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（令和元年7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

独立行政法人情報処理推進機構
労働者派遣業務（2019年7月契約開
総務部長 関 高史
始分【情報処理サポート実務者】)
東京都文京区本駒込2-28-8

インターネット安全教室の運営業務

独立行政法人情報処理推進機構
セキュリティセンター 企画部長 瓜
生 和久
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
セキュリティ・キャンプ全国大会2019 ＩＴ人材育成センター イノベーション
PC等調達業務
人材部長 最上 賢治
東京都文京区本駒込2-28-8

サイバーセキュリティ経営ガイドライ
ン実践に向けたセキュリティ実態調
査・プラクティス拡充

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

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

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

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

令和元年7月1日

ランスタッド株式会社
東京都新宿区西新宿
1-6-1

1010001084148

一般競争入札

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

34,992,457円

―

―

―

―

令和元年7月4日

株式会社教育ネット
神奈川県横浜市都筑
7020001106267
区茅ケ崎中央8-36 松
本ビル502

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

16,141,356円

―

―

―

―

令和元年7月8日

株式会社タマヤ
福井県越前市瓜生町
4-12-3

4210001013488

一般競争入札

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

1,701,000円

―

―

―

―

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研究所
令和元年7月12日 東京都千代田区平河 1010001143390
町2-7-9 ＪＡ共済ビル
10階

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

15,950,000円

―

―

―

―

4013201004021

一般競争入札

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

2,442,573円

―

―

―

―

3010401026805

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

28,858,500円

―

―

―

―

備

考

独立行政法人情報処理推進機構
セキュリティ・キャンプ全国大会2019 ＩＴ人材育成センター イノベーション
運営等実施業務
人材部長 最上 賢治
東京都文京区本駒込2-28-8

東武トップツアーズ株
式会社
令和元年7月16日 東京都新宿区西新宿
7-5-25 西新宿プライ
ムスクエア16階

独立行政法人情報処理推進機構
中小企業の情報セキュリティマネジメ セキュリティセンター 企画部長 瓜
ント指導業務【再度公告】
生 和久
東京都文京区本駒込2-28-8

令和元年7月17日 東京都港区六本木3-

独立行政法人情報処理推進機構
2019年度独立行政法人等に対する
セキュリティセンター 公共セキュリ
マネジメント監査の実施支援及び助
ティ部長 瓜生 和久
言業務（その6）
東京都文京区本駒込2-28-8

令和元年7月18日 東京都千代田区三番

6010001166313

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

10,670,000円

―

―

―

―

独立行政法人情報処理推進機構
2019年度独立行政法人等に対する
セキュリティセンター 公共セキュリ
フォローアップの実施支援業務（その
ティ部長 瓜生 和久
2）
東京都文京区本駒込2-28-8

ジーブレイン株式会社
京都府京都市上京区
令和元年7月18日 千本通元誓願寺上る南 7130001058910
辻町369-3

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

8,085,000円

―

―

―

―

4010001095076

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

4,179,600円

―

―

―

―

単価契約
予定総額

8460305000195

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

2,357,999円

―

―

―

―

単価契約
予定総額

3360005000502

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

18,322,920円

―

―

―

―

単価契約
予定総額

脆弱性診断業務

独立行政法人情報処理推進機構
総務部長 関 高史
東京都文京区本駒込2-28-8

富士ゼロックス株式会
社
1-1
株式会社統合リスク研
究所
町20-5-502

株式会社ファイブドライ
ブ

令和元年7月26日 東京都千代田区内幸
町1-1-7

独立行政法人情報処理推進機構
情報処理技術者試験等事業（北海道 ＩＴ人材育成センター 国家資格・試
北見地域）
験部長 山内 健司
東京都文京区本駒込2-28-8

北見商工会議所
令和元年7月29日 北海道北見市北三条
東1-2

独立行政法人情報処理推進機構
情報処理技術者試験等事業（沖縄地 ＩＴ人材育成センター 国家資格・試
域）
験部長 山内 健司
東京都文京区本駒込2-28-8

那覇商工会議所
令和元年7月30日 沖縄県那覇市久米22-10

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

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に
産業サイバーセキュリティセンター
おけるCISO向けサイバーセキュリ
企画・管理部長 田辺 雄史
ティプログラム実施業務
東京都文京区本駒込2-28-8

情報処理技術者試験システムの稼
働維持支援業務

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 山内 健司
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
2019年度 産業サイバーセキュリティ
産業サイバーセキュリティセンター
センター人材育成プログラムに関す
事業部長 政本 廣志
る設計・検証等業務（国際標準分野）
東京都文京区本駒込2-28-8

2019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に
関する講習等実施・検証業務（ITセ
キュリティ分野）および制御システム
に係る日米演習の設計・実施業務

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

アニーリングマシンを用いた最適航
路選択アプリケーションの開発

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
数式処理を用いたアニーリングマシ
ＩＴ人材育成センター イノベーション
ン向けプログラミング言語およびその
人材部長 最上 賢治
処理系の開発
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
アニーリングマシンによるルート最適 ＩＴ人材育成センター イノベーション
化技術の開発
人材部長 最上 賢治
東京都文京区本駒込2-28-8

量子敵対的生成ネットワークを用い
た画像生成プログラムの開発

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

量子情報技術による分散型通貨決
済システムの開発

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

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

随意契約によることとした会計法
契約の相手方の
令の根拠条文及び理由（企画競争
法人番号
又は公募）

令和元年7月1日

IronNet Cybersecurity
Inc.
8135 Maple Lawn Blvd
Suite 455 Fulton,MD
20759

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）

675,000US$
（74,297,250円）

675,000US$
（74,297,250円）

―

―

―

―

―

公募

令和元年7月1日

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
株式会社日立製作所
と契約を締結しなければその目的
東京都品川区南大井 7010001008844
を達成されないことから、会計規程
6-23-1 日立大森ビル
第33条1号に該当するため。（公
募）

119,070,000円

119,070,000円

―

―

―

―

―

公募
単価契約
予定総額

令和元年7月1日

国立大学法人奈良先
端科学技術大学院大
学
奈良県生駒市高山町
8916-5

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
8150005002309 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）

57,052,968円

57,052,968円

―

―

―

―

―

公募

令和元年7月1日

国立大学法人東京大
学
東京都文京区本郷73-1

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
5010005007398 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）

119,583,989円

119,583,989円

―

―

―

―

―

公募

令和元年7月16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）

3,200,000円

3,200,000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）

3,200,000円

3,200,000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）

3,200,000円

3,200,000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）

3,198,000円

3,198,000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）

3,200,000円

3,200,000円

―

―

―

―

―

令和元年7月16日 個人情報の為非公開

令和元年7月16日 個人情報の為非公開

令和元年7月16日 個人情報の為非公開

令和元年7月16日 個人情報の為非公開

―

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
国所管、
役員の数 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

RISC-V量子拡張の参照実装とマイ
クロ波制御量子ファームウェアの開
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

量子性を活かしたゲームの開発

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

FPGAによる量子コンピュータシミュ
レーションシステムの開発

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
QPE-SSVQE対応を活用した新規量 ＩＴ人材育成センター イノベーション
子アルゴリズムの探索
人材部長 最上 賢治
東京都文京区本駒込2-28-8

ファイアウォールシステム更新業務

独立行政法人情報処理推進機構
総務部長 関 高史
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
演習用模擬システム（プロセスオート
産業サイバーセキュリティセンター
メーション）空間設計および映像シス
企画・管理部長 林 勇樹
テム設計に関する支援業務
東京都文京区本駒込2-28-8

―

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）

3,200,000円

3,200,000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）

3,200,000円

3,200,000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）

2,880,000円

2,880,000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）

1,000,000円

1,000,000円

―

―

―

―

―

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
2010001010788 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）

2,119,932円

2,119,932円

―

―

―

―

―

公募

公募を実施した結果、応募者がな
技術研究組合制御シス
かったため、業務の履行可能な者
テムセキュリティセン
と契約を締結しなければその目的
令和元年7月31日 ター
8010605002498 を達成されないことから、会計規程
宮城県多賀城市桜木
第33条1号に該当するため。（公
3-4-1
募）

16,540,700円

16,540,700円

―

―

―

―

―

公募

令和元年7月16日 個人情報の為非公開

令和元年7月16日 個人情報の為非公開

令和元年7月16日 個人情報の為非公開

令和元年7月16日 個人情報の為非公開

伊藤忠テクノソリュー
ションズ株式会社
令和元年7月18日 東京都千代田区霞が
関3-2-5

*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。）
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

契約の相手方の 随意契約によることとした会計法
法人番号
令の根拠条文及び理由

予定価格

契約金額

落札率

公益法人の場合
再就職の 公益法人 国所管、
役員の数 の場合区 都道府県 応札・応
所管の区 募者数
分
分

文京グリーンコート8F-秋葉原
UDX20F間の光ファイバ回線の調達

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

令和元年7月1日

契約の相手先が特定しており、そ
ソフトイーサ株式会社
の者と契約を締結しなければその
茨城県つくば市天久保 1050001016519 目的を達成されないことから、会計
2-9-2
規程第33条第1号に該当するた
め。

1,386,795円

1,386,795円

―

―

―

―

―

CEATEC2019出展料

独立行政法人情報処理推進機構
社会基盤センター 産業プラット
フォーム部長 片岡 晃
東京都文京区本駒込2-28-8

一般社団法人日本エレ
契約の相手先が特定しており、そ
クトロニクスショー協会
の者と契約を締結しなければその
令和元年7月25日 東京都千代田区大手 3010005015576 目的を達成されないことから、会計
町1-1-3 大手センター
規程第33条第1号に該当するた
ビル5階
め。

6,119,300円

6,119,300円

―

―

―

―

―

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
4010005028296 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。

19,440,000円

19,440,000円

―

―

―

―

―

独立行政法人情報処理推進機構
セキュリティ・キャンプ全国大会2019 ＩＴ人材育成センター イノベーション
講習実施業務
人材部長 最上 賢治
東京都文京区本駒込2-28-8

一般社団法人セキュリ
ティ・キャンプ協議会
令和元年7月26日 東京都千代田区平河
町2-16-1

（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。
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考

