
(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

ＧＳＭデータ等の配信
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4月1日

一般財団法人　日本気象
協会
東京都豊島区東池袋３－
１－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,890,000 - -
既存の受信ソフトに適合するＧＳＭデータフォーマット
は日本気象協会のみが配信しており、当該相手方以
外には実施できないため。

19

気球を用いたソニックブーム計測及
び供試体落下試験（Ｄ－ＳＥＮＤ ＃
１）の支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年6月29日

スウェーデン宇宙公社
Ｓｗｅｄｉｓｈ　Ｓｐａｃｅ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ　Ｅｓｒａｎｇｅ　ＢＯＸ
１３２７　ＳＥ－９８１

契約事務実施要領　第６９条　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        292,500,000 - -

Ｄ－ＳＥＮＤ＃１計画の供試体の提供及び気球落下試
験設備を必要とし、唯一当該設備及び技術を有するス
ウェーデン宇宙公社（契約相手方）以外には実施でき
ないため。

19

適化ソフトウェアＩｓｉｇｈｔ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22年6月30日

ダッソー・システムズ・シム
リア株式会社
神奈川県横浜市港北区新
横浜２－３－１９

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,135,134 - -

Ｄａｓｓａｕｌｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｓｉｍｕｌｉａ Ｃｏｒｐ．は日本国内にお
ける 適化ソフトウェアＩｓｉｇｈｔの保守を行っている唯一
の直接販売店であり、当該相手方以外には実施できな
いため。

19

ＮＥＡＴにおける第２次ソニックブーム
計測試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年7月27日

スウェーデン宇宙公社
Ｓｗｅｄｉｓｈ　Ｓｐａｃｅ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ　Ｅｓｒａｎｇｅ　ＢＯＸ
１３２７　ＳＥ－９８１

契約事務実施要領　第６９条　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          20,514,000 - -

提案業者は、ＪＡＸＡが設計試作した空中計測システム
の機能確認及び今後のソニックブーム評価法の研究
に資する計測実験支援において必要とされる小型気
球による係留技術を有すると共に、任意のソニックブー
ムを生じさせることができる実験用超音速機の飛行運
用技術を有し、かつ、計測実験に必要な試験環境を提
供できる国内外唯一の業者である。

19

空力解析ソフトウェア「Ｔｒａｎａｉｒ」年間
ライセンス取得

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8月10日
株式会社　テクノキイ
千葉県白井市南山１－１
－３－１０４

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            4,667,250 - -
空力解析ソフトウェア「Ｔｒａｎａｉｒ」の国内における販売
権を有しているのは（株）テクノキイのみであり、当該相
手方以外には販売できないため。

19

騒音推算・計測技術開発のための小
型民間ジェット機による運航

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8月6日

ダイヤモンドエアサービス
株式会社
愛知県西春日井郡豊山町
大字豊場字松ノ木島１

契約事務実施要領　第６９条　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          13,629,000 - -

日本国内において小型民間ジェット機ＭＵ－３００の運
航を必要とし、唯一日本国籍の当該機体と航空機使用
事業資格を有するダイアモンドエアサービス（株）以外
には実施できないため。

19

【様式２】
平成２３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２３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

Ｈ２２年度秋季飛行船型無人機の飛
行試験支援（ソフトウエア関係）

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10月21日
ソラン株式会社
東京都港区三田３－１１－
２４

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            1,155,000 - -
ソラン（株）が設計、製作〕した「飛行船型無人機制御プ
ログラム」の機能付加、改善であり、当該相手方以外
では実施できないため。

19

第４９回パリエアショー出展に伴う会
場賃貸借等

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月16日

Ｓａｌｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｄｅ
ｌ’Ａｅｒｏｎａｕｔｉｑｕｅ　ｅｔ
８，ｒｕｅ Ｇａｌｉｌｅｅ　７５１１６
Ｐａｒｉｓ　Ｆｒａｎｃｅ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            2,749,860 - -

本件は、パリエアショー出展のためのＪＡＸＡスペースを
確保するものである。　このため当該場所でなければ
事業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、パリエアショーのオーガナイザーであ
るＳＩＡＥ以外では実施できない。

5

高揚力装置騒音研究用翼模型の概
念設計

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            3,885,000 - -

共同研究「航空機機体空力騒音の低減と予測に関す
る研究」において用いる風洞模型の概念設計の契約で
あるため、共同研究の相手方である川崎重工業株式
会社以外には実施できないため。

19

格子ボルツマン法ソフトウェアの年間
ライセンス購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月5日
エクサ・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市西区北幸
１－１１－１５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          12,600,000 - -
米国Ｅｘａ社製ＰｏｗｅｒＦｌｏｗの国内における販売権を有
しているのはエクサ・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。

19

Ｄ－ＳＥＮＤ＃２落下試験のインター
フェースの検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月20日

スウェーデン宇宙公社
Ｓｗｅｄｉｓｈ　Ｓｐａｃｅ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ　Ｅｓｒａｎｇｅ　ＢＯＸ
１３２７　ＳＥ－９８１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,950,000 - -
Ｄ－ＳＥＮＤ計画の落下試験の予備検討ができるの
は、ＳＳＣ社（Ｓｗｅｄｉｓｈ Ｓｐａｃｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）のみで
あり、当該相手方以外には実施できないため。

19

デジタル／アナログ・ハイブリッド風
洞用ミドルウェアＲＣＭ－Ｄｅｖｅｌｏｐｍ
ｅｎｔ Ｓｕｐｐｏｒｔの調達

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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            2,199,120 - -
ＲＣＭ－Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｓｕｐｐｏｒｔの国内における販売
権を有しているのはキャトルアイサイエンスのみであ
り、当該相手方以外に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２３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

液体水素燃料ジェットエンジン用ダイ
ナミックシミュレータＤＹＮＳＩＭ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22年4月1日

インベンシスプロセスシス
テムス株式会社
東京都品川区東品川２－
５－５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,890,000 - -

極超音速ターボジェットエンジン研究用に利用中のプ
ロセスシミュレータＤＹＮＳＩＭの国内における販売権を
有しているのはインベンシスプロセスシステム株式会
社のみであり、当該相手方以外には実施できないた
め。

19

熱構造シミュレーション用解析ソフト
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22年4月1日

エムエスシーソフトウェア
株式会社
東京都新宿区西新宿１－
２３－７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            3,507,000 - -

熱構造シミュレーション用解析ソフトウェア（ＭＡＲＣ）の
国内におけるソフトウエア許諾権を有しているのはエム
エスシーソフトウェア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。

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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            2,305,077 - -
ＲＣＭ　Ｓｙｓｔｅｍの国内における販売権を有しているの
は㈱キャトリアイ・サイエンスのみであり、当該相手方
以外には実施できないため。

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22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
－１６－２０

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            4,239,165 - -
遠心ターボ機械設計ソフトウェア他の国内における販
売権を有しているのは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。

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22年4月1日
マスワークス合同会社
東京都港区赤坂４－１５－
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,900,080 - -
米国ＴｈｅＭａｔｈｗｏｒｋｓ社製品の国内における販売権を
有しているのは日本マスワークス合同会社のみであ
り、当該相手方以外には実施できないため。

19

構造解析ＡＢＡＱＵＳソフト保守維持
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4月1日

Ｄａｓｓａｕｌｔ Ｓｙｓｔｅｍｅｓ Ｓｉ
ｍｕｌｉａ Ｃｏｒｐ．
東京都港区海岸３－１８－
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            5,386,710 - -

日本国内における米国Ｄａｓｓａｕｌｔ　Ｓｙｓｔｅｍｅｓ　Ｓｉｍｕｌ
ｉａ　Ｃｏｒｐ．社製ＡＢＡＱＵＳ製品の保守の唯一の直接
販売店であることから当該相手方以外には実施できな
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２３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２２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22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
－１６－２０

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,969,426 - -

「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。

19

１ｍ×１ｍ超音速風洞仕切弁開放点
検作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年6月1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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表            8,610,000 - -
川崎重工業（株）が設計・製作した１ｍ×１ｍ超音速風
洞に係わる仕切弁の維持及び保守点検であり、当該
相手方以外では実施出来ない為。

19

２ｍ×２ｍ遷音速風洞第４カートスト
ラット不具合対策

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6月22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            5,775,000 - -
不具合対策として、緊急に修理を実施する必要がある
ため、川崎重工業株式会社と契約を締結する。

13

構造信頼性評価用試験片製作
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7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

契約事務実施要領　第６９条　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            8,169,000 - -

本件で製作する試験片はＳＲＢ－Ａ用固体ロケットモー
タに適用されている炭素繊維強化材であり、ＳＲＢ－Ａ
用固体ロケットモータ用炭素繊維強化材の生産設備を
必要とし、唯一当該設備を有する株式会社ＩＨＩエアロス
ペース以外には実施できないため。

19

【名古屋大学との共同研究】ロケット
ペイロードの音響振動に関する研究

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年10月1日

国立大学法人　名古屋大
学
愛知県名古屋市千種区不
老町

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            2,000,000 - -
保有設備の関係により、名古屋大学以外には実施で
きないため。

19

平成２２年度シミュレーションポータル
システムの技術サポート（後期）

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8月20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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            1,166,200 - -

（株）キャトルアイ・サイエンスが設計・製作したしたＲＣ
Ｍシステムソフトウェア ＲＣＭ－ＳＳ０１Ｐを用いたシス
テム開発の技術サポートであり、当該相手方以外では
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２３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

ＭＵ３００排気流計測試験支援作業
請負

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9月9日

ダイヤモンドエアサービス
株式会社
愛知県西春日井郡豊山町
大字豊場字松ノ木島１

契約事務実施要領　第６９条　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            3,307,500 - -

日本国内において小型民間ジェット機ＭＵ－３００の運
航を必要とし、唯一日本国籍の当該機体と航空機使用
事業資格を有するダイアモンドエアサービス（株）以外
には実施できないため。

19

液体水素燃料ジェットエンジン用ダイ
ナミックシミュレータＤＹＮＳＩＭの購入
（平成２２年度下期）

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9月29日

インベンシスプロセスシス
テムス株式会社
東京都品川区東品川２－
５－５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,890,000 - -

液体水素燃料ジェットエンジン用ダイナミックシミュレー
タＤＹＮＳＩＭの国内における販売権を有しているのはイ
ンベンシスプロセスシステムス（株）のみであり、当該相
手方以外には実施できないため。

19

名古屋大共同研究（多孔壁モデルの
構築）

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10月12日

国立大学法人　名古屋大
学
愛知県名古屋市千種区不
老町

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            1,500,000 - -

本共同研究は平成２１年度から２２年度まで行う事を研
究開発本部研究協力員会で承認されており、本契約
はその２年目に当たる。あわせて、名古屋大学が独自
に保有する音響透過試験装置を用いる必要により、名
古屋大学以外には実施できないため。

19

統合化ソフトウェアのライセンスレンタ
ル契約

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年10月22日

ダッソー・システムズ・シム
リア株式会社
神奈川県横浜市港北区新
横浜２－３－１９

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            2,142,000 - -
統合化ソフトウェアｉＳＩＧＨＴのの国内における販売権を
有しているのはダッソー・システムズ・シムリアのみで
あり、当該相手方以外には実施できないため。

19

極超音速風洞加熱器Ａ点熱電対交
換作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年10月25日

三菱重工メカトロシステム
ズ株式会社
兵庫県神戸市兵庫区小松
通５－１－１６

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            4,830,000 - -

風洞試験準備作業中に加熱器の熱電対断線が発見さ
れたため、緊急に修理を実施する必要があることか
ら、本設備を設計・製作し技術情報を有する三菱重工
メカトロシステムズ㈱と契約を締結する。

13

複数枚の”ＦＬＯＰＳ２Ｄ”を用いた大
規模演算回路エミュレータ・プラット
フォームの機能性能評価

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11月5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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表            7,875,000 - -

大規模演算回路エミュレータ・プラットフォームの機能
性能評価をするために、演算回路エミュレータ”に関す
る概念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ＪＡＸＡと富士通株式会社のみであるため。

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２３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

翼振動計測用動ひずみ測定器の購
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22年11月1日
株式会社　共和電業
東京都調布市調布ヶ丘３
－５－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            2,310,000 - -
該当製品の国内における販売権を有しているのは株
式会社共和電業のみであり、当該相手方以外には実
施できないため。

19

デジタル／アナログ・ハイブリッド風
洞用ミドルウェアＲＣＭ Ｓｙｓｔｅｍ Ｓｏｆｔ
ｗａｒｅライセンス購入

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12月21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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            4,042,500 - -

ＲＣＭ Ｓｙｓｔｅｍ Ｓｏｆｔｗａｒｅの国内における販売権を有
しているのはキャトルアイ・サイエンスのみであり、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

19

ＭＡＴＬＡＢ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22年12月21日
マスワークス合同会社
東京都港区赤坂４－１５－
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            2,546,250 - -
当該ソフトウェアＭＡＴＬＡＢの国内における販売権を有
しているのはマスワーク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。

19

ＭａＶＥＳ計測機能拡張機器の調達
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月11日

ポリテックジャパン株式会
社
神奈川県横浜市港北区新
横浜３－１－９

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            4,567,500 - -
ポリテックジャパン（契約相手方）が設計した多軸振動
非接触自動計測システムの機能付加であり、当該相
手方以外では実施できないため。

19

セスナサイテーション・ソブリンの空力
モデル購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月28日

日本エアロスペース株式
会社
東京都港区南青山１－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          95,571,000 - -

セスナサイテーション・ソブリンの空力モデルの国内に
おける販売権を有しているのは日本エアロスペース株
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。

19

平成２２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22年4月1日

ＭＩＰＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉ
ｎｃ．
９５５　ＥａｓｔＡｒｑｕｅｓ　Ａｖ
ｅ．Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ，ＣＡ９４０８
５　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表            7,520,000 - -

３２０ＭＰＩＳ６４ビットＭＰＵのコア設計データの保守を
実施するために、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ＭＩＰＳ ＴＥＣ
ＨＮＯＬＯＧＩＥＳのみであるため。

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２３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

３５Ａｈ宇宙用リチウムイオン電池の
開発－開発確認試験及び評価－

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4月1日

株式会社　ジーエス・ユア
サテクノロジー
京都府福知山市長田野町
１－３７

契約事務実施要領　第６９条　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            7,749,000 - -
大型リチウムイオン電池の製造技術を必要とし、唯一
当該技術を有する（株）ジーエス・ユアサテクノロジー以
外には実施できないため。

19

衛星用４Ｎスラスタの寿命限界把握
（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22年4月15日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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          44,630,250 - -

提案業者は、衛星用４Ｎスラスタの唯一の設計開発、
製造業者である。本研究開発では、前段階までのスラ
スタ製作を実施し、かつ４Ｎスラスタの設計数値デー
タ、設計／製造の技術情報を保有している提案業者以
外には実施できない。　よって、同社を提案する。

19

マルチモード統合トランスポンダ（Ｔｙｐ
ｅⅡ）の開発（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22年4月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表          43,260,000 - -
日本電気株式会社が設計、製作したマルチモード統合
トランスポンダの機能付加であり、当該相手方以外で
は実施できないため。

19

福井大学との共同研究「太陽光励起
固体レーザーを用いたレーザー地上
実証システムの研究開発」

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7月1日
国立大学法人　福井大学
福井県福井市文京３－９
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            9,996,550 - -

契約相手方は、宇宙環境に対応した太陽光励起固体
レーザーについて、専門的知識を有しており、研究を
行っている唯一の機関である。　なお、本件は平成２２
年４月１９日　第２２－１回研究開発本部研究協力委員
会で承認済みである。

19

低衝撃保持解放機構（軸力１０ｋＮ
級）の信頼度評価試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年6月14日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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          17,451,000 - -

本評価試験は、低衝撃保持解放機構の設計・製造ノウ
ハウや試験設備を必要とし、当該機構の開発・製造を
行い技術情報、試験設備を有している、三菱電機㈱以
外には実施できないため。

19

平成２２年度　宇宙開発用信頼性保
証非開放形トランス及びコイルの品
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22年6月23日
株式会社　タムラ製作所
東京都練馬区東大泉１－
１９－４３

契約事務実施要領　第６９条　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            2,754,675 - -

宇宙用部品の安定確保を目的とし、ＪＡＸＡでは認定部
品制度を維持している。本試験は認定維持の一環とし
て実施するため、当該部品の認定取得業者でなけれ
ばならない。

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２３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２２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22年7月5日
三菱プレシジョン株式会社
東京都江東区有明３－５
－７

契約事務実施要領　第６９条　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          16,380,000 - -

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・試験設備を必
要とし、唯一当該設備、技術を有するホイールメーカの
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。

19

北海道大学との共同研究「宇宙機推
進系スラスタのための超高温耐熱材
料及び耐酸化コーティングの研究（そ
の３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22年7月13日
国立大学法人北海道大学
北海道札幌市北区北８条
西５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表          14,722,793 - -
本契約に必要な耐熱材料技術及び耐酸化コーティン
グ技術の両方に関する専門知識・試験設備を有する
者は北海道大学以外にはないため。

19

北海道工業大学との共同研究「宇宙
機推進系スラスタのための超高温耐
熱材料及び耐酸化コーティングの研
究（その３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22年7月13日

学校法人　北海道工業大
学
北海道札幌市手稲区前田
７条１５－４－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            2,515,147 - -

本契約に必要なニオブ基合金に関する状態図と拡散
を基礎とした界面安定性の両方に関する専門知識・試
験設備を有する者は北海道工業大学以外にはないた
め。

19

平成２２年度技術試験衛星Ⅷ型搭載
展開型ラジエータ軌道上実験運用支
援および評価解析

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5月31日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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            2,656,500 - -

技術試験衛星Ⅷ型搭載展開型ラジエータの軌道上実
験運用支援および評価解析には製造技術情報を必要
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。

19

平板型ヒートパイプ 宇宙実証モデル
の開発（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22年6月14日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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          27,510,000 - -
平板型ヒートパイプの設計・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に
は実施できないため。

19

ＪＥＭ／ＭＰＡＣ＆ＳＥＥＤ搭載シロキ
サン変性ポリイミドフィルムの詳細分
析

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8月2日

株式会社　東レリサーチセ
ンター
東京都中央区日本橋室町
３－１－８

契約事務実施要領　第６９条　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            4,441,500 - -

　　２００９年～２０１０年に実施した「国際宇宙ステー
ション「きぼう」船外実験プラットフォーム利用微小粒子
捕獲実験及び材料曝露実験」（ＪＥＭ／ＭＰＡＣ＆ＳＥＥ
Ｄ）は、２００１年～２００５年に実施した「国際宇宙ス
テーションロシアサービスモジュール利用微小粒子捕
獲実験及び材料曝露実験」（ＳＭ／ＭＰＡＣ＆ＳＥＥＤ）
の後継ミッションである。ＪＥＭ／ＭＰＡＣ＆ＳＥＥＤは、Ｓ
Ｍ／ＭＰＡＣ＆ＳＥＥＤの結果と比較評価を行うことを前
提として計画している。従って本契約の分析は、ＳＭ／
ＭＰＡＣ＆ＳＥＥＤ試料分析と同 の試料調製技術及び

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２３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

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
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8月6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

契約事務実施要領　第６９条　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            2,500,000 - -
大規模アレーアンテナの設計・解析を可能とするイン
ピーダンス拡張法を必要とし、唯一当該技術を有する
東北大学以外に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8月9日
住友重機械工業株式会社
東京都品川区大崎２－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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          49,154,700 - -

すざく、あかり、ＪＥＭ／ＳＭＩＬＥＳ、かぐや、あかつきに
搭載される既存の宇宙用スターリング冷凍機及び構成
部品に係る設計・製造の技術を必要とし、、唯一当該
宇宙用スターリング冷凍機の設備・技術をを有する住
友重機械工業㈱以外には実施できないため。

19

長寿命高信頼性１Ｎスラスタの開発
（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22年8月6日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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        104,622,000 - -
長寿命高信頼性１Ｎスラスタ開発に関わる設計の進行
に伴うものであり、前段階までを設計したＩＨＩエアロス
ペース以外には実施できないため。

19

高効率薄膜３接合太陽電池セルアレ
イシートの開発（その１）

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8月9日
シャープ株式会社
大阪府大阪市阿倍野区長
池町２２－２２

契約事務実施要領　第６９条　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          49,980,000 - -

薄膜多接合太陽電池セルアレイシートの開発の進行
に伴うものであり，ＦＹ２１までに開発したセルアレイ
シートを高性能化するという内容の開発であるため，
前段階までを開発したシャープ以外では実施できない
ため．

19

平成２２年度　宇宙用パワーＭＯＳＦ
ＥＴ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22年8月10日

富士電機システムズ株式
会社
東京都品川区大崎１－１１
－２

契約事務実施要領　第６９条　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            3,948,000 - -

宇宙用部品の安定的確保を目的として、ＪＡＸＡでは認
定部品制度を維持している。本試験は認定維持の一
環として実施するため、当該部品の認定取得業者が実
施する必要がある。

19

ＡＬＯＳ－２高精度自律軌道制御の開
発（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22年9月10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

契約事務実施要領　第６９条　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            7,224,000 - -
ＡＬＯＳ２自律軌道制御の設計の進行に伴うものであ
り、前段階までを担当した三菱スペース・ソフトウエア
以外に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２３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２２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22年9月10日
明星電気株式会社
東京都文京区小石川２－
５－７

契約事務実施要領　第６９条　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            1,995,000 - -

ＳＥＤＡ－ＡＰ用のミッション機器（ＨＩＴ／ＰＬＡＭ、ＮＥ
Ｍ）の技術情報を必要とし、唯一当該機器の設計・開
発・製造を担当した明星電気株式会社以外には実施
できないため。

19

小型実証衛星用磁力計の購入
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年9月13日
明星電気株式会社
東京都文京区小石川２－
５－７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            3,045,000 - -
小型実証衛星用磁力計（型式２１３７３１－００１）の国
内における販売権を有しているのは明星電気（株）の
みであり、当該相手方以外には実施できないため。

19

準天頂測位衛星搭載軽粒子観測装
置他のシステム作業支援（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22年9月17日
明星電気株式会社
東京都文京区小石川２－
５－７

契約事務実施要領　第６９条　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            3,045,000 - -
準天頂測位衛星搭載軽粒子観測装置他の技術情報を
必要とし、装置を設計、開発、製作し唯一当該技術情
報を有する明星電気（株）以外には実施できないため。

19

平成２２年度　宇宙開発用信頼性保
証変成器の品質確認試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年8月2日
株式会社　タムラ製作所
東京都練馬区東大泉１－
１９－４３

契約事務実施要領　第６９条　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            2,249,100 - -

宇宙用部品の安定的確保を目的とし、ＪＡＸＡでは認定
部品制度を維持している。本試験は認定維持の一環と
して実施するため、当該部品の認定取得業者でなけれ
ばならない。

19

人工衛星用大型リチウムイオン二次
電池の高性能化・高品質化に関する
研究（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22年9月1日

株式会社　ジーエス・ユア
サテクノロジー
京都府福知山市長田野町
１－３７

契約事務実施要領　第６９条　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          36,540,000 - -
宇宙用大型リチウムイオン二次電池の製造技術を必
要とし、唯一当該技術を有する（株）ジーエス・ユアサテ
クノロジー以外には実施できないため。

19

平成２２年度　宇宙開発用信頼性保
証抵抗器（固定皮膜、固定巻線）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22年8月2日
コーア株式会社
長野県伊那市荒井３６７２

契約事務実施要領　第６９条　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            2,761,500 - -

宇宙用部品の安定確保を目的とし、ＪＡＸＡでは認定部
品制度を維持している。本試験は認定維持の一環とし
て実施するため、当該部品の認定取得業者でなけれ
ばならない。

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２３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２２年度　宇宙開発用信頼性保
証変成器の材料変更による評価試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年9月6日
株式会社　タムラ製作所
東京都練馬区東大泉１－
１９－４３

契約事務実施要領　第６９条　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          10,500,000 - -

宇宙用部品の安定確保を目的とし、ＪＡＸＡでは認定部
品制度を維持している。本試験は認定維持の一環とし
て　実施するため、当該部品の認定取得業者でなけれ
ばならない。

19

準天頂測位衛星搭載帯電電位モニタ
のシステム作業支援（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22年9月17日
三菱プレシジョン株式会社
東京都江東区有明３－５
－７

契約事務実施要領　第６９条　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 - -

準天頂測位衛星搭載帯電電位モニタの技術情報を必
要とし、装置を設計、開発、製作し唯一当該技術情報
を有する三菱プレシジョン（株）以外には実施できない
ため。

19

平成２２年度　宇宙用ＭＥＭＳ部品の
微細プロセスに関する研究

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年9月21日
学校法人　日本大学
東京都千代田区九段南４
－８－２４

契約事務実施要領　第６９条　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            2,286,557 - -

ＭＥＭＳ部品のプロセスラインおよび耐放射線性技術
を必要とし、唯一当該ＭＥＭＳプロセスラインおよび耐
放射線性技術を合わせて有する日本大学理工学部以
外には実施できないため。

19

フォーメーションフライト用画像航法セ
ンサの試作試験（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22年10月4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

契約事務実施要領　第６９条　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          16,999,500 - -
フォーメーションフライト用画像センサの研究の進行に
伴うものであり、前段階までを担当した川崎重工業以
外には実施できないため。

19

平成２２年度　宇宙用バーストＳＲＡ
Ｍ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22年10月4日
ＨＩＲＥＣ株式会社
茨城県つくば市東新井８－
１

契約事務実施要領　第６９条　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          16,684,500 - -

宇宙用部品の安定的確保を目的として、ＪＡＸＡでは認
定部品制度を維持している。本試験は認定維持の一
環として実施するため、当該部品の認定取得業者が実
施する必要がある。

19

ディジタルビームフォーミング技術を
用いたフェイズドアレーアンテナの検
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22年9月6日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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          13,440,000 - -

ディジタルビームフォーミング技術を用いたフェーズド
アレーアンテナの検討を行うためのアンテナビーム合
成法やアンテナの励振定数測定装置の特許（特許２６
７４３８０、特許３５７７１９８、特許４２２３１７９、特許４２２
３３１５）を有し、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。

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２３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２２年度国産新型ホイール・タイ
プＬ／Ｍ性能向上型認定

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10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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表          17,325,000 - -

三菱プレシジョン株式会社が設計・製作した国産新型
ホイール・タイプＬ／タイプＭの性能を向上させるため
の契約であり、当該相手方以外では実施できないた
め。

19

ＪＥＭ／ＭＰＡＣ＆ＳＥＥＤ搭載　フィル
ム試料及び装置付着汚染物質の詳
細分析

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10月20日

株式会社　東レリサーチセ
ンター
東京都中央区日本橋室町
３－１－８

契約事務実施要領　第６９条　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            4,998,000 - -

〔ロケット名〕〔衛星名〕〔その他具体的名称〕の△△（製
造設備や製造技術の名称）を必要とし、唯一当該〔設
備〕〔技術〕を有する□□（契約相手方）以外には実施
できないため。

19

小型実証衛星４型（ＳＤＳ－４）用衛星
分離部（ＰＡＦ２３９Ｍ）の調達

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10月4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

契約事務実施要領　第６９条　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          11,235,000 - -

小型実証衛星打上げ用の衛星分離部を製造するため
のロケット／衛星の分離機構に関する技術情報や製
造技術を必要とし、唯一当該技術を有する川崎重工業
以外には実施できないため。

19

宇宙用ダストセンサの開発（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22年10月28日
株式会社　ＩＨＩ
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表          10,962,000 - -

宇宙用ダストセンサを開発するのに、特許番号０７Ｐ０
１１００「宇宙浮遊物の検出装置」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、㈱ＩＨＩのみであ
るため。

19

太陽電池パドル駆動機構の擾乱測
定試験支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年10月22日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            3,148,950 - -
本業務にて必要となる、ＧＣＯＭ衛星用ＰＤＭモデルを
有しているのは、日本電気株式会社のみであるため。

19

 ＶＬＢＩデータを併用した軌道決定手
法の研究（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22年9月28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

契約事務実施要領　第６９条　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          14,700,000 - -
ＳＥＬＥＮＥの追跡データを用いた月重力場推定を実施
する技術を必要とし、唯一当該技術を有する富士通
（株）以外に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２３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

ＳＤＳ－４　運用支援（ＦＹ２２）
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11月2日

Ｋｏｎｇｓｂｅｒｇ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅｓ
Ｐｒｅｓｔ ｖａｎｎｖｅｉｅｕ３８ Ｐ．
Ｏ．６１８０，Ｎ－９２９１ Ｔｒｏ
ｍｓφ，Ｎｏｒｗａｙ

契約事務実施要領　第６９条　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            4,911,688 - -

当該業務は１日１０パス以上の頻度でＳＤＳ－４の運用
が可能な海外の地上局を必要とし、唯一当該地上局を
有するＫｏｎｇｓｂｅｒｇ Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ以外には実施
できないため。

19

宇宙用ＣＭＯＳイメージセンサＢＢＭ
特性評価

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11月10日

株式会社　ブルックマンテ
クノロジ
静岡県浜松市中区和地山
３－１－７

契約事務実施要領　第６９条　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            3,509,100 - -

宇宙用ＣＭＯＳイメージセンサＢＢＭ試作評価で設計し
たイメージセンサを必要とし、唯一当該製造技術を有
するブルックマンテクノロジ以外には実施できないた
め。

19

平成２２年度　宇宙開発用信頼性保
証プリント配線板の品質確認試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月1日

日本アビオニクス株式会
社
東京都品川区西五反田８
－１－５

契約事務実施要領　第６９条　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 - -

宇宙用部品の安定確保を目的とし、ＪＡＸＡでは認定部
品制度を維持している。本試験は認定維持の一環とし
て実施するため、認定時と同じ製造工程・製造設備を
有している当該部品の認定取得業者である日本アビオ
ニクス（株）以外では実施できない。

19

周回衛星バス用５０Ｖ電力制御器 追
加評価試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月13日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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            3,990,000 - -
周回衛星バス用５０Ｖ電力制御器の技術情報を必要と
し、唯一当該技術情報を有する三菱電機株式会社以
外には実施できないため。

19

低軌道プラズマ環境下での高強度マ
イクロ波と衛星表面材料の相互作用
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22年12月17日

国立大学法人　九州工業
大学
福岡県北九州市戸畑区仙
水町１－１

契約事務実施要領　第６９条　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            3,450,876 - -

本研究を実施するためには、放電現象を観測できる試
験設備、放電現象を解明するための解析ツール、およ
び、マイクロ波を放射した環境の放電現象を解明でき
る能力を必要とし、唯一当該の設備、ツール、および能
力を有する九州工業大学以外には実施できないため。

19

衛星搭載用高精度ＦＯＧ－ＩＲＵ用検
証コイルの製作・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11月15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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表            3,387,300 - -

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。

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２３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

ＪＡＳＯＮ－３搭載用宇宙環境計測装
置の開発（その１）

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11月4日
明星電気株式会社
東京都文京区小石川２－
５－７

契約事務実施要領　第６９条　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          44,100,000 - -
ＪＡＳＯＮ－３衛星搭載の宇宙環境計測装置に関する
技術情報を必要とし、唯一当該の技術情報を有する明
星電気株式会社以外には実施できないため。

19

平成２２年度　宇宙開発用信頼性保
証プリント配線板の品質確認試験（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23年1月11日

株式会社　オーケープリン
ト
東京都国分寺市東恋ケ窪
３－２１－１８

契約事務実施要領　第６９条　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            1,730,347 - -

宇宙用部品の安定確保を目的とし、ＪＡＸＡでは認定部
品制度を維持している。本試験は認定維持の一環とし
て実施するため、当該部品の認定取得業者でなけれ
ばならない。

19

ジュールトムソン冷凍機の信頼性向
上のための評価検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月14日
住友重機械工業株式会社
東京都品川区大崎２－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            6,360,000 - -

すざく、あかり、ＪＥＭ／ＳＭＩＬＥＳ、かぐや、あかつきに
搭載される既存の宇宙用機械式冷凍機および構成部
品に係る設計・製造の技術を必要とし、唯一宇宙用機
械式冷凍機の設備・技術を有する住友重機械工業㈱
以外には実施できないため。

19

技術試験衛星Ⅷ型搭載展開型ラジ
エータ寿命試験用ＥＭ品の内部観察

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月7日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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            1,197,000 - -

ＥＴＳ－Ⅷの開発において展開型ラジエータ寿命試験
用ＥＭ品の設計・技術・設備を必要とし、唯一当該設
備・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。

19

衛星搭載用高精度ＦＯＧ－ＩＲＵ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22年12月17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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表            8,925,000 - -

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
０５－３４１６６）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。

19

平成２２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23年1月5日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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            1,963,500 - -
三菱電機㈱が開発・設計・製造したＳＥＤＡ－ＡＰ用の
ミッション機器（ＳＤＯＭ／ＡＯＭ）の支援作業であり、当
該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２３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２２年度　重粒子線照射施設の
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23年2月8日
Ｊｙｖａｓｋｙｌａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
Ｓｕｒｖｏｎｔｉｅ ９， Ｊｙｖａｓｋｙｌ
ａ， Ｙｌｉｏｐｉｓｔｏ， Ｆｉｎｌａｎｄ

契約事務実施要領　第６９条　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            1,693,440 - -
飛程の長い重粒子線を供給できる照射施設を３月中
旬までに必要とし、契約相手方以外で実施することが
できないため。

19

民生部品を用いたスタートラッカ電気
回路の宇宙用途への転用検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月15日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            2,992,500 - -
次世代スタートラッカの設計情報を必要とし、唯一当該
技術を有する日本電気（契約相手方）以外には実施で
きないため。

19

次世代型スタートラッカ軌道上実証モ
デルの製作

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月17日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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        129,990,000 - -
次世代型スタートラッカ軌道上実証モデルの設計・製
作・設備を必要とし、唯一当該設備、技術を有する日
本電気株式会社以外には実施できないため。

19

ＳＯＩ－ＦＰＧＡ軌道実証評価装置の開
発

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月8日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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          39,900,000 - -

提案業者は、衛星メーカであり衛星搭載機器の設計・
製造する能力を有している。また、ＡＬＯＳ２の開発担当
メーカでありＡＬＯＳ２から要求される技術情報・インタ
フェース条件に対応しスケジュールを満たすよう機器
の開発ができる唯一の業者である。

19

可視化ソフトウェアＴｅｃｐｌｏｔの年間使
用権の購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            5,250,000 - -
Ｔｅｃｐｌｏｔの国内における販売権を有しているのは
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。

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22年4月1日

Ｅｌｓｅｖｉｅｒ Ｂ．Ｖ．
Ｒａｄａｒｗｅｇ２９，１０４３ＮＸ
Ａｍｓｔｅｒｄａｍ，Ｔｈｅ　Ｎｅｔｈ
ｅｒｌａｎｄｓ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            3,117,540 - -
Ｅｌｓｅｖｉｅｒ Ｂ．Ｖ．はサイエンス・ダイレクトの直接販売を
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２３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

ＦｉｅｌｄＶｉｅｗ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22年4月1日
株式会社　ヴァイナス
大阪府大阪市北区堂島２
－１－３１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          11,817,750 - -
ＦｉｅｌｄＶｉｅｗの国内における販売権を有しているのは
ヴァイナスのみであり、当該相手方以外には実施でき
ないため。

19

Ｇｒｉｄｇｅｎ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22年4月1日
株式会社　ヴァイナス
大阪府大阪市北区堂島２
－１－３１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            9,623,250 - -
Ｇｒｉｄｇｅｎの国内における販売権を有しているのはヴァ
イナスのみであり、当該相手方以外には実施できない
ため。

19

ＡＢＡＱＵＳ年間使用権の更新
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4月1日

Ｄａｓｓａｕｌｔ Ｓｙｓｔｅｍｅｓ Ｓｉ
ｍｕｌｉａ Ｃｏｒｐ．
東京都港区海岸３－１８－
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            9,557,730 - -
ＡＢＡＱＵＳの国内における販売権を有しているのはＤａ
ｓｓａｕｌｔ Ｓｙｓｔｅｍｅｓ Ｓｉｍｕｌｉａ Ｃｏｒｐ のみであり、当該
相手方以外には実施できないため。

19

ＣＦＤおよびＣＡＡ解析ソフトの購入
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日
株式会社　ディライト
神奈川県川崎市麻生区万
福寺１－２－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            4,987,500 - -

提案業者は、当該ソフトウェアの販売権を有しており、
日本国内にて他にこのライセンスを販売できる代理店
等はないことから国内唯一の販売店である。よって当
該相手方以外には実施できないため。

19

平成２２年度　特別管理産業廃棄物
コンデンサ（ＰＣＢ廃棄物）の廃棄処
分

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8月4日
日本環境安全事業株式会
社
東京都港区芝１－７－１７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）i　契約の相
手方が法令等の規定により明確に特定される契約

非公表            3,674,600 - -
　契約の相手方が、環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄
物処理基本計画」により明確に特定されるため。

1

Ｇｒｉｄｇｅｎ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22年10月19日
株式会社　ヴァイナス
大阪府大阪市北区堂島２
－１－３１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            3,743,250 - -
Ｇｒｉｄｇｅｎの国内における販売権を有しているのは株式
会社ヴァイナスのみであり、当該相手方以外には実施
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２３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

ＭＳＣ／ＮＡＳＴＲＡＮオプション空力
弾性解析ＩＩ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23年2月16日

エムエスシーソフトウェア
株式会社
東京都新宿区西新宿１－
２３－７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            3,673,530 - -
ＭＳＣ／ＮＡＳＴＲＡＮの国内における販売権を有してい
るのはエムエスシーソフトウェアのみであり、当該相手
方以外には実施できないため。

19

ロケット・衛星等プロジェクト支援用熱
流体解析ソフトウェアＦＬＵＥＮＴの年
間使用権の調達

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月22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

コンピュータ調達実施要領　第５条　第１項（１）　特許
権等の排他的権利に係る製品等の調達契約

非公表          35,217,000 - -
米国ＡＮＳＹＳ社製ソフトウェアＦＬＵＥＮＴの国内販売権
を有しているのはアンシスジャパン（株）のみであるた
め。

17

ＣＲＵＮＣＨ　ＣＦＤの年間使用権
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月22日
株式会社　ヴァイナス
大阪府大阪市北区堂島２
－１－３１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            3,748,500 - -
ＣＲＵＮＣＨ　ＣＦＤの国内における販売権を有している
のは（株）ヴァイナスのみであり、当該相手方以外には
実施できないため。

19

サイエンスダイレクトオンライン・バッ
クファイルの購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月9日

Ｅｌｓｅｖｉｅｒ Ｂ．Ｖ．
Ｒａｄａｒｗｅｇ２９，１０４３ＮＸ
Ａｍｓｔｅｒｄａｍ，Ｔｈｅ　Ｎｅｔｈ
ｅｒｌａｎｄｓ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            9,979,268 - -
サイエンスダイレクトの国内における販売権を有してい
るのはエルゼビア（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。

19

ＳＴＡＲ－ＣＣＭ＋の年間使用権
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月4日

株式会社　シーディー・ア
ダプコ・ジャパン
神奈川県横浜市西区みな
とみらい２－２－１－１－３
７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          10,605,000 - -
ＳＴＡＲ－ＣＣＭ＋の国内における販売権を有している
のは（株）シーディー・アダプコ・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。

19

並列版ＦｉｅｌｄＶｉｅｗ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23年2月21日
株式会社　ヴァイナス
大阪府大阪市北区堂島２
－１－３１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            6,531,000 - -
ＦｉｅｌｄＶｉｅｗの国内における販売権を有しているのは
（株）ヴァイナスのみであり、当該相手方以外には実施
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２３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

格子生成ソフトＧｒｉｄｇｅｎ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23年2月21日
株式会社　ヴァイナス
大阪府大阪市北区堂島２
－１－３１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            3,743,000 - -
Ｇｒｉｄｇｅｎの国内における販売権を有しているのは（株）
ヴァイナスのみであり、当該相手方以外には実施でき
ないため。

19

倉庫賃賃借契約（恵比寿ビル）
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日
中保武重　中保洵子
神奈川県相模原市中央区
鹿沼台２－１４－１７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            1,800,000 - -

教材・教具の発送要望に対し速やかに対応することが
必要であることから、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
えるのは中保武重・中保洵子以外では実施できないた
め。

5

平成２２年度　時事通信ニュース　ク
リッピング業務

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日
株式会社　時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            4,032,000 - -
時事通信ニュースの国内における販売権を有している
のは（株）時事通信社（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。

19

平成２２年度　共同通信ニュース電子
クリッピング業務

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日
株式会社　共同通信社
東京都港区東新橋１－７
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,890,000 - -
共同通信ニュース［ＣｌｕｅⅢ」の国内における販売権を
有しているのは（株）共同通信社（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。

19

平成２２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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,641,675 - -
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。

19

平成２２年度　東京事務所駐車場の
借上げ

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            2,016,000 - -
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（株）以外では実施できないた
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２３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２２年度　関西地区における産
学官連携活動拠点に係わる施設の
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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            8,806,140 - -
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。

5

平成２２年度　東京事務所食堂施設
利用店の契約

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日
株式会社　玉子屋
東京都大田区中央８－４４
－７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          16,791,700 - -

本契約は、東京事務所にて勤務する職員の利便性を
考慮し、勤務地（東京事務所）周辺の業者であり、か
つ、食堂施設利用半額補助券を現金と同様に利用す
ることに同意した店舗であることが必要なため。

19

技術情報開示に係る法的検討支援
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年5月17日
中村合同特許法律事務所
東京都千代田区丸の内３
－３－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）r　履行中の
工事等に直接関連する契約

非公表            1,218,000 - -

希望業者とは、これまで顧問委嘱契約の中で、単発的
に相談を行っていたが、顧問委嘱契約での対処には限
度があり、また、長時間に渡って相談が必要な場合に
は別途契約を締結することになっていることから、今回
別契約として締結するもの。

19

「Ｇ空間ＥＸＰＯ出展小間料」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22年5月10日

Ｇ空間ＥＸＰＯ実行委員会
展示担当
東京都文京区小石川１－
３－４

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            1,008,000 - -

Ｇ空間ＥＸＰＯの展示担当窓口であり、当該場所でなけ
れば展示出展業務を行うことが不可能である。　よっ
て、当該場所で賃貸借契約を行えるのは、Ｇ空間ＥＸＰ
Ｏ実行委員会 展示担当以外では実施でき　ないため。
①展示出展業務　 Ｇ空間ＥＸＰＯ（開催時期：平成２２
年９月１９日～２１日）　　　②該当場所　　　 パシフィコ
横浜

5

ＩＡＣ２０１０併設展示会ＪＡＸＡブース
出展に係る会場賃貸借支払い

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年6月3日

ＧＵＡＲＡＮＴ　ＩＮＴＥＲＮＡＴ
ＩＯＮＡＬ
Ｏｐｌｅｔａｌｏｖａ ２２，１１０ ００
Ｐｒａｈａ １，Ｃｅｓｋａ ｒｅｐｕｂｌｉ
ｋａ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            4,219,258 - -

ＩＡＣ２０１０併設展示会の主催者であり、当該場所でな
ければ実施する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、第６１回Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｔｒｏｎ
ａｕｔｉｃａｌｓ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ（第６１回ＩＡＣ）以外では実施でき
ないため。　ただし、費用支払い先としては、第６１回ＩＡ
Ｃの代理業者である「ＧＵＡＲＡＮＴ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ」とす
る。

5

平成２２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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            4,838,904 - -
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のみであるため。

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２３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

宇宙開発と公共政策に関する共同研
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22年8月18日
国立大学法人　東京大学
東京都文京区本郷７－３
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            3,000,000 - -
東京大学公共政策大学院における「宇宙開発と公共
政策」の授業と連携することによる本研究の成果が得
られる為。

19

ＧＣＯＭ－Ｗ１相乗り小型副衛星用支
持構造の製作

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7月28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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）d　シリーズ化
されたロケット・衛星等の開発、試作、製作に関する契
約及びそれと関連する契約

非公表            9,023,595 - -

シリーズ化されたＨ－ⅡＡの相乗り小型副衛星用支持
構造の製作であり、今回のＧＣＯＭ－Ｗ１相乗り小型
副衛星用支持構造も、同一のハードウェアであるＧＯＳ
ＡＴ相乗り小型副衛星用支持構造を開発、設計、製作
した川崎重工業以外には実施できないため。

19

ＪＡＸＡｉサマーウィーク丸の内オアゾ
○○広場「はやぶさ」カプセル展示に
おける誘導管理業務

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年8月9日
ルーデンス株式会社
神奈川県横浜市西区みな
とみら２－３－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            6,750,450 - -
丸の内オアゾ管理会社（三菱地所マネジメント株式会
社）より実施業者を指定されたものであり、　当該相手
方以外には実施できないため。

19

公募小型副衛星用ＰＡＦ２３９Ｍ及び
衛星フレームの調達

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10月6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

契約事務実施要領　第６９条　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          14,427,000 - -
ＧＣＯＭ－Ｗ１相乗り公募小型副衛星分離機構（ＰＡＦ
２３９Ｍ）の製造技術を必要とし、唯一当該技術を有す
る川崎重工業株式会社以外には実施できないため。

19

情報センターＪＡＸＡｉ退去に伴う原状
回復工事

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          24,991,050 - -
情報センターＪＡＸＡｉの場所賃貸契約の相手方である
三菱地所ビルマネジメント以外には実施できないた
め。

19

はやぶさ帰還カプセル展示用予備
ケース等の製作

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月28日
有限会社　セキモデル
東京都府中市分梅町５－
５－１３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            2,925,300 - -
既存展示ケース等の劣化により早急に対処する必要
があるため有限会社セキモデル（契約相手方）と契約
を締結する。

13

20/103



(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２３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

ＩＢＭモデリングツールの保守
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日

日本アイ・ビー・エム株式
会社
東京都中央区日本橋箱崎
町１９－２１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,249,395 - -
ＩＢＭモデリングツールの保守の国内における販売権を
有しているのは日本アイ・ビー・エムのみであり、当該
相手方以外には実施できないため。

19

平成２２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22年4月1日
千葉県
千葉県千葉市中央区市場
町１－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            3,115,790 - -

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。

5

平成２２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22年4月1日
ＳＳＣチリＳ．Ａ．
チリ国サンチアゴ市

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表          27,784,964 - -

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、当該場所で借地契約を行えるのはＳＳＣ－Ｃｈｉｌｅだ
けであるため。

5

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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            3,116,352 - -

ＮＴＴファイナンスとは、当該リース物品を落札業者から
購入・所有し、これまで機構にリースしてきた。提案業
者から再リースすることによって、時価に比べて著しく
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22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
－１２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            1,963,080 - -

リコーリースは当該リース物品を落札業者から購入・
所有し、これまで機構にリースしてきた。提案業者から
再リースすることによって、時価に比べて著しく有利な
価格で契約することが出来るため。

14

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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            1,108,164 - -
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。

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２３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２２年度　筑波宇宙センター事業
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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表        237,290,780 - -
筑波宇宙センター事業用用地の所有権を有しているの
は（独）都市再生機構のみであり、当該相手方以外に
は実施できないため。

5

平成２２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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表          32,830,860 - -
筑波宇宙センター宿舎用用用地の所有権を有している
のは（独）都市再生機構のみであり、当該相手方以外
には実施できないため。

5

平成２２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22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Ｋｍ．４クルタ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表          39,083,638 - -

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、当該場所で借地契約を行えるのはスペ
イン国立航空技術研究所（ＩＮＴＡ）だけであるため。

5

平成２２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22年4月1日
ＳＴＲＡＴＯＳ
オーストラリア　ＮＳＷ　シ
ルヴァー　ウォーター

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表          79,969,470 - -

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業務を行うことが不可能
であり、当該場所で借地契約を行えるのはＸａｎｔｉｃだけ
である。

5

平成２２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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            2,554,020 - -

（１）必要条件：ＮＴＩＳ発行の技術レポートを機構が指
定する分野において迅速、確実に購入できること。指
定された分野の技術レポートで欠号、欠本が生じた場
合迅速に対応できること。欠号、欠本を入手、発行され
た場合迅速、確実に機構へ納入できること。　（２）提案
業者の条件充足（提案業者が（１）項を充たしている根
拠）：提案業者はＮＴＩＳの国内代理店であり、ＮＴＩＳ発
行の技術レポートを機構が指定する分野において迅
速、確実に納入することが出来る。また、平成２１年度
の契約までも十分に対応してきた また 欠本 欠号が

19

ＲＴＯＳ開発支援ＭＵＬＴＩ（ソフトウエ
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22年4月1日

株式会社　アドバンスド
データコントロールズ
東京都豊島区北大塚１－
１３－４

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,581,300 - -

ＲＴＯＳ開発支援ＭＵＬＴＩ（ソフトウエア）の保守の国内
における販売権を有しているのは㈱アドバンスドデータ
コントロールズのみであり、当該相手方以外には実施
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２３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

統合型オンラインシステム安全プロセ
ス用計算機及び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22年4月1日

新日鉄ソリューションズ株
式会社
東京都中央区新川２－２０
－１５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）ｕ　次年度以
降引き続き契約を継続することを前提に競争を行った
契約

非公表            1,915,200 - -
平成１９年度に見積合せを実施し、決定した業者であ
り、当初予定期間の契約を継続する相手方としては当
該契約相手方以外にはない。

19

平成２２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22年4月1日

スウェーデン宇宙公社
Ｓｗｅｄｉｓｈ　Ｓｐａｃｅ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ　Ｅｓｒａｎｇｅ　ＢＯＸ
１３２７　ＳＥ－９８１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表        102,046,376 - -

ＪＡＸＡ海外地上局をスウェーデンキルナに設置してお
り、当該場所でなければ業務を行うことが不可能であ
り、当該場所で借地契約を行えるのはスウェーデン宇
宙公社（ＳＳＣ）だけであるため。

5

平成２２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22年4月23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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表      1,219,639,531 - -
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。

19

モバイルフォン用通信回線の調達
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4月1日
株式会社　ウィルコム
東京都港区虎ノ門３－４－
７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          32,812,528 - -
０７０番号（ＰＨＳ）の国内における販売権を有している
のはウィルコム社のみであり、当該相手方以外には実
施できないため。

19

平成２２年度　定期刊行物（朝日新聞
他）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22年4月1日
丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町１
－７－１０

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）o　再販売価
格が維持されている場合及び供給元が一つの場合に
おける出版元からの書籍の購入に関する契約

非公表            1,747,302 - - 〔再販売価格が維持されているため〕 10

平成２２年度 建築設備積算用ソフト
の賃貸借（レンタル）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月30日

特例民法法人 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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            2,527,077 - -

建築設備積算用ソフトである、「営繕積算システムＲＩＢ
Ｃ」の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。

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２３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

高信頼性ＲＴＯＳ用プロトコルスタック
（ソフトウエア）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22年4月1日

日本電気通信システム株
式会社
東京都港区三田１－４－２
８

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,260,000 - -

高信頼性ＲＴＯＳ用プロトコルスタック（ソフトウエア）の
販売権を有しているのは日本電気通信システム株式
会社のみであり、当該相手方以外には実施できないた
め。

19

平成２２年度ＩＳＯ国際標準の整備等
に係る検討作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月9日

特例民法法人　日本航空
宇宙工業会
東京都港区赤坂１－１－１
４

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）i　契約の相
手方が法令等の規定により明確に特定される契約

非公表          15,750,000 - -

契約の相手方は、国際標準化機構（ＩＳＯ）の航空機・
宇宙機専門委員会（ＴＣ２０）に対応する国内審議団体
として経済産業省より許可されたものであり、また、ＩＡ
ＱＧに対応するＪＡＱＧ（Ｊａｐａｎ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ Ｑｕａｌｉｔｙ
Ｇｒｏｕｐ）が契約相手方に設置されたものであり、契約
の相手方が一に定められているため。

1

ＵＳＣ３４ｍ系Ｓ帯追尾／ダイバーシ
チ主受信装置の不具合調査

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月19日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表            1,228,500 - -

日本電気㈱が開発・設計・製作した衛星の追跡管制運
用に係る３４ｍ系Ｓ帯追尾／ダイバーシチ主受信装置
のの維持であり、当該相手方以外では実施できないた
め。

19

平成２２年度社会連携講座設置契約
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表          45,890,000 - -

ロケットエンジンに関する各種現象の解明と数値解析
に関する十分な技術を有し、また、各専門分野の技術
を結集するには、東京大学以外には実施できないた
め。

19

Ｍｉｓｓｉｏｎ Ｓｕｐｐｏｒｔ ａｎｄ Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ
ｂｙ Ｇｒｏｕｎｄ－Ｂａｓｅｄ Ｒａｄａｒ Ｏｂｓｅｒ
ｖａｔｉｏｎ

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6月1日

Ｆｒａｕｎｈｏｆｅｒ－Ｇｅｓｅｌｌｓｃｈ
ａｆ
Ｐｏｓｔｆａｃｈ ２０ ０７ ３３　８
０００７ Ｍｕｎｉｃｈ， Ｇｅｒｍａ
ｎｙ

契約事務実施要領　第６９条　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            2,569,791 - -
微小デブリの観測が可能なレーダ設備を必要とし、唯
一当該設備を有するＦｒａｕｎｈｏｆｅｒ－Ｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ以
外には実施できないため。

19

平成２２年度　再突入溶融解析ツー
ル（ＯＲＳＡＴ－Ｊ）の改修及びＩＡＤＣ
ホームページの改修

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5月28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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            4,714,500 - -

三菱スペースソフトウエアが設計・製作したスペースデ
ブリ発生防止活動で使用の再突入溶融解析ツール（Ｏ
ＲＳＡＴ－Ｊ））の機能付加・改善であり、当該相手方以
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２３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

ＧＣＯＭ－Ｗ１搭載ソフトウェア独立
検証支援（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22年5月21日

有人宇宙システム株式会
社
東京都千代田区大手町１
－６－１

契約事務実施要領　第６９条　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            9,786,000 - -

有人宇宙システム（株）は、国内においてＳｐｅｃＴＲＭを
始めとするＩＶ＆Ｖに必要な手法を利用できる唯一の業
者であると共に、人工衛星などのすべての開発メーカ
に対して中立的立場及び機密情報などのアクセスに関
して合意が得られていること、また衛星開発メーカより
機密情報のアクセスに関して合意が得られていること
から、当該相手方以外では実施できないため。

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22年4月1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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            1,449,000 - -
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。

14

ＩＰテレフォニーの追加整備（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22年4月30日
沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－７－
１２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表          15,750,000 - -
沖電気工業株式会社が設計したＩＰテレフォニーシステ
ムの機能付加であり、当該相手方以外では実施できな
いため。

19

地球観測情報記録設備（ＡＬＯＳ用）
計算機（三次換装分）（再リース分）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22年6月25日
ＮＴＴファイナンス株式会社
東京都港区芝浦１－２－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            2,309,670 - -
再リース計算機の賃貸借のため、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２２年度　人工衛星搭載ソフト
ウェア信頼性向上のための技術研究
（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22年7月2日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          40,740,000 - -
本契約では、各作業実施において、ＡＬＯＳ２及びＳＬＡ
ＴＳ等の設計情報を利用するため、それらの主契約企
業である三菱電機以外に実施できないため。

19

平成２２年度　人工衛星搭載ソフト
ウェア信頼性向上のための技術研究
（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22年8月25日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          50,715,000 - -

本契約では、各作業実施において、ＧＣＯＭ－Ｗ１及び
ＧＣＯＭ－Ｃ１等の設計情報を利用するため、それらの
主契約企業である日本電気株式会社以外には実施で
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２３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

エコプロダクツ２０１０展示会場賃貸
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22年9月22日

株式会社　日本経済新聞
社
東京都千代田区大手町１
－３－７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            1,344,000 - -
エコプロダクツ２０１０の展示会場を借り上げ出展を行う
には、当該場所の賃貸借契約を行える㈱日本経済新
聞社以外では実施できないため。

5

ＩＰテレフォニーの追加整備（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10月1日
沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－７－
１２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            9,450,000 - -
沖電気工業株式会社が設計したＩＰテレフォニーシステ
ムの機能付加であり、当該相手方以外では実施できな
いため。

19

種子島宇宙センターにおける風況把
握に関する検討（Ｈ２２）

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10月29日
国立大学法人　神戸大学
兵庫県神戸市灘区六甲台
町１－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            1,200,000 - -
ＬＥＳによる風況解析及び計算格子に依存しない建物
形状のモデル化を必要とすることより、神戸大学中山
研究室以外には実施できないため。

19

端末のウィルス感染における影響調
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22年10月20日
ソラン株式会社
東京都港区三田３－１１－
２４

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            5,565,000 - -
ウィルスに感染した機構の端末において、情報漏洩等
のセキュリティ上の影響を早急に調査する必要がある
ため、株式会社ソランと契約を締結する。

13

電子入札システム及び入札情報公開
システムの機能付加・改修

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10月1日

株式会社　日立情報シス
テムズ
東京都品川区大崎１－２
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            5,512,500 - -
（株）日立情報システムズが設計・製作した電子入札シ
ステム及び入札情報公開システムの機能付加・改修で
あり、当該相手方以外では実施できないため。

19

第８回クリティカルソフトウェアワーク
ショップの会場費

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月9日
株式会社　コンベンション
リンケージ
東京都千代田区三番町２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            2,373,000 - -

本ワークショップへの参加者は、主につくば、東京都
内、名古屋、大阪からの参加となることから、 寄駅か
らワークショップ会場までのアクセスが容易であり、且
つ、４００人程度を収容できる会場を２０１１年１月１８－
１９日の２日間用意する必要がある。必要条件に該当
するのは契約希望業者が所有する秋葉原コンベンショ
ンホールのみであり、当該場所で賃貸借契約を行える
のは契約希望業者以外では実施できないため。

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２３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２２年度　動作合成サブシステム
使用権の購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月16日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表          10,500,000 - -

機構が開発したソフトウェアの保守を行うものであり、
当該ソフトウェアの保守に必要なプログラム著作権等
を有し、当該ソフトウェアに使用している第三者ソフト
ウェアを提供できるのは、日本電気株式会社のみであ
るため。

19

アコースティック・エミッションによる宇
宙用複合圧力容器の衝撃損傷評価
の実用化に向けた研究

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月19日

国立大学法人　東京工業
大学
東京都目黒区大岡山２－
１２－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            2,392,000 - -

宇宙用ＣＯＰＶにＡＥを適用する研究は専門的な知識と
豊富なデーターベースを要することにより、本研究で長
年の研究実績を有する東京工業大学以外では実施で
きないため。

19

Ｓｅｒｉａｌｓ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　３６０ＬＩＮＫ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23年1月6日
株式会社　サンメディア
東京都中野区本町３－１０
－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            2,668,260 - -
該当業者は、Ｓｅｒｉａｌｓ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　３６０ｌｉｎｋについ
て、日本国内唯一の販売代理店であるため。

19

会話型数値解析プログラムＭＡＴＬＡ
Ｂの購入（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23年1月14日
マスワークス合同会社
東京都港区赤坂４－１５－
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,890,000 - -
ＭＡＴＬＡＢの国内における販売権を有しているのはマ
スワークス合同会社のみであり、当該相手方以外には
実施できないため。

19

配管溶接内表面の非破壊検査に関
する試験（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23年1月19日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            2,047,500 - -

技術試験衛星Ⅷ型用衛星推進系配管溶接内面の非
破壊検査試験を実施するにあたり、試験の供試体であ
るＥＴＳ－８衛星推進系配管を製造・保有している三菱
電機㈱以外には実施できないため。

19

ＩＰテレフォニーシステムの追加整備
（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12月17日
沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－７－
１２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            8,347,500 - -
沖電気工業株式会社が設計したＩＰテレフォニーシステ
ムの機能付加であり、当該相手方以外では実施できな
いため。

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２３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２２年度Ｂｅｐｉ／ＭＤＰ搭載ソフト
ウェアＩＶ＆Ｖ評価支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月25日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            2,625,000 - -

本件ＩＶ＆Ｖ評価にはＢｅｐｉ／ＭＤＰ搭載ソフトウエアの
開発情報を利用する必要があり、当該ソフトウエアの
開発業者であり、且つ、開発情報を唯一利用できる三
菱重工業㈱以外には本業務を実施できないため。

19

配管溶接内表面の非破壊検査に関
する試験（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23年2月4日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            2,499,000 - -

Ｘ線天文衛星「ＡＳＴＲＯ－ＥⅡ」推進系の、燃料供給系
バルブモジュール周辺配管に対する非破壊試験を実
施するにあたり、フライト品仕様の供試体を使用するた
め、「ＡＳＴＲＯ－ＥⅡ」推進系を製造した業者である三
菱重工業㈱以外には実施できないため。

19

平成２２年度Ｂｅｐｉ／ＤＭＣ搭載ソフト
ウエアＩＶ＆Ｖ評価支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月5日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            3,675,000 - -

水星探査計画（Ｂｅｐｉ）／ＤＭＣ搭載ソフトウェアに対し
信頼性向上のため、ソフトウェア独立検証及び有効性
確認（ＩＶ＆Ｖ）を実施するが、ＩＶ＆Ｖ評価にはＢｅｐｉデー
タ処理系搭載ソフトウエアの開発情報を利用する必要
があり、Ｂｅｐｉ／ＤＭＣ搭載ソフトウェアの開発業者で唯
一開発情報を利用できる日本電気㈱以外には実施で
きないため。

19

高密度実装部品リワークに伴う実装
基盤の影響評価

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月5日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            3,990,000 - -

本業務は、ＡＬＯＳ－２に搭載が予定されている高密度
実装部品のリワークに関する評価を実施するものであ
り、同一基板を用いてリワーク評価するため、本業務
は当該業者以外には実施できない。

19

平成２２年度　太陽電池パドル・ブ
ロッキングダイオードの接続強度評
価検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月5日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            7,980,000 - -

本業務では、当該業者が開発した宇宙機に関する地
上試験不具合を基に評価検討するため、技術的な能
力と情報開示の観点から、本業務は当該業者以外に
は実施することが出来ない。。

19

配管溶接内表面の非破壊検査に関
する試験（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23年1月28日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            2,100,000 - -

ロケット推進系配管溶接部の非破壊検査を実施するに
あたり、フライト仕様配管を供試体とするため、フライト
品配管を製造している三菱重工業㈱以外には実施で
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２３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２２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23年3月11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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          75,396,257 - -
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、当該機構以外には購入・取
得できないため。

19

増田宇宙通信所第１観測棟裏法面
仮排水路他設置工事

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7月9日
有限会社　岩坪土木
鹿児島県熊毛郡南種子町
中之上２８５４－１７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            5,538,744 - -
集中豪雨に伴う土砂崩れにより早急に対処する必要
があるため（有）岩坪土木と契約を締結する。

13

種子島宇宙センター　竹崎地区高圧
ケーブル復旧工事（Ｈ２２）

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7月15日
株式会社　九電工
福岡県福岡市南区那の川
１－２３－３５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            2,992,500 - -
種子島宇宙センター竹崎地区（竹崎射点・竹崎観望
台）停電により早急に対処する必要があるため㈱九電
工と契約を締結する。

13

平成２２年度　Ａ重油の購入（下期）
（その１）

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10月20日
有限会社　船川石油店
鹿児島県熊毛郡南種子町
中之上２２４６

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表          87,948,000 - -
種子島宇宙センター大崎発電所のＡ重油保有残量減
少ににより、早急に対処する必要があるため、船川石
油店と契約を締結する。

13

平成２２年度Ａ重油の購入（下期）（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22年12月17日
有限会社　船川石油店
鹿児島県熊毛郡南種子町
中之上２２４６

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表          59,451,000 - -
種子島宇宙センター大崎発電所のＡ重油保有残量減
少により、早急に対処する必要があるため、船川石油
店と契約を締結する。

13

事務所賃貸借
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表        180,089,280 - -
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。

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２３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
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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            1,374,620 - -

事務所の賃貸借契約書に清掃の契約も同一業者と行
うことが記載されており、事務所賃貸借契約を行ってい
る三菱地所ビルマネジメント㈱以外では実施できない
ため。

5

什器・備品等の賃貸借（そのイのＡ）
（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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表              934,284 - -
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。

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22年4月1日
能代市
秋田県能代市上町１－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            1,203,084 - -

実験用保安区域設定のため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。

5

高空燃焼試験設備　蒸気供給遮断
弁（ＭＶ６００２）　交換作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年5月28日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表          10,993,500 - -

Ｈ－ⅡＢ２号機打ち上げ計画に基づく燃焼試験に間に
合わせるために、角田宇宙センター東地区ＨＡＴＳにお
いて不具合が発生した蒸気系バルブの交換作業を早
急に実施する必要があることから三菱重工業（株）と契
約を締結する。

13

平成２２年度　田代試験設備の維持・
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22年5月21日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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        273,955,500 - -

Ｈ－ⅡＡ、Ｈ－ⅡＢロケット第１段ＬＥ－７Ａエンジンの製
造技術及び試験設備の設計・製造技術を必要とし、唯
一当該技術を有する三菱重工（株）以外には実施でき
ないため。

19

平成２２年度　高空燃焼試験設備　ボ
イラー設備用耐火煉瓦の修理作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月16日
株式会社　コスモテック
東京都中央区日本橋２－
１１－２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            4,284,000 - -
試験に支障をきたさないように緊急修理により早急に
対処する必要があるため㈱コスモテックと契約を締結
する。

13

30/103



(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２３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

角田東ＨＡＴＳの被災状況調査
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月24日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            7,591,500 - -
震災の影響で打ち上げ計画への影響及び復旧スケ
ジュールを把握するためにより早急に対処する必要が
あるため三菱重工業株式会社と契約を締結する。

13

平成２２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22年4月1日
ＳＳＣチリＳ．Ａ．
チリ国サンチアゴ市

契約事務実施要領　第６９条　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            8,197,402 - -

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。

19

ロケット専用治工具等の保守・維持
（その３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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表            1,753,500 - -

契約相手方は、搭載ソフトウェア（航法・誘導モジュー
ル）製作及びフルソフトウェア検証試験を実施し、計算
機等は契約相手方整備したものであって、搭載ソフト
ウェア製作のための計算機等を保守・維持する技術を
有している唯一の業者である。

19

平成２２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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表        238,098,809 - -

米国Ｔｒｉｄｅｎｔ社が製作したグアム及びクリスマスダウン
レンジ局の維持作業について、ＴＡＡの制約上、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。

19

平成２２年度　名古屋駐在員事務所
清掃管理委託

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日
中部互光株式会社
愛知県名古屋市中村区那
古野１－４７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,058,400 - -
当該入居ビル（金山総合ビル）により清掃業者が指定
されているため。

19

平成２２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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          21,918,411 - -

グアムダウンレンジ局を設置している土地の利用権を
有しているのはＳＫＹ社のみであり、三菱商事は国内に
おけるＳＫＹ社の唯一の代理店であり、当該相手方以
外に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２３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２２年度　飛行安全管制ソフト
ウェアの維持

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4月1日
宇宙技術開発株式会社
東京都中野区中野５－６２
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表          22,627,500 - -
宇宙技術開発㈱が開発した飛行安全管制ソフトウェア
の維持であり、当該相手方以外では実施できないた
め。

19

平成２２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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表          18,762,792 - -

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生命保険相互会社
以外では実施できないため。

5

Ｈ－ⅡＡロケット　ＳＳＡ送信機（ＰＦ
Ｍ）の改修

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4月2日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            6,027,000 - -
ＮＥＣが製作したＳＳＡ送信機（ＰＦＭ）の改修であり、当
該相手方以外では実施できないため。

19

Ｈ－ⅡＡロケット（ＱＺＳ－１）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4月19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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            6,993,000 - -

訓練データを作成するために必要な、飛行安全訓練
データ作成プログラムに関する技術情報およびＨ－Ⅱ
Ａロケット搭載ソフトウェアに関する技術情報を有して
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。

19

クリスマスダウンレンジ局打上運用支
援作業（Ｈ－ⅡＡ・Ｆ１７）

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4月23日
三菱商事株式会社
東京都千代田区丸の内２
－３－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          17,701,417 - -

本作業は、Ｈ－ⅡＡ・Ｆ１７打上整備作業時に、クリスマ
スダウンレンジ局設備の運用作業を行うものである。
本作業を実施するためには、ダウンレンジ局内に設置
された装置を操作できること、また、国際武器輸出規
制（ＩＴＡＲ）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。

19

平成２２年度　Ｈ－２Ａ／Ｈ－２Ｂロ
ケット　ガスジェットスラスタ用　触媒
分析

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4月26日
株式会社　ＩＨＩ検査計測
東京都品川区大井１－２２
－１３

契約事務実施要領　第６９条　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            2,205,000 - -

ＪＡＸＡが有する過去の触媒分析データと厳密な比較を
行うため、ＪＡＸＡ所有データと同一手法、同一機器に
より作業が実施できることが必要であり、（株）ＩＨＩ検査
計測以外に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２３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

ロケット専用治工具等の保守・維持
（その３のカ）

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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表          25,830,000 - -
契約相手方は、ＩＭＵ、ＬＡＭＵを製造し、治工具等は契
約相手方が整備したものであって、治工具等を保守・
維持する技術を有している唯一の業者である。

19

ロケット専用治工具等の保守・維持
（その３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22年4月1日
株式会社　ＩＨＩ
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表          54,495,000 - -

契約相手方は、ＬＥ－７Ａ、ＬＥ－５Ｂエンジン供給系を
製造し、治工具等は契約相手方が整備したものであっ
て、治工具等を保守・維持する技術を有している唯一
の業者である。

19

ロケット専用治工具等の保守・維持
（その３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22年4月1日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表        688,713,900 - -

契約相手方はＳＲＢ－Ａ、火工品、ガスジェットを製造
し、治工具等は契約相手方が整備したものであって、
治工具等を保守・維持する技術を有している唯一の業
者である。

19

平成２２年度　固体ロケットブースタ
開発供試体（地上燃焼試験ノズル
等）の保管

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4月1日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表            1,764,000 - -
㈱ＩＨＩエアロスペースがＳＲＢ－Ａ開発で実施した地上
燃焼試験に供したノズル等を保管するものであり、当
該相手方以外では実施できないため。

19

Ｈ－ⅡＡロケット１７号機　打上げ時
音響計測

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4月23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

契約事務実施要領　第６９条　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            9,135,000 - -

これまでのＨ－ⅡＡロケットの打上げ時音響計測を実
施しており、過去の音響計測データとの比較評価及び
それに基づ音響予測解析の検証に使用するデータを
取得するため、音響の計測条件、計測方法／機材、
データ処理等で計測を実施している川崎重工業（株）
以外には実施できないため。

19

平成２２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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表            2,409,750 - -

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。

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２３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２２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22年4月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表            5,962,950 - -
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。

19

ゴダードダウンレンジ局打上運用支
援作業 （Ｈ－ⅡＡ・Ｆ１７）

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4月20日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            5,450,000 - -

Ｈ－ＩＩＡロケット１７号機打上げで使用するゴダードダウ
ンレンジ設備の設計情報、運用技術、不具合対応能力
を必要とし、唯一当該技術・能力を有する日本電気㈱
以外には実施できないため。

19

ロケット専用治工具等の保守・維持
（その３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22年4月23日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表        906,360,000 - -

契約相手方はＨ－ⅡＡ／Ｂ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。

19

平成２２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22年5月21日
三菱プレシジョン株式会社
東京都江東区有明３－５
－７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表            1,583,400 - -

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。

19

ロケット専用治工具等の保守・維持
（その３のエ）

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4月1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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表        108,874,500 - -

契約相手方は衛星フェアリング、ＰＡＦを製造し、治工
具等は契約相手方が整備したものであって、治工具等
を保守・維持する技術を有している唯一の業者であ
る。

19

ＦＹ２２　Ｈ－ⅡＢロケット　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22年5月20日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          22,575,000 - -
Ｈ－ⅡＢロケットの維持設計を行うため、Ｈ－ⅡＢロ
ケットのプライム開発業者である三菱重工業株式会社
以外に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２３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

基幹ロケット高度化誘導解析　概念
設計（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22年6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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            4,914,000 - -

誘導解析プログラムを開発した業者であり、誘導解析
に関する技術情報を有している唯一の業者である。Ｈ
－ＩＩＡロケットの搭載ソフトウェア（航法・誘導モジュー
ル）の製作業者であり、当該ソフトウェアに関する技術
情報を有している

19

Ｈ－ⅡＡ／Ｈ－ⅡＢロケット（フェアリ
ング系）部品枯渇対応

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5月24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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          11,130,000 - -
Ｈ－ⅡＡロケット衛星フェアリング及び衛星分離部の主
製造業者である川崎重工業㈱以外には実施できない
業務内容であるため。

19

基幹ロケット高度化　概念設計（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22年5月28日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        132,048,000 - -

Ｈ－ＩＩＡロケットシステムに係る開発・製造・運用に関す
る技術を有している必要があり、Ｈ－ＩＩＡ／Ｂロケットの
製造プライムメーカであるとともに、打上げサービス事
業も行っている三菱重工業以外には実施できないた
め。

19

ＬＥ－５Ｂ－２エンジン　低推力燃焼試
験（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22年6月1日
株式会社　ＩＨＩ
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          23,184,000 - -

Ｈ－ⅡＡ／Ｂロケット２段エンジン（ＬＥ－５Ｂエンジン）
に関するターボポンプの設計・燃焼試験支援（ターボポ
ンプ系評価）であり、ＬＥ－５Ｂエンジンのターボポンプ
を設計・製造しているＩＨＩ以外には実施できないため。

19

ＭＬＩ材料枯渇に伴う再開発
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6月1日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          11,256,000 - -
Ｈ－ＩＩＡ／Ｂロケットの主たる開発・製造業者であるＭＨ
Ｉ以外には実施できないため。

19

誤差解析一元化ツールのミッション解
析適用性検証

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6月17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

契約事務実施要領　第６９条　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            8,526,000 - -

ＦＹ２０～２１に作成した誤差解析一元化ツールを今後
のＨ－ＩＩＡミッション解析に適用するために必要な適用
性の総合検証であり、前段階である本ツールを作成し
プログラム作成時の検証までを行った三菱スペース・ソ
フトウエア株式会社以外に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２３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

ロケット専用治工具等の保守・維持
（その３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22年4月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表        346,500,000 - -

契約相手方は、誘導制御計算機、レーダトランスポン
ダ等を製造し、治工具等は契約相手方が整備したもの
であって、治工具等を保守・維持する技術を有している
唯一の業者である。

19

Ｈ－ⅡＡロケット（ＱＺＳ－１）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5月14日
宇宙技術開発株式会社
東京都中野区中野５－６２
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          14,175,000 - -

Ｈ－ⅡＡロケット（ＱＺＳ－１）飛行安全運用準備・打上
後評価は、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。

19

平成２２年度　ＳＲＢ－Ａの維持設計
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年7月1日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          10,941,000 - -
Ｈ－ⅡＡロケットＳＲＢ－Ａの維持設計作業であり、ＳＲ
Ｂ－Ａの開発・製造を行っている唯一の企業である
（株）ＩＨＩエアロスペース以外には実施できないため。

19

ＦＹ２２荷重解析手法の高度化（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22年7月12日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          40,950,000 - -
液体ロケット全機システムの設計技術が必要である理
由により、「Ｈ２Ａロケットの主契約企業である三菱重工
業以外には実施できないため」。

19

超音速高効率高信頼性タービンの研
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22年7月14日
国立大学法人　岩手大学
岩手県盛岡市上田３－１８
－８

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            1,800,000 - -

契約相手方は、蒸気タービン及びガスタービンの高負
荷タービン分野（特に航空機用）において、非定常現象
（動静翼干渉も含む）を実験的、および数値的（大規模
数値シミュレーション）なアプローチにより長期にわたっ
て研究しており、本研究分野における研究内容／実績
共に世界的にリードしている。　また研究環境において

 も、以下に記載の通り必要条件を満たしている。　●解
析環境：岩手大学所有の大型計算機を優先的に使用

 可能、また独自の翼列解析コードを有している　●実
験環境 回流式大型風洞設備を所有（その他 超音速

19

ロケットエンジンのロータ系非線形振
動コードの開発

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7月14日

国立大学法人　名古屋大
学
愛知県名古屋市千種区不
老町

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            1,650,000 - -

本共同研究を効率的に実施するためには、ロータの非
線形振動解析技術、ロータ系の数値解析手法、ロータ
系の理論解析技術、及びロータの制振技術に関する
研究実績を有する必要があり、国立大学法人名古屋
大学工学部以外には実施できないため。

19

36/103



(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２３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

ＦＹ２２　Ｈ－ⅡＡロケット基幹・基盤技
術　維持・向上支援作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年7月26日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        126,735,000 - -

Ｈ－ⅡＡロケットの基幹技術及び基盤技術の維持・向
上を実施し、Ｈ－ⅡＡロケットの信頼性を向上させる作
業であり、Ｈ－ⅡＡロケットの全機システムに関する技
術情報を有している唯一の企業である三菱重工業
（株）以外には実施できないため。

19

Ｈ－ⅡＡ／Ｂロケット２段ガスジェット
スラスタ欧州製触媒（ＨＫＣ１２ＧＡ）適
用確認試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年7月29日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          24,496,500 - -
当該機器に関する設計技術情報（第３者への開示が
認められない情報）をＪＡＸＡ以外に唯一有しているＩＨＩ
エアロスペース以外は実施できないため。

19

飛行解析ツールの統合化（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22年8月4日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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          24,244,500 - -
Ｈ－ⅡＡ飛行解析の運用実績、計算手法、計算出力に
関する技術情報を必要とし、唯一当該技術情報を有す
る三菱重工業株式会社以外には実施できないため。

19

クリスマスダウンレンジ局打上運用支
援作業（Ｈ－ⅡＡ・Ｆ１８）

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8月11日
三菱商事株式会社
東京都千代田区丸の内２
－３－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          12,768,920 - -

本作業は、Ｈ－ⅡＡ・Ｆ１８打上整備作業時に、クリスマ
スダウンレンジ局設備の運用作業を行う物である。　本
作業を実施するためには、ダウンレンジ局内に設置さ
れた装置を操作できること、また、国際武器輸出規制
（ＩＴＡＲ）に基づく、米国国務省認可の技術協力協定（Ｔ
ＡＡ）の制約を満足する必要がある。

19

微小重力下の極低温流体現象に関
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22年8月13日
国立大学法人　東京大学
東京都文京区本郷７－３
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            5,500,000 - -

過去のロケット開発で用いた３次元の自由表面流にお
ける流体解析ツールＣＩＰ－ＬＳＭを用いた作業により、
ＣＩＰ－ＬＳＭを有する東京大学以外には実施できない
ため。

19

Ｈ－ⅡＡロケット　ＳＲＢ－Ａ接着剤原
材料等再認定

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7月29日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          58,800,000 - -

Ｈ－ⅡＡロケットＳＲＢ－Ａ　接着剤原材料等の枯渇に
伴う再認定を行う作業であり、ＳＲＢ－Ａの製造を実施
している（株）ＩＨＩエアロスペース社以外には実施できな
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２３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

イプシロンロケット計測通信系機器の
開発

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8月25日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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        201,180,000 - -

開発するイプシロンロケットの計測通信系機器は、Ｈ－
ＩＩＡロケット用計測通信計機器の設計／製造技術を流
用するため、唯一当該技術を有する日本電気株式会
社以外には実施できないため。

19

イプシロンロケット　誘導制御計算機
の開発

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9月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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        222,705,000 - -
Ｈ－ＩＩＡ／Ｈ－ＩＩＢロケットの誘導制御計算機用製造設
備、設計技術を必要とし、唯一当該を有する　日本電
気株式会社以外には実施できないため。

19

イプシロンロケット レートジャイロパッ
ケージの開発

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9月6日
三菱プレシジョン株式会社
東京都江東区有明３－５
－７

契約事務実施要領　第６９条　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          23,478,000 - -

本契約にはＨ－ＩＩＡ／Ｈ－ＩＩＢロケット用レートジャイロ
パッケージの設計技術を必要とし、唯一当該技術を有
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。

19

平成２２年度　Ｈ－ⅡＡ／Ｈ－ⅡＢ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22年9月8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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          45,160,500 - -
Ｈ－ⅡＡ／Ｈ－ⅡＢ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㈱以外には実
施できないため。

19

イプシロンロケット　伸展ノズル用ダブ
ル・ヘリカル・スプリングの開発

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9月17日
日本飛行機株式会社
神奈川県横浜市金沢区昭
和町３１７５

契約事務実施要領　第６９条　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          47,082,000 - -

イプシロンロケットではＭ－Ｖロケット伸展ノズル用ダブ
ル・ヘリカル・スプリングを必要とし、唯一当該製品を製
造する技術を有する日本飛行機株式会社以外には実
施できないため。

19

Ａｌ－Ｌｉ合金製ロケット推進薬タンクの
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22年9月27日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          21,000,000 - -

当該契約作業における定量的な分析評価を行うため
には液体ロケット推進薬タンクの製造技術・設計情報
が必要となるため、主製造企業である三菱重工業以外
には実施できない。

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２３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

イプシロンロケット　慣性センサユニッ
ト及び横加速度計測装置の開発

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9月6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

契約事務実施要領　第６９条　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        185,220,000 - -

本契約にはＨ－ＩＩＡ／Ｈ－ＩＩＢロケットの慣性センサユ
ニットと横加速度計測装置の設計技術を必要とし、唯
一当該技術を有する日本航空電子工業株式会社以外
には実施できないため。

19

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22年8月2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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表          17,742,000 - -

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。

19

Ｈ－ＩＩＢロケット２号機　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10月18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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            3,675,000 - -

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－ＩＩＢ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。

19

低毒化ガスジェット装置用推進薬の
爆轟特性に関する研究

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年10月8日

独立行政法人　産業技術
総合研究所
茨城県つくば市梅園１－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            1,906,884 - -

爆轟試験が可能な試験設備を有し、かつこれまでＨＡ
Ｎ系推薬の爆轟試験を実施し、かつ液体爆轟に関する
豊富な専門知識・研究者を有する唯一の研究機関で
あることにより、（独）産業技術総合研究所以外には実
施できないため。

19

平成２２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22年10月25日
キリバス共和国政府
キリバス共和国キリチマチ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表          77,323,178 - -

Ｈ－ＩＩＡロケットの軌道により当該場所でなければ追跡
業務を行うことが不可能であり、当該場所への航空便
の運行はキリバス政府（契約相手方）以外では実施で
きないため。

5

平成２２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22年10月25日
キリバス共和国政府
キリバス共和国キリチマチ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表          49,473,918 - -

Ｈ－ＩＩＡロケットの軌道により当該場所でなければ追跡
業務を行うことが不可能であり、当該場所で賃貸借契
約を行えるのはキリバス政府以外では実施できないた
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２３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－ＩＩＡアビオニクス部品枯渇開発対
応 フルソフトウェア・シミュレーション
検証試験ツール 誘導制御計算機模
擬部の改修

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11月9日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          21,216,300 - -
Ｈ－ＩＩＡロケットの次期誘導制御計算機の内部設計情
報を必要とし、唯一当該情報を有するＮＥＣ（契約相手
方）以外には実施できないため。

19

低毒化ガスジェット装置フィージビリ
ティ確認試験（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22年10月29日
細谷火工株式会社
東京都あきる野市菅生１８
４７

契約事務実施要領　第６９条　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            3,423,000 - -
ＨＡＮ系推薬の製造設備および製造技術を有する唯一
のメーカであり、細谷火工株式会社以外には実施でき
ないため。

19

固体ロケットモータ燃焼試験に係るシ
ステム安全検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月17日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            7,770,000 - -

固体ロケットモータ（ＳＲＢ－Ａ）のシステム、種子島宇
宙センターの固体ロケットモータ燃焼試験スタンドのシ
ステム、及び燃焼試験に係る運用システムに関する技
術情報を必要とし、かつハザード解析を実施する能力
が必要であり、唯一当該技術情報を有する株式会社Ｉ
ＨＩエアロスペース以外には実施できないため。

19

Ｈ－ＩＩＡ／Ｈ－ＩＩＢロケット部品枯渇に
伴うアビオニクス機器開発対応 誘導
制御系システム試験の支援（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22年11月22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

契約事務実施要領　第６９条　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            4,389,000 - -
Ｈ－ＩＩＡロケットの次期慣性センサユニット（次期ＩＭＵ）
の技術情報を必要とし、唯一当該情報を有する日本航
空電子㈱以外には実施できないため。

19

液体ロケットエンジンに係る工程ＦＭ
ＥＡ作成支援ツールの開発検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月5日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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            6,079,500 - -

液体ロケットエンジン（ＬＥ－７Ａ，ＬＥ－５Ｂ）の製造実
績且つ、工程ＦＭＥＡの実施経験且つ、電子的計算シ
ステムの開発検討能力が必要であり、唯一当該の実
績且つ、経験且つ、能力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。

19

Ｈ－ＩＩＡアビオニクス部品枯渇開発対
応　フルソフトウェア・シミュレーション
検証試験ツールの改修

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12月2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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表          19,477,500 - -
三菱スペース・ソフトウエア㈱が設計・製作したフルソフ
トウェア・シミュレーション検証試験ツールの改修であ
り、当該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２３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－ＩＩＡロケットの前提・制約変更に対
する影響・効果検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月26日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          13,839,000 - -
Ｈ－ＩＩＡロケット全機システムに関する技術情報を有し
ている必要がありＨ－ＩＩＡロケットの主契約企業である
三菱重工業株式会社以外には実施できないため。

19

ＬＮＧ推進系技術実証システムの検
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22年12月1日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            7,980,000 - -

　希望業者は、本業務を実施するために必要なロケッ
トシステムならびに液体ロケットエンジンの開発経験、
技術、知識を有している。　　なお、国内では希望業者
以外に（株）ＩＨＩエアロスペースが条件を満足しており、
左記業者にも同業務を実施させる。

19

Ｈ－ＩＩＡロケット 誘導解析ツールのＡ
ＬＭＡ適用改修

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12月9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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            4,977,000 - -
三菱スペース・ソフトウエア株が製作した誘導解析ツー
ルの改修であり、当該相手方以外では実施できないた
め。

19

Ｈ－ⅡＢロケット２号機　飛行安全運
用技術支援（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22年12月7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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            2,744,700 - -

本業務は、再突入推定落下点計算ソフトウェアを使用
するため、再突入推定落下点計算ソフトウェアの主製
造企業である三菱スペース・ソフトウェア㈱以外には実
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・Ｆ２）

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12月15日
三菱商事株式会社
東京都千代田区丸の内２
－３－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          23,311,894 - -

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。

19

Ｈ－ⅡＢロケット２号機　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11月8日
宇宙技術開発株式会社
東京都中野区中野５－６２
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          17,482,500 - -

Ｈ－ＩＩＢロケット飛行安全運用準備・打上後評価は、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主製造企業である宇宙技術開発
（株）以外に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２３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－ＩＩＡ／Ｈ－ＩＩＢロケット部品枯渇に
伴うアビオニクス機器開発対応 誘導
制御系システム試験の支援（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23年1月6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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,102,500 - -

Ｈ－ＩＩＡロケットの次期搭載ソフトウェア（航法・誘導モ
ジュール）の技術情報を必要とし、唯一当該技術を有
する三菱スペース・ソフトウエア㈱以外には実施できな
いため。

19

統合解析システム用ＣＡＥツールの保
守サービスの調達（ＦＹ２２）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月12日

株式会社　シーディー・ア
ダプコ・ジャパン
神奈川県横浜市西区みな
とみらい２－２－１－１－３
７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,729,350 - -
Ｐｈｏｅｎｉｘ　Ｓｕｉｔｅの国内における販売権を有している
のはシーディー・アダプコ・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。

19

Ｈ－ⅡＢロケット２号機発射整備作業
および後処置

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月27日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        133,245,000 - -
Ｈ－ⅡＢロケットの打上げ作業であり、Ｈ－ⅡＢロケット
機体開発のプライム業者である三菱重工業株式会社
以外には実施できないため。

19

Ｈ－ⅡＡ／ⅡＢロケット　ガスジェット
装置推薬タンク　ダイアフラム再開発

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12月10日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          26,250,000 - -

提案業者は、Ｈ－ⅡＡ／ⅡＢロケット２段ガスジェット装
置の開発・製造を担当している業者であり、当該装置
に関する設計・製造技術、試験設備を有する唯一の業
者であるため、（株）ＩＨＩエアロスペース以外には実施で
きないため。

19

平成２２年度　次期飛行安全管制シ
ステムに係るシステム検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月30日
宇宙技術開発株式会社
東京都中野区中野５－６２
－１

契約事務実施要領　第６９条　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          18,060,000 - -

飛行安全管制システムに係るシステム検討は、飛行安
全管制システム及び飛行安全管制ソフトウェアの技術
情報を必要とし、唯一当該技術情報を有する宇宙技術
開発（株）以外には実施できないため。

19

内之浦テレメータ受信設備予備品の
調達

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月7日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表          15,435,000 - -
日本電気㈱（契約相手方）が開発した内之浦テレメー
タ受信設備の構成装置の調達であり、当該相手方以
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２３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－ＩＩＡ／Ｈ－ＩＩＢロケット部品枯渇に
伴うアビオニクス機器開発対応 誘導
制御系システム試験の支援（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22年10月19日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          19,778,850 - -

Ｈ－ＩＩＡロケットの次期誘導制御計算機（次期ＧＣＣ）、
次期搭載ソフトウェア・システムモジュール（ＯＢＳ－ＳＹ
Ｍ）、共通ＭＰＵボード固有ソフトウェア（ＢＳＰ）、および
誘導制御系システム試験装置の技術情報を必要とし、
唯一当該技術を有する日本電気㈱以外には実施でき
ないため。

19

Ｈ－ＩＩＡロケット（Ｆ２１）飛行安全解析
（その１）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月28日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            6,405,000 - -
本作業はＨ－ＩＩＡロケットの主製造企業である三菱重
工業（株）以外には実施できないため。

19

Ｈ－ⅡＢロケット２号機飛行後評価解
析

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月14日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          97,650,000 - -
Ｈ－ⅡＢロケット２号機のフライトデータをとりまとめシ
ステムとして評価する作業であり、開発プライム業者で
ある三菱重工業以外には実施できないため。

19

Ｈ－ⅡＡロケット第１段タンクドームの
国産化開発に向けた事前検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月28日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            7,602,000 - -

本契約内容は、Ｈ－ⅡＡロケット用推進薬タンクのドー
ムをＨ－ⅡＢロケット用と同様に国産化するための事
前検討作業であることから、Ｈ－ⅡＡ／Ｈ－ⅡＢロケッ
ト用タンクの開発および製造企業である三菱重工業株
式会社（契約相手方）以外には実施できないため。

19

低毒性推進薬スラスタ用触媒の耐熱
性検証試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月10日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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            3,486,000 - -

ＨＡＮ／ＡＮ／メタノールを燃料とするスラスタおよび触
媒に関する研究を平成２１年にＪＡＸＡと実施した業者
であり、前段階までの研究を行った三菱重工業株式会
社以外には実施できないため。

19

基幹ロケット高度化（その１） システ
ム設計および試作試験　誘導解析

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月22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

契約事務実施要領　第６９条　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            4,557,000 - -

誘導解析プログラムを開発した業者であり、誘導解析
に関する技術情報を有している唯一の業者である。Ｈ
－ＩＩＡロケットの搭載ソフトウェア（航法・誘導モジュー
ル）の製作業者であり、当該ソフトウェアに関する技術
情報を有している

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２３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

基幹ロケット高度化（その１） 　システ
ム設計および試作試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月10日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        454,744,500 - -

Ｈ－ＩＩＡロケットシステムに係る開発・製造・運用に関す
る技術を有している必要があり、Ｈ－ＩＩＡ／Ｂロケットの
製造プライムメーカであるとともに、打上げサービス事
業も行っている三菱重工業以外には実施できないた
め。

19

Ｈ－ⅡＢ　２号機ＳＲＢ－Ａ分離挙動
に関する調査・検討（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23年2月18日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          21,000,000 - -

Ｈ－ⅡＢ２号機のＳＲＢ－Ａ分離挙動に関するコア機体
側の要因検証作業であることにより、Ｈ－ⅡＢロケット
のコア機体の開発・製造企業である三菱重工業（株）
以外には実施できないため。

19

Ｈ－ⅡＢ　２号機ＳＲＢ－Ａ分離挙動
に関する調査・検討（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23年2月18日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          56,700,000 - -

Ｈ－ⅡＢ２号機のＳＲＢ－Ａ分離挙動に関するＳＲＢ－
Ａ／火工品側の要因検証作業であることにより、Ｈ－
ⅡＢロケットのＳＲＢ－Ａ／火工品の開発・製造企業で
ある（株）ＩＨＩエアロスペース以外には実施できないた
め。

19

ＬＥ－５Ｂ－２エンジン燃焼室用内筒
の再開発

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月9日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          48,930,000 - -

本業務を実施するためにはＨ－ＩＩＡ／Ｂロケット２段エ
ンジンの燃焼室の設計／製作技術に係る技術情報を
保有する必要がある。三菱重工業株式会社はＨ－ⅡＡ
／Ｂロケット２段エンジンの開発／製造業者であり、２
段エンジン燃焼室の設計／製作に関する技術情報を
保有する唯一の業者である。

19

Ｈ－ＩＩＡ／Ｈ－ＩＩＢロケット　計測用加
速度計の再開発

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月24日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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          17,010,000 - -
Ｈ－ＩＩＡ／Ｈ－ＩＩＢロケットの計測用加速度計の設計情
報を必要とし、唯一当該設計情報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。

19

イプシロンロケット２号機 慣性センサ
ユニット及び横加速度計測装置の製
作

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月31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

契約事務実施要領　第６９条　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          39,900,000 - -

イプシロンロケット用慣性センサユニット及び横加速度
計測装置の製造技術及び製造／検査装置を必要と
し、唯一当該技術及び装置を有する日本航空電子工
業（株）以外に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２３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２２年度　Ｈ－ⅡＡロケット用仮
設建屋等リース（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22年4月1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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            1,449,000 - -
大和リース㈱との再リースによれば、仮設建物の設置
費用が不要となり、有利な価格により契約できるため。

14

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７　射場系運用文書の維
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22年4月2日
宇宙技術開発株式会社
東京都中野区中野５－６２
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            1,722,000 - -
Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７（Ｐｌａｎｅｔ－Ｃ）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。

19

管理棟コピー室コピー機の賃貸借
（再リース）及び保守点検

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日

有限会社　種子島総合事
務機
鹿児島県西之表市西之表
７４３６－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            1,466,855 - -
有限会社種子島総合事務機とは、再リースにより競争
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。

14

平成２２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22年4月1日
沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－７－
１２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表            3,314,850 - -
沖電気工業（株）が整備した電話交換機設備の保守点
検であり、当該相手方以外では実施できないため。

19

平成２２年度　種子島宇宙センターＴ
Ｖ会議システム用構内交換機の賃貸
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22年4月1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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表              826,140 - -
再リースのため、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

Ｈ－ＩＩＡ１７号機フェアリングの探索・
回収作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月20日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）i　契約の相
手方が法令等の規定により明確に特定される契約

非公表          33,705,000 - -
契約相手方が「海洋汚染等及び海上災害の防止に関
する法律」により排出者が回収することが、明確に特
定されるため。

1
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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２３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２２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22年4月1日
日油株式会社
東京都渋谷区恵比寿４－
２０－３

契約事務実施要領　第６９条　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        100,001,105 - -

本業務は、ＳＲＢ－Ａ等固体ロケットを製造する固体推
進薬充填設備及び火薬庫（火薬類製造設備）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（火薬類製造設備）について、火薬類製造許可
を有し、また、維持運営に必要な設計情報、個体モー
タ等の製造・充填工程に基づく特定の点検要求や点検
データ評価、不適合処置のための技術データと評価能
力を有している必要がある。契約相手方は、当該製造
設備を設計・製作した業者であること、Ｈ－ⅡＡ個体
モ タ等を製造する業者として 経済産業省より火薬

19

Ｈ－ⅡＡロケット１７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22年4月22日
日本無線株式会社
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

契約事務実施要領　第６９条　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            1,890,000 - -

　海上監視レーダ設備の製造・納入業者であり、当該
設備の機能・性能に関する技術・運用情報等を有して
いる。　また、Ｈ－ⅡＢロケット試験機を含む過去の同
様な運用業務支援を実施しており、その結果も良好で
あり、運用支援を確実に行える業者である。

19

Ｈ－ⅡＡロケット・Ｆ１７打上げに伴う
特別電話回線保守

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年5月13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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            1,689,160 - -

Ｈ－ⅡＡロケット・Ｆ１７打上げに伴う特別電話回線保守
の国内における販売権を有しているのは西日本電信
電話（株）のみであり、当該相手方以外には実施できな
いため。

19

Ｈ－ＩＩＡロケット１７号機打上げにおけ
る雲観測業務

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年5月10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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）r　履行中の
工事等に直接関連する契約

非公表            2,496,900 - -

応用気象エンジニアリングが履行中の「平成２２年度
鹿児島宇宙センター気象業務」に直接関連する契約で
あるので、応用気象エンジニアリング以外の者に履行
させることが不利であるため。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７射場系射場整備作業
（そのエ）

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4月26日

ネッツエスアイ東洋株式会
社
神奈川県横浜市中区日本
大通１８

契約事務実施要領　第６９条　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            3,206,700 - -
Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７（ＰＬＡＮＥＴ－Ｃ）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ネッツエスアイ東洋
株式会社以外には実施できないため。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７射場系射場整備作業
（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22年4月26日
株式会社　テクノ・ビジネス
神奈川県川崎市中原区市
ノ坪１２７

契約事務実施要領　第６９条　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            1,968,750 - -
Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７（ＰＬＡＮＥＴ－Ｃ）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テクノ・ビ
ジネス以外に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２３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－ＩＩＡ・Ｆ１７射場系射場整備作業
（そのケ）

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4月30日

ウイングエンジニア株式会
社
兵庫県尼崎市西長洲町２
－６－２３

契約事務実施要領　第６９条　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            6,835,500 - -
Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７（ＰＬＡＮＥＴ－Ｃ）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ウイングエンジニア
株式会社以外には実施できないため。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７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22年4月26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

契約事務実施要領　第６９条　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            3,185,700 - -
Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７（ＰＬＡＮＥＴ－Ｃ）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ナックイメージテク
ノロジー株式会社以外には実施できないため。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７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22年4月26日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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          29,851,500 - -
Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７（ＰＬＡＮＥＴ－Ｃ）の射場系運用技術を必
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。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７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22年4月26日
沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－７－
１２

契約事務実施要領　第６９条　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            5,362,350 - -
Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７（ＰＬＡＮＥＴ－Ｃ）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。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７射場系射場整備作業
（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22年5月6日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          27,300,000 - -
Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１７（ＰＬＡＮＥＴ－Ｃ）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日本電気株式会社
以外には実施できないため。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１８射場系運用文書の維持
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22年6月11日
宇宙技術開発株式会社
東京都中野区中野５－６２
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            1,155,000 - -
Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１８（ＱＺＳ－１）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。

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２３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

衛星地球局設備（小笠原向）の不具
合調査及び対策

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7月6日
株式会社　テクノ・ビジネス
神奈川県川崎市中原区市
ノ坪１２７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表          20,080,648 - -
打ち上げまでに早急に対処する必要があるため提案
業者と契約を締結する。

13

衛星地球局設備（種子島向）の不具
合調査及び対策

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7月6日

ウイングエンジニア株式会
社
兵庫県尼崎市西長洲町２
－６－２３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表          16,856,475 - -
打ち上げまでに早急に対処する必要があるため提案
業者と契約を締結する。

13

平成２２年度秋期高層風集中観測に
用いる高層気象観測機材の調達及
び無線局変更申請

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8月16日
明星電気株式会社
東京都文京区小石川２－
５－７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            2,446,500 - -
本件観測機材を販売しているのは提案業者のみであ
り、当該相手方以外には実施できないため。

19

Ｈ－ⅡＡロケット１８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22年8月23日
日本無線株式会社
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

契約事務実施要領　第６９条　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            1,501,500 - -

　海上監視レーダ設備の製造・納入業者であり、当該
設備の機能・性能に関する技術・運用情報等を有して
いる。また、過去の同様な運用業務支援を実施してお
り、その結果も良好であり、運用支援を確実に行える
業者である。

19

Ｈ－ＩＩＡ１８号機フェアリングの探索・
回収作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年8月10日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）i　契約の相
手方が法令等の規定により明確に特定される契約

非公表          28,140,000 - -
契約の相手方が「海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律」により明確に特定されるため。

1

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１８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22年8月26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

契約事務実施要領　第６９条　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            2,655,450 - -
Ｈ－ＩＩ・Ｆ１８（ＱＺＳ－１）の射場系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）以外には実施
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２３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－ＩＩＡ・Ｆ１８射場系射場整備作業
（そのエ）

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8月27日

ネッツエスアイ東洋株式会
社
神奈川県横浜市中区日本
大通１８

契約事務実施要領　第６９条　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            2,894,850 - -
Ｈ－ＩＩ・Ｆ１８（ＱＺＳ－１）の射場系運用技術を必要とし、
唯一当該技術を有するネッツエスアイ東洋（株）以外に
は実施できないため。。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１８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22年8月26日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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          30,208,500 - -
Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１８（ＱＺＳ－１）の射場系運用技術を必要と
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。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１８射場系射場整備作業
（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22年8月27日
株式会社　テクノ・ビジネス
神奈川県川崎市中原区市
ノ坪１２７

契約事務実施要領　第６９条　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            1,421,702 - -
Ｈ－ＩＩ・Ｆ１８（ＱＺＳ－１）の射場系運用技術を必要とし、
唯一当該技術を有す株式会社テクノ・ビジネス以外に
は実施できないため。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１８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22年8月27日
沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－７－
１２

契約事務実施要領　第６９条　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            5,485,200 - -
Ｈ－ＩＩ・Ｆ１８（ＱＺＳ－１）の射場系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）以外には実施
できないため。

19

Ｈ－ⅡＡロケット１８号機打上げにお
ける雲観測業務

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年9月6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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）r　履行中の
工事等に直接関連する契約

非公表            1,635,900 - -
現に履行中の鹿児島宇宙センター気象業務の契約者
である提案業者以外に履行させた場合、業務の重複
により不利となるため。

19

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１８射場系射場整備作業
（そのケ）

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8月27日

ウイングエンジニア株式会
社
兵庫県尼崎市西長洲町２
－６－２３

契約事務実施要領　第６９条　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            1,442,406 - -
Ｈ－ＩＩ・Ｆ１８（ＱＺＳ－１）の射場系運用技術を必要とし、
唯一当該技術を有すウイングエンジニア株式会社以外
に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２３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

衛星地球局設備（種子島向）不具合
処置

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年8月11日
株式会社　テクノ・ビジネス
神奈川県川崎市中原区市
ノ坪１２７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表            6,452,880 - -

テクノビジネスが開発・設計・製作した衛星地球局設備
（種子島向）に係る装置に不具合が発生したため、不
具合処置を履行するにあたって当約相手方以外では
実施できないため。

19

高圧ガス貯蔵供給所（ＨＧＳ）貯気槽
ノズル部の更新

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9月24日
株式会社　ＩＨＩ
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表          29,937,600 - -
Ｈ－２Ｂ極低温試験間に合うように早急に対処する必
要があるため（株）ＩＨＩと契約を締結する。

13

Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１８射場系射場整備作業
（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22年8月26日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          28,963,200 - -
Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ１８（ＱＺＳ－１）の射場系運用技術を必要と
し、唯一当該技術を有する日本電気株式会社以外に
は実施できないため。

19

Ｈ－ⅡＡロケットテレメータ受信設備
ＶＨＦ帯テレメータ受信設備ノイズ調
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22年9月17日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            5,880,000 - -

Ｈ－ⅡＡロケット１８号機打上げに使用する宇宙ヶ丘テ
レメータ受信設備において、暫定の応急処置でもノイ
ズが発生することが判明し、緊急に同打上げに対する
影響等の状況調査を行う必要があり、早急に対処する
必要があるため三菱電機㈱と契約を締結する。

13

Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２射場系運用文書の維持
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22年11月25日
宇宙技術開発株式会社
東京都中野区中野５－６２
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            2,240,700 - -
Ｈ－ＩＩＡ・Ｆ２（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。

19

Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２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22年12月8日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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          21,588,000 - -
Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２（ＨＴＶ）の射場系運用技術を必要とし、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。

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２３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・Ｆ２射場系射場整備作業（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22年12月8日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          41,767,950 - -
Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２（ＨＴＶ）の射場系運用技術を必要とし、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。

19

Ｈ－ⅡＢロケット２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22年12月27日
日本無線株式会社
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

契約事務実施要領　第６９条　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            1,738,800 - -

　海上監視レーダ設備の製造、納入業者であり、当該
設備の機能、性能に関する技術・運用情報等を有して
いる。また、過去の同様な運用業務支援を実施してお
り、その結果も良好であり、運用支援を確実に行える
業者である。

19

Ｈ－ⅡＢロケット２号機打上げにおけ
る雲観測業務

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）r　履行中の
工事等に直接関連する契約

非公表            1,531,950 - -

本契約は、現に履行中の「平成２２年度鹿児島宇宙セ
ンター気象業務」に直接関連する契約であり、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ること
が不利であるため。

19

Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２射場系射場整備作業（そ
のエ）

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12月22日

ネッツエスアイ東洋株式会
社
神奈川県横浜市中区日本
大通１８

契約事務実施要領　第６９条　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            2,890,650 - -
Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２（ＨＴＶ）の射場系運用技術を必要とし、唯
一当該技術を有するネッツエスアイ東洋（株）以外には
実施できないため。

19

Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２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22年12月22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

契約事務実施要領　第６９条　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            2,748,900 - -
Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２（ＨＴＶ）の射場系運用技術を必要とし、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。

19

Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２射場系射場整備作業（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22年12月22日
株式会社　テクノ・ビジネス
神奈川県川崎市中原区市
ノ坪１２７

契約事務実施要領　第６９条　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            1,745,932 - -
Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２（ＨＴＶ）の射場系運用技術を必要とし、唯
一当該技術を有する（株）テクノ・ビジネス以外には実
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２３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・Ｆ２射場系射場整備作業（そ
のケ）

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12月22日

ウイングエンジニア株式会
社
兵庫県尼崎市西長洲町２
－６－２３

契約事務実施要領　第６９条　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            2,740,858 - -
Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２（ＨＴＶ）の射場系運用技術を必要とし、唯
一当該技術を有するウイングエンジニア（株）以外には
実施できないため。

19

Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２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22年12月28日
沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－７－
１２

契約事務実施要領　第６９条　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            5,388,600 - -
Ｈ－ＩＩＢ・Ｆ２（ＨＴＶ）の射場系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）以外には実施で
きないため。

19

平成２３年度春期高層風集中観測に
用いる高層気象観測機材の調達及
び無線局変更申請

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月21日
明星電気株式会社
東京都文京区小石川２－
５－７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            5,565,000 - -
本観測機材を販売しているのは提案業者のみであり、
当該相手方以外には実施できないため。

19

平成２２年度　月面数値地形モデル
作成システムの処理運用支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日

株式会社　エヌ・ティ・ティ・
データＣＣＳ
東京都江東区亀戸６－４１
－１０

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表          39,900,000 - -

本契約における支援作業において必須となるＤＴＭ作
成処理システムのソフトウエアアルゴリズムについて、
システム開発業者が著作権を有しており、非公開であ
る。したがって、当該システムのソフトウエア機能付
加、 適化設定・環境変更等改変作業、ＤＴＭ作成処
理並びに高精度月面数値地形モデルマップ用の機能
付加・マップ検討を実施できるのは、著作権を有する本
提案業者のみである。

19

はやぶさ（ＭＵＳＥＳ－Ｃ）サンプルリ
ターンカプセルの回収作業支援（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22年4月12日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            4,305,000 - -

本業務を実施するためには、はやぶさサンプルリター
ンカプセルの設計製造に関する技術情報を有すること
が必要であり、はやぶさサンプルリターンカプセルを設
計製造した（株）ＩＨＩエアロスペース以外には実施でき
ないため。

19

月ミッション運用解析センター計算機
（二期調達分）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22年4月1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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            3,067,368 - -

日本電子計算機（株）とは、延長して計算機再リースを
行うことで賃貸借料がこれまでの１／１０になる理由に
より、時価に比べ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２３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２２年度　はやぶさシステム運用
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22年4月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          53,034,500 - -

「はやぶさ」の衛星システム全体及び各サブシステム
（姿勢軌道制御系、電気推進系、電源系）の詳細な技
術情報を必要とし、唯一当該システムの設計・開発業
者であり、技術的対応が可能な日本電気（株）以外に
は実施できないため。

19

はやぶさ再突入および回収連絡調整
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22年4月1日

ＢＡＥ　ＳＹＳＴＥＭＳ　Ａｕｓｔ
ｒａｌｉａ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
２－６　Ａｒｄｔｏｒｎｉｓｈ　Ｓｔｒｅ

 ｅｔ　Ｈｏｌｄｅｎ　Ｈｉｌｌ，
 ＳＡ　５０８８　Ａｕｓｔｒｒａｌｉａ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            7,749,534 - -

豪州政府機関との調整を円滑に進めるためには、豪
州政府機関との管理業務代行等契約相手先を介する
必要があり、当該管理業務代行等契約を結んでいる
のは、ＢＡＥ　ＳＹＳＴＥＭＳ　Ａｕｓｔｒａｒｉａ　Ｌｔｄ．のみであ
るため。

19

「はやぶさ２／Ｋａ帯通信系」概念設
計（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22年6月15日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            1,500,000 - -
宇宙機器の開発実績及びＫａ帯通信の開発技術を必
要とし、唯一当該技術等を有する日本電気㈱以外には
実施できないため。

19

「はやぶさ２／Ｋａ帯通信系」概念設
計（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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,500,000 - -
宇宙機器の開発実績及びＫａ帯通信の開発技術を必
要とし、唯一当該技術等を有する三菱電機㈱以外には
実施できないため。

19

「はやぶさ２／Ｋａ帯通信系」概念設
計（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22年6月15日
明星電気株式会社
東京都文京区小石川２－
５－７

契約事務実施要領　第６９条　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            1,500,000 - -
宇宙機器の開発実績及びＫａ帯通信の開発技術を必
要とし、唯一当該技術等を有する明星電気㈱以外には
実施できないため。

19

「はやぶさ２／近赤外分光計」概念設
計（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22年6月15日
分光計器株式会社
東京都八王子市高倉町４
－８

契約事務実施要領　第６９条　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            1,500,000 - -
宇宙機器の開発実績及び光学機器の開発技術を必要
とし、唯一当該技術等を有する分光計器㈱以外には実
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２３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

「はやぶさ２／近赤外分光計」概念設
計（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22年6月15日
明星電気株式会社
東京都文京区小石川２－
５－７

契約事務実施要領　第６９条　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            1,500,000 - -
宇宙機器の開発実績及び光学機器の開発技術を必要
とし、唯一当該技術等を有する明星電気㈱以外には実
施できないため。

19

「はやぶさ２／中間赤外線カメラ」概
念設計（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22年6月15日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            1,500,000 - -

宇宙機器の開発実績及び赤外線機器の開発技術を必
要とし、唯一当該技術等を有する日本電気㈱以外には
実施できないため。 19

「はやぶさ２／中間赤外線カメラ」概
念設計（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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,500,000 - -
宇宙機器の開発実績及び赤外線機器の開発技術を必
要とし、唯一当該技術等を有する三菱電機㈱以外には
実施できないため。

19

「はやぶさ２／中間赤外線カメラ」概
念設計（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22年6月15日
明星電気株式会社
東京都文京区小石川２－
５－７

契約事務実施要領　第６９条　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            1,500,000 - -
宇宙機器の開発実績及び赤外線機器の開発実績を必
要とし、唯一当該技術等を有する明星電気㈱以外には
実施できないため。

19

「はやぶさ２／衝突機系」概念設計
（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22年6月15日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            1,500,000 - -

宇宙機器の開発実績及び火工品などを用いた機器の
開発技術を必要とし、唯一当該技術等を有する㈱ＩＨＩ
エアロスペース以外には実施できないため。 19

「はやぶさ２／衝突機系」概念設計
（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22年6月15日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            1,500,000 - -

宇宙機器の開発実績及び火工品などを用いた機器の
開発技術を必要とし、唯一当該技術等を有する日本電
気㈱以外に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２３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

「はやぶさ２／衝突機系」概念設計
（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22年6月15日
明星電気株式会社
東京都文京区小石川２－
５－７

契約事務実施要領　第６９条　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            1,500,000 - -
宇宙機器の開発実績及び火工品などを用いた機器の
開発技術を必要とし、唯一当該技術等を有する明星電
気㈱以外には実施できないため。

19

月着陸探査機システムの詳細検討
（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22年6月21日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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            6,142,500 - -
ＳＥＬＥＮＥ－２の概念設計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㈱以外には実施でき
ないため。

19

月着陸探査機システムの詳細検討
（そのエ）

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6月23日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            6,599,250 - -
ＳＥＬＥＮＥ－２の概念設計の進行に伴うものであり、前
段階までを実施した㈱ＩＨＩエアロスペース以外には実
施できないため。

19

月着陸探査機システムの詳細検討
（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22年6月24日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            5,902,500 - -
ＳＥＬＥＮＥ－２の概念設計の進行に伴うものであり、前
段階までを実施した日本電気㈱以外には実施できない
ため。

19

マイクロ波イオンエンジン機器の汎用
化開発（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22年7月12日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表        107,000,000 - -

マイクロ波イオンエンジン機器の汎用化開発にあたっ
ては、マイクロ波イオンエンジンμ１０を設計・製造する
技術が必要であり、当該技術に係る特許を有する業者
は日本電気㈱のみであるため。

19

月着陸探査機システムの詳細検討
（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22年7月8日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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            3,675,000 - -
ＳＥＬＥＮＥ－２の概念設計の進行に伴うものであり、前
段階までを実施した三菱電機㈱以外には実施できない
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２３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

はやぶさカプセル必要機材の調達お
よび現地支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年5月14日

ＢＡＥ　ＳＹＳＴＥＭＳ　Ａｕｓｔ
ｒａｌｉａ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
２－６　Ａｒｄｔｏｒｎｉｓｈ　Ｓｔｒｅ

 ｅｔ　Ｈｏｌｄｅｎ　Ｈｉｌｌ，
 ＳＡ　５０８８　Ａｕｓｔｒｒａｌｉａ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          17,607,788 - -

はやぶさカプセル回収のために必要な機材調整及び
現地支援を行うためには、豪州政府機関との管理業務
代行等契約相手方を介する必要があり、当該管理業
務代行等契約を結んでいるのは、ＢＡＥ　ＳＹＳＴＥＭＳ
Ａｕｓｔｒａｒｉａ　Ｌｔｄ．のでみあるため。

19

はやぶさカプセル回収に関するウー
メラＲＣＣ運用作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年6月1日

Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎ
ｔ
ＰＯ　ＢＯＸ　１５７　Ｗｏｏｍ
ｅｒａ　ＳＡ　５７２０

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            9,733,830 - -
はやぶさのカプセル回収場所である豪州ウーメラ禁止
区域でＲＣＣ運用作業を行うものであり、当該区域を管
理する豪州国防省以外には実施できないため。

5

はやぶさカプセル展示用ケース製作
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7月7日
有限会社　セキモデル
東京都府中市分梅町５－
５－１３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            6,205,500 - -

相模原キャンパス一般公開にはやぶさカプセルを展示
するため、緊急に展示用ケースを製作する必要があ
り、見積り合わせにより（有）セキモデルと契約を締結
する。

13

月探査ローバおよび月着陸探査機着
陸脚の性能確認試験

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年8月19日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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            3,486,000 - -
ＳＥＬＥＮＥ－２の概念設計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㈱以外には実施でき
ないため。

19

ＩＫＡＲＯＳシステム運用支援
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年9月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            4,914,000 - -
ＩＫＡＲＯＳのＦＭシステムの設計・製造・試験に関する
技術情報を必要とし、唯一当該技術情報を有する日本
電気株式会社以外には実施できないため。

19

Ｓｏｌａｒ－Ｓａｉｌイオンエンジン高圧コン
バータの試作評価

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10月19日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            3,360,000 - -

基盤とするマイクロ波放電式イオンエンジンμ１０の技
術情報を有し、Ｈ１８年「ソーラーセイルイオンエンジン
電源の開発」、Ｈ１９年度、Ｈ２０年度「Ｓｏｌａｒ－Ｓａｉｌイオ
ンエンジン高圧電源部の開発」、Ｈ２１年度「Ｓｏｌａｒ－Ｓ
ａｉｌイオンエンジン高圧コンバータの検討」に実施した回
路設計、試作回路と電気的インターフェースの合う高
圧コンバータの検討が可能な唯一の業者である日本
電気株式会社以外に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２３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

単純脚・クローラハイブリッド型移動
機構に関する研究

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年9月14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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            2,500,000 - -

「ＪＡＸＡ月面ロボットチャレンジ」の課題を達成するロ
ボットの構成案を応募し、応募された研究提案から、構
成案につき審査の結果、選定された国立大学法人東
北大学と共同研究契約を締結する。

19

【九州大学との共同研究】　光学観測
を用いたはやぶさカプセル大気再突
入軌道決定

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5月19日
国立大学法人　九州大学
福岡県福岡市東区箱崎６
－１０－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            1,260,000 - -
物体の大気突入における光学観測データから画像処
理を経て飛行軌道を推定する技術を有する国立大学
法人九州大学以外には実施できないため。

19

月面環境下で作業を行なう可変形態
ロボットに関する研究

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日

国立大学法人　東京工業
大学
東京都目黒区大岡山２－
１２－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            2,500,000 - -
フィールド移動・作業ロボットの機構技術において高い
技術力と実績を有している国立大学法人東京工業大
学以外には実施できないため。

19

モジュール埋設用テキスタイル構築
ロボットに関する研究

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年9月14日
東急建設株式会社
東京都渋谷区渋谷１－１６
－１４

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            2,500,000 - -

「ＪＡＸＡ月面ロボットチャレンジ」の課題を達成するロ
ボットの構成案を応募し、応募された研究提案から、構
成案につき審査の結果、選定された東急建設株式会
社と共同研究契約を締結する。

19

月面移動ロボット遠隔操作技術に関
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22年9月14日
国立大学法人　茨城大学
茨城県水戸市文京２－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            2,500,000 - -

「ＪＡＸＡ月面ロボットチャレンジ」の課題を達成するロ
ボットの構成案を応募し、応募された研究提案から、構
成案につき審査の結果、選定された国立大学法人茨
城大学と共同研究契約を締結する。

19

月面ロボット用キャスティング作業シ
ステムに関する研究

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年9月14日

独立行政法人　産業技術
総合研究所
茨城県つくば市梅園１－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            2,500,000 - -

「ＪＡＸＡ月面ロボットチャレンジ」の課題を達成するロ
ボットの構成案を応募し、応募された研究提案から、構
成案につき審査の結果、選定された独立行政法人産
業技術総合研究所と共同研究契約を締結する。

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２３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

クローラ型移動ロボットに関する研究
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年9月14日
学校法人　愛知工科大学
愛知県蒲郡市西迫町馬乗
５０－２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            2,500,000 - -

「ＪＡＸＡ月面ロボットチャレンジ」の課題を達成するロ
ボットの構成案を応募し、応募された研究提案から、構
成案につき審査の結果、選定された学校法人電波学
園愛知工科大学と共同研究契約を締結する。

19

円形断面クローラ型移動ロボットに関
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22年9月14日
国立大学法人　大阪大学
大阪府吹田市山田丘１－
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            2,500,000 - -

「ＪＡＸＡ月面ロボットチャレンジ」の課題を達成するロ
ボットの構成案を応募し、応募された研究提案から、構
成案につき審査の結果、選定された国立大学法人大
阪大学と共同研究契約を締結する。

19

モジュール埋設ロボットに関する研究
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年9月14日
学校法人　千葉工業大学
千葉県習志野市津田沼２
－１７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            2,500,000 - -

「ＪＡＸＡ月面ロボットチャレンジ」の課題を達成するロ
ボットの構成案を応募し、応募された研究提案から、構
成案につき審査の結果、選定された学校法人千葉工
業大学と共同研究契約を締結する。

19

ウーメラ禁止区域使用料
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月17日

Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎ
ｔ
ＰＯ　ＢＯＸ　１５７　Ｗｏｏｍ
ｅｒａ　ＳＡ　５７２０

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表          18,915,000 - -
はやぶさのカプセル回収場所である豪州ウーメラ禁止
区域を賃貸借するものであり、当該区域を管理する豪
州国防省以外とは賃貸借を実施できないため。

5

地中探査レーダの修理
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月1日
キーコム株式会社
東京都豊島区南大塚３－
４０－２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            3,150,000 - -
キーコム社製地中探査レーダの販売権（修理を含
む。）を有しているのはキーコム㈱のみであり、当該相
手方以外には実施できないため。

19

月面滞在用Ｓ／Ｘ帯多周波位相遅延
ＶＬＢＩ小型パッチアンテナ要素開発

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月17日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            3,496,500 - -

「かぐや」で開発したＳ／Ｘ帯多周波波位相遅延ＶＬＢＩ
の技術をもとに、Ｓ／Ｘ帯小型アンテナの月面温度環
境への適用を行うものであるため、「かぐや」で開発し
たＳ／Ｘ帯多周波位相遅延ＶＬＢＩにおけるアンテナ設
計・製造に関する技術情報、並びに月面における温度
環境、及びその環境下での温度特性や対策方法に関
する技術情報を必要とし、唯一当該技術を有する日本
電気株式会社以外に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２３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

宇宙用超高エネルギー密度リチウム
イオン電池の試作・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23年3月1日

株式会社　ジーエス・ユア
サテクノロジー
京都府福知山市長田野町
１－３７

契約事務実施要領　第６９条　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            6,000,000 - -
超高エネルギー密度リチウムイオン電池の開発の進
行に伴うものであり、前段階までを製作した㈱ジーエ
ス・ユアサテクノロジー以外には実施できないため。

19

平成２２年度衛星技術情報共有シス
テムサーバ計算機の賃貸借（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22年4月1日

日本ＨＰファイナンシャル
サービス株式会社
東京都府中市府中町１－
９

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表              832,650 - -

提案業者は、当該賃貸借物件を購入、納入した東京セ
ンチュリーリース株式会社から引き継がれた者である。
平成２２年２月から機構にリースを実施、当該物件を所
有し、機構にリースをすることができる。また提案業者
から再リースすることによって、時価に比べて著しく有
利な価格をもって契約をすることができる。

14

平成２２年度維持管理システム用計
算機の賃貸借（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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）ｕ　次年度以
降引き続き契約を継続することを前提に競争を行った
契約

非公表              869,400 - -
平成１８年度に見積合せを行った結果、 も安価で
あったため、平成１９年１月から平成２３年１２月まで契
約を行ったものである。

19

データ保存システム（マスターデータ
バックアップコンポーネント）の計算機
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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）ｕ　次年度以
降引き続き契約を継続することを前提に競争を行った
契約

非公表            1,726,452 - -
平成１８年度に見積り合せを実施し、決定した業者で
あり、当初予定期間の契約を継続する相手方としては
当該契約相手方以外にはない。

19

ＡＬＯＳ情報システム地図データサー
バ計算機の賃貸借（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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）ｕ　次年度以
降引き続き契約を継続することを前提に競争を行った
契約

非公表            1,333,500 - -
平成１８年度に見積り合せを実施し、決定した業者で
あり、当初予定期間の契約を継続する相手方としては
当該契約相手方以外にはない。

19

平成２２年度国際北極圏研究セン
ター（ＩＡＲＣ）管理運営費の支払

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4月1日

アラスカ大学
９３０ Ｋｏｙｕｋｕｋ Ｄｒｉｖｅ ＰＯ
Ｂｏｘ ７５７３４０ Ｆａｉｒｂａｎｋ
ｓ Ａｌａｓｋａ ９９７７５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          62,939,400 - -

提案業者は、ＩＡＲＣを付属研究所として所有、管理運
営している米国州立大学であり、ＪＡＸＡにＩＡＲＣでの研
究に必要な光熱水道、施設維持サービスを提供できる
唯一の事業者である。

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２３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

地球観測情報システム等の換装に伴
う計算機（その１）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22年4月1日
富士通リース株式会社
東京都千代田区神田練塀
町３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表              972,720 - -
契約相手方から再リースすることによって、時価に比
べて著しく有利な価格をもって契約することが出来るた
め。

14

可搬型ネットワーク解析装置の賃貸
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22年4月2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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）ｕ　次年度以
降引き続き契約を継続することを前提に競争を行った
契約

非公表            2,107,980 - -

当該物品をリースするに当たり平成１９年度に見積もり
合わせを行った結果、日本電子計算機（株）の見積額
が も安価であったことを受けて、平成１９年１２月から
平成２３年１１月までのリース契約を日本電子計算機
（株）と締結した。現在、リース契約期間内であることか
ら、日本電子計算機（株）は当該物品を機構にリースで
きる唯一の業者である。

19

平成２２年度 衛星管制情報システム
（第２期）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22年4月1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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表              955,500 - -

提案業者は、本システムのリース契約を入札により決
定され、平成１５年度から２０年度まで実施、２０年９月
から再リースを行っている。当該機器を再リースできる
のは提案業者だけであり、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。

14

ＥＯＲＣ用モバイル端末等の賃貸借
（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22年4月1日
昭和リース株式会社
東京都江東区東雲１－７
－１２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）ｕ　次年度以
降引き続き契約を継続することを前提に競争を行った
契約

非公表            1,007,755 - -
平成１９年度に見積もり合せを実施し、決定した業者で
あり、当初予定期間の契約を継続する相手方としては
当該契約相手方以外にはない。

19

Ｈ－ⅡＡロケット（ＡＬＯＳ－２用） 初期
検討（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22年4月1日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          27,961,500 - -

本契約により実施されるＨ－ＩＩＡロケット打上げ初期検
討は、Ｈ－ＩＩＡ標準型の民間移管にかかる唯一のプラ
イム企業である三菱重工株式会社以外には実施でき
ないため。

19

ＧＰＭアルゴリズム開発用計算機の
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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）ｕ　次年度以
降引き続き契約を継続することを前提に競争を行った
契約

非公表            1,239,840 - -

当該賃貸借物件をリースするにあたり平成１９年度に
見積り合せを行った結果、契約相手方の見積額が も
安価であったことを受けて、平成１９年１１月から平成２
３年１０月までのリース契約を契約相手方と締結した。
現在、リース契約期間内であることから、契約相手方
は当該賃貸借物件を機構にリースできる唯一の者であ
る。

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２３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

ＧＯＳＡＴ軌道上技術評価に係る業務
支援（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22年4月1日
宇宙技術開発株式会社
東京都中野区中野５－６２
－１

契約事務実施要領　第６９条　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          16,968,000 - -

本業者はＡＬＯＳ、ＥＴＳ－Ⅷにおける軌道上技術評
価、ＡＬＯＳ、ＥＴＳ－Ⅷ、ＷＩＮＤＳにおける衛星地上試
験の評価、及び平成１９年度に実施した「ＧＯＳＡＴ軌道
上技術評価に係る業務支援」においてＧＯＳＡＴのシス
テムプロトフライト試験（初期電気性能試験まで）の評
価、処理システムの検討を担当しており、軌道上にお
ける衛星データの傾向に見合う評価手法及び追管シ
ステムのデータ取得から評価用データ生成までの評価
システムに係る技術情報を有している。　このような評
価手法 技術情報を有しているのは提案業者以外にな

19

平成２２年度ＧＰＭ主衛星のＨ－ⅡＡ
ロケット初期検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年5月20日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          87,675,000 - -
平成１４年にＨ－ⅡＡ標準型の民間移転に係るプライ
ムとして選定された唯一の企業であり、提案業者以外
には実施できないため。

19

平成２２年度ＧＯＳＡＴ衛星システム軌
道上技術評価支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月9日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          20,475,000 - -
ＧＯＳＡＴの製造技術や運用技術を必要とし、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。

19

ＴＲＭＭ／ＰＲおよびＧＳＭａＰ降雨
データを用いた災害への応用並びに
ＧＯＳＡＴデータの海洋炭素吸収への
応用【共同研究：山口大学】

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5月19日
国立大学法人　山口大学
山口県宇部市常盤台２－
１６－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            4,999,297 - -

東南アジア地域、特にインドネシアにおける急速なる発
展は、熱帯雨林の消失、大気や河川の汚染、廃棄物
の増大等を生み、環境への負荷を増大させている。ま
た、地球温暖化に関しては、同地域は温室効果ガスの
一大発生源であると同時に、地域の人々の社会経済
生活が、その影響を も深刻に被ると懸念される地帯
である。よって、インドネシアで発生する災害等に衛星
データが応用できるか否かを知る事は、非常に重要と

 なってきている。山口大学はＨ１８年度からは炭酸ガス
のリトリ バルに関するＧＯＳＡＴの公募研究を ２０年

19

平成２２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22年4月28日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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        167,160,000 - -
陸域観測技術衛星（ＡＬＯＳ）の衛星システム、サブシ
ステム開発及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。

19

温室効果ガス観測センサの評価支援
（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22年4月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          87,465,000 - -

ＧＯＳＡＴ搭載温室効果ガス観測センサ（ＴＡＮＳＯ）の
軌道上評価支援を行うためにはセンサの設計に関す
る詳細技術情報を有している必要があり、ＴＡＮＳＯの
主契約企業であるＮＥＣ以外に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２３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２２年度　陸域観測技術衛星（Ａ
ＬＯＳ）軌道上技術評価（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22年4月9日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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          23,625,000 - -

陸域観測技術衛星（ＡＬＯＳ）のＡＶＮＩＲ－２，ＤＲＣ等の
サブシステム開発・製造技術を必要とし、唯一当該開
発技術を有する三菱電機（株）以外には実施できない
ため。

19

技術試験衛星Ⅷ型（ＥＴＳ－Ⅷ）　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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          46,914,000 - -

技術試験衛星Ⅷ型の軌道上技術評価を行うためには
衛星の設計・製造に関する詳細技術情報を有している
必要があり、当該衛星の設計・製造を実施した三菱電
機以外には履行できないため。

19

スバルバード局におけるＧＯＳＡＴ衛
星運用及びＪＡＸＡ－ＫＳＡＴ間運用イ
ンタフェースに係る維持管理

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年6月25日

Ｋｏｎｇｓｂｅｒｇ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅｓ
Ｐｒｅｓｔ ｖａｎｎｖｅｉｅｕ３８ Ｐ．
Ｏ．６１８０，Ｎ－９２９１ Ｔｒｏ
ｍｓφ，Ｎｏｒｗａｙ

契約事務実施要領　第６９条　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          62,265,506 - -

ＧＯＳＡＴでは、高緯度に位置し受信パスが確保可能な
スバルバード局を 適な局として選定した。スバル
バード局を運営する唯一の機関である。ＫＳＡＴのみが
本業務を遂行できる。（尚、ＧＯＳＡＴでは、スバルバー
ド局、キルナ局及びアラスカ局を海外受信支援局の候
補として総合的なトレードオフを行い、その結果スバル
バード局がデータレーテンシーとロバスト性で優れてい
るとして選定し、平成１７年度 第１１回宇宙利用推進本
部会議にて了承された。提案業者は、スバルバード局
を運営している業者である ）

19

ＷＩＮＤＳ 精太陽センサ温度異常検
討・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22年6月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            8,820,000 - -

超高速インターネット衛星（ＷＩＮＤＳ）に搭載されている
精太陽センサ（ＦＳＳ）の不具合事象に対する代替手法
の検討作業であるため、主製造企業である日本電気
（株）以外には実施できないため。

19

ＷＩＮＤＳ実験ユーザ局ＩＤＵソフトウェ
ア機能追加

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年5月17日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            8,610,000 - -

ＩＤＵはＷＩＮＤＳ衛星特有の再生系通信システムに適
合しているものである。現状のＩＤＵ仕様を元に同ＩＤＵ
の機能を損なうことなく機能追加を実施出来るのは、
ＷＩＮＤＳ衛星ならびにＩＤＵの開発・納入元である日本
電気（株）のみであるため。

19

平成２２年度高分解能ポラリメトリック
ＳＡＲを用いた水害状況把握技術の
開発に係る研究業務委託

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年7月28日
学校法人　日本大学
東京都千代田区九段南４
－８－２４

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            6,746,461 - -

本研究業務委託は、宇宙航空研究開発機構（以下「機
構」という。）が、日本大学をパートナーとして、国交省
河川技術開発制度における国土技術政策総合研究所
の委託を受けて行う研究の一環として行うものであり、
同研究所より競争的資金の供与を受けて行うものであ
る。土木の知見を持つ日本大学をパートナーとする研
究体制により、同研究所の委託研究公募へ応募し採
択されたことにより日本大学以外には実施できないた
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２３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２２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22年7月7日

アラスカ大学
９３０ Ｋｏｙｕｋｕｋ Ｄｒｉｖｅ ＰＯ
Ｂｏｘ ７５７３４０ Ｆａｉｒｂａｎｋ
ｓ Ａｌａｓｋａ ９９７７５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表        164,500,000 - -

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。

19

準天頂測位衛星初号機（ＱＺＳ－１）
打上げ延期に伴うミッション解析追加
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22年8月6日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            2,706,900 - -
Ｈ－ＩＩＡロケット打上げに係るミッション解析は、Ｈ－ＩＩＡ
ロケットの主契約企業である三菱重工業（株）以外には
実施できないため。

19

ボロメータ方式非冷却赤外検出器の
スティッチング技術の要素試作

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7月5日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          10,290,000 - -

日本電気（株）はボロメータ方式非冷却赤外検出器を
利用した地上用の赤外カメラの製造を自社で行ってお
り、検出器の製造、評価設備を有している。ボロメータ
方式非冷却赤外検出器に関しては、国内で製造可能
なのは日本電気（株）のみであるため。

19

ダイオード方式非冷却赤外検出器の
スティッチング技術の要素試作

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7月5日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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          13,545,000 - -

三菱電機（株）はダイオード方式非冷却赤外検出器を
利用した地上用の赤外カメラの製造を自社で行ってお
り、検出器の製造、評価設備を有している。ダイオード
方式非冷却赤外検出器に関しては、国内で製造可能
なのは三菱電機（株）のみであるため。

19

コンタミネーションの研究
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年8月19日
国立大学法人　三重大学
三重県津市栗真町屋町１
５７７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            1,900,000 - -

三重大学は、国内において数少ないコンタミネーション
研究の実績を持つ研究機関である。また宇宙機器の
造詣が深く、衛星搭載光学センサの開発の観点から、
本研究におけるコンタミネーションの評価試験に　 も
適した共同研究機関である。

19

台風多発地域及び太平洋地域の災
害リスク管理向上のための宇宙技術
利用の政策及び技術オプション調査
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22年10月28日

Ｕｎｉｔｅｄ Ｎａｔｉｏｎｓ Ｅｃｏｎｏ
ｍｉｃ
Ｕｎｉｔｅｄ Ｎａｔｉｏｎｓ Ｂｕｉｌｄｉｎ
ｇ，Ｒａｊａｄａｍｍｅｎｒｎ Ｎｏｋ
Ａｖｅｎｕｅ，Ｂａｎｋｏｋ １０２０
０，Ｔｈａｉｌａｎｄ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            9,400,000 - -

本件は、平成２０年１２月、ＵＮＥＳＣＡＰとの間で、アジ
ア太平洋地域におけるセンチネルアジアの利用促進、
ＷＩＮＤＳニーズ調査、ＷＩＮＤＳ利用促進を行うために
締結したＭＯＵの下で２２年度の共同プロジェクトを実
施するものであり、ＵＮＥＳＣＡＰと契約を締結する。

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２３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２２年度ＳＬＡＴＳ用柔結合解析
追加検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月2日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            1,149,750 - -

本契約により実施されるＨ－ⅠⅠＡロケット打上げに係
わる柔結合解析は、Ｈ－ⅠⅠＡ標準型の民間移管に
かかる唯一のプライム企業である三菱重工業株式会
社以外には実施できないため。

19

準天頂衛星システム対応受信機内臓
データロガーの開発支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年9月13日

特例民法法人 衛星測位
利用推進センター
東京都千代田区麹町４－
４－７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表            6,143,300 - -

準天頂衛星システム対応受信機内蔵データロガーの
開発のための支援を行うにあたって、第３者への開示
が制限されている準天頂衛星システム対応受信機の
技術情報等を使用する必要があり、技術情報等を有し
ているのは財団法人衛星測位利用推進センターのみ
であるため。

19

高性能マイクロ波放射計２（ＡＭＳＲ
２）に係る衛星システム作業支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年9月10日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          91,665,000 - -

高性能マイクロ波放射計２（ＡＭＳＲ２）を第一期水循環
変動観測衛星（ＧＣＯＭ－Ｗ１）システムに搭載した状
態での衛星システム試験におけるＡＭＳＲ２関連の作
業支援、及び運用文書のＡＭＳＲ２関連部分の作成支
援を実施することより、高性能マイクロ波放射計２の主
製造企業である三菱電機株式会社以外には実施でき
ないため。

19

落雷に伴うＷＩＮＤＳ基準局復旧作業
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年10月14日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            6,300,000 - -
日本電気は（株）は、ＷＩＮＤＳ基準局の設計、製作を実
施しており、当該地上局の技術情報を有する唯一の業
者であるため。

19

ＥａｒｔｈＣＡＲＥ／ＣＰＲ 電気的特性評
価装置（リース期間満了品）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22年12月1日

アジレント・フィナンシャル
サービス株式会社
東京都千代田区神田練塀
町３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            6,300,000 - -

アジレント・フィナンシャルサービス株式会社（契約相手
方）は、「ＪＸ－ＰＳＰＣ－３０９９３９ ＥａｒｔｈＣＡＲＥ／ＣＰ
Ｒ電気的特性評価装置の賃貸借」において当該機器
の賃貸借を行った業者であり、提案業者から賃貸借期
間満了品を購入することにより、競争に付した場合より
著しく安価に購入することが可能であるため。

14

準天頂衛星システム第１段階　技術
実証評価支援（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22年12月13日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        105,105,000 - -

本業務は、準天頂衛星初号機の衛星システム、それら
を構成する各サブシステム及びコンポーネントの軌道
上の評価支援を行うものであるため、準天頂衛星初号
機の衛星システム等の主製造企業である三菱電機株
式会社以外に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２３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

準天頂衛星システム第１段階　技術
実証評価支援（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22年12月13日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        453,075,000 - -

本業務は、準天頂衛星初号機の測位ペイロードの評
価並びに搭載系を支援・評価する地上系の維持管理
をおこなうものであるため、測位ペイロード及び地上系
設備の主製造企業である日本電気株式会社以外には
実施できないため。

19

ＳＬＡＴＳ搭載用マルチモード統合トラ
ンスポンダ（ＭＴＰ）の製作

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12月24日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        177,450,000 - -

日本電気株式会社が製作したマルチモード統合トラン
スポンダの機能付加及び製造作業を実施するものあ
り、マルチモード統合トランスポンダの主製造企業であ
る日本電気株式会社以外には実施できないため。

19

ＷＩＮＤＳ姿勢系ＦＤＩＲ対応・検討支援
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23年1月7日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            5,775,000 - -

日本電気株式会社はＷＩＮＤＳ衛星を設計・開発した業
者であり、当該衛星の技術情報を有している。また、当
該衛星の設計情報、技術情報は日本電気株式会社の
ノウハウを含む、他社へ開示することができない。　以
上より、本作業は日本電気株式会社以外は実施でき
ない。

19

第一期水循環変動観測衛星（ＧＣＯ
Ｍ－Ｗ１）初期チェックアウト作業及
び準備作業（その１）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月2日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          13,440,000 - -

本契約は、ＧＣＯＭ－Ｗ１の衛星システムに関する打
上げ後初期チェックアウト作業及びその準備作業であ
り、ＧＣＯＭ－Ｗ１衛星システムを設計、製造、試験を
行った契約業者以外には実施できないため。

19

大船渡市における技術試験衛星Ⅷ
型（ＥＴＳ－Ⅷ）の運用技術支援（その
１）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月15日
宇宙技術開発株式会社
東京都中野区中野５－６２
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            4,609,500 - -

東北地方太平洋沖地震に伴う災害対策支援として、岩
手県大船渡市の要請であるＥＴＳ－Ⅷの通信回線の提
供について、早急に対処する必要があるため宇宙技術
開発株式会社と契約を締結する。

13

航空機ＳＡＲによる東日本大震災被
災地観測

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月30日

ダイヤモンドエアサービス
株式会社
愛知県西春日井郡豊山町
大字豊場字松ノ木島１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表          19,614,000 - -
東北地方太平洋沖地震による被災状況把握のための
作業であることから、緊急に実施する。

13
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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２３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

雲エアロゾル放射ミッション／雲プロ
ファイリングレーダ（ＥａｒｔｈＣＡＲＥ／Ｃ
ＰＲ）の製作

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月31日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        300,000,000 - -

日本電気は、ＣＰＲの設計検討、ＢＢＭ試作試験、基本
設計、ＥＭ製作試験を実施してきており、本開発を遂行
し得る唯一の業者である。なお、日本電気は高周波
レーダ設計及び衛星搭載機器開発を行う十分な能力
を有している。

19

岩手県災害対策本部におけるＷＩＮＤ
Ｓ衛星回線設定作業支援業務

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月18日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表          18,900,000 - -

東北関東大震災で被災した岩手県からの要請で、ＷＩ
ＮＤＳ実験ユーザ局設備を用いて非常用通信回線を設
定・運用する作業を早急に実施する必要があるため、
ＷＩＮＤＳ衛星並及びＷＩＮＤＳ実験ユーザ局を開発した
日本電気株式会社と契約を締結する。

13

衛星回線設定作業支援業務におけ
る派遣員等の輸送

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月16日
有限会社　あけぼの交通
茨城県筑西市海老ヶ島１６
１４－４

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            1,510,005 - -
岩手県でＷＩＮＤＳによる作業が決まり、すぐに被災者
である岩手県に実験装置を輸送する必要があるためよ
り（有）あけぼの交通と契約を締結する。

13

合成開口レーダ画像からの海上漂流
物識別解析

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月30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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            1,648,500 - -
東日本大震災対応として早急に対処する必要がある
ため三菱スペース・ソフトウェアと契約を締結する。

13

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22年4月1日

Ｋｏｎｇｓｂｅｒｇ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅｓ
Ｐｒｅｓｔ ｖａｎｎｖｅｉｅｕ３８ Ｐ．
Ｏ．６１８０，Ｎ－９２９１ Ｔｒｏ
ｍｓφ，Ｎｏｒｗａｙ

契約事務実施要領　第６９条　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            1,114,951 - -
ＡＳＴＲＯ－Ｆの送信電波仕様に適合した受信設備を必
要とし、唯一当該設備を有するＫＳＡＴ以外には実施で
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22年4月1日

Ｋｏｎｇｓｂｅｒｇ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅｓ
Ｐｒｅｓｔ ｖａｎｎｖｅｉｅｕ３８ Ｐ．
Ｏ．６１８０，Ｎ－９２９１ Ｔｒｏ
ｍｓφ，Ｎｏｒｗａｙ

契約事務実施要領　第６９条　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          11,574,938 - -

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。

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２３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２２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22年4月1日
細谷火工株式会社
東京都あきる野市菅生１８
４７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            2,356,126 - -

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。

5

平成２２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22年4月1日
細谷火工株式会社
東京都あきる野市菅生１８
４７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            2,276,820 - -
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。

5

観測ロケットＳ－５２０－２５号機モー
タ点検及び組立作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月22日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            3,153,150 - -
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（株）ＩＨＩエアロスペー
ス以外には実施できないため。

19

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22年4月1日

スウェーデン宇宙公社
Ｓｗｅｄｉｓｈ　Ｓｐａｃｅ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ　Ｅｓｒａｎｇｅ　ＢＯＸ
１３２７　ＳＥ－９８１

契約事務実施要領　第６９条　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          29,088,303 - -

「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。

19

観測ロケットＳ－５２０－２５号機噛合
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22年5月24日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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          11,290,650 - -
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（株）ＩＨＩエアロスペー
ス以外には実施できないため。

19

観測ロケットＳ－５２０－２５号機噛合
せ作業　（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22年5月24日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            2,163,000 - -
観測ロケットＳ－５２０－２５号機搭載用配線器具（ＣＩ
部）等の製作の進行に伴うものであり、前段階までを
製作した日本電気（株）以外に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２３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号機噛合
せ作業　（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22年5月25日

パナソニックシステムソ
リューションズジャパン株
式会社
東京都中央区銀座８－２１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            2,072,700 - -

観測ロケットＳ－５２０－２５号機搭載用タイマ管制装置
および計測装置の製作の進行に伴うものであり、前段
階までを製作したパナソニックシステムソリューションズ
ジャパン（株）以外には実施できないため。

19

電子ジャーナル（サイエンス・ダイレク
ト）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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          14,892,585 - -
サイエンスダイレクトの国内における販売権を有してい
るのはエルゼビア・ビー・ブイのみであり、当該相手方
以外には実施できないため。

19

観測ロケット用火工品ＣＴＧ－８ＲＫ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22年6月1日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            3,885,000 - -
観測ロケット用火工品ＣＴＧ－８ＲＫの国内における販
売権を有しているのは（株）ＩＨＩエアロスペースのみであ
り、当該相手方以外には実施できないため。

19

「すざく」搭載Ｘ線ＣＣＤカメラの運用
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22年4月1日

マサチューセッツ工科大学
７７　マサチューセッツＡｖ
ｅ．Ｅ１９ー７５０　ケンブリッ
ジ，ＭＡ．

契約事務実施要領　第６９条　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            3,758,925 - -

「すざく」搭載Ｘ線ＣＣＤカメラ（ＸＩＳ）に関する設計情報
と地上試験データ、および宇宙空間での運用経験が必
須であり、唯一当該技術を有すマサチューセッツ工科
大学以外には実施できないため。

19

ペネトレータ貫入モデルの通信ブロッ
クの設計・製作

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6月22日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          13,000,000 - -
ペネトレータ通信ブロックの設計、製造技術、情報を必
要とし、唯一当該技術を有する日本電気株式会社以
外には実施できないため。

19

ＡＳＴＲＯ－Ｈ衛星硬Ｘ線撮像検出器
および軟ガンマ線検出器詳細設計用
アナログＡＳＩＣ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22年7月9日
豊和産業株式会社
渋谷区代々木２－１４－７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            8,400,000 - -

ＡＳＴＲＯ－Ｈ ＨＸＩ及びＳＧＤで使用するＧＭ－ＩＤＥＡＳ
社製アナログＡＳＩＣの国内における販売権を有してい
るのは豊和産業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。

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２３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

ＥＳＴＥＣ　ＬＳＳ施設の運用及び試験
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22年7月15日

Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｔｅｓｔ Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｓ Ｂ．Ｖ．
Ｋｅｐｌｅｒｌａａｎ　９７，２２０１
Ｎｏｏｒｄｗｉｊｋ　Ｔｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒ

 ｌａｎｄｓ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表        124,900,194 - -
ＥＳＴＥＣからＥＳＴＥＣのＬＳＳ施設の管理運営を委託さ
れているのはＥＵＲＯＰＥＡＮ ＴＥＳＴ ＳＥＲＶＩＣＥＳのみ
であり、当該相手方以外には実施できないため。

19

宇宙環境の総合理解と人類の生存
圏としての宇宙環境の利用に関する
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22年4月1日
国立大学法人　京都大学
京都府京都市左京区吉田
本町３６－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表          30,000,000 - -

京都大学宇宙総合学研究ユニットとの共同研究は、京
都大学大学院理学研究科、工学研究科、生存圏研究
所、基礎物理学研究所などの６つの組織から構成され
るユニットで、宇宙科学研究本部ではカバーできない
研究領域における人材が活用でき他の大学では実施
ができない。

19

科学衛星搭載ソフトウェア開発ツール
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22年7月20日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          27,000,000 - -

本開発業務は科学衛星（ＡＳＴＲＯ－Ｈ，小型科学衛星
シリーズ（２号機以降））の搭載機器（ハードウェア）の
開発設計・製造と一体的な作業であることから、ＡＳＴＲ
Ｏ－Ｈ，小型科学衛星シリーズ（２号機以降）の衛星シ
ステムメーカーである日本電気株式会社以外には実施
できないため。

19

「あかり」搭載冷凍機運用手順の検
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22年7月14日
住友重機械工業株式会社
東京都品川区大崎２－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            7,273,500 - -

「あかり」冷凍機を開発したメーカーであり、その機構
及び駆動電気回路の詳細に関する技術情報及び原因
調査や対策の検討に必要な同型冷凍機に関する地上
動作試験データを唯一有する住友重機械工業株式会
社以外に実施できないため。

19

バーストＳＲＡＭ（ＦＭ品）ＪＡＸＡ２０１０
／１０２０１ＸＺＲ

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8月11日
ＨＩＲＥＣ株式会社
茨城県つくば市東新井８－
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            7,560,000 - -
ＨＩＲＥＣ㈱はＪＡＸＡ認定部品バーストＳＲＡＭ（ＦＭ品）Ｊ
ＡＸＡ２０１０／１０２０１ＸＺＲの唯一の認定取得業者で
あり、当該相手方以外には実施できないため。

19

ＭＭＯ搭載高エネルギー粒子検出器
（ＨＥＰ－ｉｏｎ／ＨＥＰ－ｅｌｅ／ＳＰＭ）
用シリコン半導体センサーの購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年8月6日
浜松ホトニクス株式会社
静岡県浜松市中区砂山町
３２５－６

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            5,752,950 - -

ＭＭＯ搭載高エネルギー粒子検出器に用いることがで
きるシリコン半導体センサー及びＰＩＮフォトダイオード
を製造・販売しているのは、唯一浜松ホトニクス㈱のみ
であり、当該相手方以外に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２３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

セラミックスラスタの高性能化に関す
る研究開発

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8月24日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表            3,097,500 - -

セラミックスラスタを基にした開発であるため、飛行体
のスラスタ（特開２００４－０９２４４９）として出願されて
いる特許を使用する必要があり、本産業財産権等を有
しているのは三菱重工業（株）のみであるため。

19

金星探査機ＰＬＡＮＥＴ－Ｃ搭載用近
赤外カメラ打上後運用支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年8月5日
住友重機械工業株式会社
東京都品川区大崎２－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            5,264,700 - -

金星探査機「あかつき」衛星の近赤外カメラの設計・製
造・試験に関する技術情報を必要とし、唯一当該技術
情報を有する住友重機械工業株式会社以外には実施
できないため。

19

「あかり」姿勢軌道系評価解析
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8月20日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            3,181,500 - -

「あかり」の姿勢・軌道制御系に関して、そのセンサ、ア
クチュエータ、姿勢制御則の詳細に関する技術情報を
必要とし、唯一当該衛星搭載姿勢軌道制御系を開発し
た日本電気株式会社以外には実施できないため。

19

軽量高剛性伸展アンテナシステムの
詳細検討（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22年9月14日
株式会社　ウェルリサーチ
東京都中央区東日本橋２
－２５－６

契約事務実施要領　第６９条　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            3,499,650 - -

平成２１年度に実施した軽量高剛性伸展アンテナシス
テムの詳細検討（その２）の成果を踏まえて実施するも
のであり、前段階を検討した㈱ウェルリサーチ以外に
は実施できないため。

19

ＪＡＸＡ認定部品ＨＲ５０００に関するＭ
ＭＯ－ＭＤＰ用ｅＢｉｎｄｅｒ ＢＳＰ改修作
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22年9月16日
ＨＩＲＥＣ株式会社
茨城県つくば市東新井８－
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            1,470,000 - -
ＨＩＲＥＣ㈱のみが認定取得業者であるＪＡＸＡ認定部品
ＨＲ５０００に関するｅＢｉｎｄｅｒ　ＢＳＰの改修作業であ
り、当該相手方以外では実施できないため。

19

赤外線天文衛星「ＳＰＩＣＡ」のシステ
ム概念設計（その３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22年9月22日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          19,200,000 - -
赤外線天文衛星「ＳＰＩＣＡ」の概念設計の進行に伴うも
のであり、前段階までを実施した日本電気㈱以外には
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２３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

赤外線天文衛星「ＳＰＩＣＡ」のシステ
ム概念設計（その３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22年9月22日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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          14,200,000 - -
赤外線天文衛星「ＳＰＩＣＡ」の概念設計の進行に伴うも
のであり、前段階までを実施した三菱電機㈱以外には
実施できないため。

19

科学衛星ＡＳＴＲＯ－Ｈ　Ｈ－ⅡＡロ
ケット初期検討（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22年9月14日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            4,935,000 - -

Ｈ－ⅡＡロケットによる衛星打上げについての検討で
あり、Ｈ－ⅡＡロケットによる打上げサービスを実施し
ている三菱重工業株式会社以外には実施できないた
め。

19

Ｘ線天文衛星（ＡＳＴＲＯ－Ｈ）搭載用
伸展式光学ベンチフライトモデルの開
発（その１）

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7月1日
日本飛行機株式会社
神奈川県横浜市金沢区昭
和町３１７５

契約事務実施要領　第６９条　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        415,972,500 - -
「はるか」衛星等で開発した多関節型伸展マスト方式
技術を必要とし、唯一当該多関節型伸展マスト方式技
術を有する日本飛行機㈱以外には実施できないため。

19

ＨＲ５０００低消費電力版（ＦＭ品）ＪＡ
ＸＡ２０１０／１０１０１ＸＺＲ

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10月6日
ＨＩＲＥＣ株式会社
茨城県つくば市東新井８－
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            3,150,000 - -

ＨＩＲＥＣ㈱はＪＡＸＡ認定部品ＨＲ５０００低消費電力版
（ＦＭ品）ＪＡＸＡ２０１０／１０１０１ＸＺＲの唯一の認定取
得業者であり、当該相手方以外には実施できないた
め。

19

平成２２年度日伯共同気球実験にお
けるブラジル連邦共和国内の実験機
材、資材等の調達支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年10月13日

Ｆｉｇｗａｌ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔｅｓ　Ｉｎ
ｔｅｒｎａｃｉｏｎａｉｓ　Ｌｔｄａ
Ｒｕｅ　Ｆｅｌｉｘ ｄｅ Ｓｏｕｓａ，７
１－ＶＩ ｃｏｎｇｏｎｈａｓ ０４６
１２－０８０－ＳａｎＰａｕｌｏ－
ＳＰ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          16,833,745 - -
ブラジル連邦共和国内の実験機材、資材等の調達支
援は、共同研究先の国立宇宙研究所が提案するＦｉｇｗ
ａｌ（契約相手方）以外には実施できないため。

19

ＨＲ５０００Ｓ（ＦＭ品）　ＪＡＸＡ２０１０／
１０３０２ＸＺＲ

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12月6日
ＨＩＲＥＣ株式会社
茨城県つくば市東新井８－
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            3,150,000 - -
ＨＩＲＥＣ㈱はＪＡＸＡ認定部品ＨＲ５０００Ｓ（ＦＭ品）ＪＡＸ
Ａ２０１０／１０３０２ＸＺＲの唯一の認定取得業者であ
り、当該相手方以外に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２３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

金星探査機あかつきシステム運用支
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22年8月4日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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        259,907,000 - -
金星探査機「あかつき」衛星の設計・製造・試験に関す
る技術情報を必要とし、唯一当該技術情報を有する日
本電気株式会社以外には実施できないため。

19

小型衛星 ＬｉｔｅＢＩＲＤ 搭載ミリ波検出
器用無寒剤 １００ｍＫ 冷凍システム
の検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月1日
住友重機械工業株式会社
東京都品川区大崎２－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表            2,625,000 - -

多段式冷凍機実現のために必要な特許「発明の名称：
ガス圧縮機及びコールドヘッド」（特許第３３９３０７１
号）を使用する必要があり、本産業財産権等を有して
いるのは住友重機械工業（株）のみであるため。

19

マイクロ接続Ｓｉ基板を適用した宇宙
用ＳＯＩ－ＭＥＭＳモジュールに関する
設計・試作

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11月8日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表          24,675,000 - -

マイクロ接続Ｓｉ基板を適用した宇宙用ＳＯＩ－ＭＥＭＳ
モジュールに関する設計作業をするにあたり常温接合
装置に用いた技術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三菱重工業株式会社のみであ
るため。

19

ＳＣＯＰＥ親子間通信システムの試作
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11月18日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          12,000,000 - -
次期磁気圏衛星ＳＣＯＰＥの基本検討の進行に伴うも
のであり、前段階までを検討した日本電気㈱以外には
実施できないため。

19

地球磁気圏編隊探査計画（ＳＣＯＰ
Ｅ）搭載電場観測用スピン軸アンテナ
伸展機構システムの試作検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月18日

サカセ・アドテック株式会
社
福井県坂井郡丸岡町下安
田１４－１０

契約事務実施要領　第６９条　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          15,845,200 - -
昨年度まで実施してきた試作検討の進行に伴うもので
あり、前段階までを実施してきたサカセ・アドテック㈱以
外には実施できないため。

19

水星探査衛星ＭＭＯ搭載　低エネル
ギーイオンエネルギー分析器ＭＩＡ用
ＭＣＰアノードフライトモデル

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月18日
コスモ・テック株式会社
東京都中央区日本橋本町
４－２－９

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            9,998,100 - -
ＭＭＯ搭載ＭＩＡ用ＭＣＰアノードフライトモデルの販売
権を有しているのはコスモ・テック㈱のみであり、当該
相手方以外に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２３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

内部磁気圏探査機（ＥＲＧ衛星）ミッ
ション部に関する検討（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22年11月29日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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          11,996,250 - -

ＦＹ２１契約「内部磁気圏探査機（ＥＲＧ衛星）ミッション
部に関する検討」の成果に伴うものであり、前段階まで
を検討した三菱重工業（株）以外には実施できないた
め。また、耐放射線ＬＳＩの開発技術である特許第０２８
４６２５９号「耐放射線能力を有する半導体装置」を用い
て検討するため、当該特許の単独の特許権者であり、
他に使用を許諾していない三菱重工業（株）以外には
実施できないため。

19

あかつき運用　推進系技術支援作業
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月29日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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            8,715,000 - -

金星探査機あかつきの推進系サブシステムの設計・製
造・試験に関する技術情報を必要とし、唯一当該技術
情報を有する三菱重工業（株）以外には実施できない
ため。

19

ＣＩＢＥＲ－２光学系の概念設計
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月10日
株式会社　ジェネシア
東京都三鷹市下連雀３－
３８－４

契約事務実施要領　第６９条　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            3,150,000 - -
ＣＩＢＥＲの光学系の設計技術を必要とし、唯一当該設
計技術を有する株式会社ジェネシア以外には実施でき
ないため。

19

ＭＭＯ搭載高エネルギー粒子検出器
（ＨＥＰ－ｉｏｎ）用マイクロチャンネルプ
レート（ＭＣＰ）アッセンブリの購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月15日
浜松ホトニクス株式会社
静岡県浜松市中区砂山町
３２５－６

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            7,749,000 - -

ＭＭＯ搭載高エネルギー粒子検出器に用いることがで
きるマイクロチャンネルプレートアッセンブリを製造・販
売しているのは、唯一浜松ホトニクス㈱のみであり、当
該相手方以外には実施できないため。

19

ＭＰＯ搭載紫外線分光器（Ｐｈｅｂｕｓ）
用光検出器の購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月17日
浜松ホトニクス株式会社
静岡県浜松市中区砂山町
３２５－６

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          22,519,350 - -

ＭＰＯ搭載紫外線分光器に用いることができるマイクロ
チャンネルプレート内臓光電子増倍管及びマイクロ
チャンネルプレートアセンブリを製造・販売しているの
は、浜松ホトニクス㈱のみであり、当該相手方以外に
は実施できないため。

19

ＭＭＯ搭載水星大気分光撮像装置
（ＭＳＡＳＩ）用イメージインテンシファイ
ヤの購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月17日
浜松ホトニクス株式会社
静岡県浜松市中区砂山町
３２５－６

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            4,347,000 - -

ＭＭＯ搭載水星大気分光撮像装置に用いることができ
るイメージインテンシファイヤを製造・販売しているの
は、浜松ホトニクス㈱のみであり、当該相手方以外に
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２３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

あかり冷凍機昇温運用
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            6,500,000 - -

「あかり」姿勢・軌道制御系に関して、そのセンサ、アク
チユエータ、姿勢制御系の詳細に関する技術情報を有
し、また衛星通信系の詳細データ、衛星熱モデルを有
していることを必要とし、当該技術情報、詳細データ及
び衛星熱モデルを有する日本電気（株）以外には実施
できないため。

19

木星磁気圏探査衛星（ＪＭＯ）に関す
る検討（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22年12月15日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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            3,496,500 - -
「木星磁気圏探査衛星（ＪＭＯ）に関する検討」の進行
に伴うものであり、前段階までを検討した三菱電機
（株）以外には実施できないため。

19

ＡＳＴＲＯ－Ｈ衛星の軟ガンマ線検出
器用パッド型シリコン半導体素子の
購入（その１）

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12月14日
浜松ホトニクス株式会社
静岡県浜松市中区砂山町
３２５－６

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            8,259,300 - -

当該契約で購入するパッド型シリコン半導体素子であ
る「シリコンパッドディテクタＳ１０９３８－０２１４（Ｘ）及び
同Ｓ１０９３８－０２１５（Ｘ）」の国内における直接販売権
を有しているのは浜松ホトニクス社のみであり、当該契
約相手方以外には実施できないため。

19

ＡＳＴＲＯ－Ｈ衛星硬Ｘ線撮像検出器
および軟ガンマ線検出器用ＡＳＩＣ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22年10月20日
豊和産業株式会社
渋谷区代々木２－１４－７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          57,498,000 - -

ＧＭ－ＩＤＥＡＳ社製ＡＳＩＣ　ＶＡＴＡ４５０．３、ＶＡＴＡ４６
１．３の国内独占販売権を有しているのは豊和産業
（株）のみであり、当該相手方以外には実施できないた
め。

19

２０１１年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22年12月28日

Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　Ｃｅｎｔｅｒ　ＧｍｂＨ
Ｈａｂｅｒｓｔｒａｓｓｅ　７，６９１２
６　Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ，Ｇｅｒｍａｎ
ｙ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            5,334,870 - -
ＳｐｒｉｎｇｅｒＬｉｎｋの国内における販売権を有しているの
はＳｐｒｉｎｇｅｒ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｅｎｔｅｒのみであ
り、当該相手方以外には実施できないため。

19

Ｌｕｎａ－Ｇｌｏｂ ペネトレータモジュール
分離機構の検討

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月13日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            3,990,000 - -

ペネトレータを要求した姿勢、速度で適切に月面に貫
入させるために、周回衛星上からペネトレータを分離
する諸条件の情報及びそれを実現するための製造技
術を必要とし、唯一これらの技術情報及び製造技術を
有する㈱ＩＨＩエアロスペース以外には実施できないた
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２３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

低雑音電荷増幅器ハイブリッドＩＣ　Ｍ
Ｎ５０３　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23年1月14日
ミノ電子株式会社
神奈川県相模原市麻溝台
７－２４－３７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          11,890,000 - -
低雑音電荷増幅器ハイブリッドＩＣ　ＭＮ５０３の国内に
おける販売権を有しているのはミノ電子株式会社のみ
であり、当該相手方以外には実施できないため。

19

ＭＭＯ搭載イオンエネルギー分析器
（ＭＩＡ）用マイクロチャンネルプレート
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23年1月14日
浜松ホトニクス株式会社
静岡県浜松市中区砂山町
３２５－６

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            5,499,900 - -

ＭＭＯ搭載イオンエネルギー分析器に用いることので
きるマイクロチャンネルプレートを製造・販売しているの
は、唯一浜松ホトニクス㈱のみであり、当該相手方以
外には実施できないため。

19

ＭＭＯ搭載イオン質量分析器（ＭＳ
Ａ）用マイクロチャンネルプレートの購
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23年1月14日
浜松ホトニクス株式会社
静岡県浜松市中区砂山町
３２５－６

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            7,560,000 - -

ＭＭＯ搭載イオン質量分析器に用いることができるマ
イクロチャンネルプレートを製造・販売しているのは、唯
一浜松ホトニクス㈱のみであり、当該相手方以外には
実施できないため。

19

ＭＭＯ搭載イオンエネルギー分析器
（ＭＩＡ用）多チャンネルアンプＡＳＩＣ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23年1月14日
和研薬株式会社
京都府京都市左京区一乗
寺西水干町１７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            4,697,141 - -

ＭＭＯ搭載イオンエネルギー分析器に用いることがで
きるＣＭＰ社製多チャンネルアンプＡＳＩＣの販売権を有
しているのは和研薬㈱のみであり、当該相手方以外に
は実施できないため。

19

科学衛星運用中に発生した不具合情
報の収集に関する報告

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月18日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            1,995,000 - -

科学衛星「あかつき」、「ＩＫＡＲＯＳ」、「すざく」、「あか
り」、「はやぶさ」についてシステム取りまとめ、主要サ
ブシステムの設計・製造を行った契約相手方であり、ま
た、すべての科学衛星の軌道上運用の契約相手方で
ある日本電気株式会社以外には実施できないため。

19

Ｗｉｌｅｙ－Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ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22年12月22日
株式会社　紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒３－
７－１０

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            2,303,602 - -
ＪＡＸＡは、総合研究大学院大学の基盤機関として参加
しており、総合研究大学院大学が代表して当該電子
ジャーナルの利用を契約するため。

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２３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

ＭＥＭＳ　ＤＭ　冷却変形試験体の製
作

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月18日

株式会社　オプトサイエン
ス
東京都新宿区内藤町１
内藤町ビルディング

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            4,956,000 - -

ＳＰＩＣＡのコロナグラフ観測装置に用いることができる
ＢＭＣ社製ＭＥＭＳ　ＤＭ　冷却変形試験体の販売権を
有しているのは㈱オプトサイエンスのみであり、当該相
手方以外には実施できないため。

19

地上試験用気球の製作
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月25日
藤倉航装株式会社
東京都品川区荏原２－４
－４６

契約事務実施要領　第６９条　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          11,732,700 - -

２０１０年に飛翔させたΦ２０．９ｍＰＢ気球俵型と同じ
製造方法により、再現試験に使用する気球を製造する
技術を有する必要があるため、藤倉航装株式会社は、
本契約を実施できる唯一の業者である

19

超小型衛星の熱解析
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月7日
ＩｂｅｒＥｓｐａｃｉｏ
Ｍａｇａｌｌａｎｅｓ　３，２８０１５
Ｍａｄｒｉｄ ，Ｓｐａｉｎ

契約事務実施要領　第６９条　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            1,876,000 - -
バイパスバルブ付きループヒートパイプの内部構造に
関する技術情報を必要とし、唯一当該技術情報を有す
るＩｂｅｒＥｓｐａｓｉｏ以外には実施できないため。

19

ＳＣＯＰＥ編隊飛行衛星システムの検
討（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23年1月11日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            4,998,000 - -
昨年度まで実施してきた編隊飛行衛星システムの検
討の進行に伴うものであり、前段階までを実施してきた
日本電気㈱以外には実施できないため。

19

ＭＥＭＳ技術を用いた宇宙用高性能
流量制御素子の開発（Ｖ）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月18日
国立大学法人　静岡大学
静岡県静岡市駿河区大谷
８３６

契約事務実施要領　第６９条　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            2,000,713 - -

ＭＥＭＳ技術および過去４年間に渡り実施してきた当
該開発の成果に関する技術情報を必要とし、唯一当該
技術を有する国立大学法人静岡大学以外は実施でき
ないため。

19

次世代スパコン上でのＬＡＮＳ３Ｄ実
行性能推定作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月16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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表            2,467,500 - -

本件においては、圧縮性流体プログラムＬＡＮＳ３Ｄに
関する知識及び当該プログラムを実測するために用い
るスパコンＦＸ１の技術情報が必要である。また、ＦＸ１
での実測データを基に、次世代スパコン「京」での性能
予測をするためには「京」の技術情報が必要である。こ
れらの技術情報等を有しているのは、ＬＡＮＳ３Ｄの
チューニング等を実施した経験があり、ＦＸ１及び「京」
を開発した富士通（株）のみである。

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２３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

ＭＭＯ搭載磁力計（ＭＧＦ－Ｉ）用フラッ
クスゲート磁気センサーおよびセン
サー台座の購入

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月25日
有限会社　テラテクニカ
東京都武蔵村山市榎３－
２５－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            2,046,948 - -

ＭＭＯ搭載磁力計に用いることができる磁気センサー
およびセンサー台座を製造・販売しているのは、唯一
（有）テラテクニカのみであり、当該相手方以外には実
施できないため。

19

平成２２年度　日伯共同気球実験（そ
の２）におけるブラジル連邦共和国内
の実験機材、資材等の調達支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月1日

Ｆｉｇｗａｌ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔｅｓ　Ｉｎ
ｔｅｒｎａｃｉｏｎａｉｓ　Ｌｔｄａ
Ｒｕｅ　Ｆｅｌｉｘ ｄｅ Ｓｏｕｓａ，７
１－ＶＩ ｃｏｎｇｏｎｈａｓ ０４６
１２－０８０－ＳａｎＰａｕｌｏ－
ＳＰ

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          29,920,000 - -
ブラジル連邦共和国内の実験機材、資材の調達支援
は、共同研究先の国立宇宙研究所が推薦するＦｉｇｗａｌ
（契約相手方）以外には実施できないため。

19

ＡＳＴＲＯ－Ｈ衛星ＨＸＩ用両面ストリッ
プ型テルル化カドミウム半導体素子
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23年2月17日
株式会社　アクロラド
沖縄県具志川市州崎１３
－２３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            7,938,000 - -

両面ストリップ型テルル化カドミウム半導体素子Ｐ２Ｓ７
３４３４０７０Ｂ００３の国内における販売権を有している
のは株式会社アクロラドのみであり、当該相手方以外
には実施できないため。

19

ＧＥＯＴＡＩＬバッテリーフライトデータ評
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23年1月21日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            2,000,000 - -

ＧＥＯＴＡＩＬのバッテリ フライトデータ評価を必要とし、
唯一搭載バッテリの状態を評価できる技術情報、２００
５年以降に実施した運用評価の結果を比較し、電気特
性の変化を解析して、劣化状態を評価することができ
る技術情報、搭載バッテリーの評価結果から、ＧＥＯＴ
ＡＩＬ衛星の今後の運用に関して助言を行える能力を有
することが必要であり、製造主メーカーであるＮＥＣ以
外には実施できないため。

19

ＡＳＴＲＯ－Ｈ用 ＤＲ（ＢＢＭ）の製造
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月9日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          12,500,000 - -

ＡＳＴＲＯ－Ｈ 衛星搭載のデータレコーダ（ＤＲ） のＢＢ
Ｍ品の仕様に基づいて、それと同一のものを追加製造
する技術情報を有することが必要であり、衛星バス系
開発の過程で、衛星搭載品ＢＢＭを開発した日本電気
（株）以外には実施できないため。

19

観測系装置向けＳＭＵ模擬装置の開
発

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月7日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          15,000,000 - -

ＡＳＴＲＯ－Ｈ衛星搭載の衛星バス系データ処理装置
（ＳＭＵ）の詳細な仕様・性能に基づいて、それを正確
に模擬する装置を開発するための技術情報を必要と
し、唯一当該技術情報を有する日本電気（株）以外に
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２３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

Ｘ線天文衛星ＡＳＴＲＯ－Ｈ搭載ミッ
ション機器　ＰＦＭの開発

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月14日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）b　産業財産
権等の保有者との契約

非公表        700,000,000 - -

「Ｎｅｘｔ（ＡＳＴＲＯ－Ｈ）」搭載ミッション機器の開発には
構造部材と電子回路の一体化を図る電子部品の超高
密度実装技術である「機能構造体」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三菱重工業
（株）のみであるため。

19

金星探査機「あかつき」推進系検証
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月25日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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        146,000,000 - -

金星探査機あかつきの金星周回軌道投入時に発生し
た推進系不具合の原因究明に関する検討を行うもの
であり、推進系サブシステムの設計・製造・試験に関す
る技術情報をを必要とし、唯一当該技術情報を有する
三菱重工業（株）以外には実施できないため。

19

汎用衛星試験運用ソフトウェア （ＧＳ
ＴＯＳ） ＡＳＴＲＯ－Ｈ対応整備（その
１）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月4日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            2,500,000 - -

汎用衛星試験運用ソフトウエアが　ＡＳＴＲＯ－Ｈの地
上系システムとして充足すべき、運用上必要となる固
有の機能要求・性能要求及び対衛星インターフェース
条件についての技術情報、汎用衛星試験運用ソフトウ
エアの全体構成と汎用衛星試験運用コマンド発行ソフ
トウエアに関する技術情報、衛星との通信を司る既存
のコマンド出力装置・テレメトリ入力装置の技術情報を
必要とし、、唯一当該技術情報を有する日本電気（株）
以外には実施できないため。

19

【緊急調達】相模原キャンパス総合研
究棟キュレーション設備用仮設発電
機等レンタル

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月23日
株式会社　アクティオ
東京都千代田区岩本町１
－５－１３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            3,150,000 - -
はやぶさ試料用キュレーション設備の運用上、東日本
大震災による計画停電に早急に対処する必要がある
ため、対応可能な㈱アクティオと契約を締結する。

13

平成２２年度温度勾配炉分離機構付
き試料カートリッジの開発

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6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

契約事務実施要領　第６９条　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        137,550,000 - -
ＩＳＳ搭載型温度勾配炉のカートリッジ製作の情報を必
要とし、、唯一当該技術を有する（株）ＩＨＩエアロスペー
ス以外には実施できないため。

19

ＪＥＭ軌道上運用に係る技術支援（そ
の３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22年4月1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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          56,910,000 - -

川崎重工業（株）は、基本設計及び開発基礎試験の段
階から、空気調和装置・補給部循環ファン、エアロッ
ク、及び曝露部結合機構の開発を担当した業者であ
り、当該サブシステム及び構成機器について熟知して
いるとともに、本業務の実施に必要な知識、技術、及
び体制を有している唯一の業者である。

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２３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

ＪＥＭ軌道上運用に係る技術支援（そ
の３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22年4月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        432,453,000 - -

本業務は、ＪＡＸＡが実施するＪＥＭの実運用において、
ロボットアーム、ＪＥＭ衛星間通信システム及びＪＥＭ管
制制御装置等について、開発メーカの立場から、同シ
ステム及び機器に係る技術支援、技術評価や解析を
実施すると伴に、補用品の機能点検を実施するもので
あり、これらのシステム・機器を開発・製造した日本電
気（株）以外には実施できないため。

19

平成２２年度 ＪＥＭ軌道上運用に係
る技術支援（その３のエ）

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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表            3,097,500 - -

本業務の実施において、ＪＥＭ軌道上運用における運
用管制担当の支援、異常発生時の技術検討、実運用
にて取得したデータ分析・評価及び補用品の機能点検
を実施するにあたり、ＪＥＭ電力系機器の設計・機能並
びに性能の詳細な技術情報を有している必要から、当
該システムの開発を担当した企業である三菱電機
（株）以外には実施できないため。　】

19

平成２２年度ガガーリン宇宙飛行士
訓練センター（ＧＣＴＣ）におけるＪＡＸ
Ａ作業場所等の提供

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4月1日

ＳＴＡＴＥ ＯＲＧＡＮＩＺＡＴＩＯ
Ｎ　ＧＡＧＡＲＩＮ ＲＥＳＥＡＲ
ＣＨ＆ＴＥＳＴ
１４１１６０ Ｓｔａｒ Ｃｉｔｙ Ｍｏｓ

                                          ｃｏｗ Ｒｅｇｉｏｎ Ｒｕｓｓｉａ
                                          

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            3,722,400 - -

ＧＣＴＣにおける作業場所等の提供を受けるため、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ＧＣＴＣ（契約相
手方）以外では実施できないため。

5

平成２２年度　国際宇宙ステーション
搭乗員支援協定による星の街支援の
実施

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4月1日
米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）
米国ワシントンＤ．Ｃ．２０５
４６

契約事務実施要領　第６９条　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            5,066,506 - -

提案業者は本契約の元で実施する、星の街　ガガーリ
ン宇宙飛行士訓練センター（ＧＣＴＣ）内での訓練実施
中の日本人宇宙飛行士及び家族に対する支援に必要
な次の設備・技術を有する。１）ＧＣＴＣ内の宿泊先と送
迎等の足回り　２）ＮＡＳＡネットワークに接続可能なコ
ンピュータ　３）飛行士訓練の内容を熟知し、英語、ロシ
ア語に堪能な、ＧＣＴＣ常駐の通訳及びチュータ

19

平成２２年度　ガガーリン宇宙飛行士
訓練センター（ＧＣＴＣ）内ＪＡＸＡ作業
場所における業務支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日

ＴｅｃｈＴｒａｎｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ，Ｉｎｃ
２２００　Ｓｐａｃｓ　Ｐａｒｋ　Ｄｒ
ｉｖｅ，Ｓｕｉｔｅ ４１０，Ｈｏｕｓｔｏ
ｎ，Ｔｅｘａｓ ７７０５８

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）m　当該場所
でなければ事務・事業を行うことが不可能な賃貸借契
約

非公表            9,791,971 - -

訓練が実施されるＧＣＴＣは入場制限の設けられた特
殊エリアであるため、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Ｔｅｃｈ　Ｔｒａｎｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ以外では実施
できないため。

5

平成２２年度ＪＥＭ搭載型サブミリ波
サウンダ（ＪＥＭ／ＳＭＩＬＥＳ）の定常
運用データ評価

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

契約事務実施要領　第６９条　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            7,140,000 - -

ＪＥＭ搭載型サブミリ波サウンダの定常運用データ評
価にハードウェア設計情報を必要であり，唯一当該設
計ノウハウを有する三菱電機以外には実施できないた
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２３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２２年度 有人宇宙環境利用ミッ
ション本部　複写機の賃貸借及び保
守（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4月1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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            4,851,000 - -
キヤノンマーケティングジャパン株式会社とは、再レン
タル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。

14

ＪＥＭ軌道上運用に係る技術支援（そ
の３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22年4月1日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        213,531,150 - -

本業務の実施において、ＪＥＭ軌道上運用における運
用管制担当の支援、異常発生時対応の技術検討、及
び実運用にて取得したデータ分析・評価を実施するに
あたり、ＪＥＭ曝露部・補給部曝露区システムの設計・
機能並びに性能の詳細な技術情報を有している必要
から、当該システムの開発を担当した業者である（株）Ｉ
ＨＩエアロスペース以外には実施できないため。

19

細胞・流体実験ラック／溶液・蛋白質
結晶成長実験装置／流体物理実験
装置／微小重力計測システムの運用
支援（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22年4月30日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            8,295,000 - -
設計情報（図面、シフトウェア仕様など開示制限情報
含む）によりラック・実験装置の主製造企業である契約
相手方以外以外には実施できないため。

19

ＦＹ２２ 細胞培養装置構成品の製作
等の実施

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4月7日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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          29,790,600 - -

国際宇宙ステーション「きぼう」にて運用中の細胞培養
装置補用品の設計および製作の進行に伴うものであ
り、前段階までを設計および製作した三菱重工業（株）
（契約相手方）以外には実施できないため。

19

平成２２年度クリーンベンチの運用支
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22年4月5日
株式会社　日立製作所
東京都千代田区丸の内１
－６－６

契約事務実施要領　第６９条　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            1,659,000 - -

国際宇宙ステーション「きぼう」搭載実験装置クリーン
ベンチの設計および製造技術を有し、クリーンベンチか
ら送信されるデータの評価ができる技術を必要とし、唯
一当該技術を有する日立製作所（契約相手方）以外に
は実施できないため。

19

ＪＥＭ軌道上運用に係る技術支援（そ
の３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22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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          53,529,000 - -

本業務では、ＩＳＳ及びＪＥＭ全体の構造数学モデルを
用いた解析、及びＪＥＭロボティクス解析証ツール、地
上リアルタイム運用設備に関する知識と技術が必須で
ある。　三菱スペースソフトウェア（株）は、ＪＥＭの開発
フェーズ依頼、ＩＳＳ及びＪＥＭ全体システムに係る構造
数学モデルの統合及び軌道上荷重解析などを実施
し、且つ、ＪＥＭロボティクス解析・検証ツール、地上リ
アルタイム運用設備を開発してきているため、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。

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２３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

ＪＥＭ軌道上運用に係る技術支援（そ
の３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22年4月1日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        478,428,300 - -

本業務の実施において、ＪＥＭ軌道上運用における運
用管制担当の支援、異常発生時対応の技術検討及び
実運用にて取得したデータ分析・評価を実施するにあ
たり、ＪＥＭ与圧部・補給部与圧区システムの設計・機
能並びに性能の詳細な技術情報を有している必要が
あることから、当該システムの開発を担当した業者で
ある三菱重工業（株）以外では実施できないため。

19

「ナノスケルトン作製・２次元ナノテン
プレート作製」第１回宇宙実験供試体
の技術評価支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1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

契約事務実施要領　第６９条　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            3,087,000 - -

ナノスケルトン実験及び２次元ナノテンプレート実験の
実験装置についての製造知識を必要とし、唯一当該技
術を有する千代田アドバンスト・ソリューション以外には
実施できないため。

19

平成２２年度　第４期Ｊ－ＴＭＩＳ計算
機システムの賃貸借（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22年4月30日
昭和リース株式会社
東京都江東区東雲１－７
－１２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            1,321,677 - -
昭和リース（株）と再リース契約を締結することにより競
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。

14

ＨＴＶ運用１号機（ＨＴＶ２）曝露パレッ
ト等に係わる運用準備（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22年4月1日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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          10,500,000 - -

ＨＴＶ曝露パレット及びＨＲＲの詳細な設計情報（図面、
写真、運用制約等を含む）を保持している必要があり、
唯一当該設計情報を有する（株）ＩＨＩエアロスペース以
外には実施できないため。

19

平成２２年度　ＨＴＶ運用管制システ
ム用計算機等の賃貸借（リース）（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22年4月1日

三菱電機クレジット株式会
社
東京都品川区西五反田１
－３－８

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            1,282,428 - -

平成１８年度に見積り合せにより三菱電機クレジット株
式会社を選定し、平成２３年３月３１日まで契約を締結
しているため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２２年度　ＪＥＭ運用管制システ
ム用計算機の賃貸借（その３）（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22年4月1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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表          15,523,548 - -
日本電子計算機（株）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。

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２３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２２年度　ＪＥＭ運用管制システ
ム用計算機の賃貸借（そのア）（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22年4月1日

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション株式会社
東京都港区芝５－２９－１
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            8,902,416 - -
ＮＥＣキャピタルソリューション（株）とは、再リースによ
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。

14

平成２２年度　ＪＥＭＯＣＳ関連システ
ム開発用計算機の賃貸借

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション株式会社
東京都港区芝５－２９－１
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            1,145,340 - -
平成１８年度に見積り合せを実施し、決定した業者で
あり、当初予定期間の契約を継続する相手方としては
当該契約相手方以外にはないため。

14

平成２２年度　ＪＥＭ運用管制システ
ム用計算機の賃貸借（その５）（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22年4月1日

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション株式会社
東京都港区芝５－２９－１
１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            1,000,308 - -
ＮＥＣキャピタルソリューション（株）とは、再リースによ
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。

14

次世代ラップトップ（Ｔ６１ｐ）搭載化の
ためのＭＭＡ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｓｏｆｔｗａｒｅ改
修

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5月17日
丸文株式会社
東京都中央区日本橋大伝
馬町８－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            4,164,300 - -
ＭＭＡ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｓｏｆｔｗａｒｅに関わる作業の国内におけ
る販売権を有しているのは丸文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。

19

平成２２年度　ＨＴＶフライトコントロー
ラ運用端末の賃貸借（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22年4月1日
日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋２－１５
－１２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）ｕ　次年度以
降引き続き契約を継続することを前提に競争を行った
契約

非公表            3,050,250 - -

平成１９年度に見積り合せにより日立キャピタル株式
会社を選定し、平成２３年３月９日まで契約を締結して
いるため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。

19

平成２２年度　ＪＥＭ運用手順検証・
訓練システム用計算機等の賃貸借
（そのア）（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22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
－１２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表            1,259,496 - -

本契約は、昨年度に引き続きＪＥＭ運用手順検証・訓
練システム用計算機等の賃貸借（再リース）を行うもの
で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。

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２３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２２年度　ＪＥＭ運用管制システ
ム用計算機の賃貸借（その２）（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22年4月1日
三菱ＵＦＪリース株式会社
東京都千代田区丸の内１
－５－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表              806,016 - -
本契約は、昨年度に引き続きＪＥＭ運用管制システム
用計算機の賃貸借（再リース）を行うものである。

14

平成２２年度　ＪＥＭ運用管制システ
ム換装作業用計算機の賃貸借

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日
三菱ＵＦＪリース株式会社
東京都千代田区丸の内１
－５－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）ｕ　次年度以
降引き続き契約を継続することを前提に競争を行った
契約

非公表            1,719,900 - -
平成１９年度に見積もり合わせにより三菱ＵＦＪリース
株式会社を選定し、平成２２年１１月１５日まで契約を
締結しているため。

19

平成２２年度ＪＥＭ搭載型サブミリ波
サウンダ（ＪＥＭ／ＳＭＩＬＥＳ）冷却系
の定常運用データ評価

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5月6日
住友重機械工業株式会社
東京都品川区大崎２－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            3,622,500 - -

ＪＥＭ搭載型サブミリ波サウンダ冷却系の定常運用
データ評価に必要な冷却系のハードウェア情報を必要
としており，唯一当該設計ノウハウを有する住友重機
械工業（株）以外には実施できないため．

19

ＨＴＶ運用１号機（ＨＴＶ２）ランデブ運
用準備（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22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

契約事務実施要領　第６９条　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        193,000,500 - -
ＨＴＶの電気モジュールの設計情報ならびにランデブ運
用技術を必要とし、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。

19

ＨＴＶ運用１号機（ＨＴＶ２）補給キャリ
アに係わる運用準備（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22年4月1日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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          30,975,000 - -

ＨＴＶ補給キャリア（与圧キャリアならびに非与圧キャリ
ア）の詳細な設計情報（図面、写真、運用制約等を含
む）保持している必要があり、唯一当該設計情報を有
する三菱重工業（株）以外には実施できないため。

19

平成２２年度　宇宙放射線被曝管理
システムの運用支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日

株式会社　三菱総合研究
所
東京都千代田区永田町２
－１０－３

契約事務実施要領　第６９条　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            7,443,750 - -
宇宙放射線被曝管理システムの全プログラムの技術
情報を必要とし、唯一当該技術情報を有する（株）三菱
総合研究所以外に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２３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２２年度　国際宇宙ステーション
搭乗員支援協定による医学支援の実
施

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5月21日
米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）
米国ワシントンＤ．Ｃ．２０５
４６

契約事務実施要領　第６９条　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          33,817,252 - -

軌道上宇宙飛行士の健康管理及びアメリカ／ロシアで
の訓練時の健康管理にはＮＡＳＡが保有する健康管理
設備及び要員を必要とし、唯一当該設備及び要員を有
するＮＡＳＡ以外には実施できないため。

19

平成２２年度　ＨＴＶ運用管制システ
ム用ネットワーク機器の保守

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日

三菱電機インフォメーショ
ンテクノロジー株式会社
東京都港区芝浦４－１５－
３３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表            3,578,400 - -
三菱電機インフォメーションテクノロジー（株）はＨＴＶ運
用管制システムのネットワークを整備し、保守に必要な
技術情報を有しているため。

19

平成２２年度　ＨＴＶ運用管制システ
ムインタフェース設備の保守

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月1日

三菱電機インフォメーショ
ンシステムズ株式会社
東京都港区芝浦４－１３－
２３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）j　ロケット、衛
星等の試験、打上げ設備等の維持、保守点検、整備
等に関する契約

非公表            3,922,668 - -
三菱電機インフォメーションシステムズ（株）はＨＴＶ運
用管制システムのインタフェース設備を整備し、保守に
必要な技術情報を有しているため。

19

平成２２年度　訓練用ＰＣの賃貸借
（そのア）（レンタル）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月30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

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）s　随意契約
によれば、時価に比べ著しく有利な価格によることがで
きる契約

非公表              876,645 - -
東京センチュリーリース（株）とは、再レンタル契約を締
結す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。

14

流体物理実験装置用汎用的供試体
の軌道上運用に関わる技術支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年5月10日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            9,030,000 - -
流体物理実験装置汎用的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ＩＨＩエア
ロスペース以外には実施できないため。

19

平成２２年度国際宇宙ステーション搭
乗員支援協定によるソユーズ（２１Ｓ）
帰還支援の実施

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5月27日
米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）
米国ワシントンＤ．Ｃ．２０５
４６

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表            7,934,164 - -

ソユーズ宇宙船の追跡管制および帰還に係る運用を
行っているロシア宇宙庁と、帰還支援業務の実施に関
する調整および施設・設備への移動や使用に係る契
約を行えるのは、国際宇宙ステーションのシステムイン
テグレータであるＮＡＳＡ（契約相手方）のみであり、当
該契約相手方以外には実施できないため。なお、国際
宇宙ステーション運用に係る契約は、ＮＡＳＡが一元的
に取りまとめることがＪＡＸＡ等国際パートナー間で了
解されている。

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２３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

大型放射光施設（ＳＰｒｉｎｇ－８）の利
用（成果占有、２０１０Ａ期）

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6月1日

特例民法法人 高輝度光
科学研究センター
兵庫県佐用郡佐用町光都
１－１－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）i　契約の相
手方が法令等の規定により明確に特定される契約

非公表            6,864,200 - -

契約相手方が「特定放射光施設の供用の促進に関す
る法律」（平成６年法律第７８号）により、「放射光利用
研究促進機構」に指定されており、明確に特定される
ため。

1

ビデオ信号変換用ＶＣＵインタフェー
スケーブルの製作

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5月14日
三菱プレシジョン株式会社
東京都江東区有明３－５
－７

契約事務実施要領　第６９条　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          21,420,000 - -

提案業者は、ＪＥＭビデオ制御装置の開発業者であ
り、設計情報（図面、写真、詳細機能等を含む）、設計
面からの正確な運用制約情報等、必要な技術情報を
有している唯一の業者である。　また、上記装置の開
発を通じて、有人安全性に係る技術情報及び搭載品
の製作必要な技術能力を有している。　従って、三菱プ
レシジョン（株）は、本業務を も効率的、且つ確実に
遂行できる唯一の業者である。

19

ＨＴＶ２打上げ解析及びＨＴＶ維持設
計（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22年4月23日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        243,054,000 - -

本件作業は、ＨＴＶ２打上げ解析及びＨＴＶ維持設計
（設計の維持、変更・改善、技術調整支援）を実施する
ものであり、ＨＴＶの設計・製造・試験に係る技術情報、
また設計の変更・改善を行うための技術を有する必要
がある。提案業者は、ＨＴＶの本件対象範囲の開発を
行った業者であり、設計・製造・試験に係る技術情報及
び設計の変更・改善を行うための技術を有する唯一の
業者である。

19

ＨＴＶ２打上げ解析及びＨＴＶ維持設
計（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22年4月15日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表        244,965,000 - -
設計・製造・試験に係る技術情報を必要とすることか
ら、宇宙ステーション補給機の主契約・製造企業である
三菱重工業㈱以外には実施できないため。

19

平成２２年度ＪＥＭシステム補用品の
調達（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22年5月6日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          34,650,000 - -
ＪＥＭ熱制御系装置制御装置（ＴＡＣ）本体認定モデル
のフライト品機能同等化を行うものであり、当該製品の
開発企業である日本電気以外には実施できないため。

19

平成２２年度　ＪＥＭ運用システムに
係る運用支援（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22年4月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          38,902,500 - -

ＪＥＭ運用管制システム、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必要とし、唯一当
該ＪＥＭ運用管制システムの技術情報を有する日本電
気㈱以外に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２３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

ＪＥＭ搭載型サブミリ波サウンダ（ＳＭ
ＩＬＥＳ）冷却系の運用支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年6月11日
住友重機械工業株式会社
東京都品川区大崎２－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            2,604,000 - -
ＪＥＭ搭載型サブミリ波サウンダ冷却系のハードウェア
情報を必要としており，唯一当該設計ノウハウを有す
る住友重機械工業（株）以外には実施できないため．

19

ＰＬＴ搭載実験装置 運用管制ソフト
ウェアの運用支援 （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6月22日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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          11,088,000 - -
ＪＥＭのＰＬＴのソフトウェア作成技術を必要とし、唯一
当該技術を有する三菱重工（株）名古屋航空宇宙シス
テム製作所以外には実施できないため。

19

温度勾配炉ＥＭの修理
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年6月1日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            7,455,000 - -
ＩＨＩエアロスペースが製作した温度勾配炉エンジニアリ
ングモデルの修理であり、当該相手方以外では実施で
きないため。

19

平成２２年度　画像取得処理装置（ＩＰ
Ｕ）の運用支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年6月4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

契約事務実施要領　第６９条　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          10,363,500 - -
ＪＥＭの画像処理装置（ＩＰＵ）の開発に関わる技術を必
要とし、唯一当該技術を有する千代田アドバンスト・ソ
リューションズ（株）以外には実施できないため。

19

平成２２年度全天Ｘ線監視装置（ＭＡ
ＸＩ）運用技術支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年4月19日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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          26,334,000 - -
全天Ｘ線監視装置の機上ソフトウェア（シミュレータ）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。

19

ＳＥＤＡ－ＡＰ実運用に係る技術支援
の実施（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22年5月14日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            9,975,000 - -

宇宙環境計測ミッション装置（ＳＥＤＡ－ＡＰ）のフライト
ハードウエアの設計及び製作の進行に伴うものであ
り、前段階までを実施（フライトハードウエアを設計及
び製作）した日本電気（株）以外には実施できないた
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２３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

「月面歩行と転倒予防に関する研究」
（平成２２年度）に係る慶應義塾大学
との共同研究について

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7月12日
学校法人　慶應義塾
東京都港区三田２－１５－
４５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）p　共同研究
に関する契約

非公表            5,550,000 - -

本研究はＪＡＸＡと慶應義塾大学が共同で発案し、第２
５回有人プログラム研究推進委員会（平成２１年２月）
において、慶應義塾大学を含めた体制に基づき有人
宇宙活動に関する先端基盤研究の先端研究として採
択されたものである。本研究では、計算シミュレーショ
ン、ロボット工学やリハビリテーション医学など、非常に
専門性の高い知識や技術が要求され、これらに精通し
た専門家との共同研究が必要不可欠である。慶應義
塾大学はリハビリテーション医学および理工学研究を
包括的に実施できる体制が整備されており 研究に必

19

平成２２年度　国際宇宙ステーション
搭乗員支援協定による訓練の実施
（その１）

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6月24日
米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）
米国ワシントンＤ．Ｃ．２０５
４６

契約事務実施要領　第６９条　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          93,795,268 - -
宇宙飛行士のＴ－３８飛行機操縦訓練及びカスタマイ
ズ訓練を必要とし、唯一当該設備、要員を有するＮＡＳ
Ａ　以外には実施できないため。

19

大型放射光施設（ＳＰｒｉｎｇ－８）の利
用（成果占有、２０１０Ｂ期）

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9月6日

特例民法法人 高輝度光
科学研究センター
兵庫県佐用郡佐用町光都
１－１－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）i　契約の相
手方が法令等の規定により明確に特定される契約

非公表            6,864,200 - -
契約の相手方が「特定放射光施設の供用の促進に関
する法律」（平成６年法律第７８号）に指定されており、
明確に特定されるため。

1

簡易型生体機能モニター装置　解析
ソフトの改修

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9月1日

フクダ電子南関東販売株
式会社
千葉県千葉市中央区矢作
町３８２－３

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            9,798,600 - -
フクダ電子株式会社が製作した簡易型生体機能モニ
ター装置（ホルター心電計）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。

19

ＪＥＭシステム補用品の調達（その１
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22年9月15日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          34,650,000 - -

ＪＥＭシステム補用品用部品としてスラストベアリングと
ＯＲＵ把持用視覚ターゲットの調達を行うものであり、
当該製品の製造企業である日本電気（株）以外には実
施できないため。

19

平成２２年　国際宇宙ステーション搭
乗員支援協定による訓練の実施（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22年9月15日
米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）
米国ワシントンＤ．Ｃ．２０５
４６

契約事務実施要領　第６９条　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          95,595,932 - -
宇宙飛行士のＴ－３８飛行機操縦訓練及びカスタマイ
ズ訓練を必要とし、唯一当該設備、要員を有するＮＡＳ
Ａ以外に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２３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

Ａｒｅａ ＰＡＤＥＬＳ「きぼう」船内の定点
環境放射線計測 平成２２年度ロシア
生物医学問題研究所とのソユーズ／
プログレス搭載準備作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年11月1日

ロシア連邦科学センターロ
シア科学アカデミー生物医
学問題研究所
１２３００７，Ｍｏｓｃｏｗ　Ｋｈ
ｏｒｏｓｈｏｖｓｋｏｙｅ　ｓｈｏｓｓ
ｅ，７６Ａ，Ｒｕｓｓｉａ

契約事務実施要領　第６９条　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            4,982,000 - -

Ｓｏｙｕｚ／Ｐｒｏｇｒｅｓｓ及びＩＳＳロシアサービスモジュー
ルを利用した多くの宇宙実験の実績があり、ｓｏｙｕｚの
搭載要求に関して、射場輸送、軌道上作業、回収作業
等に関する高度な専門知識を有するとともに、宇宙実
験準備に必要となる射場設備の技術情報を有している
研究機関である。

19

ＪＥＭ利用水棲生物実験のロシア・バ
イコヌール射場におけるリハーサル
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22年11月26日

ＲＳＣ　ＥＮＥＲＧＩＡ
４Ａ，Ｌｅｎｉｎ　Ｓｔｒｅｅｔ，Ｋｏｒ
ｏｌｅｖ，１４１０７０，ＭＯＳＣ
ＯＷ　Ｒｅｇｉｏｎ，Ｒｕｓｓｉａ

契約事務実施要領　第６９条　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          35,720,000 - -

実験器材と生物試料のロシアへの輸入、ロシア－バイ
コヌール射場間の輸送、バイコヌール射場における実
験室の整備及び日本側参加者の滞在・作業支援が実
施できる必要がある。　ＲＳＣ　ＥＮＥＲＧＩＡはロシア国
内でロシア連邦宇宙庁の管理・許可の元でこれらの一
連の作業を実施可能な唯一の業者であるため。

19

水棲生物実験装置　平成２２年度　ロ
シアとの協力に関する技術調整

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11月29日

ロシア連邦科学センターロ
シア科学アカデミー生物医
学問題研究所
１２３００７，Ｍｏｓｃｏｗ　Ｋｈ
ｏｒｏｓｈｏｖｓｋｏｙｅ　ｓｈｏｓｓ
ｅ，７６Ａ，Ｒｕｓｓｉａ

契約事務実施要領　第６９条　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          14,852,000 - -

Ｓｏｙｕｚ／Ｐｒｏｇｒｅｓｓへ水棲生物実験装置（生物試料含
む）を搭載する時の技術要求に関して高度な専門知識
を有し、ロシア宇宙庁に対して宇宙実験計画を提案で
きる必要があり、ロシアの宇宙医学・生物学分野で宇
宙実験計画をとりまとめる唯一の機関である、ＩＢＭＰ
以外には実施できないため。

19

流体物理実験装置グランドモデル運
用制御システムの機能追加

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年10月18日

株式会社　ＩＨＩエスキュー
ブ
東京都中央区八重洲２－
９－７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表            4,263,000 - -
ＩＨＩエスキューブが設計製作し流体物理実験装置グラ
ンドモデル運用制御システムの機能付加であり、当該
相手方以外では実施できないため。

19

国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）共通コネ
クタ部品の調達

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月28日
米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）
米国ワシントンＤ．Ｃ．２０５
４６

契約事務実施要領　第６９条　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            1,783,838 - -

本提案業者は、ＩＳＳ全体のシステム設計及び多数の
共通機器を開発しており、ＩＳＳを長期運用するために
必要な保全用部品を多数保有している。本提案業者
は、本契約を効率的かつ確実に遂行できる唯一の機
関である。

19

高エネルギー電子、ガンマ線観測装
置（ＣＡＬＥＴ）用ハイブリッドＩＣ（電荷
増幅器）の調達

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11月24日
ミノ電子株式会社
神奈川県相模原市麻溝台
７－２４－３７

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表          62,685,000 - -
ミノ電子㈱が、製造したハイブリッドＩＣ（電荷増幅器）の
改修であり、当該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２３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

細胞培養装置 人工重力発生機の再
整備（その１）

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11月26日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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          17,010,000 - -
細胞培養装置人工重力発生機の設計・開発に係る技
術情報を必要とし、唯一当該技術情報を有する三菱重
工業（株）以外には実施できないため。

19

高エネルギー電子、ガンマ線観測装
置（ＣＡＬＥＴ）用　 タングステン酸鉛
（ＰＷＯ）結晶体の調達

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11月26日
京石産業株式会社
京都府京都市山科区四ノ
宮神田町３０

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          95,424,000 - -
ＣＡＬＥＴ用タングステン酸鉛（ＰＷＯ）結晶体の国内に
おける販売権を有しているのは京石産業㈱のみであ
り、当該相手方以外には実施できないため。

19

ＩＳＳ計画米国民間軌道間輸送サービ
スの宇宙ステーション補給機近傍通
信システム（ＰＲＯＸ）利用に係る技術
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22年10月7日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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          77,500,500 - -

宇宙ステーション補給機近傍通信システム（以下「ＰＲ
ＯＸ」という）の設計技術情報を必要とし、唯一当該設
計技術情報を有する三菱電機（株）以外には実施でき
ないため。

19

ＪＥＭ与圧部用高精細ビデオカメラシ
ステムの製作

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12月10日
明星電気株式会社
東京都文京区小石川２－
５－７

契約事務実施要領　第６９条　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          31,825,500 - -

ＪＥＭ曝露部用民生品高精細ビデオカメラシステム（Ｅ
Ｆ－ＨＤＴＶ）の仕様、運用方法、並びにＪＥＭデータ伝
送系、有人安全性についての技術を必要とし、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。

19

平成２２年度　水棲生物実験装置適
合性試験準備

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月12日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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            4,620,000 - -
三菱重工業（株）神戸造船所は、水棲生物実験装置の
開発を担当しており、設計・製造・取り扱い等の技術情
報を有する唯一の業者である。

19

高エネルギー電子、ガンマ線観測装
置（ＣＡＬＥＴ）用光検出センサ類の調
達

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月6日
浜松ホトニクス株式会社
静岡県浜松市中区砂山町
３２５－６

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）k　既存製品
等の機能付加・改善等に関する契約

非公表          76,566,000 - -
浜松ホトニクス㈱が、開発した６４チャンネル光電子増
倍管、デュアルフォトダイオードの改修であり、当該相
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２３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

ボーナス食の食品安全性検査
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月17日

特例民法法人 日本食品
分析センター
東京都渋谷区元代々木町
５２－１

契約事務実施要領　第６９条　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            1,346,520 - -

ボーナス食に対して食品安全性検査として（１）カビ数、
（２）酵母数、（３）黄色ブドウ球菌、（４）腸管出血性大
腸菌Ｏ１５７、（５）サルモネラ、（６）減圧検査、（７）一般
細菌数検査を実施できる中立的機関である必要があ
り、これまで宇宙日本食に対して同様な分析を実施し
た唯一の業者である（財）日本食品分析センター以外
には実施できないため。

19

第４期Ｊ－ＴＭＩＳ計算機システムおよ
び開発・運用情報交換用サーバの撤
去作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月10日

新日鉄ソリューションズ株
式会社
東京都中央区新川２－２０
－１５

契約事務実施要領　第６９条　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            1,365,000 - -

　撤去作業では、同ラック内にある他システムへの影
響を考慮する必要があり、データ消去作業にあたって
は大量且つ複雑に搭載されているシステムの構成を
十分に理解し、データ消去漏れが無い様、確実な作業
が求められる。新日鉄ソリューションズ（株）は、当該シ
ステムの構築／整備、及び保守業務を行った条件を満
たす唯一の業者である。

19

宇宙ステーション補給機２号機の運
用（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22年12月10日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　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          45,360,000 - -

宇宙ステーション補給機２号機の実運用作業を行うた
めに、ＨＴＶ補給キャリア（与圧キャリアおよび非与圧
キャリア）およびＨＴＶ推進モジュールの詳細な設計技
術情報を必要とし、唯一当該設計技術情報を有する三
菱重工業（株）以外には実施できないため。

19

宇宙ステーション補給機２号機の運
用（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22年12月8日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約事務実施要領　第６９条　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        131,397,000 - -

宇宙ステーション補給機２号機の実運用作業を行うた
め、ＨＴＶランデブ運用管制に係るＨＶ航法誘導および
監視制御機能を有するＨＴＶ電気モジュールの詳細な
設計情報を必要とし、唯一当該技術情報を有する三菱
電機（株）以外には実施できないため。

19

宇宙ステーション補給機２号機の運
用（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22年12月17日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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          13,965,000 - -

宇宙ステーション補給機２号機の実運用作業を行うた
めに、ＨＴＶ曝露パレットおよびＨＴＶスラスタの詳細な
設計技術情報を必要とし、唯一当該設計技術情報を
有する（株）ＩＨＩエアロスペース以外には実施できない
ため。

19

宇宙ステーション補給機２号機打上
げ整備作業

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成22年12月16日
三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－
５

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）c　ロケット、
衛星等の主契約企業・製造企業との契約

非公表          85,680,000 - -
ＨＴＶ技術情報が必要なことにより宇宙ステーション補
給機（ＨＴＶ）の主契約企業・主製造企業である三菱重
工業㈱以外に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２３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

ポート共有実験装置　軌道上運用手
順書（ＯＤＦ）源泉の作成（その１）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月5日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            4,987,500 - -
ポート共有実験装置の設計及び軌道上運用に精通し
ていることを必要とし、唯一当該技術を有するＩＨＩエア
ロスペース以外には実施できないため。

19

ＭＰＣフライト補用品ケーブルの調達
高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月31日
明星電気株式会社
東京都文京区小石川２－
５－７

契約事務実施要領　第６９条　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            1,984,500 - -
ＭＰＣフライトケーブルの製造技術を必要とし、唯一当
該製造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。

19

高エネルギー電子、ガンマ線観測装
置（ＣＡＬＥＴ）用スターセンサ（ＡＳＣ）
フライト品の調達

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年1月31日

双日エアロスペース株式
会社
東京都港区赤坂２－１７－
２２

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）g　特定の販
売業者以外ではできない契約

非公表          67,354,501 - -

スターセンサ（ＡＳＣ）は、ＭＡＸＩ、ＳＭＩＬＥＳのために開
発されたスターセンサを開発元であるデンマーク工科
大学が、更に小型化・高精度になるように改修したもの
で、当該スターセンタの国内における販売権を有して
いるのは双日エアロスペースのみであり、当該相手方
以外には実施できないため。

19

多目的実験ラック２の概念検討（その
１）

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年2月1日

株式会社　ＩＨＩエアロス
ペース
東京都江東区豊洲３－１
－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）d　シリーズ化
されたロケット・衛星等の開発、試作、製作に関する契
約及びそれと関連する契約

非公表            7,245,000 - -
シリーズ化された多目的実験ラックの次号機検討のた
め、元となる多目的実験ラックを開発した（株）ＩＨＩエア
ロスペース（契約相手方）以外には実施できないため。

19

Ｋｏｂａｉｒｏ Ｒａｃｋ用ＯＣＳＤＢ不具合改
修

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月18日

有人宇宙システム株式会
社
東京都千代田区大手町１
－６－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            1,335,600 - -

Ｋｏｂａｉｒｏ　Ｒａｃｋの軌道上チェックアウト時に、同Ｒａｃｋ
用のＯＣＳＤＢに不具合が見つかり、当該ＤＢの改修を
行わなければチェックアウトの遂行が困難となったこと
により早急に対処する必要があるため有人宇宙システ
ム（株）と契約を締結する。

13

Ｋｏｂａｉｒｏ Ｒａｃｋ用ＯＣＳＤＢ／Ｕ－ＢＩ
ＳＤＢ組合せ試験支援

高橋光政　契約部長　東
京都調布市深大寺東町
7-44-1

平成23年3月18日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

契約事務実施要領　第６９条　第１項（１）q　緊急の必
要により競争に付すことができない契約

非公表            1,249,500 - -

Ｋｏｂａｉｒｏ　Ｒａｃｋの軌道上チェックアウト時に、同Ｒａｃｋ
用のＯＣＳＤＢに不具合が見つかり、当該ＤＢの改修後
の試験を行わなければチェックアウトの遂行が困難と
なったことにより早急に対処する必要があるため日本
電気（株）と契約を締結する。

13
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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２３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

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22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

契約事務実施要領　第６９条　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        737,559,678 - -
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しないため。

8

平成２２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22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

契約事務実施要領　第６９条　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        620,861,649 - -
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しないため。

8

平成２２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22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

契約事務実施要領　第６９条　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        204,101,519 - -
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しないため。

8

専用回線およびＩＳＤＮ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22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

契約事務実施要領　第６９条　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        117,060,455 - -
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しないため。

8

平成２２年度筑波宇宙センターガス
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22年4月1日
筑波学園ガス株式会社
茨城県つくば市研究学園
Ｄ３５街区５

契約事務実施要領　第６９条　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          81,371,619 - -
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しないため。

8

平成２２年度鹿児島宇宙センター内
之浦宇宙空間観測所電気使用料

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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          64,000,799 - -
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しないため。

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２３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

ガス料（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22年4月1日
東京ガス株式会社
東京都港区海岸１－５－２
０

契約事務実施要領　第６９条　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          60,578,091 - -
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しないため。

8

科学衛星データ伝送回線使用料（平
成２２年度分）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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          31,488,327 - -
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しないため。

8

専用回線およびＩＳＤＮ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22年4月1日
ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２－
３－２

契約事務実施要領　第６９条　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          27,493,466 - -
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しないため。

8

平成２２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22年4月1日

つくば市水道部
茨城県つくば市苅間２５３０
－２（研究学園Ｄ３２街区２
画地）

契約事務実施要領　第６９条　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          26,746,831 - -
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しないため。

8

平成２２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22年4月1日
東京ガス株式会社
東京都港区海岸１－５－２
０

契約事務実施要領　第６９条　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          19,248,952 - -
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しないため。

8

平成２２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22年4月1日

つくば市水道部
茨城県つくば市苅間２５３０
－２（研究学園Ｄ３２街区２
画地）

契約事務実施要領　第６９条　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          16,475,238 - -
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しないため。

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２３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

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22年4月1日
角田市水道事業所
宮城県角田市角田字大坊
４１

契約事務実施要領　第６９条　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          14,427,640 - -
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しないため。

8

上下水道料（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22年4月1日
調布市環境部水道業務課
東京都調布市小島町２－
３５－１

契約事務実施要領　第６９条　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          13,962,287 - -
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しないため。

8

専用回線およびＩＳＤＮ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22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

契約事務実施要領　第６９条　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          13,328,884 - -
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しないため。

8

共通電話サービス用回線利用料
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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          11,180,803 - -
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しないため。

8

共通電話サービス用回線利用料
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日
ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２－
３－２

契約事務実施要領　第６９条　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            9,601,055 - -
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しないため。

8

平成２２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22年4月1日

神奈川県企業庁水道局相
模原営業所
神奈川県横浜市中区日本
大通１

契約事務実施要領　第６９条　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            9,429,455 - -
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しないため。

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２３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

ネットワーク回線料
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日
株式会社　ＵＳＥＮ
東京都港区北青山３－１
－２

契約事務実施要領　第６９条　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            7,434,000 - -
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しないため。

8

平成２２年度きぼう実験ビデオ画像の
伝送に使用するＮＡＳＡマーシャル宇
宙センター／筑波宇宙センター間の
回線調達

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日

ＮＴＴコミュニケーションズ
株式会社
京都千代田区内幸町１－
１－６

契約事務実施要領　第６９条　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            7,073,675 - -
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しないため。

8

情報システム部情報システムグルー
プ所管商用回線利用料（そのア／つ
くばＷＡＮサービス）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日

公益財団法人　国際科学
振興財団
茨城県つくば市赤塚字
牛ヶ淵５８６－９

契約事務実施要領　第６９条　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            6,300,000 - -
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しないため。

8

平成２２年度　有人宇宙環境利用ミッ
ション本部の電話料金（携帯電話料）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            5,006,931 - -
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しないため。

8

電話料（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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            5,005,134 - -
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しないため。

8

平成２２年度　電波利用料の支払い
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日
関東総合通信局
東京都千代田区九段南１
－２－１

契約事務実施要領　第６９条　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            4,948,000 - -
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しないため。

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２３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

インテグレーション試験用ソフトバンク
回線費用

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            4,482,155 - -
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しないため。

8

平成２２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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            4,345,105 - -
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しないため。

8

インテグレーション試験用Ｓ－Ｎｅｔ衛
星回線費用支払い

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日

株式会社　衛星ネットワー
ク
東京都港区虎ノ門１－２－
３

契約事務実施要領　第６９条　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            4,095,000 - -
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しないため。

8

専用回線およびＩＳＤＮ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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            4,011,527 - -
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しないため。

8

回線費
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日
ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２－
３－２

契約事務実施要領　第６９条　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            3,916,584 - -
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しないため。

8

平成２２年度能代多目的実験場電気
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22年4月1日
東北電力株式会社
宮城県仙台市青葉区本町
１－７－１

契約事務実施要領　第６９条　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            3,673,717 - -
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しないため。

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２３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

ＥＴＳ－８高精度時刻同期実験システ
ムデータ伝送用回線料

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            3,650,010 - -
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しないため。

8

平成２２年度相模原キャンパス電話
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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            3,504,352 - -
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しないため。

8

携帯電話使用料（事業推進部、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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            3,343,043 - -
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しないため。

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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            3,295,380 - -
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しないため。

8

平成２２年度相模原キャンパス電話
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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            2,931,043 - -
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しないため。

8

サンチャゴ局間試験に伴う専用回線
の借上げ

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            2,870,540 - -
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しないため。

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２３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

通信料（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22年4月1日
ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２－
３－２

契約事務実施要領　第６９条　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            2,589,300 - -
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しないため。

8

上下水道料（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22年4月1日
三鷹市水道部業務課
東京都調布市小島町２－
３５－１

契約事務実施要領　第６９条　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            2,479,705 - -
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しないため。

8

ゴダード局間試験に伴う専用回線の
借上げ

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            2,353,337 - -
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しないため。

8

平成２２年度　鹿児島宇宙センター
プログラムレート再設定用　ＷＡＮ回
線費用

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日
ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２－
３－２

契約事務実施要領　第６９条　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            2,199,708 - -
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しないため。

8

衛星地球局不具合調査に伴う回線の
借上げ

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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　他
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１
２０９　他

契約事務実施要領　第６９条　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            2,008,709 - -
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しないため。

8

専用回線およびＩＳＤＮ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22年4月1日

ＮＴＴコミュニケーションズ
株式会社
京都千代田区内幸町１－
１－６

契約事務実施要領　第６９条　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            1,969,370 - -
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しないため。

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２３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２２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22年4月1日
鳩山町役場　水道課
地球観測センター水道料

契約事務実施要領　第６９条　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            1,908,900 - -
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しないため。

8

東京事務所－文部科学省間映像配
信用回線費（情報システム部）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日
ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２－
３－２

契約事務実施要領　第６９条　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            1,877,400 - -
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しないため。

8

インテグレーション試験用インテル
サット衛星回線費用支払い

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日

Ｉｎｔｅｌｓａｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｓａｌｅｓ ＆
Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｌｔｄ．　他
Building 5, Chiswick Park
566 Chiswick High Road
他

契約事務実施要領　第６９条　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            1,859,551 - -
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しないため。

8

ＷＩＮＤＳビーコン局専用回線　ＦＹ２２
回線利用契約

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日
ＮＴＴコミュニケーションズ
株式会社
W45YA London

契約事務実施要領　第６９条　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            1,817,104 - -
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しないため。

8

平成２２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22年4月1日
西日本電信電話株式会社
UNITED KINGDOM

契約事務実施要領　第６９条　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            1,753,758 - -
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しないため。

8

衛星携帯電話　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22年4月1日
株式会社　日本デジコム
東京都中央区八丁堀４－
１１－３

契約事務実施要領　第６９条　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            1,746,600 - -
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しないため。

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２３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２２年度　産業連携活動に係る
関西拠点における通信費および電気
料　関西電力

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,694,434 - -
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しないため。

8

共通電話サービス用回線利用料
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,622,603 - -
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しないため。

8

携帯電話使用料（ＧＫ）
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,592,270 - -
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しないため。

8

平成２２年度大手町分室の電気料及
び水道料（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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,586,208 - -
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しないため。

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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,585,694 - -
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しないため。

8

インターネット通信回線サービスの利
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22年4月1日

株式会社　アイネット　ソ
リューション本部　制御シ
ステム事業部
東京都中央区銀座７－１６
－２１

契約事務実施要領　第６９条　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            1,575,000 - -
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しないため。

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２３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

情報システム部情報システムグルー
プ所管商用回線利用料（そのア／光
通信ネットワークサービス）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日

エヌ・ティ・ティ・ビズリンク
株式会社
東京都文京区小石川１－
４－１

契約事務実施要領　第６９条　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            1,575,000 - -
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しないため。

8

データ通信機器に係わる回線使用料
（ＬＮＧ）他

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,525,218 - -
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しないため。

8

電話料等　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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,508,446 - -
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しないため。

8

平成２２年度　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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,499,401 - -
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しないため。

8

携帯電話料（衛星利用推進センター
大手町、ドコモ）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,403,231 - -
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しないため。

8

平成２２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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,400,500 - -
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しないため。

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２３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２２年度　東京事務所電話料金
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22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,396,403 - -
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しないため。

8

日本通信データネットワーク
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,337,280 - -
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しないため。

8

平成２２年度携帯電話料金の支払い
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,333,237 - -
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しないため。

8

共通電話サービス用回線利用料
平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,306,091 - -
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しないため。

8

ソフトバンクモバイル通話料金（携帯
電話通話料）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,235,808 - -
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しないため。

8

平成２２年度モバイル端末用プロバイ
ダ利用料（ＥＭＯＢＩＬＥ）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22年4月1日
イー・アクセス株式会社
東京都港区虎ノ門２－１０
－１

契約事務実施要領　第６９条　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            1,215,539 - -
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しないため。

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２３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２２年度電話料金（臼田宇宙空
間観測所）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,090,648 - -
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しないため。

8

平成２２年度携帯電話経費（情報シス
テム部及び情報・計算工学センター）

平田 文利  財務部長
東京都調布市深大寺東
町7-44-1

平成22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

契約事務実施要領　第６９条　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            1,073,687 - -
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しないため。

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22年度に締結した契約のうち、平成23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


