
契約番号 Ｈ26 － 20009

一般競争入札

役務

平成26年3月19日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 1

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
平成２６年度高機能ブロードバンドネットワークテストベッド
回線（国内網運用監視）

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 345,600,000              

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１４日　入札公告
平成２６年　３月１８日　入札書〆切
平成２６年　３月１９日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

各年度末においてアンケートを実施している。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。



契約番号 Ｈ26 － 20028

一般競争

役務

平成26年3月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 2

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
Ｈ２６及びＨ２７脳情報通信研究のための能計測装置運用
支援作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 176,256,000              

契約の相手方 （株）ＡＴＲ－Ｐromotionｓ

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月　９日　入札公告
平成２６年　３月１３日　入札〆切
平成２６年　３月１４日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 10003

一般競争

その他

平成26年2月28日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 3

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
独立行政法人情報通信研究機構未来ＩＣＴ研究所で使用
する電力需給契約

契約種別／細分類 電力料

契約締結日／契約金額 170,637,725              

契約の相手方 関西電力（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２７日　入札公告
平成２６年　２月２７日　入札書〆切
平成２６年　２月２８日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件でありやむを得ないが、新規事業者の参入
等の情報収集に努め、引き続き競争参加に関する適切な要件設定を行うなど、応札者の拡大に努める
こと。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20046

一般競争

役務

平成26年3月26日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 4

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 「平成２６年度」仮想化ノードシステムの運用支援業務

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 146,988,000              

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月２２日　入札公告
平成２６年　３月２５日　入札〆切
平成２６年　３月２６日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20010

一般競争

役務

平成26年3月19日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 5

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
「平成２６年度」高機能ブロードバンドネットワークテストベッ
ド回線（海外網運用監視）

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 138,240,000              

契約の相手方 ＫＤＤＩ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１４日　入札公告
平成２６年　３月１８日　入札〆切
平成２６年　３月１９日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20014

一般競争入札

役務

平成26年3月19日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 6

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
平成26年度高機能ブロードバンドネットワークテストベッド
回線（ストレージ機器保守）

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 60,264,000                

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１４日　入札公告
平成２６年　３月１８日　入札書〆切
平成２６年　３月１９日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期間を確
保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。



契約番号 Ｈ26 － 20017

一般競争

役務

平成26年3月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 7

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 Ｈ２６　セキュリティ管理運用業務

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 59,979,960                

契約の相手方 （株）ラック

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１４日　入札公告
平成２６年　３月１７日　入札〆切
平成２６年　３月１８日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20015

一般競争

役務

平成26年3月19日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 8

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
「平成２６年度」高機能ブロードバンドネットワークテストベッ
ド回線（海外設置機器保守）

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 58,320,000                

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１４日　入札公告
平成２６年　３月１８日　入札〆切
平成２６年　３月１９日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20026

一般競争

役務

平成26年3月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 9

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 Ｈ２６先端ＩＣＴデバイスラボ施設の運営管理支援作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 46,872,000                

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月　９日　入札公告
平成２６年　３月１３日　入札〆切
平成２６年　３月１４日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20011

一般競争

役務

平成26年3月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 10

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
「平成２６年度」高機能ブロードバンドネットワークテストベッ
ド回線（機器保守）

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 32,508,000                

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１４日　入札公告
平成２６年　３月１７日　入札〆切
平成２６年　３月１８日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20696

一般競争

役務

平成26年5月28日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 11

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 給与計算業務及び給与支給事務関連業務の委託

契約種別／細分類 管理業務支援

契約締結日／契約金額 32,399,998                

契約の相手方 エイチアールワン（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　４月２３日　入札公告
平成２６年　５月２３日　入札〆切
平成２６年　５月２６日　開札日
平成２６年　７月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20019

一般競争

役務

平成26年3月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 12

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
Ｈ２６光・電子デバイスプロセス装置管理運用作業の業務委
託

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 29,948,400                

契約の相手方 アルバックテクノ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１４日　入札公告
平成２６年　３月１７日　入札〆切
平成２６年　３月１８日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20022

不落随契

役務

平成26年3月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 13

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 「平成２６年度」ＳｔａｒＢＥＤ運用監視

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 26,136,000                

契約の相手方 ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１４日　入札公告
平成２６年　３月１９日　入札〆切
平成２６年　３月２０日　開札日（開札不調）
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20004

一般競争

役務

平成26年3月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 14

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 Ｈ２６宇宙天気予報に関する業務委託

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 27,360,000                

契約の相手方 （株）セック

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月　９日　入札公告
平成２６年　３月１３日　入札〆切
平成２６年　３月１４日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20016

一般競争

役務

平成27年3月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 15

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
「平成２６年度」高機能ブロードバンドネットワークテストベッ
ド回線（ＳＤＮ機器保守）

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 18,578,160                

契約の相手方 日本電気（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１４日　入札公告
平成２６年　３月１７日　入札〆切
平成２６年　３月１８日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20339

一般競争

派遣

平成26年3月10日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 16

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 総合データシステム研究開発室の支援業務の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 18,273,600                

契約の相手方 （株）エル・コーアイ

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月２１日　入札公告
平成２６年　２月２７日　入札〆切
平成２６年　３月　３日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20005

一般競争入札

借入

平成26年3月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 17

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 Ｈ２６情報通信研究機構業務用回線運用

契約種別／細分類 専用線

契約締結日／契約金額 16,166,196                

契約の相手方 ＫＤＤＩ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月　９日　入札公告
平成２６年　３月１３日　入札書〆切
平成２６年　３月１４日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

汎用性の無い機器を保有している事業者または施設等の提供条件を満足できる事業者に限定される
案件ではあるが、対応可能事業者の拡大に向け同種の事業者への事前照会等に努めている。引き続
き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。



契約番号 Ｈ26 － 20081

一般競争入札

派遣

平成26年2月21日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 18

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
大規模ウェブコーパスからの知識獲得を支援する情報サー
ビス及びその基盤の開発の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 15,572,217                

契約の相手方 （株）神戸デジタルラボ

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１４日　入札公告
平成２６年　２月２０日　入札書〆切
平成２６年　２月２１日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20024

一般競争入札

役務

平成26年2月19日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 19

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 Ｈ２６　ＭＢＥ運転・保守・管理作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 14,202,000                

契約の相手方 ＮＴＴアドバンステクノロジ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１６日　入札公告
平成２６年　２月１８日　入札書〆切
平成２６年　２月１９日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20661

一般競争入札

役務

平成26年4月30日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ○

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 20

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
Ｈ２６脳磁派測定装置用液体ヘリウム補給充填作業及び保
守作業（神戸ＭＥＧ）

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 13,502,652                

契約の相手方 （株）ダイオー加古川事業所

入札等の経緯及び結果

平成２６年　３月２５日　入札公告
平成２６年　４月２４日　入札書〆切
平成２６年　４月２５日　開札
平成２６年　５月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20491

一般競争

役務

平成27年3月13日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 21

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
「平成２６年度」ＤＣＮおよびｐｅｒｆｓＳＯＮＡＲサービス支援高
度エンジニアリング業務

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 11,826,000                

契約の相手方 ＫＤＤＩ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月　７日　入札公告
平成２６年　３月１２日　入札〆切
平成２６年　３月１３日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札未実施案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20490

一般競争

役務

平成26年3月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 22

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
平成２６年度　高精度・高解像度ﾈｯﾄﾜｰｸ測定環境支援高度
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ業務

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 11,340,000                

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・アイティ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月１２日　入札公告
平成２６年　３月１７日　入札〆切
平成２６年　３月１８日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札未実施案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20091

一般競争入札

派遣

平成26年2月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 23

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 異分野データ横断検索システムの構築運用の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 11,119,680                

契約の相手方 （株）とめ研究所

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１５日　入札公告
平成２６年　２月２０日　入札書〆切
平成２６年　２月２４日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20477

一般競争入札

役務

平成26年3月17日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 24

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
平成２６年度ネットワークエミュレーションシステム研究設備
（ストレージ機器）年間保守業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 10,735,200                

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月　７日　入札公告
平成２６年　３月１３日　入札書〆切
平成２６年　３月１７日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20128

一般競争入札

派遣

平成26年3月3日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 25

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 コミュニケーションアプリ開発に関する業務の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 9,735,940                  

契約の相手方 オムロンパーソネル（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月２１日　入札公告
平成２６年　２月２７日　入札書〆切
平成２６年　３月　３日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20319

一般競争入札

役務

平成26年3月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 26

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
Ｈ２６　クラウド活用環境基盤構築事業　ＳａａＳクラスタ設備
年間保守

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 8,856,000                  

契約の相手方 （株）ＨＰＣソリューションズ

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月１７日　入札公告
平成２６年　３月２０日　入札書〆切
平成２６年　３月２４日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20336

一般競争

派遣

平成26年3月7日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 27

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
サイバーセキュリティ技術に関する研究開発のためのソフト
ウェア開発及び技術支援の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 8,831,203                  

契約の相手方 （株）インテリジェンス派遣アウトソーシングディビジョン

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月２７日　入札公告
平成２６年　３月　６日　入札〆切
平成２６年　３月　７日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札未実施案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20476

一般競争

役務

平成26年3月17日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 28

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
平成２６年度ネットワークエミュレーション
システム研究設備（グループＦ，Ｇ）年間保守業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 8,640,000                  

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月　７日　入札公告
平成２６年　３月１３日　入札〆切
平成２６年　３月１７日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札未実施案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20216

一般競争入札

役務

平成26年2月25日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 29

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 Ｈ２６展示室運営請負作業

契約種別／細分類 管理業務支援

契約締結日／契約金額 8,605,019                  

契約の相手方 （株）コスモピア

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月２２日　入札公告
平成２６年　２月２４日　入札書〆切
平成２６年　２月２５日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20255

一般競争入札

役務

平成26年2月27日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 30

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
先端ＩＣＴデバイスラボ　Ｈ２６年度・Ｈ２７年度ＩＳＯ14001維持
運用支援作業

契約種別／細分類 管理業務支援

契約締結日／契約金額 8,553,600                  

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月２７日　入札公告
平成２６年　２月２６日　入札書〆切
平成２６年　２月２７日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20302

一般競争入札

役務

平成26年3月19日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 31

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 Ｈ２６　ネットワークアーキテクチャ研究環境管理作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 8,424,000                  

契約の相手方 ＫＤＤＩ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月　７日　入札公告
平成２６年　３月１８日　入札書〆切
平成２６年　３月１９日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 10009

不落随契

その他

平成26年4月1日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 32

入札・公募の別／契約方式 （最低価格落札方式）

契約件名
独立行政法人情報通信研究機構はがね山標準電波送信所
で使用する電力需給契約

契約種別／細分類 電力料

契約締結日／契約金額 8,396,863                  

契約の相手方 九州電力（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月１０日　入札公告
平成２６年　３月１４日　入札書〆切
平成２６年　３月２０日　開札（不落）
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件でありやむを得ないが、新規事業者の参入
等の情報収集に努め、引き続き競争参加に関する適切な要件設定を行うなど、応札者の拡大に努める
こと。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20799

一般競争入札

派遣

平成26年9月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 33

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
日本語言語・画像データベース構築に関連する業務の派遣
（3）

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 8,083,100                  

契約の相手方 （株）エイジェック

入札等の経緯及び結果

平成２６年　８月　８日　入札公告
平成２６年　９月１７日　入札書〆切
平成２６年　９月１８日　開札
平成２６年１０月　２日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20769

一般競争

役務

平成26年8月11日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 34

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
Ｈ２６　ネットワークアーキテクチャ研究環境セキュリティ監視
業務

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 8,067,600                  

契約の相手方 ＫＤＤＩ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　７月　４日　入札公告
平成２６年　８月　８日　入札〆切
平成２６年　８月１１日　開札日
平成２６年　８月１１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札未実施案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20478

一般競争

役務

平成26年3月17日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 35

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 Ｈ２６年新成果管理公開システム年間保守作業

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 7,992,000                  

契約の相手方 （株）ナレッジコミュニケーション

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月　７日　入札公告
平成２６年　３月１３日　入札〆切
平成２６年　３月１７日　開札日
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札未実施案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20109

一般競争入札

派遣

平成26年2月26日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 36

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 日本標準時定常業務に関する技術支援の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 7,633,440                  

契約の相手方 （株）シグマスタッフ

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月　５日　入札公告
平成２６年　２月２５日　入札書〆切
平成２６年　２月２６日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20322

一般競争入札

役務

平成26年3月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 37

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
Ｈ２６年度高機能ブロードバンドネットワークシステム用及び
ＳｔａｒＢＥＤ３用ホームページの運用及びコンテンツ作成作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 6,814,800                  

契約の相手方 （株）シグマコミュニケーションズ

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月１０日　入札公告
平成２６年　３月２０日　入札書〆切
平成２６年　３月２４日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20072

一般競争入札

派遣

平成26年2月19日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 38

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
バイオ材料を用いたバイオミメティックセンシング研究開発
業務の派遣

契約種別／細分類 研究業務

契約締結日／契約金額 5,812,560                  

契約の相手方 （株）ハイテック

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１０日　入札公告
平成２６年　２月　５日　入札書〆切
平成２６年　２月１９日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20132

一般競争入札

派遣

平成26年3月4日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 39

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
人間の高次脳機能の解明のためのＭＡＴＬＡＢプログラミン
グ、データ解析、及び実験業務の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 5,785,344                  

契約の相手方 ＷＤＢ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月２２日　入札公告
平成２６年　２月２８日　入札書〆切
平成２６年　３月　４日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20495

一般競争入札

役務

平成26年3月20日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 40

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
Ｈ２６　新世代ネットワーク推進フォーラムアセスメントワーキ
ンググループのための支援作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 5,724,000                  

契約の相手方 三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月　７日　入札公告
平成２６年　３月１９日　入札書〆切
平成２６年　３月２０日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20096

一般競争入札

派遣

平成26年2月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 41

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 Ｈ２６　日韓中自動翻訳に関する翻訳業務の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 5,477,155                  

契約の相手方 （株）伸榮

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１５日　入札公告
平成２６年　２月２０日　入札書〆切
平成２６年　２月２４日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20719

一般競争入札

派遣

平成26年7月7日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 42

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
日本語言語・画像データベース構築に関連する業務の派遣
（２）

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 5,388,733                  

契約の相手方 （株）エイジェック

入札等の経緯及び結果

平成２６年　５月２６日　入札公告
平成２６年　７月　４日　入札書〆切
平成２６年　７月　７日　開札
平成２６年　８月　４日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20877

一般競争入札

派遣

平成26年11月19日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 43

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
Ｌｉｎｕｘサーバー及びＬｉｎｕｘコンテナ（ＬＸＣ）構築・運用・保
守、サーバー環境構築用アプリケーション開発の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 5,184,000                  

契約の相手方 （株）創夢

入札等の経緯及び結果

平成２６年１０月　８日　入札公告
平成２６年１１月１７日　入札書〆切
平成２６年１１月１８日　開札
平成２６年１２月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 10032

一般競争入札

買入

平成26年3月12日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 44

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
平成２６年度通信系シミュレーションソフトウェア年間サポー
トライセンス更新

契約種別／細分類 ライセンス

契約締結日／契約金額 4,923,720                  

契約の相手方 （株）スペースタイムエンジニアリング

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月１１日　入札公告
平成２６年　２月２８日　入札書〆切
平成２６年　３月１２日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特定の目的にのみ使用されるソフトウェアであり取扱事業者が限定される案件ではあるが、対応可能
事業者への照会などの取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20095

一般競争入札

派遣

平成26年2月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 45

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 Ｈ２６　英日自動翻訳に関する翻訳業務の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 4,869,072                  

契約の相手方 （株）ＫＯＳＭＯ

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１５日　入札公告
平成２６年　２月２０日　入札書〆切
平成２６年　２月２４日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20033

一般競争入札

派遣

平成26年2月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 46

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
ユニバーサルコミュニケーション研究所
企画室活動支援の派遣

契約種別／細分類 一般業務

契約締結日／契約金額 4,790,016                  

契約の相手方 （株）伸榮

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月　９日　入札公告
平成２６年　２月１７日　入札書〆切
平成２６年　２月１８日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20133

一般競争入札

派遣

平成26年3月4日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 47

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
ブレインマシンインターフェースシステム開発研究に
関する業務の派遣

契約種別／細分類 研究業務

契約締結日／契約金額 4,704,480                  

契約の相手方 ＷＤＢ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月２２日　入札公告
平成２６年　２月２８日　入札書〆切
平成２６年　３月　４日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20328

一般競争入札

借入

平成26年3月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 48

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 Ｈ２６Ｕ－ＳＴＡＲ国内外部サーバの借用

契約種別／細分類 研究機器

契約締結日／契約金額 4,536,000                  

契約の相手方 ＧＭＯクラウド(株)

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１８日　入札公告
平成２６年　３月１７日　入札書〆切
平成２６年　３月１８日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

汎用性の無い機器を保有している事業者または施設等の提供条件を満足できる事業者に限定される
案件ではあるが、対応可能事業者の拡大に向け同種の事業者への事前照会等に努めている。引き続
き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20082

一般競争入札

派遣

平成26年2月21日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 49

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
災害関連情報の日本言語・画像データベース構築に関する
業務の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 4,378,276                  

契約の相手方 （株）エイジェック

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１４日　入札公告
平成２６年　２月２０日　入札書〆切
平成２６年　２月２１日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20458

一般競争入札

役務

平成26年3月17日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 50

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 国際会議（WPMC2014）開催支援作業

契約種別／細分類 イベント支援

契約締結日／契約金額 3,769,567                  

契約の相手方 （株）インターナショナルランゲージアンドカルチャーセンター

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月１０日　入札公告
平成２６年　３月１４日　入札書〆切
平成２６年　３月１７日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20090

一般競争入札

派遣

平成26年2月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 51

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
ワイヤレスネットワーク研究所企画室イベント企画及び
成果説明業務の派遣

契約種別／細分類 一般業務

契約締結日／契約金額 3,680,640                  

契約の相手方 （株）インターナショナルランゲージアンドカルチャーセンター

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１５日　入札公告
平成２６年　２月２０日　入札書〆切
平成２６年　２月２４日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20315

一般競争入札

役務

平成26年3月26日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 52

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 未来ＩＣＴ研究所　定期健康診断等の実施作業

契約種別／細分類 管理業務支援

契約締結日／契約金額 3,587,133                  

契約の相手方 一般財団法人　近畿健康管理センター

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月２７日　入札公告
平成２６年　３月２５日　入札書〆切
平成２６年　３月２６日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20331

一般競争入札

派遣

平成26年3月7日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 53

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
南極観測における観測支援・データ処理システム保守等の
業務の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 3,030,696                  

契約の相手方 016820　日本コンピューター・センター（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月２７日　入札公告
平成２６年　３月　６日　入札書〆切
平成２６年　３月　７日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20526

一般競争入札

その他

平成26年4月1日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 54

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 平成２６年度海外旅行保険

契約種別／細分類 保険料

契約締結日／契約金額 2,894,480                  

契約の相手方 (株）損害保険ジャパン

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月２０日　入札公告
平成２６年　３月２７日　入札書〆切
平成２６年　３月２８日　開札
平成２６年　５月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件でありやむを得ないが、新規事業者の参入
等の情報収集に努め、引き続き競争参加に関する適切な要件設定を行うなど、応札者の拡大に努める
こと。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20040

一般競争入札

借入

平成26年2月13日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 55

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
Ｈ２６年度ＪＧＮ－Ｘネットワークのインターネットエクスチェン
ジ（ＩＸ）を用いたＡＳ間接続

契約種別／細分類 専用線

契約締結日／契約金額 2,540,160                  

契約の相手方 007655　慶應義塾大学　ＳＦＣ研究所

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月　８日　入札公告
平成２６年　２月１０日　入札書〆切
平成２６年　２月１３日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

汎用性の無い機器を保有している事業者または施設等の提供条件を満足できる事業者に限定される
案件ではあるが、対応可能事業者の拡大に向け同種の事業者への事前照会等に努めている。引き続
き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20041

一般競争入札

役務

平成26年2月27日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 56

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 H26　未来ＩＣＴ研究所工作物機械保守作業

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 2,466,450                  

契約の相手方 （株）金津技研

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月３１日　入札公告
平成２６年　２月２６日　入札書〆切
平成２６年　２月２７日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20043

一般競争入札

役務

平成26年2月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 57

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 タイムビジネス　公開システム保守

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 2,376,000                  

契約の相手方 日本エヌ・ユー・エス（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１７日　入札公告
平成２６年　２月２１日　入札書〆切
平成２６年　２月２４日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20329

一般競争入札

派遣

平成26年4月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 58

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名
Ｌｉｎｕｘサーバー及びＬｉｎｕｘコンテナ（ＬＸＣ）構築・運用・保
守、サーバー環境構築用アプリケーション開発の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 2,369,250                  

契約の相手方 001407　（株）創夢

入札等の経緯及び結果

平成２６年　３月１４日　入札公告
平成２６年　４月２３日　入札書〆切
平成２６年　４月２４日　開札
平成２６年　５月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20093

一般競争入札

派遣

平成26年2月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 59

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 Ｈ２６　上期音声コミュニケーション研究室業務の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 2,179,677                  

契約の相手方 マンパワーグループ（株）京都支店

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１５日　入札公告
平成２６年　２月２０日　入札書〆切
平成２６年　２月２４日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20776

一般競争入札

派遣

平成26年9月4日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 60

入札・公募の別／契約方式 総合評価落札方式

契約件名 Ｈ２６　下期音声コミュニケーション研究室業務の派遣

契約種別／細分類 研究支援

契約締結日／契約金額 2,179,677                  

契約の相手方 マンパワーグループ（株）京都支店

入札等の経緯及び結果

平成２６年　７月２２日　入札公告
平成２６年　９月　３日　入札書〆切
平成２６年　９月　４日　開札
平成２６年１０月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころである。引き続き継続した
取り組みにより応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20232

一般競争入札

役務

平成26年3月17日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 61

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
平成２６年度　ＳｔａｒＢＥＤ　連携オプティカルスイッチ（２３年
度導入）年間保守業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 1,836,000                  

契約の相手方 009200　日商エレクトロニクス（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月１０日　入札公告
平成２６年　３月１４日　入札書〆切
平成２６年　３月１７日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20165

一般競争入札

役務

平成26年3月12日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 62

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 平成２６年度　仮眠室等維持管理作業

契約種別／細分類 管理業務支援

契約締結日／契約金額 1,803,600                  

契約の相手方 （株）サンシード

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月　４日　入札公告
平成２６年　３月１０日　入札書〆切
平成２６年　３月１２日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20805

一般競争入札

役務

平成26年9月22日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 63

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 Ｈ２６前期　先端ＩＣＴデバイスラボガス検知器点検作業

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 1,593,000                  

契約の相手方 013511　（株）巴商会　調布営業所

入札等の経緯及び結果

平成２６年　８月１８日　入札公告
平成２６年　９月１９日　入札書〆切
平成２６年　９月２２日　開札
平成２６年　９月２２日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20193

一般競争入札

役務

平成26年2月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 64

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名
Ｈ２６　鹿島宇宙技術研究センター構内交換機等電話設備
保守業務

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 1,477,440                  

契約の相手方 日本電気（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月２０日　入札公告
平成２６年　２月２１日　入札書〆切
平成２６年　２月２４日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20506

不落随契

役務

平成26年3月19日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 65

入札・公募の別／契約方式 （最低価格落札方式）

契約件名
Ｈ２６脳磁界計測装置用液体ヘリウム運送・充填作業（吹田
ＭＥＧ）

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 1,328,400                  

契約の相手方 (株）ダイオー

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月１０日　入札公告
平成２６年　３月１４日　入札書〆切
平成２６年　３月１７日　開札（開札不調）
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

専門的に知識を必要とすることから、事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を
認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努
めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20486

一般競争入札

役務

平成26年3月12日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 66

入札・公募の別／契約方式 最低価格落札方式

契約件名 H26　未来ＩＣＴ研究所構内無線通信交換システム保守作業

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 1,185,840                  

契約の相手方 （株）ニチワ

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月　７日　入札公告
平成２６年　３月１１日　入札書〆切
平成２６年　３月１２日　開札
平成２６年　４月　１日　履行開始

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域、規模、または、対象となる機器等に関する専門的知識を必要とすることから事業
者が限られる案件ではあるが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めて
いるところである。引き続き継続した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20181

公募

役務

平成26年3月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

契約の相手方 電気興業（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１１月１５日　公募公告
平成２５年１１月３０日　公告〆切
平成２５年１２月１３日　書類提出期限
平成２５年１２月１８日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

契約件名
Ｈ２６長波帯標準電波送信所送信施設等維持監視運用作
業

契約種別／細分類 管理業務支援

契約締結日／契約金額 312,012,000              

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 67

入札・公募の別／契約方式



契約番号 Ｈ26 － 20008

公募

役務

平成26年1月29日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 68

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６年度標準計測システムソフトウェア保守及び管理支援
作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 41,580,000                

契約の相手方 宇宙技術開発（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１１月１１日　公募公告
平成２５年１１月２６日　公告〆切
平成２５年１１月２７日　書類提出期限
平成２５年１１月２７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20180

公募

役務

平成26年1月22日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 69

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６比吸収率計測及びプローブ較正支援・改良データ取得
作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 35,960,437                

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１１月２７日　公募公告
平成２５年１２月１２日　公告〆切
平成２５年１２月１３日　書類提出期限
平成２５年１２月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の上記取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20070

公募

役務

平成26年3月17日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 70

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６準天頂衛星システム時刻管理系運用業務

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 34,344,000                

契約の相手方 宇宙技術開発（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１１月１９日　公募公告
平成２５年１２月　４日　公告〆切
平成２５年１２月　５日　書類提出期限
平成２６年１２月　６日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の上記取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20525

公募

役務

平成26年4月1日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 71

入札・公募の別／契約方式

契約件名
平成26年度シンガポールにおける雇用環境調整及び支払
い代行業務

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 24,282,966                

契約の相手方 Ａｄｅｃcｏ　Ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ　Ｐｔｅ　Ｌｔｄ

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２０日　公募公告
平成２６年　１月１４日　公告〆切
平成２６年　１月１５日　書類提出期限
平成２６年　１月１６日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の上記取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20001

公募

借入

平成25年12月10日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の上記取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

汎用性の無い設備等を保有している事業者または施設等の提供条件を満足できる事業者に限定され
る案件ではあるが、対応可能事業者の拡大に向け同種の事業者への事前照会等に努めている。引き
続き継続した取り組みにより、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

契約の相手方 （株）Ｏｒｂｉｔａｌ　Communications

入札等の経緯及び結果

平成２５年　８月１２日　公募公告
平成２５年　８月２７日　公告〆切
平成２５年　８月２８日　書類提出期限
平成２６年　８月２８日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

契約件名 Ｈ２６高精度衛星双方向時刻比較専用回線サービス

契約種別／細分類 衛星回線

契約締結日／契約金額 23,760,000                

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 72

入札・公募の別／契約方式



契約番号 Ｈ26 － 10258

公募

改造・修繕

平成26年9月29日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 73

入札・公募の別／契約方式

契約件名 高性能セシウム原子時計メンテナンス

契約種別／細分類 研究機器

契約締結日／契約金額 21,643,200                

契約の相手方 丸文（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　６月３０日　公募公告
平成２６年　７月１７日　公告〆切
平成２６年　７月１８日　書類提出期限
平成２６年　７月２２日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の上記取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特定のメーカーのみが扱う機器の修繕であり、既存機器との整合性から製造元事業者が指定する事業
者に限定される案件であるが、対応可能事業者の照会等に努め、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20722

公募

役務

平成26年11月26日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 74

入札・公募の別／契約方式

契約件名
新世代ワイヤレスシステム研究開発支援装置：ＬＴＥ接続評
価装置保守作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 20,995,200                

契約の相手方 ノキアソリューションズ＆ネットワークス（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　４月２４日　公募公告
平成２６年　５月１２日　公告〆切
平成２６年　５月１３日　書類提出期限
平成２６年　５月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20007

公募

役務

平成26年1月29日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 75

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６宇宙光通信に関する地上設備実験業務

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 13,532,400                

契約の相手方 宇宙技術開発（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１１月１５日　公募公告
平成２５年１２月　２日　公告〆切
平成２５年１２月　３日　書類提出期限
平成２５年１２月　４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20164

公募

役務

平成26年3月17日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 76

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６宇宙光通信地上センター運用及び維持管理業務

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 13,488,120                

契約の相手方 （有）ティーティーシー

入札等の経緯及び結果

平成２５年１１月１５日　公募公告
平成２５年１２月　１日　公告〆切
平成２５年１２月　２日　書類提出期限
平成２５年１２月　３日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20431

公募

役務

平成26年3月31日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 77

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６超高速インターネット衛星用ＡＴＭベースバンド交換部
維持管理作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 11,999,880                

契約の相手方 日本電気（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２５日　公募公告
平成２６年　１月１６日　公告〆切
平成２６年　１月２７日　書類提出期限
平成２６年　１月２０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20245

公募

役務

平成26年1月27日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 78

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６多言語翻訳研究開発環境の構築・管理作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 11,977,200                

契約の相手方 プロアクシアコンサルティング（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１６日　公募公告
平成２６年　１月　７日　公告〆切
平成２６年　１月　８日　書類提出期限
平成２６年　１月　９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20273

公募

役務

平成26年3月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 79

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６本部ネットワーク機器保守作業

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 11,556,000                

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１６日　公募公告
平成２６年　１月１３日　公告〆切
平成２６年　１月１４日　書類提出期限
平成２６年　１月１５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20513

公募

役務

平成26年3月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 80

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６電離層観測施設定常点検及び観測記録読み取り作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 11,534,400                

契約の相手方 （一財）電波技術協会

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１０日　公募公告
平成２６年　１月２５日　公告〆切
平成２６年　１月２６日　書類提出期限
平成２６年　１月２９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20246

公募

役務

平成26年1月27日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 81

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ26年度　対訳クラウドソーシングシステムの機能拡張作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 11,502,000                

契約の相手方 ＳＣＳＫ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１６日　公募公告
平成２６年　１月　７日　公告〆切
平成２６年　１月　８日　書類提出期限
平成２６年　１月　９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20247

公募

役務

平成26年1月27日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 82

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６年度　統計的機械翻訳システムの機能拡張作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 11,502,000                

契約の相手方 ＳＣＳＫ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１６日　公募公告
平成２６年　１月　７日　公告〆切
平成２６年　１月　８日　書類提出期限
平成２６年　１月　９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20863

公募

役務

平成26年10月1日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 83

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６年度下期統計的機械翻訳システムの機能拡張作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 11,502,000                

契約の相手方 ＳＣＳＫ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　９月　３日　公募公告
平成２６年　９月１８日　公告〆切
平成２６年　９月１９日　書類提出期限
平成２６年　９月１９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20864

公募

役務

平成26年10月1日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 84

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６下期対訳クラウドソーシングシステムの機能拡張作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 11,502,000                

契約の相手方 ＳＣＳＫ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　９月　３日　公募公告
平成２６年　９月１８日　公告〆切
平成２６年　９月１９日　書類提出期限
平成２６年　９月１９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20413

公募

役務

平成26年3月31日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 85

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６再構成通信機維持作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 11,499,840                

契約の相手方 日本電気（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１６日　書類提出期限
平成２６年　１月２１日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20425

公募

役務

平成26年2月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 86

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６人体ＳＡＲ測定装置保守業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 10,832,400                

契約の相手方 ＰＴＴ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１６日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20161

公募

役務

平成26年3月31日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 87

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６年度情報分析研究室計算機環境保守作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 10,797,840                

契約の相手方 （株）データオンストア

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月　９日　公募公告
平成２５年１２月２４日　公告〆切
平成２５年１２月２５日　書類提出期限
平成２５年１２月２６日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20049

公募

役務

平成26年2月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 88

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６脳磁波測定装置年間定期保守点検

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 10,683,200                

契約の相手方 ＭＥＧ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｌｔｄ．

入札等の経緯及び結果

平成２５年１１月　５日　公募公告
平成２５年１１月２０日　公告〆切
平成２５年１１月２１日　書類提出期限
平成２５年１１月２１日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20466

公募

役務

平成26年2月6日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 89

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６サイバー攻撃分析及びマルウェア解析作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 10,476,000                

契約の相手方 （株）クルウィット

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２０日　公募公告
平成２６年　１月１４日　公告〆切
平成２６年　１月１５日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20523

公募

役務

平成26年3月10日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 90

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６ＳＡＬＭＯＮ・亜熱帯環境・都市環境観測実験データ処
理システムの運用・保守作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 10,368,000                

契約の相手方 富士通エフ・アイ・ピー（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１４日　公募公告
平成２６年　１月２９日　公告〆切
平成２６年　１月３０日　書類提出期限
平成２６年　１月３１日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20454

公募

役務

平成26年3月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 91

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６比吸収率測定・較正支援業務

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 10,282,705                

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１６日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20489

公募

役務

平成26年2月6日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 92

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６ＰＩＡＸテストベッドの運用業務及びコンテンツ管理

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 9,596,880                  

契約の相手方 （株）アクタスソフトウェア

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２５日　公募公告
平成２６年　１月１６日　公告〆切
平成２６年　１月１７日　書類提出期限
平成２６年　１月２０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20465

公募

役務

平成26年2月4日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 93

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６年度ｎｏｎｓｔｏｐ運用作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 8,989,358                  

契約の相手方 ジャパンデータコム（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１６日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20243

公募

役務

平成26年1月27日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 94

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６年度統計的機械翻訳システムの汎用化対応作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 8,942,400                  

契約の相手方 ＳＣＳＫ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１７日　公募公告
平成２６年　１月　８日　公告〆切
平成２６年　１月　９日　書類提出期限
平成２６年　１月１０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20865

公募

役務

平成26年10月1日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 95

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６年度下期統計的機械翻訳システムの汎用化対応作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 8,942,400                  

契約の相手方 ＳＣＳＫ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　９月　３日　公募公告
平成２６年　９月１８日　公告〆切
平成２６年　９月１９日　書類提出期限
平成２６年　９月１９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20483

公募

役務

平成26年2月12日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 96

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６ＢＭＩ実験・解析用ネットワーク環境の構築及び運用作
業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 8,424,000                  

契約の相手方 （株）メディアックス

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１６日　書類提出期限
平成２６年　１月１６日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20217

公募

役務

平成26年2月19日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 97

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６電子決裁システムアプリケーション保守等業務

契約種別／細分類 管理業務支援

契約締結日／契約金額 8,366,976                  

契約の相手方 ＮＥＣネクサソリューションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月　６日　公募公告
平成２５年１２月２４日　公告〆切
平成２５年１２月２５日　書類提出期限
平成２６年　１月　７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20638

公募

役務

平成26年3月20日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 98

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６　３４ｍアンテナシステム及び１１ｍアンテナシステムの
定期点検、保守及び機能調査作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 8,130,302                  

契約の相手方 （株）エイ・イー・エス

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月２８日　公募公告
平成２６年　２月１２日　公告〆切
平成２６年　２月１３日　書類提出期限
平成２６年　２月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20807

公募

役務

平成26年9月9日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 99

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６衛星搭載ＤＢＦ／チャネライザ消費電力低減手法の評
価及び設計支援

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 7,992,000                  

契約の相手方 日本電気（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　７月１８日　公募公告
平成２６年　８月　４日　公告〆切
平成２６年　８月　５日　書類提出期限
平成２６年　８月　５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20451

公募

借入

平成26年3月24日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 100

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６標準電波送信所衛星回線利用

契約種別／細分類 衛星回線

契約締結日／契約金額 7,923,960                  

契約の相手方 （株）衛星ネットワーク

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１６日　書類提出期限
平成２６年　１月１６日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

汎用性の無い設備等を保有している事業者または施設等の提供条件を満足できる事業者に限定され
る案件ではあるが、対応可能事業者の拡大に向け同種の事業者への事前照会等に努めている。引き
続き継続した取り組みにより、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20467

公募

役務

平成26年2月13日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 101

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６マルウェア等の情報提供作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 7,711,200                  

契約の相手方 （株）シマンテック

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２５日　公募公告
平成２６年　１月１６日　公告〆切
平成２６年　１月１７日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20695

公募

役務

平成26年4月16日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 102

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６　200インチ裸眼立体ディスプレイ運営管理作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 7,402,752                  

契約の相手方 （株）エイジェック

入札等の経緯及び結果

平成２６年　３月２０日　公募公告
平成２６年　４月　４日　公告〆切
平成２６年　４月　７日　書類提出期限
平成２６年　４月　８日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20283

公募

役務

平成26年1月29日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 103

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６共通事務システム保守作業

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 7,143,552                  

契約の相手方 （株）富士通エフサス

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１６日　公募公告
平成２５年１２月２６日　公告〆切
平成２５年１２月２６日　書類提出期限
平成２６年　１月１５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 10020

公募

買入

平成26年2月6日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 104

入札・公募の別／契約方式

契約件名
平成２６年度スループット特性評価シミュレータ用更新ライセ
ンス

契約種別／細分類 ライセンス

契約締結日／契約金額 7,128,000                  

契約の相手方 （株）構造計画研究所

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１６日　公募公告
平成２６年　１月　７日　公告〆切
平成２６年　１月　８日　書類提出期限
平成２６年　１月１０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

研究開発環境等、既存データとの整合性及び再現性の観点から既存ソフトウェアライセンスの更新に
関する調達であり開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、対応可能事業者の照会などに努
め、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20280

公募

役務

平成26年2月10日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 105

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６ユーザアカウント連携システム年間保守

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 6,887,505                  

契約の相手方 東京コンピュータサービス（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１９日　公募公告
平成２６年　１月１０日　公告〆切
平成２６年　１月１４日　書類提出期限
平成２６年　１月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20453

公募

役務

平成26年2月28日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 106

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６高速ＳＡＲ測定ユニット保守業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 6,179,760                  

契約の相手方 ＰＴＴ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１６日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 2052

公募

役務

平成26年3月13日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 107

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６　大規模分散翻訳処理システム保守業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 5,799,168                  

契約の相手方 ＳＣＳＫ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２０日　公募公告
平成２６年　１月１４日　公告〆切
平成２６年　１月１５日　書類提出期限
平成２６年　１月１６日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20162

公募

役務

平成26年2月28日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 108

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６大規模Ｗｅｂアーカイブ用クラスタ計算機システム運用
保守作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 5,400,000                  

契約の相手方 （株）データオンストア

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月　９日　公募公告
平成２５年１２月２４日　公告〆切
平成２５年１２月２５日　書類提出期限
平成２６年　１月２６日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20450

公募

役務

平成26年3月31日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 109

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６年度勤務時間管理システム運用保守作業

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 5,334,336                  

契約の相手方 ＮＥＣネクサソリューションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１６日　公告〆切
平成２６年　１月１７日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20501

公募

役務

平成26年2月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 110

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６衛星通信システムにおけるディジタルチャネライザ／Ｄ
ＢＦ実験補助作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 5,200,000                  

契約の相手方 アクシス（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２６日　公募公告
平成２６年　１月１７日　公告〆切
平成２６年　１月２０日　書類提出期限
平成２６年　１月２１日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20284

公募

役務

平成26年3月31日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 111

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６支援系ネットワークにおける認証システム保守作業

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 5,145,638                  

契約の相手方 （株）日立製作所

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１８日　公募公告
平成２６年　１月　７日　公告〆切
平成２６年　１月　８日　書類提出期限
平成２６年　１月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20426

公募

役務

平成26年2月26日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 112

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６電子入札システム利用及び運用保守

契約種別／細分類 管理業務支援

契約締結日／契約金額 5,076,000                  

契約の相手方 東京コンピュータサービス（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２６日　公募公告
平成２６年　１月１９日　公告〆切
平成２６年　１月２０日　書類提出期限
平成２６年　１月２１日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20456

公募

役務

平成26年2月4日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 113

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６太陽観測サーバー等運用作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 4,492,800                  

契約の相手方 三菱スペース・ソフトウェア（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１１日　公募公告
平成２６年　１月　６日　公告〆切
平成２６年　１月　７日　書類提出期限
平成２６年　１月　８日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20244

公募

役務

平成26年3月25日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 114

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６翻訳研究用大規模メモリサーバの保守

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 4,314,384                  

契約の相手方 （株）データオンストア

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１６日　公募公告
平成２６年　１月　７日　公告〆切
平成２６年　１月　８日　書類提出期限
平成２６年　１月　９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20520

公募

役務

平成26年3月18日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 115

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６南極イオノグラム整理作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 4,289,760                  

契約の相手方 （一財）電波技術協会

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１６日　公募公告
平成２６年　１月３０日　公告〆切
平成２６年　１月３１日　書類提出期限
平成２６年　２月　３日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20274

公募

役務

平成26年3月5日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 116

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６ＨＤ高品質ＴＶ会議システムの保守作業

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 4,100,144                  

契約の相手方 ネットワンシステムズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１９日　公募公告
平成２６年　１月１３日　公告〆切
平成２６年　１月１４日　書類提出期限
平成２６年　１月１５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20481

公募

役務

平成26年2月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 117

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６電子メール中継サービス

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 4,056,480                  

契約の相手方 （株）インターネットイニシアティブ

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１８日　公募公告
平成２６年　１月　９日　公告〆切
平成２６年　１月１０日　書類提出期限
平成２６年　１月１５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20288

公募

役務

平成26年3月5日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 118

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６年度型式検定データ統合システム保守

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 4,021,920                  

契約の相手方 アジレント・テクノロジー（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２０日　公募公告
平成２６年　１月１４日　公告〆切
平成２６年　１月１５日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20829

公募

役務

平成26年9月2日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 119

入札・公募の別／契約方式

契約件名 標準電波送信信号発生系及びモニタ系保守点検作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 3,935,520                  

契約の相手方 日本通信機（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　８月１３日　公募公告
平成２６年　８月２７日　公告〆切
平成２６年　８月２８日　書類提出期限
平成２６年　８月２９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20256

公募

役務

平成26年3月25日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 120

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６フォトニックデバイスラボ超純水製造装置と排水処理装
置の年間保守

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 3,804,624                  

契約の相手方 オルガノ東京（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月　９日　公募公告
平成２５年１２月２５日　公告〆切
平成２５年１２月２６日　書類提出期限
平成２６年　１月　７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20424

公募

役務

平成26年2月28日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 121

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６ＦＤＴＤ電磁界解析ソフトウェア保守業務

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 3,786,480                  

契約の相手方 ＰＴＴ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２０日　公募公告
平成２６年　１月１４日　公告〆切
平成２６年　１月１５日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20250

公募

役務

平成26年1月17日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 122

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６電磁界シミュレータの年間保守

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 3,559,680                  

契約の相手方 ファラッド（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１０日　公募公告
平成２５年１２月２５日　公告〆切
平成２５年１２月２６日　書類提出期限
平成２５年１２月２７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20054

公募

役務

平成26年3月6日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 123

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６電離層観測用デルタアンテナ（小金井、山川、大宜味）
の点検保守作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 3,542,400                  

契約の相手方 日本電業工作（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１１月１１日　公募公告
平成２５年１１月２５日　公告〆切
平成２５年１１月２６日　書類提出期限
平成２５年１２月　４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20729

公募

役務

平成26年6月4日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 124

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６ＷＩＮＤＳ実験整合性確認作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 3,531,600                  

契約の相手方 宇宙技術開発（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　５月１５日　公募公告
平成２６年　５月３０日　公告〆切
平成２６年　６月　２日　書類提出期限
平成２６年　６月　２日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20428

公募

役務

平成26年2月19日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 125

入札・公募の別／契約方式

契約件名
ハイパフォーマンス・コンピュータ組込み光デバイス計算用
ソフトウェアの保守

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 3,377,160                  

契約の相手方 サイバネットシステム（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２５日　公募公告
平成２６年　１月１６日　公告〆切
平成２６年　１月１７日　書類提出期限
平成２６年　１月２０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20236

公募

役務

平成26年2月3日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

契約の相手方 綜合警備保障（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１６日　公募公告
平成２６年　１月　７日　公告〆切
平成２６年　１月　８日　書類提出期限
平成２６年　１月　９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

契約件名 H26おおたかどや山標準電波送信所警備作業

契約種別／細分類 建物維持管理

契約締結日／契約金額 3,376,080                  

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 126

入札・公募の別／契約方式



契約番号 Ｈ26 － 20282

公募

役務

平成26年3月25日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 127

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６ＴＶ会議多地点接続装置の保守作業

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 3,294,000                  

契約の相手方 ＮＴＴコム　ソリューション＆エンジニアリング（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１８日　公募公告
平成２６年　１月　８日　公告〆切
平成２６年　１月　９日　書類提出期限
平成２６年　１月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 10196

公募

買入

平成26年7月15日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 128

入札・公募の別／契約方式

契約件名 電磁界シミュレータのライセンス追加

契約種別／細分類 ライセンス

契約締結日／契約金額 3,240,000                  

契約の相手方 ファラッド（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　６月１８日　公募公告
平成２６年　７月　３日　公告〆切
平成２６年　７月　４日　書類提出期限
平成２６年　７月　７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

研究開発環境等、既存データとの整合性及び再現性の観点から既存ソフトウェアライセンスの更新に
関する調達であり開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、対応可能事業者の照会などに努
め、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20896

公募

役務

平成26年10月27日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 129

入札・公募の別／契約方式

契約件名 集束イオンビーム試料作製装置点検作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 3,175,200                  

契約の相手方 日本電子（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　９月２６日　公募公告
平成２６年１０月１４日　公告〆切
平成２６年１０月１５日　書類提出期限
平成２６年１０月１６日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20058

公募

役務

平成26年2月27日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 130

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６宇宙環境インフォマティクス研究室既存データ処理シス
テムの保守作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 3,024,000                  

契約の相手方 日本エヌ・ユー・エス（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１１月１１日　公募公告
平成２５年１１月２５日　公告〆切
平成２５年１１月２６日　書類提出期限
平成２５年１２月　４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20479

公募

役務

平成26年3月28日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 131

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６ＥＤＲ電子化辞書の販売代理業務

契約種別／細分類 管理業務支援

契約締結日／契約金額 2,997,062                  

契約の相手方 （株）日本システムアプリケーション

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１６日　公募公告
平成２６年　１月　７日　公告〆切
平成２６年　１月　８日　書類提出期限
平成２６年　１月１５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20434

公募

役務

平成26年2月26日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 132

入札・公募の別／契約方式

契約件名 デジタル透過電子顕微鏡装置年間保守業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 2,779,920                  

契約の相手方 日本電子（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１８日　公募公告
平成２６年　１月　７日　公告〆切
平成２６年　１月　８日　書類提出期限
平成２６年　１月　９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20956

公募

役務

平成26年12月2日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 133

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６英国ＮＰＬ機器較正・材料特性データ取得作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 2,773,440                  

契約の相手方 （株）東陽テクニカ

入札等の経緯及び結果

平成２６年１１月　５日　公募公告
平成２６年１１月２０日　公告〆切
平成２６年１１月２１日　書類提出期限
平成２６年１１月２５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20509

公募

役務

平成26年2月25日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 134

入札・公募の別／契約方式

契約件名
平成26年度アジア連携センターのインターネットアクセスサ
ポート契約

契約種別／細分類 管理業務支援

契約締結日／契約金額 2,757,967                  

契約の相手方 ＫＤＤＩ　Ｔｈａｉｌａｎｄ　Ｌｔｄ．

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２５日　公募公告
平成２６年　１月１６日　公告〆切
平成２６年　１月１７日　書類提出期限
平成２６年　１月２０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20443

公募

役務

平成26年2月26日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 135

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６高周波統合解析ソフトウェア年間サポートサービス

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 2,750,073                  

契約の相手方 アジレント・テクノロジー（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１６日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20420

公募

役務

平成26年2月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 136

入札・公募の別／契約方式

契約件名
平成２６年度リフレクタアンテナパターン解析ソフトウェア及
びアンテナ最適設計ソフトウェアの年間保守

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 2,700,000                  

契約の相手方 ファラッド（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１６日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20172

公募

役務

平成26年1月28日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 137

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６脳磁波解析システム／ｆＭＲＩ解析システム及びサー
バーの維持・データ管理作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 2,656,281                  

契約の相手方 （株）エスケプランナ

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１１日　公募公告
平成２５年１２月２６日　公告〆切
平成２５年１２月２７日　書類提出期限
平成２６年　１月　６日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20912

公募

役務

平成26年11月26日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 138

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６ＨｉＲＡＳシステム６ｍアンテナ保守作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 2,592,000                  

契約の相手方 （株）東陽テクニカ

入札等の経緯及び結果

平成２６年１０月１４日　公募公告
平成２６年１０月３０日　公告〆切
平成２６年１０月３１日　書類提出期限
平成２６年１１月　４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20056

公募

役務

平成26年3月10日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 139

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６高精度電離層観測装置（１０Ｃ型）の修理・点検・保守
作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 2,559,600                  

契約の相手方 長野日本無線（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１１月１１日　公募公告
平成２５年１１月２５日　公告〆切
平成２５年１１月２６日　書類提出期限
平成２５年１２月　４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20277

公募

役務

平成26年3月13日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 140

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６ファイル交換システム保守作業

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 2,534,544                  

契約の相手方 ＳＣＳＫ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１８日　公募公告
平成２６年　１月　９日　公告〆切
平成２６年　１月１０日　書類提出期限
平成２６年　１月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20285

公募

役務

平成26年2月26日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 141

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６シングルサインオン認証システム運用保守

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 2,522,016                  

契約の相手方 日本事務器（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１８日　公募公告
平成２６年　１月　９日　公告〆切
平成２６年　１月１０日　書類提出期限
平成２６年　１月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20278

公募

役務

平成26年2月12日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 142

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６職員間情報共有システム運用保守

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 2,484,000                  

契約の相手方 ＮＥＣネクサソリューションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１８日　公募公告
平成２６年　１月　９日　公告〆切
平成２６年　１月１０日　書類提出期限
平成２６年　１月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20251

公募

役務

平成26年2月3日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 143

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６電波暗室の年間保守

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 2,460,240                  

契約の相手方 ＴＤＫ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１６日　公募公告
平成２６年　１月　７日　公告〆切
平成２６年　１月　８日　書類提出期限
平成２６年　１月　９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20435

公募

役務

平成26年2月25日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 144

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６－Ｈ２７ユニバーサルコミュニケーション研究所
顧問弁理士の委嘱

契約種別／細分類 委嘱

契約締結日／契約金額 2,423,520                  

契約の相手方 清水敏特許事務所

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１８日　公募公告
平成２６年　１月　６日　公告〆切
平成２６年　１月　７日　書類提出期限
平成２６年　１月２０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20908

公募

役務

平成26年11月11日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 145

入札・公募の別／契約方式

契約件名 電子ビーム描画装置TFE電子銃交換作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 2,245,060                  

契約の相手方 (株)エリオニクス

入札等の経緯及び結果

平成２６年１０月　２日　公募公告
平成２６年１０月１７日　公告〆切
平成２６年１０月２０日　書類提出期限
平成２６年１０月２２日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20275

公募

役務

平成26年2月12日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 146

入札・公募の別／契約方式

契約件名 H26　TV会議システム管理サーバの保守作業

契約種別／細分類 管理保守業務

契約締結日／契約金額 2,173,068                  

契約の相手方 ネットワンシステムズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１９日　公募公告
平成２５年１２月２６日　公告〆切
平成２５年１２月２６日　書類提出期限
平成２６年　１月１５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20291

公募

役務

平成26年2月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 147

入札・公募の別／契約方式

契約件名 H26年度　温湿度機能付き電波暗室保守

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 2,160,000                  

契約の相手方 TDK（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月　６日　公募公告
平成２５年１２月２４日　公告〆切
平成２５年１２月２５日　書類提出期限
平成２６年　１月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20701

公募

役務

平成26年4月22日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 148

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６　電磁界解析ソフトウェア保守業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 2,157,138                  

契約の相手方 （株）エーイーティー

入札等の経緯及び結果

平成２６年　３月２７日　公募公告
平成２６年　４月１１日　公告〆切
平成２６年　４月１４日　書類提出期限
平成２６年　４月１５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20508

公募

借入

平成26年3月10日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 149

入札・公募の別／契約方式

契約件名 H２６　KDDI大手町ビルにおけるIX接続の提供

契約種別／細分類 専用線

契約締結日／契約金額 2,138,400                  

契約の相手方 日本インターネットエクスチェンジ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１８日　公募公告
平成２６年　１月　９日　公告〆切
平成２６年　１月１０日　書類提出期限
平成２６年　１月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

汎用性の無い設備等を保有している事業者または施設等の提供条件を満足できる事業者に限定され
る案件ではあるが、対応可能事業者の拡大に向け同種の事業者への事前照会等に努めている。引き
続き継続した取り組みにより、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20468

公募

役務

平成26年2月12日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 150

入札・公募の別／契約方式

契約件名 H２６年度前期　ハニーポット運用作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 2,095,200                  

契約の相手方 (株）クルウィット

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２０日　公募公告
平成２６年　１月１４日　公告〆切
平成２６年　１月１５日　書類提出期限
平成２６年　１月１６日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20440

公募

役務

平成26年2月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 151

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６　総合設計ツール及び電磁界解析ツール保守

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 1,987,200                  

契約の相手方 アンシス・ジャパン（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月　９日　公告〆切
平成２６年　１月１０日　書類提出期限
平成２６年　１月２０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20307

公募

役務

平成26年2月26日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 152

入札・公募の別／契約方式

契約件名 半導体キャリア・モンテカルロ法シミュレータCOSMOS保守

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 1,944,000                  

契約の相手方 みずほ情報総研（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２０日　公募公告
平成２６年　１月１３日　公告〆切
平成２６年　１月１４日　書類提出期限
平成２６年　１月１５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20178

公募

役務

平成26年3月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 153

入札・公募の別／契約方式

契約件名 特許分析システムの利用

契約種別／細分類 管理業務支援

契約締結日／契約金額 1,944,000                  

契約の相手方 (株）パテント・リザルト

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月　２日　公募公告
平成２５年１２月１８日　公告〆切
平成２５年１２月２０日　書類提出期限
平成２５年１２月２４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20436

公募

役務

平成26年2月12日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 154

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６電磁界解析ソフトウェアの保守業務

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 1,918,188                  

契約の相手方 (株）エーイーティー

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２５日　公募公告
平成２６年　１月１６日　公告〆切
平成２６年　１月１７日　書類提出期限
平成２６年　１月２０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20522

公募

借入

平成26年2月28日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 155

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６　オープンラボ等実験用回線運用作業

契約種別／細分類 専用線

契約締結日／契約金額 1,898,640                  

契約の相手方 (株)KCN京都

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１７日　公募公告
平成２６年　２月　３日　公告〆切
平成２６年　２月　４日　書類提出期限
平成２６年　２月１０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

汎用性の無い設備等を保有している事業者または施設等の提供条件を満足できる事業者に限定され
る案件ではあるが、対応可能事業者の拡大に向け同種の事業者への事前照会等に努めている。引き
続き継続した取り組みにより、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20057

公募

役務

平成26年3月13日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 156

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６サロベツデルタ空中線保守点検業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 1,890,000                  

契約の相手方 東邦通信（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１１月１１日　公募公告
平成２５年１１月２６日　公告〆切
平成２５年１１月２７日　書類提出期限
平成２５年１２月　４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20768

公募

役務

平成26年7月8日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 157

入札・公募の別／契約方式

契約件名
H２６　生体電磁環境研究用装置類管理データベースの
管理業務

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 1,822,000                  

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　６月　６日　公募公告
平成２６年　６月２３日　公告〆切
平成２６年　６月２４日　書類提出期限
平成２６年　６月２５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20065

公募

役務

平成26年1月30日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 158

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６　超高精細プロジェクタ装置等の保守作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 1,771,200                  

契約の相手方 電子システム(株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１１日　公募公告
平成２６年１２月２６日　公告〆切
平成２６年１２月２７日　書類提出期限
平成２６年　１月　７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20823

企画競争

役務

平成26年8月29日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 159

入札・公募の別／契約方式

契約件名
「情報バリアフリーのための情報提供サイト」
トピック記事等作成

契約種別／細分類 管理業務支援

契約締結日／契約金額 1,755,000                  

契約の相手方 ダイヤル・サービス（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年　７月１４日　公募公告
平成２６年　７月２９日　公告〆切
平成２６年　８月　５日　書類提出期限
平成２６年　８月２０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

過去同様の調達を企画競争で実施しており、業務の実施方法に関するノウハウは蓄積されているはず
であり、仕様書における業務内容の明確化を図ることにより一般競争に移行するとともに、対応可能事
業者への照会などに努め、応募、応札者の拡大に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20423

公募

役務

平成26年2月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 160

入札・公募の別／契約方式

契約件名 H26　FEM高周波3次元電磁界シミュレータ保守業務

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 1,749,600                  

契約の相手方 アンシス・ジャパン(株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１６日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20286

公募

役務

平成26年3月19日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 161

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６　２５面タイルドディスプレイ表示システム保守

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 1,722,276                  

契約の相手方 (株）カナデン

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１８日　公募公告
平成２５年１２月２６日　公告〆切
平成２５年１２月２６日　書類提出期限
平成２６年　１月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20521

公募

役務

平成26年2月27日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 162

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６　鹿島センター入退出管理システム保守業務

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 1,674,000                  

契約の相手方 （株）アズビル

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月１７日　公募公告
平成２６年　１月３０日　公告〆切
平成２６年　１月３１日　書類提出期限
平成２６年　２月　５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20237

公募

役務

平成26年2月3日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 163

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６　はがね山標準電波送信所画像付き電話対応作業

契約種別／細分類 研究業務支援

契約締結日／契約金額 1,542,240                  

契約の相手方 綜合警備保障（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１６日　公募公告
平成２６年　１月　７日　公告〆切
平成２６年　１月　８日　書類提出期限
平成２６年　１月　９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似案件等に
おける実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20963

公募

役務

平成26年12月16日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 164

入札・公募の別／契約方式

契約件名 光学望遠鏡観測装置平成２６年度点検保守調整

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 1,529,280                  

契約の相手方 （株）西村製作所

入札等の経緯及び結果

平成２６年　９月２９日　公募公告
平成２６年１０月１７日　公告〆切
平成２６年１０月１８日　書類提出期限
平成２６年１１月　７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20433

公募

役務

平成26年2月27日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 165

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６年度　ALAGIN資源webサイト保守作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 1,512,000                  

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２０日　公募公告
平成２６年　１月　６日　公告〆切
平成２６年　１月　７日　書類提出期限
平成２６年　１月１５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20421

公募

役務

平成26年2月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 166

入札・公募の別／契約方式

契約件名 平成２６年度　３次元電磁界解析ソフトウェア年間保守業務

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 1,501,200                  

契約の相手方 アンシス・ジャパン（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２０日　公募公告
平成２６年　１月１４日　公告〆切
平成２６年　１月１５日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20290

公募

役務

平成26年1月28日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 167

入札・公募の別／契約方式

契約件名 H２６年度　AIS試験装置保守

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 1,500,000                  

契約の相手方 古野電気（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月　６日　公募公告
平成２５年１２月２４日　公告〆切
平成２５年１２月２５日　書類提出期限
平成２６年　１月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20441

公募

役務

平成26年2月7日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 168

入札・公募の別／契約方式

契約件名 H２６　走査型電子顕微鏡の年間保守業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 1,467,180                  

契約の相手方 日本電子（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１６日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20492

公募

派遣

平成26年2月20日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 169

入札・公募の別／契約方式

契約件名
平成２６年度アジア連携センターにおける現地スタッフ
（事務系秘書）の雇上げ（その１）

契約種別／細分類 秘書業務

契約締結日／契約金額 1,451,562                  

契約の相手方 Ａｄｅcｃｏ　Ｐｈａｈｏｌｙｏｔｈｉｎ　Ｒecruitment　Ltd.

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２６日　公募公告
平成２６年　１月１７日　公告〆切
平成２６年　１月２０日　書類提出期限
平成２６年　１月２１日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供地域から事業者が限られる案件ではあるが、対応可能者事業者の照会等に努め、一
般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20189

公募

役務

平成26年1月20日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 170

入札・公募の別／契約方式

契約件名 H２６　有限積分法電磁界シミュレータの保守業務

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 1,443,420                  

契約の相手方 （株）エーイーティー

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月　３日　公募公告
平成２５年１２月１８日　公告〆切
平成２５年１２月１９日　書類提出期限
平成２５年１２月２４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20150

公募

役務

平成26年1月29日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 171

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６　有限要素法計算シミュレーションソフトウェア保守

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 1,436,400                  

契約の相手方 アンシス・ジャパン（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月　２日　公募公告
平成２５年１２月１６日　公告〆切
平成２５年１２月１７日　書類提出期限
平成２５年１２月１９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20235

公募

役務

平成26年1月29日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 172

入札・公募の別／契約方式

契約件名
平成２６年度　高機能衛星通信システム性能評価用ソフト
ウェア年間保守作業

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 1,404,000                  

契約の相手方 （株）構造計画研究所

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１８日　公募公告
平成２６年　１月　９日　公告〆切
平成２６年　１月１０日　書類提出期限
平成２６年　１月１０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20444

公募

役務

平成26年2月26日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 173

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ２６　半導体レーザ設計解析ソフトウェア年間サポートサー
ビス

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 1,404,000                  

契約の相手方 サイバネットシステム（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１６日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20634

公募

役務

平成26年2月28日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 174

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６年度　稚内MF・VHFレーダ空中線保守点検業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 1,392,552                  

契約の相手方 東邦通信（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　１月２７日　公募公告
平成２６年　２月１２日　公告〆切
平成２６年　２月１３日　書類提出期限
平成２６年　２月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20644

公募

借入

平成26年3月13日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 175

入札・公募の別／契約方式

契約件名 インターンシップ研修員滞在用宿泊施設借り上げ

契約種別／細分類 建物等その他

契約締結日／契約金額 1,376,800                  

契約の相手方 （株）クリエイト西武

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月１３日　公募公告
平成２６年　２月２８日　公告〆切
平成２６年　３月　３日　書類提出期限
平成２６年　３月　５日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

汎用性の無い設備等を保有している事業者または施設等の提供条件を満足できる事業者に限定され
る案件ではあるが、対応可能事業者の拡大に向け同種の事業者への事前照会等に努めている。引き
続き継続した取り組みにより、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20417

公募

借入

平成26年3月17日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 176

入札・公募の別／契約方式

契約件名 H２６　電子ジャーナル閲覧専用インターネット接続回線

契約種別／細分類 専用線

契約締結日／契約金額 1,337,880                  

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２５日　公募公告
平成２６年　１月１６日　公告〆切
平成２６年　１月１７日　書類提出期限
平成２６年　１月２０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

汎用性の無い設備等を保有している事業者または施設等の提供条件を満足できる事業者に限定され
る案件ではあるが、対応可能事業者の拡大に向け同種の事業者への事前照会等に努めている。引き
続き継続した取り組みにより、一般競争への移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20059

公募

役務

平成26年2月27日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 177

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ26　サロベツ電波観測施設観測機器点検業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 1,321,920                  

契約の相手方 （有）ビーエスネットワーク

入札等の経緯及び結果

平成２５年１１月１１日　公募公告
平成２５年１１月２６日　公告〆切
平成２５年１１月２７日　書類提出期限
平成２５年１２月　４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20442

公募

役務

平成26年2月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 178

入札・公募の別／契約方式

契約件名
Ｈ26　３次元電磁界解析用ソフトウェア年間サポートサービ
ス

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 1,188,000                  

契約の相手方 アンシス・ジャパン（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月１５日　公告〆切
平成２６年　１月１５日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20281

公募

役務

平成26年2月3日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 179

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ26　基幹サーバの保守作業

契約種別／細分類 管理保守業務

契約締結日／契約金額 1,159,920                  

契約の相手方 デジタルテクノロジー（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１８日　公募公告
平成２５年１２月２６日　公告〆切
平成２５年１２月２６日　書類提出期限
平成２６年　１月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20439

公募

役務

平成26年2月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 180

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６　三次元電磁界解析シミュレータソフトウェア保守業務

契約種別／細分類 ソフト保守

契約締結日／契約金額 1,154,736                  

契約の相手方 （株）エーイーティー

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２４日　公募公告
平成２６年　１月　９日　公告〆切
平成２６年　１月１０日　書類提出期限
平成２６年　１月２０日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20252

公募

役務

平成26年1月17日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 181

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ26　ニアフィールド測定システムの年間保守

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 1,123,200                  

契約の相手方 ファラッド（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月１３日　公募公告
平成２６年　１月　６日　公告〆切
平成２６年　１月　７日　書類提出期限
平成２６年　１月　９日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20422

公募

役務

平成26年2月14日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 182

入札・公募の別／契約方式

契約件名
平成２６年度　ニアフィールド測定/解析ソフトウェアの年間
保守業務

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 1,123,200                  

契約の相手方 ファラッド（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月２０日　公募公告
平成２６年　１月１４日　公告〆切
平成２６年　１月１５日　書類提出期限
平成２６年　１月１７日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20289

公募

役務

平成26年2月26日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 183

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６年度　恒温恒湿試験装置保守点検

契約種別／細分類 管理業務保守

契約締結日／契約金額 1,047,600                  

契約の相手方 ヤマト科学（株）

入札等の経緯及び結果

平成２５年１２月　６日　公募公告
平成２５年１２月２４日　公告〆切
平成２５年１２月２５日　書類提出期限
平成２６年　１月１４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）



契約番号 Ｈ26 － 20645

公募

役務

平成26年3月28日 円

改善項目 状況

①仕様書の見直し ○

②業務等準備期間の十分な確保 ○

③公告期間の見直し ○

④公告周知方法の改善 ○

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聞き取り ○

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２６年度分）

法人名 情報通信研究機構

案件番号 184

入札・公募の別／契約方式

契約件名 Ｈ２６「日本標準時」表示システム保守

契約種別／細分類 研究業務保守

契約締結日／契約金額 1,036,800                  

契約の相手方 セイコータイムシステム（株）

入札等の経緯及び結果

平成２６年　２月１３日　公募公告
平成２６年　２月２８日　公告〆切
平成２６年　３月　３日　書類提出期限
平成２６年　３月　４日　契約依頼日

一者応札・応募の改善取組内容

具体的な取組内容

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査
の条件を撤廃した。

開札日から業務開始日まで十分な期間を確保した。

公告期間を十分にとった。

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによる公
告情報の配信を行い周知に努めた。

電子入札対象外案件

案件ごとにアンケートを実施している。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置

一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。

契約監視委員会のコメント

サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における実績を認
めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みにより、一般競争への
移行に努めること。

　（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）
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