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ロシア・サレハルドにおけるオゾン濃
度鉛直分布データ取得業務

H23.12.1 SBC　ATTEX

　本件は、北極域におけるオゾン破壊量の定量化のために北
極域各国と協力して行っているオゾンゾンデ観測のうち、予算
の制約で観測ができていないロシアのデータを取得するため
の観測を行うものである。ロシアにおける観測については、こ
れまでロシアでの観測を行ってきたモスクワ中央大気観測研
究所においてSBC ATTEXに委任して行っており、今回の業務
についても同社において行うよう同研究所から指定されてい
る。以上の理由により、随意契約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号適用）

－ 3,543,750 － －

平成23年度 長江大通ステーション
水質分析業務

H23.12.1
中国科学院地理科学与資源研究
所

　本件は、中国科学院地理科学与資源研究所と当研究所の
間で合意した協定書に基づき実施する長江下流大通ステー
ションでのサンプル採取・水質分析業務であることから、随意
契約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号適用）

－ 1,710,720 － －

加速器質量分析装置修繕業務 H23.12.1
伯東（株）
新宿区新宿１－１－１３

　本選定業者は、当該設備の国内での販売、サービスにおけ
る唯一の代理店であるため、随意契約を行うものである。
(会計規程第３６条第１項第１号適用)

－ 16,859,850 － －

最適化問題プログラミングソフトウェ
アGAMSのアップデート及びソル
バー購入　１式

H23.12.1 GAMS Development

 本物品の販売にあたっては、代理店を通さず、本ソフトウェア
の製造会社であり本選定業者が直接販売を行っているため、
随意契約を行うものである。
(会計規程第３６条第１項第１号適用)

－ 2,772,000 － －

複数の数値計算プラットフォームを
統合した最適化型数値シミュレー
ションモデル構築支援ソフトの導入
および保守業務

H23.12.1
（株）オクトーバー・スカイ
東京都府中市寿町1-8-1 寿町KY
ビル

　本選定業者は、Gurobi Optimizer販売において開発元の米
国Gurobi Optimization社より認証された本邦における排他的
販売権を有する唯一の日本総代理店であるため、随意契約を
行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号適用）

－ 4,123,350 － －

フーリエ変換分光計 IFS120HRアッ
プグレード作業

H23.12.2
ブルカー・オプティクス（株）
茨城県つくば市二の宮３－２１－
５

　本選定業者は、日本国内においてブルカー社製品を販売・
アップグレード・メンテナンスすることのできる唯一の代理店で
あるため、随意契約を行うものである。
(会計規程第３６条第１項第１号適用)

－ 25,600,050 － －

半導体ゲルマニウムガンマ線増設
検出計 　１式

H23.12.2
セイコー・イージーアンドジー(株)
江東区亀戸６－３１－１

　本件は、既存のゲルマニウム検出装置に半導体ゲルマニウ
ムガンマ線検出計を増設するものである。増設機器は既存装
置と同時に制御する必要があることから、既存装置と同じ
Ortec社製であることが必要である。本選定業者は、当該機器
の製造元であるOrtec社の国内唯一の代理店であるため、随
意契約を行うものである。
(会計規程第３６条第１項第１号適用)

－ 14,910,000 － －

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)に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等)
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健康影響の統合データベース
HEALSの整備・更新に関するサポー
ト業務

H23.12.5
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手町２－３－
６

　本件は、健康影響予測システムのための統合データベース
HEALSのNIESのHP上公開に向けた整備・機能の更新を行う
ものであるが、本システムは専用に設計・納品されたものであ
ることから、本作業を実施できるのは、設計・納品を行った本
選定業者しかないため、随意契約を行うものである。
(会計規程第３６条第１項第１号適用)

－ 3,045,000 － －

純水設備メンテナンス業務 H23.12.5
（株）クリタス
東京都豊島区南池袋１－１１－２
２

　本件は、水生生物の飼育水原水・実験用器材の洗浄水とし
て使用される純水設備のメンテナンスを行うものであるが、本
設備は専用に設計・納品されたものであることから、本作業を
実施できるのは、設計・納品を行った本選定業者しかないた
め、随意契約を行うものである。
（会計規程第３６条第１項第１号適用）

－ 2,719,500 － －

高圧ガス設備及び凍結保存容器シ
ステム点検業務

H23.12.5
（株）巴商会
茨城県つくば市吉瀬１７０２－２

　本件は、環境試料タイムカプセル棟での環境及び動物資料
の安定的な保存を確保するために必要な高圧ガス設備及び
凍結保存容器の保守、点検、調整を行うものであるが、本設
備は専用に設計・納品されたものであることから、本作業を実
施できるのは、設計・納品を行った本選定業者しかないため、
随意契約を行うものである。
（会計規程第36条第1号第1号適用）

－ 1,311,450 － －

GMID:Global Market Information
Database　の利用にかかるアクセス
権の取得　１式

H23.12.8 Euromonitor International

　本データベースの販売については、代理店を通さず、本デー
タベースを作成した本選定業者が直接販売を行っているた
め、随意契約を行うものである。
(会計規程第３６条第１項第１号適用)

－ 3,543,750 － －

平成23年度独立行政法人国立環境
研究所土壌環境実験棟等耐震改修
その他工事設計・監理業務

H23.12.12
（株）大谷研究室
東京都杉並区阿佐ヶ谷南３－３１
－１３

  本件は、平成23年10月20日に簡易公募型プロポーザル方
式により公示を行い、２者より技術提案書の提出があった。技
術提案書等選定委員会において、技術提案書の内容を審査
した結果、（株）大谷研究室は業務の理解度、取組意欲、質問
に対する説明能力等高く評価され、契約候補者として相応し
いものと判断された。このため、（株）大谷研究室を本業務の
相手方として選定し、随意契約を行うものである。
（会計規程第３６条第１項第１号適用）

－ 13,387,500 － －

GOSAT研究用計算設備東日本大震
災被害箇所修理業務

H23.12.12
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川２－２０－１５

　本件は、GOSATの観測データの研究処理を実施するための
計算設備について東日本大震災時の被害の修理を行うもの
であるが、本設備は専用に設計・納品されたものであることか
ら、本作業を実施できるのは、設計・納品を行った本選定業者
しかないため、随意契約を行うものである。
(会計規程第３６条第１項第１号適用)

－ 1,155,000 － －

瀋陽市大気排出量統計データ及び
瀋陽市産業廃棄物発生量データ　１
式

H23.12.13 中国科学院応用生態学研究所

  本件は、中国拠点都市の都市活動と大気汚染物質等の環
境負荷の関係を解析するための統計データを購入するもので
あるが、機密保持の観点等から国立研究機関である中国科
学院応用生態学研究所しか当該データの収集・整備・販売が
行えないことから、随意契約を行うものである。
(会計規程第36条第1項第1号適用)

－ 2,000,000 － －
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アジア地域の国・都市レベルを対象
とした大気汚染物質対策の評価プロ
セス検討業務

H23.12.21
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手町２－３－
６

平成23年12月21日に本件に係る総合評価落札方式による一
般競争入札を実施したが、再度の入札に付しても落札者がな
く、本業務を行うに際し、日程上再度公告入札は行えないこと
から、最低入札額であった本選定業者と随意契約を行うもの
である。
(契約事務取扱細則第29条第2項)

－ 3,885,000 － －
不落随契
総合評価

放射性物質汚染廃棄物のセシウム
溶出及び土壌吸着特性に関する試
験等業務

H23.12.26
（株）環境管理センター
東京都八王子市下恩方町323-1

　本件は、放射性物質汚染廃棄物のセシウム溶出及び土壌
吸着特性、セシウムの固体中存在形態、最終処分場の浸出
水処理性能等に関する試験等を緊急的に実施するものであ
るが、本件で行う試験等には公定法が存在しないため、短時
間で迅速かつ確実に実施できる豊富な実績に加え、通常の分
析会社では実施困難な逐次抽出法や動的カラム吸着試験な
どの実績を有していることが必要であり、また多種多様な性
状・放射能濃度を有する原発事故由来の放射性物質汚染廃
棄物の特性を踏まえ本業務を主体的かつ迅速に遂行できる
だけの高い専門性を人材的にも組織的にも有していることが
必要であるが、これらの要件を全て満たす者は本選定業者以
外にはないため、随意契約を行うものである。
(会計規程第３６条第１項第１号適用)

－ 21,000,000 － －

※公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載
した場合には予定調達総額を記載する。


