独立行政法人情報処理推進機構の契約に係る情報の公表（平成３０年１１ 月分）
１．競争入札
公益法人の場合
物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

2018年度産業サイバーセキュリティ
センター中核人材育成プログラムの
講習等実施業務（ビジネス・マネジメ
ント分野）

独立行政法人情報処理推進機構
産業サイバーセキュリティセンター
事業部長 政本 廣志
東京都文京区本駒込2-28-8

平成30年11月20日 東京都新宿区津久戸

サイバーセキュリティ対策に関わる
人材の実態調査

独立行政法人情報処理推進機構
ＩＴ人材育成センター 国家資格・試
験部長 小池 雅行
東京都文京区本駒込2-28-8

平成30年11月20日 東京都千代田区神田

独立行政法人情報処理推進機構
セキュリティセンター セキュリティ対
策推進部長 瓜生和久
東京都文京区本駒込2-28-8

平成30年11月21日 東京都千代田区丸の

米国電力システムにおける情報セ
キュリティ対策基準に関する調査

契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

有限責任あずさ監査法
人

契約の相手方の
法人番号

一般競争入札・指名競争入札の
別
（総合評価の実施）

予定価格

3011105000996

一般競争入札
（総合評価）

同種の他の契約
の予定価格を類推
させるおそれがある
ため公表しない

27,972,000円

―

―

―

―

9010001027685

一般競争入札
（総合評価）

同種の他の契約
の予定価格を類推
させるおそれがある
ため公表しない

13,390,002円

―

―

―

―

7010001088960

一般競争入札
（総合評価）

同種の他の契約
の予定価格を類推
させるおそれがある
ため公表しない

19,980,000円

―

―

―

―

町1番2号
みずほ情報総研株式
会社
錦町2-3
デロイトトーマツコンサ
ルティング合同会社
内3-3-1 新東京ビル

契約金額

落札率

国所管、
公益法人
都道府県 応札・応
の場合区
所管の区 募者数
分
分

備

考

２．企画競争又は公募*
公益法人の場合
物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

独立行政法人情報処理推進機構
アニーリングマシン利用環境の調達 ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
（その１）
東京都文京区本駒込2-28-8

D-Wave Systems Inc.
3033 Beta Avenue,
平成30年11月1日 Burnaby, British
Columbia, V5G 4M9,
Canada

独立行政法人情報処理推進機構
アニーリングマシン利用環境の調達 ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
（その２）
東京都文京区本駒込2-28-8

平成30年11月1日 東京都港区東新橋1-

独立行政法人情報処理推進機構
ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
東京都文京区本駒込2-28-8

平成30年11月12日 個人情報の為非公開

独立行政法人情報処理推進機構
量子多体系の実時間発展シミュレー ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
ションプログラムの開発
東京都文京区本駒込2-28-8

平成30年11月12日 個人情報の為非公開

独立行政法人情報処理推進機構
ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
東京都文京区本駒込2-28-8

平成30年11月12日 個人情報の為非公開

独立行政法人情報処理推進機構
量子変分アルゴリズムの性能評価と ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
その改良開発
東京都文京区本駒込2-28-8

平成30年11月12日 個人情報の為非公開

分散量子計算プラットフォーム

テンソルネットワーク×量子計算機
による量子物性シミュレータ

変分量子回路の高速自動最適化
ツールの開発

独立行政法人情報処理推進機構
ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
東京都文京区本駒込2-28-8

量子コンピュータによる公平な抽選
システムの開発

独立行政法人情報処理推進機構
ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
東京都文京区本駒込2-28-8

独立行政法人情報処理推進機構
web開発向けオープンソース量子計 ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
算ライブラリの開発
東京都文京区本駒込2-28-8

富士通株式会社
5-2

平成30年11月12日 個人情報の為非公開

平成30年11月12日 個人情報の為非公開

平成30年11月12日 個人情報の為非公開

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした会計法
令の根拠条文及び理由（企画競
争又は公募）

公募を実施した結果、応募者がな
かったため、業務の履行可能な者
と契約を締結しなければその目的
―
を達成されないことから、会計規
程第33条1号に該当するため。（公
募）
公募を実施した結果、応募者がな
かったため、業務の履行可能な者
と契約を締結しなければその目的
1020001071491 を達成されないことから、会計規
程第33条1号に該当するため。（公
募）
公募による提案内容の募集の結
果、契約相手先の提案内容が当
機構の期待する最も優秀なものと
して選定され、その者と契約を締
―
結しなければその目的を達成され
ないことから、会計規程第33条1
号に該当するため。（企画競争）
公募による提案内容の募集の結
果、契約相手先の提案内容が当
機構の期待する最も優秀なものと
して選定され、その者と契約を締
―
結しなければその目的を達成され
ないことから、会計規程第33条1
号に該当するため。（企画競争）
公募による提案内容の募集の結
果、契約相手先の提案内容が当
機構の期待する最も優秀なものと
して選定され、その者と契約を締
―
結しなければその目的を達成され
ないことから、会計規程第33条1
号に該当するため。（企画競争）
公募による提案内容の募集の結
果、契約相手先の提案内容が当
機構の期待する最も優秀なものと
して選定され、その者と契約を締
―
結しなければその目的を達成され
ないことから、会計規程第33条1
号に該当するため。（企画競争）

予定価格

国所管、
公益法人
都道府県 応札・応
の場合区
所管の区 募者数
分
分

落札率

契約金額

備

考

9,000,000円

9,000,000円

―

―

―

―

―

公募

6,609,600円

6,609,600円

―

―

―

―

―

公募
予定総額

1,600,000円

1,600,000円

―

―

―

―

―

1,600,000円

1,600,000円

―

―

―

―

―

1,600,000円

1,600,000円

―

―

―

―

―

1,600,000円

1,600,000円

―

―

―

―

―

―

公募による提案内容の募集の結
果、契約相手先の提案内容が当
機構の期待する最も優秀なものと
して選定され、その者と契約を締
結しなければその目的を達成され
ないことから、会計規程第33条1
号に該当するため。（企画競争）

1,600,000円

1,600,000円

―

―

―

―

―

―

公募による提案内容の募集の結
果、契約相手先の提案内容が当
機構の期待する最も優秀なものと
して選定され、その者と契約を締
結しなければその目的を達成され
ないことから、会計規程第33条1
号に該当するため。（企画競争）

1,600,000円

1,600,000円

―

―

―

―

―

―

公募による提案内容の募集の結
果、契約相手先の提案内容が当
機構の期待する最も優秀なものと
して選定され、その者と契約を締
結しなければその目的を達成され
ないことから、会計規程第33条1
号に該当するため。（企画競争）

1,600,000円

1,600,000円

―

―

―

―

―

独立行政法人情報処理推進機構
量子コンピュータを用いた機械学習 ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
ツールの実装と改良
東京都文京区本駒込2-28-8

独立行政法人情報処理推進機構
量子ゲート回路を応用した音楽作成 ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
システムの開発
東京都文京区本駒込2-28-8

独立行政法人情報処理推進機構
ゲート式量子コンピュータと機械学習 ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
による高速モンテカルロ計算
東京都文京区本駒込2-28-8

平成30年11月12日 個人情報の為非公開

平成30年11月12日 個人情報の為非公開

平成30年11月12日 個人情報の為非公開

―

公募による提案内容の募集の結
果、契約相手先の提案内容が当
機構の期待する最も優秀なものと
して選定され、その者と契約を締
結しなければその目的を達成され
ないことから、会計規程第33条1
号に該当するため。（企画競争）

1,600,000円

1,600,000円

―

―

―

―

―

―

公募による提案内容の募集の結
果、契約相手先の提案内容が当
機構の期待する最も優秀なものと
して選定され、その者と契約を締
結しなければその目的を達成され
ないことから、会計規程第33条1
号に該当するため。（企画競争）

1,600,000円

1,600,000円

―

―

―

―

―

―

公募による提案内容の募集の結
果、契約相手先の提案内容が当
機構の期待する最も優秀なものと
して選定され、その者と契約を締
結しなければその目的を達成され
ないことから、会計規程第33条1
号に該当するため。（企画競争）

1,600,000円

1,600,000円

―

―

―

―

―

侵入検知プラットフォーム等ネット
ワーク機器の保守業務等

独立行政法人情報処理推進機構
産業サイバーセキュリティセンター
企画・管理部長 田辺 雄史
東京都文京区本駒込2-28-8

公募を実施した結果、応募者がな
エヌ・ティ・ティ・コミュニ
かったため、業務の履行可能な者
ケーションズ株式会社
と契約を締結しなければその目的
平成30年11月14日 東京都港区海岸1-2- 7010001064648 を達成されないことから、会計規
20 汐留ビルディング
程第33条1号に該当するため。（公
19F
募）

5,527,656円

5,527,656円

―

―

―

―

―

公募

「2018年度（第25回）未踏事業成果
報告会」の会場等借上契約

独立行政法人情報処理推進機構
ＩＴ人材育成センター イノベーション
人材部長 最上 賢治
東京都文京区本駒込2-28-8

富士ソフト株式会社
平成30年11月30日 神奈川県横浜市中区
桜木町1-1

公募を実施した結果、応募者がな
かったため、業務の履行可能な者
と契約を締結しなければその目的
2020001043507 を達成されないことから、会計規
程第33条1号に該当するため。（公
募）

1,948,212円

1,948,212円

―

―

―

―

―

公募

*公募は契約事前確認公募を行った結果、一の応募しか得られなかったものです。

３．随意契約（企画競争又は公募を除く。）
公益法人の場合
物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

独立行政法人情報処理推進機構
文京グリーンコートセンターオフィス8
産業サイバーセキュリティセンター
階大会議室の個別空調新規設置工
企画・管理部長 田辺 雄史
事
東京都文京区本駒込2-28-8

契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

大星ビル管理株式会
社
平成30年11月13日 東京都文京区本駒込
2-28-8

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした会計法
令の根拠条文及び理由

契約の相手先が特定しており、そ
の者と契約を締結しなければその
2010001004501 目的を達成されないことから、会
計規程第33条第1号に該当するた
め。

（注１）公表の内容は、「公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号） 財務大臣通達」に基づいて作成しております。

予定価格

契約金額

15,406,200円

15,406,200円

国所管、
公益法人
都道府県 応札・応
の場合区
所管の区 募者数
分
分

落札率

―

―

―

―

―

備

考

