき】

非公表            1,043,376 - -
平成１７年度に複数年度を前提とした見積り合せによ
り契約相手方を決定したものであり、賃貸借終了時期
まで待たざるを得ないため。

19

解析研究用モバイルパソコンの賃貸
借（リース）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月13日
昭和リース株式会社 東京
都江東区東雲１－７－１２

解析研究用モバイル端末の賃貸借を行う上で、見積合
わせを行なった結果最も安価な業者であったため。
賃貸借期間として平成１９年２月１日～平成２２年１月３
１日の賃貸借契約を締結している。　【第１項（１）ｔ：そ
の他、特に必要があるとき】

非公表              938,700 - -
平成１８年度に複数年度を前提とした見積り合せによ
り契約相手方を決定したものであり、賃貸借終了時期
まで待たざるを得ないため。

19

平成２１年度　陸域観測技術衛星（Ａ
ＬＯＳ）軌道上技術評価（そのア）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月28日
日本電気株式会社 東京
都港区芝５－７－１

陸域観測技術衛星（ＡＬＯＳ）の衛星システム、サブシ
ステム開発および製造技術を必要とし、唯一当該技術
を有する日本電気（株）以外には実施できないため。
【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や製造技
術等を有する者との契約】

非公表        174,510,000 - -
ＡＬＯＳを設計・製作した契約相手方以外では実施でき
ないため。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度国際北極圏研究セン
ター（ＩＡＲＣ）における衛星データを利
用した研究協力及び運用支援業務委
託

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日

アラスカ大学 ９３０ Ｋｏｙｕｋ
ｕｋ Ｄｒｉｖｅ ＰＯ Ｂｏｘ ７５７３
４０ Ｆａｉｒｂａｎｋｓ Ａｌａｓｋａ ９
９７７５

本業務は、「ＩＡＲＣ－ＪＡＸＡ情報システム（ＩＪＩＳ）を用い
た北極圏における地球変動研究協力に関する宇宙航
空研究開発機構とアラスカ大学フェアバンクス校との
暫定協力協定」に基づき、アラスカ大学フェアバンクス
校内に設置された研究施設（ＩＡＲＣ）においてＩＪＩＳ及び
衛星データを利用した研究協力及び運用支援業務を
同大学に実施させるものであるため、契約相手方は協
定相手方であるアラスカ大学フェアバンクス校に限られ
る。　【第１項（１）ｐ：共同研究に関する契約】

非公表          60,551,434 - -
協定により契約相手方に本業務を実施させることと
なっているため。

19

温室効果ガス観測技術衛星（ＧＯＳＡ
Ｔ）データの熱赤外波長域を用いた二
酸化炭素およびメタン濃度算出の検
討（その６）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
国立大学法人　東京大学
東京都文京区本郷７－３
－１

東京大学が製作した二酸化炭素およびメタン濃度算出
アルゴリズムの改善であり、当該相手方以外では実施
できないため。　【第１項（１）ｋ：既存製品等の機能付
加・改善等を行うための契約】

非公表          21,000,000 - -
濃度解析アルゴリズムを開発した契約相手方以外で
は実施できないため。

19

月着陸探査機システム検討（その４
のア）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年12月22日
三菱重工業株式会社 東
京都港区港南２－１６－５

ＳＥＬＥＮＥ－２の概念検討の進行に伴うものであり、前
段階までを実施した三菱重工業（株）以外には実施で
きないため。　【第１項（１）ｅ：ロケット・衛星等の製作の
進行に伴い締結する契約】

非公表            7,000,000 - -
ＳＥＬＥＮＥ－２の概念検討の進行に伴うものであり、前
段階までを実施した本契約相手方以外では実施でき
ないため。

19

平成２１年度　地球観測データ表示
ツールの機能追加等

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年9月1日
三菱スペース・ソフトウエア
株式会社 東京都港区浜
松町２－４－１

三菱スペース・ソフトウエアが製作し地球観測データ表
示ツールの機能追加及び機能改善であり、当該相手
方以外では実施できないため。　【第１項（１）ｋ：既存製
品等の機能付加・改善等を行うための契約】

非公表            4,935,000 - -
当該ソフトウェアを設計・製作した契約相手方以外では
実施できないため。

19

平成２１年度　衛星搭載用二酸化炭
素差分吸収ライダーの設計検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年10月16日
三菱電機株式会社 東京
都千代田区丸の内２－７
－３

提案業者が設計、製作した校正検証用二酸化炭素差
分吸収ライダーの精度向上検討であり、当該相手方以
外では実施できないため。　【第１項（１）ｋ：既存製品等
の機能付加・改善等を行うための契約】

非公表          17,997,000 - -
当該システムを設計・製作した契約相手方以外では実
施できないため。

19

ＩＮＤＥＸデータ取得支援
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日

Ｋｏｎｇｓｂｅｒｇ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅｓ Ｐｒｅｓｔ ｖａｎｎｖｅｉｅ
ｕ３８ Ｐ．Ｏ．６１８０，Ｎ－９
２９１ Ｔｒｏｍｓφ，Ｎｏｒｗａｙ

ＩＮＤＥＸ衛星を受信するためのＳ帯受信設備を有し、ま
た、ＩＮＤＥＸ衛星の送信電波に適合するアンテナを必
要とし、唯一当該アンテナを有するＫｏｎｇｓｂｅｒｇ　Ｓａｔｅｌ
ｌｉｔｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ以外には実施できないため。【第１項（１）
ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や製造技術等を有す
る者との契約】

非公表          15,442,790 - -
ＩＮＤＥＸ衛星からのデータを受信可能な設備を有する
唯一の業者であるため。

19 単価契約
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

科学衛星ＥＸＯＳ－Ｄから送られてくる
科学データのエスレンジにおける取
得支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日

スウェーデン宇宙公社 Ｓｗ
ｅｄｉｓｈ　Ｓｐａｃｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ　Ｅｓｒａｎｇｅ　ＢＯＸ１３２
７　ＳＥ－９８１

「あけぼの」衛星を高緯度のオーロラ出現頻度が高い
地域において受信するためのＳ帯及びＵ帯受信アンテ
ナを必要とし、唯一当該アンテナ設備を有するスウェー
デン宇宙公社以外には実施できないため。　【第１項
（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や製造技術等を
有する者との契約】

非公表          31,400,000 - -
「あけぼの」からのデータをオーロラ出現頻度が高い地
域において受信するための受信アンテナを有するのは
契約相手方以外にはいないため。

19 単価契約

ＡＳＴＲＯ－Ｆ衛星のＸバンドデータ取
得支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日

Ｋｏｎｇｓｂｅｒｇ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅｓ Ｐｒｅｓｔ ｖａｎｎｖｅｉｅ
ｕ３８ Ｐ．Ｏ．６１８０，Ｎ－９
２９１ Ｔｒｏｍｓφ，Ｎｏｒｗａｙ

ＡＳＴＲＯ－Ｆ衛星の送信電波仕様に適合したＸ帯受信
設備を必要とし、唯一当該設備を有するＫｏｎｇｓｂｅｒｇ
Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ以外には実施できないため。
【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や製造技
術等を有する者との契約】

非公表          11,000,000 - -
ＡＳＴＲＯ－Ｆ衛星からのデータを受信するための設備
を有するのは契約相手方以外にはいないため。

19 単価契約

平成２１年度あきる野実験施設土地
賃貸借

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
細谷火工株式会社 東京
都あきる野市菅生１８４７

高圧ガス・危険物・火薬類・火工品等を使用する実験
研究を行うにはあきる野実験施設でなければ不可能で
あり、当該場所で賃貸借契約を行えるのは細谷火工
（株）以外では実施できないため。　【第１項（１）ｍ：当
該場所でなければ不可能であり、かつ、供給者が一つ
に特定される賃貸借契約】

非公表            2,356,126 - - 当該用地の所有者であるため。 5

平成２１年度ロケット燃焼試験用火薬
類及び火工品の保管等

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
細谷火工株式会社 東京
都あきる野市菅生１８４７

あきる野実験施設は細谷火工（株）の工場敷地内の一
部を借用して設置しており、当該場所で本契約を行え
るのは、細谷火工（株）以外では実施できないため。
【第１項（１）ｍ：当該場所でなければ不可能であり、か
つ、供給者が一つに特定される賃貸借契約】

非公表            2,276,820 - - 当該保管場所の所有者であるため。 5

内惑星熱真空環境シミュレーターの
運転及び保守支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月3日
株式会社エイ・イー・エス
東京都中央区八重洲１－
９－１３

内惑星熱真空環境シミュレータを稼動させるには付随
するソーラプロジェクタの使用に係る工業所有権を必
要とし、当該工業所有権の所有者からその使用を認め
られているのは（株）エイ・イー・エスのみであるため。
【第１項（１）ｂ：産業財産権等保有者との契約】

非公表          48,763,500 - -
当該業務に必要なソーラプロジェクタの使用に係る工
業所有権の使用を認められている唯一の業者である
ため。

19 単価契約

外国雑誌（電子版）の購入
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日

エルゼビア・ビー・ブイ（サ
イエンス・アンド・テクノロ
ジー） オランダ王国アムス
テルダム市ラーダーヴェヒ
２９

エルゼビア発行の外国雑誌（電子版）の国内における
販売権を有しているのはエルゼビアのみであり、当該
相手方以外には実施できないため。　【第１項（１）ｇ：特
定の販売業者以外では出来ない契約】

非公表          14,675,320 - -
当該雑誌の国内における販売権を有している唯一の
業者であるため。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

観測ロケットＳ－５２０－２５号機　計
器合せ及び噛合せ作業　（そのア）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年5月14日
株式会社ＩＨＩエアロスペー
ス 東京都江東区豊洲３－
１－１

観測ロケットＳ－５２０－２５号機の製作の進行に伴うも
のであり、前段階までを製作した㈱ＩＨＩエアロスペース
以外には実施できないため。　【第１項（１）ｅ：ロケット・
衛星等の製作の進行に伴い締結する契約】

非公表          12,322,800 - -
ロケットの製作の進行に伴うものであり、前段階までを
製作した契約相手方以外では実施できないため。

19

流体物理実験装置用ＭＩＤＭ供試体
の射場準備作業および射場作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月21日
株式会社ＩＨＩエアロスペー
ス 東京都江東区豊洲３－
１－１

流体物理実験用ＭＩＤＭ供試体の製作の進行に伴う射
場準備作業および射場作業を行うものであり、前段階
までを設計、製作した株式会社ＩＨＩエアロスペース意外
には実施できないため。　【第１項（１）ｅ：ロケット・衛星
等の製作の進行に伴い締結する契約】

非公表            1,942,500 - -
ＭＩＤＭ供試体の設計・製作の進行に伴うものであり、
前段階までを設計・製作した契約相手方以外では実施
できないため。

19

流体物理実験装置用ＭＩＤＭ供試体
（ＭＤ１０）の機能追加

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年12月7日
株式会社ＩＨＩエアロスペー
ス 東京都江東区豊洲３－
１－１

（株）ＩＨＩエアロスペースが設計、製作した流体物理実
験装置用ＭＩＤＭ供試体の機能付加であり、当該相手
方以外では実施できないため。　【第１項（１）ｋ：既存製
品等の機能付加・改善等を行うための契約】

非公表          39,375,000 - -
当該供試体を設計・製作した契約相手方以外では実
施できないため。

19

平成２１年度　ＪＥＭ解析評価システ
ム用計算機の保守

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
三菱スペース・ソフトウエア
株式会社 東京都港区浜
松町２－４－１

三菱スペースソフトウエア株式会社が設計・製作したＪ
ＥＭ解析評価用計算機の保守であり、当該相手方以
外では実施できないため。　【第１項（１）ｊ：ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等、特定設備等の維持、保
守点検、整備または改修】

非公表            5,229,000 - -
当該計算機を設計・製作した契約相手方以外では実
施できないため。

19

平成２１年度　Ｊ－ＴＭＩＳ計算機シス
テムの賃貸借（出張用・会議用端末
の賃貸借）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月25日
日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋２－１５
－１２

平成１８年度に見積り合せにより日立キャピタルを選定
し、平成２２年２月２８日まで契約を締結しているため。
【第１項（１）ｔ：その他、特に必要があるとき】

非公表              951,720 - -
平成１８年度に複数年度を前提とした見積り合せによ
り契約相手方を決定したものであり、賃貸借終了時期
まで待たざるを得ないため。

19

ＪＥＭ運用管制システムに係るイン
ターフェース試験支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
日本電気株式会社 東京
都港区芝５－７－１

提案業者は、ＪＥＭ運用管制システムの開発及び、ＪＥ
Ｍ運用管制システムに対しての運用性改善、機能付
加等の業務を行っており、本契約を実施するために必
要となる各システムの設計並びにインターフェース条
件等の技術情報を有している。【第１項（１）ｆ：ロケット、
衛星等の製造設備等や製造技術等を有する者との契
約】

非公表        101,370,000 - -
当該システムを設計・製作した契約相手方以外では実
施できないため。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

ＨＴＶランデブ運用準備（その１０）
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年6月15日
三菱電機株式会社 東京
都千代田区丸の内２－７
－３

ＨＴＶのランデブ運用準備を実施するにはＨＴＶの運用
に係る設計技術情報を必要とし、唯一当該技術を有す
る三菱電機以外には実施できないため。　【第１項（１）
ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や製造技術等を有す
る者との契約】

非公表        210,000,000 - -
ＨＴＶの運用に係る設計技術情報を有している唯一の
業者であるため。

19

アーク風洞部品（ヒートシールド、ディ
スク）の購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年10月26日
株式会社ＩＨＩ 東京都江東
区豊洲３－１－１

アーク風洞部品（ヒートシルド、ディスク）の国内におけ
る販売権を有しているのは（株）ＩＨＩのみであり、当該相
手方以外には実施できないため。　【第１項（１）ｇ：特定
の販売業者以外では出来ない契約】

非公表            4,935,000 - -
当該部品の国内における販売権を有している唯一の
業者であるため。

19

細胞培養実験供試体のフライトモデ
ルの製作（その４）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年8月7日

千代田アドバンスト・ソ
リューションズ株式会社 神
奈川県横浜市神奈川区新
浦島町１－１－２５

細胞培養供試体の設計情報および製作・試験、打ち上
げ準備作業に必要な情報と専用治工具を必要とし、唯
一当該情報と専用冶工具を有する千代田アドバンス
ト・ソリューションズ株式会社以外には実施できないた
め。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や
製造技術等を有する者との契約】

非公表          56,059,500 - -
当該供試体を設計・製作した契約相手方以外では実
施できないため。

19

ＪＥＭ運用管制システム計算機換装
に伴うソフトウエア改修（その４）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年6月1日
日本電気株式会社 東京
都港区芝５－７－１

提案業者は、ＪＥＭ運用管制システムの開発及び運用
性改善、機能付加等を実施し、システムを構成する各
サブシステムの設計・インターフェース条件、外部シス
テム間セキュリティロジック等の技術情報を有している
唯一の業者である。【第１項（１）ｋ：既存製品等の機能
付加・改善等を行うための契約】

非公表        441,000,000 - -
当該ソフトウェアを設計・製作した契約相手方以外では
実施できないため。

19

平成２１年度　ＪＥＭ運用管制システ
ム共通系設備音声端末の換装

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年6月17日
日本電気株式会社 東京
都港区芝５－７－１

提案業者である日本電気株式会社は、ＪＥＭ運用管制
システムを開発担当しており、音声端末を含む各装置
間のハードウェア／ソフトウェアインタフェース条件並び
に、仕様等の技術情報を有している唯一の業者であ
る。以上のことから、本作業は提案業者以外には実施
できない。　【第１項（１）ｊ：ロケット、衛星等の試験、打
上げ設備等、特定設備等の維持、保守点検、整備また
は改修】

非公表          13,020,000 - -
当該システムを設計・製作した契約相手方以外では実
施できないため。

19 単価契約

平成２１年度細胞培養装置グランドモ
デルの整備

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年9月29日
三菱重工業株式会社 東
京都港区港南２－１６－５

三菱重工業が開発した細胞培養装置に係るセンサの
校正であり、当該相手方以外では実施できないため。
【第１項（１）ｊ：ロケット、衛星等の試験、打上げ設備等、
特定設備等の維持、保守点検、整備または改修】

非公表            1,680,000 - -
当該装置を設計・製作した契約相手方以外では実施で
きないため。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度　ミッションスペシャリスト
訓練（その２０）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年10月1日
米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）
米国ワシントンＤ．Ｃ．２０５
４６

本契約の遂行には日本人宇宙飛行士のミッションスペ
シャリスト訓練設備を必要とし、唯一当該設備を有する
米国航空宇宙局以外には実施できないため。　【第１
項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や製造技術等
を有する者との契約】

非公表          21,241,896 - -
当該訓練施設を有するのは契約相手方以外にはいな
いため。

19 単価契約

米国ジェージー社製デジタル移相器
の購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年7月30日
株式会社アムテックス 東
京都世田谷区経堂５－２０
－１６

米国ジェージー社製デジタル移相器の国内における販
売権を有しているのは株式会社アムテックスのみであ
り、当該相手方以外には実施できないため。　【第１項
（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来ない契約】

非公表            7,581,000 - -
当該デジタル移相器の国内における販売権を有してい
る唯一の業者であるため。

19

水星磁気圏探査機（ＭＭＯ）分離機
構および磁場／電場観測用伸展機
構システムの開発（その４）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年8月19日
日本飛行機株式会社 神
奈川県横浜市金沢区昭和
町３１７５

水星磁気圏探査機（ＭＭＯ）分離機構および磁場／電
場観測用伸展機構システムの開発には、分離機構の
小型かつ軽量高剛な設計技術および進展機構のコイ
ル型マストの高度な製造技術を必要とし、唯一当該技
術を有する日本飛行機（株）以外には実施できないた
め。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や
製造技術等を有する者との契約】

非公表        169,148,700 - -
当該システムを設計・製作した契約相手方以外では実
施できないため。

19

水星探査機搭載用ＭＤＰ、ＰＷＩ、ＨＥ
Ｐに関する開発・試作（その６）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年9月2日
三菱重工業株式会社 東
京都港区港南２－１６－５

搭載機器データ制御システム、プラズマ波動観測機及
び高エネルギー粒子検出器の開発には、耐放射線ＬＳ
Ｉの開発技術である特許第０２８４６２５９号「耐放射線能
力を有する半導体装置」が必要であり、本特許を有し
ているのは三菱重工業（株）のみである。【第１項（１）
ｂ：産業財産権等保有者との契約】

非公表          24,320,000 - -
当該開発・試作に必要な耐放射線能力を有する半導
体装置の特許を有する唯一の業者であるため。

19

惑星探査機用リチウムイオン電池の
並列接続運用に於ける課題調査

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年10月9日
古河電池株式会社 神奈
川県横浜市保土ヶ谷区星
川２－４－１

惑星探査機用リチウムイオン電池の運用調査等の進
行に伴うものであり、前段階までの試験等を行った古
河電池㈱以外には実施できないため。　【第１項（１）ｅ：
ロケット・衛星等の製作の進行に伴い締結する契約】

非公表            1,300,000 - -
リチウムイオン電池の運用調査等の進行に伴うもので
あり、前段階までの試験等を行った契約相手方以外で
は実施できないため。

19

宇宙用リチウムイオン電池の保管方
法の適正化検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年10月19日
古河電池株式会社 神奈
川県横浜市保土ヶ谷区星
川２－４－１

宇宙用リチウムイオン電池の保管方法の適正化検討
等の進行に伴うものであり、前段階までの試験等を
行った古河電池㈱以外には実施できないため。　【第１
項（１）ｅ：ロケット・衛星等の製作の進行に伴い締結す
る契約】

非公表            3,500,000 - -
リチウムイオン電池の保管方法の適正化検討等の進
行に伴うものであり、前段階までの試験等を行った契
約相手方以外では実施できないため。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

水星磁気圏探査機搭載観測機器の
開発及び試作（その５）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年11月2日
明星電気株式会社 東京
都文京区小石川２－５－７

プラズマ／粒子観測装置、太陽粒子検出器、水星ダス
ト計測器、水星大気分光撮像装置（電子回路部）、紫
外線分光撮像器の開発技術（特許第３６４６１３９号「荷
電粒子測定装置」の権利を含む）を必要とし、唯一当
該技術を有する明星電気株式会社以外には実施でき
ないため。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備
等や製造技術等を有する者との契約】

非公表        140,374,500 - -
当該開発・試作に必要なプラズマ／粒子観測装置等
の技術情報を有する唯一の業者であるため。

19

ＳｐｒｉｎｇｅｒＬｉｎｋ電子ジャーナルの利
用

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年12月28日

Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍｅｄｉａ Ｂ．Ｖ．
Ｖａｎ　Ｇｏｄｅｗｉｊｃｋｓｔｒａａｔ
３０　３３１１　ＧＸ　Ｄｏｒｄｒｅ
ｃｈｔ，　Ｔｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ

ＳｐｒｉｎｇｅｒＬｉｎｋの国内における販売権を有しているの
はＳｐｒｉｎｇｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｍｅｄｉａ
Ｂ．Ｖ．のみであり、当該相手方以外には実施できない
ため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来
ない契約】

非公表            6,158,773 - -
ＳｐｒｉｎｇｅｒＬｉｎｋの国内における販売権を有している唯
一の業者であるため。

19

水星探査機ＭＭＯ推進系の開発（そ
の５）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年2月12日
三菱重工業株式会社 東
京都港区港南２－１６－５

水星磁気圏探査機推進系プロトタイプモデルの開発に
は、発生磁場を最小限に抑える永久磁石の配置設計
技術、漏れ磁力を低減させるカバーの最適設計技術を
必要とし、唯一当該技術を有する三菱重工業株式会
社以外には実施できないため。　【第１項（１）ｆ：ロケッ
ト、衛星等の製造設備等や製造技術等を有する者との
契約】

非公表        300,000,000 - -
当該開発に必要な永久磁石の配置設計技術等を有す
る唯一の業者であるため。

19

水星磁気圏探査機搭載観測機器の
開発及び試作（その６）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年2月2日
明星電気株式会社 東京
都文京区小石川２－５－７

プラズマ／粒子観測装置、太陽粒子検出器、水星ダス
ト計測器、水星大気分光撮像装置（電子回路部）、紫
外線分光撮像器の開発技術（特許第３６４６１３９号「荷
電粒子測定装置」の権利を含む）を必要とし、唯一当
該技術を有する明星電気株式会社以外には実施でき
ないため。　【第１項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備
等や製造技術等を有する者との契約】

非公表        368,413,500 - -
当該開発・試作に必要なプラズマ／粒子観測装置等
の技術情報を有する唯一の業者であるため。

19

平成２１年度　海外ダウンレンジ局設
備の維持作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
三菱商事株式会社 東京
都千代田区丸の内２－３
－１

米国Ｔｒｉｄｅｎｔ社が製作したグアムダウンレンジ局及び
クリスマスダウンレンジ局の維持作業について、国内
における販売権を有しているのは三菱商事のみであ
り、当該相手方以外には実施できないため。　【第１項
（１）ｇ：特定の販売業者以外では出来ない契約】

非公表        244,278,552 - -
当該ダウンレンジ局設備（Ｔｒｉｄｅｎｔ Ｓｐａｃｅ ＆ Ｄｅｆｅｎｓ
ｅ社製）の国内における唯一の代理店であるため。

19

平成２１年度　グアムダウンレンジ局
運営支援作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
三菱商事株式会社 東京
都千代田区丸の内２－３
－１

グアムダウンレンジ局が設置されている敷地の利用権
について、国内における販売権を有しているのは三菱
商事（契約相手方）のみであり、当該相手方以外には
実施できないため。　【第１項（１）ｇ：特定の販売業者以
外では出来ない契約】

非公表          22,017,539 - -
当該ダウンレンジ局が設置されている敷地の利用権を
有する唯一の業者であるため。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度　名古屋駐在員事務所
の建物賃貸借及び共益費

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
明治安田生命保険相互会
社 東京都千代田区丸の
内２－１－１

名古屋駐在員事務所の業務運営のため、当該場所で
なければ事務を行うことが不可能であり、当該場所で
賃貸借契約を行えるのは明治安田ビルマネジメント
（株）以外では実施できないため。　【第１項（１）ｍ：当
該場所でなければ不可能であり、かつ、供給者が一つ
に特定される賃貸借契約】

非公表          18,762,792 - - 当該事務所の所有者であるため。 5

ロケット専用治工具等の保守・維持
（その２のア）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
三菱重工業株式会社 東
京都港区港南２－１６－５

契約相手方はＨ－ⅡＡロケット機体を製造し、治工具
等は契約相手方が設計・製作したものであり治工具等
の保守・維持する技術を有している唯一の業者であ
る。　【第１項（１）ｊ：ロケット、衛星等の試験、打上げ設
備等、特定設備等の維持、保守点検、整備または改
修】

非公表        671,947,500 - -
Ｈ－ⅡＡロケットを設計・製作した契約相手方以外では
実施できないため。

19

平成２１年度Ｈ－ＩＩＡアビオニクス開
発機器の維持管理（そのウ）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年5月26日
三菱プレシジョン株式会社
東京都江東区有明３－５
－７

Ｈ－ＩＩＡロケット　アビオニクス開発機器の維持管理（定
期点検等）を実施する契約内容であることから、当該
装置の主要開発メーカである、三菱プレシジョン（株）
以外には実施できないため。　【第１項（１）ｊ：ロケット、
衛星等の試験、打上げ設備等、特定設備等の維持、
保守点検、整備または改修】

非公表            2,205,000 - -
当該装置を設計・製作した契約相手方以外では実施で
きないため。

19

平成２１年度Ｈ－ＩＩＡアビオニクス開
発機器の維持管理（そのイ）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
日本航空電子工業株式会
社 東京都渋谷区道玄坂１
－２１－２

Ｈ－ＩＩＡロケット　アビオニクス開発機器の維持管理（定
期点検等）を実施する契約内容であることから、当該
装置の主要開発メーカである、日本航空電子工業
（株）以外には実施できないため。　【第１項（１）ｊ：ロ
ケット、衛星等の試験、打上げ設備等、特定設備等の
維持、保守点検、整備または改修】

非公表          11,355,750 - -
当該装置を設計・製作した契約相手方以外では実施で
きないため。

19

平成２１年度Ｈ－ＩＩＡアビオニクス開
発機器の維持管理（そのア）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年4月1日
日本電気株式会社 東京
都港区芝５－７－１

日本電気（株）が開発したＨ－ＩＩＡロケットのアビオニク
ス開発機器に係わる維持管理であるため、当該相手
方以外では実施できないため。　【第１項（１）ｊ：ロケッ
ト、衛星等の試験、打上げ設備等、特定設備等の維
持、保守点検、整備または改修】

非公表          30,313,500 - -
当該装置を設計・製作した契約相手方以外では実施で
きないため。

19

海外ダウンレンジ局運用支援作業（Ｈ
－ＩＩＢ ＴＦ１）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年8月26日
三菱商事株式会社 東京
都千代田区丸の内２－３
－１

本作業を実施するためには、国際武器輸出規制（ＩＴＡ
Ｒ）に基づく米国国務省認可の技術協力協定（ＴＡＡ）の
制約を満足する必要がある。米国Ｔｒｉｄｅｎｔ社及び本部
門におけるＴｒｉｄｅｎｔ社の唯一の日本代理店である三菱
商事（株）は、ＴＡＡで指定された業者であり、本要件を
満たす唯一の業者である。　【第１項（１）ｇ：特定の販
売業者以外では出来ない契約】

非公表          24,259,870 - -
当該ダウンレンジ局設備（Ｔｒｉｄｅｎｔ Ｓｐａｃｅ ＆ Ｄｅｆｅｎｓ
ｅ社製）の国内における唯一の代理店であるため。

19
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度　ＳＲＢ－Ａ経年変化特
性確認試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年10月16日
株式会社ＩＨＩエアロスペー
ス 東京都江東区豊洲３－
１－１

ＳＲＢ－Ａ構成品の経年変化特性を確認するものであ
り、当該品に係る技術及び試験設備を有している（株）Ｉ
ＨＩエアロスペース以外には実施できないため。　【第１
項（１）ｆ：ロケット、衛星等の製造設備等や製造技術等
を有する者との契約】

非公表            5,250,000 - -
当該試験に必要な試験設備を有している唯一の業者
であるため。

19

平成２１年度 Ｈ－ⅡＡロケット衛星
フェアリング維持設計

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成21年10月30日
川崎重工業株式会社 兵
庫県神戸市中央区東川崎
町３－１－１

Ｈ－ⅡＡロケット衛星フェアリング及び衛星分離部の主
製造企業である川崎重工業（株）以外には実施できな
いため。　【第１項（１）ｃ：ロケット、衛星等の主契約企
業・製造企業以外では実施できない契約及びその関連
契約】

非公表          14,563,500 - -
衛星フェアリングを設計・製作した契約相手方以外で
は実施できないため。

19

Ｈ－ⅡＡロケット（ＰＬＡＮＥＴ－Ｃ）飛行
安全訓練データの作成

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年1月5日
三菱スペース・ソフトウエア
株式会社 東京都港区浜
松町２－４－１

飛行安全訓練データ作成プログラムの開発業者であ
り、またＨ－ＩＩＡロケットの搭載ソフトウェアに関する技
術情報も有している三菱スペース・ソフトウェア（株）以
外には実施できないため。　【第１項（１）ｃ：ロケット、衛
星等の主契約企業・製造企業以外では実施できない
契約及びその関連契約】

非公表            7,014,000 - -
当該プログラムを開発した契約相手方以外では実施で
きないため。

19

Ｈ－ＩＩＡロケット（ＰＬＡＮＥＴ－Ｃ）飛行
安全運用準備・打上後評価

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年2月3日
宇宙技術開発株式会社
東京都中野区中野５－６２
－１

本業務は飛行安全管制ソフトウェアを使用して行うた
め、飛行安全管制ソフトウェアのの主製造企業である
宇宙技術開発㈱以外には実施できないため。　【第１
項（１）ｃ：ロケット、衛星等の主契約企業・製造企業以
外では実施できない契約及びその関連契約】

非公表          15,750,000 - -
当該評価に係るソフトウェアを開発した契約相手方以
外では実施できないため。

19

電気料（調布・三鷹地区）
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東京電力株式会社　東京
都千代田区内幸町１－１
－３

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 750,430,576 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度筑波宇宙センター電気
料

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東京電力株式会社　東京
都千代田区内幸町１－１
－３

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 577,023,174 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度相模原キャンパス電気
代

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東京電力株式会社　東京
都千代田区内幸町１－１
－３

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 206,344,669 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

専用回線およびＩＳＤＮ回線料　ソフト
バンクテレコム（株）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 ソフトバンクテレコム株式
会社　東京都港区東新橋
１－９－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 113,749,467 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度　筑波宇宙センターガス
料

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 筑波学園ガス株式会社
茨城県つくば市金田１９１７

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 83,858,053 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度　種子島宇宙センター電
気料金支払い

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 九州電力株式会社　福岡
県福岡市中央区渡辺通２
－１－８２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 74,271,083 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

ガス料金（調布地区）
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東京ガス株式会社　東京
都港区海岸１－５－２０

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 56,738,989 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度地球観測センター電気
料

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東京電力株式会社　東京
都千代田区内幸町１－１
－３

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 55,300,974 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

ＮＡＳＡ ＴＶ伝送用回線の借り上げ
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日

 インテルサット・インターナ
ショナル・システムズ・エル
エルシー　アメリカ合衆国
デラウェア州ニューカッス
ル郡ウィルミングトン市オ
レンジ通り１２０９

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 37,920,000 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度ＪＥＭ運用ネットワークシ
ステム用ＳＳＩＰＣ－ＭＳＦＣ間国際ＡＴ
Ｍ回線料

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 ＫＤＤＩ株式会社　東京都
新宿区西新宿２－３－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 37,894,665 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

科学衛星データ伝送回線使用料
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 日本通信ネットワーク株
式会社　東京都千代田区
有楽町１－７－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 32,892,074 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

専用回線およびＩＳＤＮ回線料　ＫＤＤＩ
（株）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 ＫＤＤＩ株式会社　東京都
新宿区西新宿２－３－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 27,447,412 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度筑波宇宙センター上水
道料

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 つくば市役所　茨城県つく
ば市苅間２５３０－２（研究
学園Ｄ３２街区２画地）

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 24,889,606 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度相模原キャンパスガス
代

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東京ガス株式会社　東京
都港区海岸１－５－２０

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 20,309,391 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度ＪＥＭ運用ネットワークシ
ステム用ＳＳＩＰＣ－ＪＳＣ間国際ＡＴＭ
回線料

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 ソフトバンクテレコム株式
会社　東京都港区東新橋
１－９－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 16,074,982 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度筑波宇宙センター電話
料　国際・市外通話分

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 ＫＤＤＩ株式会社　東京都
新宿区西新宿２－３－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 16,000,681 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度筑波宇宙センター下水
道料

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 つくば市役所　茨城県つく
ば市苅間２５３０－２（研究
学園Ｄ３２街区２画地）

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 14,078,609 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度沖縄宇宙通信所電気料
安富祖

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 沖縄電力株式会社　沖縄
県浦添市牧港５－２－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 13,522,759 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度相模原キャンパス上下
水道代

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 神奈川県企業庁　神奈川
県横浜市中区日本大通１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 10,483,786 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

角田宇宙センター水道料金
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 角田市役所　宮城県角田
市角田字大坊４１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 8,965,210 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

上下水道料（調布・三鷹地区）　調布
市環境部水道業務課

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 調布市役所　東京都調布
市小島町２－３５－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 8,108,399 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度　小笠原追跡所電気料
金支払い

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東京電力株式会社　東京
都千代田区内幸町１－１
－３

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 6,832,647 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

水道料（調布・三鷹地区）　調布市環
境部水道業務課

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 調布市役所　東京都調布
市小島町２－３５－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 6,456,561 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度内之浦宇宙空間観測所
等・増田宇宙通信所等・種子島宇宙
センター等の電話料金の支払い

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 西日本電信電話株式会
社　大阪府大阪市中央区
馬場町３－１５

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 6,353,949 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

電話料（調布・三鷹地区）　東日本電
信電話（株）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東日本電信電話株式会
社　東京都新宿区西新宿
３－１９－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 5,772,406 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度　有人宇宙環境利用ミッ
ション本部の電話料（携帯電話料）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ　東京都千代田区永
田町２－１１－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 5,110,575 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度　東京事務所の電気料
金

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 三菱地所ビルマネジメント
株式会社　東京都千代田
区丸の内２－５－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 4,982,120 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度相模原キャンパス電話
代　東日本電信電話（株）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東日本電信電話株式会
社　東京都新宿区西新宿
３－１９－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 4,922,566 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度　電波利用料の支払い
関東総合通信局

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 総務省　東京都千代田区
霞が関２－１－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 4,850,000 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度筑波宇宙センター電話
料　東日本電信電話（株）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東日本電信電話株式会
社　東京都新宿区西新宿
３－１９－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 4,537,273 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度相模原キャンパス電話
代　（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ　東京都千代田区永
田町２－１１－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 3,621,915 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度相模原キャンパス電話
代　ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 ＮＴＴコミュニケーションズ
株式会社　東京都千代田
区内幸町１－１－６

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 3,400,349 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度筑波宇宙センター電話
料（市内通話料）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東日本電信電話株式会
社　東京都新宿区西新宿
３－１９－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 3,141,190 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

角田宇宙センター電話料金
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東日本電信電話株式会
社　東京都新宿区西新宿
３－１９－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 3,056,761 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度　東京事務所電話料金
の支払い　東日本電信電話（株）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東日本電信電話株式会
社　東京都新宿区西新宿
３－１９－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 2,895,278 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度　東京事務所電話料の
支払い　ＮＴＴコミュニケーションズ

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 ＮＴＴコミュニケーションズ
株式会社　東京都千代田
区内幸町１－１－６

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 2,814,935 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度　有人宇宙環境利用ミッ
ション本部の電話料　（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ　東京都千代田区永
田町２－１１－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 2,307,348 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

携帯電話料（衛星利用推進セン
ター、大手町、ドコモその１）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ　東京都千代田区永
田町２－１１－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 2,167,543 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度　東京事務所電話料の
支払い　携帯電話

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ　東京都千代田区永
田町２－１１－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 2,085,719 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

携帯電話に係る使用料
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ　東京都千代田区永
田町２－１１－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 2,082,946 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２０年度筑波宇宙センター電話
料　国際・市外通話分

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 ＫＤＤＩ株式会社　東京都
新宿区西新宿２－３－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 2,044,916 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

上下水道料（調布・三鷹地区）　三鷹
市水道部業務課

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 三鷹市役所　東京都三鷹
市野崎１－１－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,884,541 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度　小笠原追跡所等・増田
宇宙通信所等・種子島宇宙センター
等の電話料金の支払い

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 ＮＴＴコミュニケーションズ
株式会社　東京都千代田
区内幸町１－１－６

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,802,988 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度　種子島宇宙センター等
の電話料金の支払い　（株）ウィルコ
ム

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 株式会社ウィルコム　東
京都港区虎ノ門３－４－７

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,743,084 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度地球観測センター水道
料

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 鳩山町役場　埼玉県比企
郡鳩山町大字大豆戸１８４
－１６

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,709,316 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度　産学官連携活動に係
る関西拠点における通信費および電
気料

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 関西電力株式会社　大阪
府大阪市北区中之島３－
６－１６

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,588,943 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

携帯電話料金　ソフトバンクモバイル
（株）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 ソフトバンクモバイル株式
会社　東京都港区東新橋
１－９－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,587,960 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度相模原キャンパス電話
代　回線使用料　東日本電信電話
（株）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東日本電信電話株式会
社　東京都新宿区西新宿
３－１９－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,545,216 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度相模原キャンパス電気
代　（あきる野）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東京電力株式会社　東京
都千代田区内幸町１－１
－３

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,521,562 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

電話料等　東京事務所５階
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 東日本電信電話株式会
社　東京都新宿区西新宿
３－１９－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,513,912 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

電気料（東京事務所）
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 三菱地所ビルマネジメント
株式会社　東京都千代田
区丸の内２－５－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,440,834 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

電気料及び水道料（衛星利用推進セ
ンター大手町、鉄鋼ビルディング）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 株式会社鉄鋼ビルディン
グ　東京都千代田区丸の
内１－８－２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,375,021 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

平成２１年度　ＪＡＸＡｉにおける電気・
水道料金の支払

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 三菱地所ビルマネジメント
株式会社　東京都千代田
区丸の内２－５－１

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,244,583 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8
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(独立行政法人名：宇宙航空研究開発機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役

員の数
随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざ
るを得ない場合の

根拠区分
備　　考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

平成２１年度　大曲宿舎電気料金の
支払い

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成21年4月1日
 九州電力株式会社　福岡
県福岡市中央区渡辺通２
－１－８２

長期継続契約のため【第１項（１）ｈ：電気、ガス、水、電
話の供給又は提供を受けるための契約】

非公表 1,002,858 - -
電気、ガス、若しくは水又は電話に係る役務について
供給又は提供を受けるもので、提供を行うことが可能
な業者が契約相手方しかいないため。

8

〔記載要領〕
１．本表は、「随意契約見直し計画」の対象となっている契約を対象とすること。

４．「随意契約によらざるを得ない事由」欄は、可能な限り具体的に記載する。「随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分」欄は、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」
　　　・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については「１８」
　　　・その他、類型区分に分類できないものについては「１９」

３．本表は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）記３．の記載方法に準じて記載すること。

２．本表は、平成21年度に締結した契約のうち、平成22年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないものについて、当該契約ごとに記載すること。
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随　　意　　契　　約　　事　　由 類型区分

≪競争性のない随意契約によらざるを得ない場合≫

　イ　契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの

　　(ｲ)法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの 1

　　(ﾛ)条約等の国際的取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの 2

　　(ﾊ)閣議決定による国家的プロジェクトにおいて、当該閣議決定により、その実施者が明示されているもの 3

　　(ﾆ)地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの 4

　ロ　当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約(当該契約に付随する契約を含む。) 5

　ハ　官報、法律案、予算書又は決算書の印刷等 6

　ニ　その他

　　(ｲ)防衛装備品であって、かつ、日本企業が外国政府及び製造元である外国企業からライセンス生産を認められている場合における当該防衛装備品及び役務の調達等 7

　　(ﾛ)電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。) 8

　　(ﾊ)郵便に関する料金(信書に係るものであって料金を後納するもの。） 9

　　(ﾆ)再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入 10

　　(ﾎ)美術館等における美術品及び工芸品等の購入 11

　　(ﾍ)行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの 12

随意契約事由別　類型早見表


