
契約担当役の氏名及び所在地 契約を締結した日 予定価格 契約金額
落札率

(％)
随意契約によることとした理由

再就職の
役員の数

その他必要な事項

地震探査データを用いたメタンハイドレート
賦存層評価に関する技術検討

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月2日 株式会社地球科学総合研究所 東京都文京区大塚１丁目５番２１号 ¥38,176,217 ¥22,863,511 59.89%

本案件は公募（企画競争）により契約先を募り
提出された提案の内容、提案金額及び業務実
施体制等の点から総合的かつ厳正に審査を
行い適切であると判断したため、同社と随意
契約を締結することとしたもので、会計規程第
37条第4項に該当するため

- -

Energy Intelligence Group社のオンライン
サービスの購入

1件
石油開発支援本部長
和佐田演愼
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月4日 Energy Intelligence group
5 East 37th Street, 5th Floor, New York, New
York 10016-2807, USA

$68,298.00 $68,128.00 99.75%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す応募者がいなかったことから、
同社と契約するとしたものであり、会計規程第
37条第4項に該当するため。

- -

「Petrovietnam 2010」への出展に係わる運
営業務請負契約

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月4日 ピコインターナショナル株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町6-5 ¥3,238,300 ¥3,238,300 100%

本案件は公募（企画競争）により契約先を募り
提出された提案の内容、提案金額及び業務実
施体制等の点から総合的かつ厳正に審査を
行いこれにより最も評価の高い同社と随意契
約を締結することとしたもので、会計規程第37
条第4項に該当するため。

- -

「Rio Oil & Gas 2010」への出展に係わる運
営業務請負契約

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月4日 ピコインターナショナル株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町6-5 ¥7,617,900 ¥7,617,900 100%

本案件は公募（企画競争）により契約先を募り
提出された提案の内容、提案金額及び業務実
施体制等の点から総合的かつ厳正に審査を
行いこれにより最も評価の高い同社と随意契
約を締結することとしたもので、会計規程第37
条第4項に該当するため。

- -

アブダビ首長国「The　Petroleum　Institute」
1件

石油開発技術本部長
鈴木　孔 平成22年8月5日 ジャパン石油開発株式会社 東京都港区赤坂5-3-1　赤坂Bizタワー31F

契約事務取扱要領第
３７条第１項第１号に ¥115,000,000 -

本事業は企業の申請に基づき実施する研修
事業であることから、会計規程第37条第4項に -

特殊な技術や経験等が求められ
特定の取引価格によらなければ
ならない為、予定価格の作成が
困難。また契約金額ついては、そ

競争性のある随意契約に係る情報の公表競争性のある随意契約に係る情報の公表競争性のある随意契約に係る情報の公表競争性のある随意契約に係る情報の公表
（平成２２年８月分）（平成２２年８月分）（平成２２年８月分）（平成２２年８月分）

契約の相手先の商号又は名称及び所在地物品等又は役務の名称及び数量

アブダビ首長国「The　Petroleum　Institute」
運営支援に係る運営負担契約

1件 鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月5日 ジャパン石油開発株式会社 東京都港区赤坂5-3-1　赤坂Bizタワー31F ３７条第１項第１号に
より省略

¥115,000,000 - 事業であることから、会計規程第37条第4項に
該当するため

- 困難。また契約金額ついては、そ
の内訳及び算定方法等を確認し
た結果、妥当であると判断したこ
とから予定価格の作成を省略。

新海洋資源調査船に搭載する船上設置型
ボーリングマシンシステム調達業務

1件
金属技術・金融支援本部長
上田　衛門
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月6日 株式会社フグロジャパン
東京都千代田区三崎町３－３－２０スカイワー
ドビルディング４F

¥2,175,000,000 ¥2,163,219,000 99.46%

公募により契約先を募り、提出された提案の
内容、提案金額及び業務実施体制等の点か
ら総合的かつ厳正に審査を行い、これにより
最も評価の高い同社 を選定し、その者と契約
するとしたものであり、会計規程第37条第4項
に該当するため。

- -

新海洋資源調査船に搭載する海底着座型
ボーリングマシンシステム調達業務

1件
金属技術・金融支援本部長
上田　衛門
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月6日 日油技研工業株式会社 埼玉県川越市的場新町２１－２ ¥1,028,991,000 ¥999,995,000 97.18%

公募により契約先を募り、提出された提案の
内容、提案金額及び業務実施体制等の点か
ら総合的かつ厳正に審査を行い、これにより
最も評価の高い同社を選定し、その者と契約
するとしたものであり、会計規程第37条第4項
に該当するため。

- -

平成22年度リビアNOCとの共同研究「NORM
調査（フェーズ1）」に係わる委託契約締結

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月9日 清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目２番３号 ¥49,916,648 ¥49,916,648 100%

公募により契約先を募り、提出された提案の
内容、業務実施体制及び提案金額等の点か
ら厳正に審査を行い、これにより最も評価の
高かった者と契約を締結することとしたもので
あり、会計規程第37条第4項に該当するため。

- -

東部南海トラフにおける斜面安定性リスク評
価：ステージ２-ハイドレート分解の影響と斜
面不安定の結果の検討

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月10日
Norwegian Geotechnical Institute
（ＮＧＩ）

Sognsveien 72, NO-0855 Oslo, Norway ¥29,470,000 ¥29,470,000 100%

公募により契約先を募り提出された提案の内
容、提案金額及び業務実施体制等の点から
総合的かつ厳正に審査を行い、これにより最
も評価の高い契約先と契約を締結することとし
たものであり、会計規程第37条第4項に該当
するため。。

- -

平成22年度海底熱水鉱床採鉱技術開発等
調査事業に係る契約

１件
金属技術・金融支援本部長
上田　衛門
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月10日
株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タＣＣＳ

東京都江東区亀戸6-41-10 ¥11,351,150 ¥5,145,000 45.33%

公募により提出された提案書を審査要領に基
づき採択選定した上、提案者を相手方としてう
契約であり、テーマと提案者とは不可分のもの
であることから、会計規程第37条第4項に該当
するため。

- -

するため。

平成22年度「次世代型動的浮体位置保持制
御アルゴリズムの開発評価研究」に関する
委託研究契約締結

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月11日 公立大学法人　北九州市立大学 福岡県北九州市小倉南区北方四丁目２番１号 ¥5,856,081 ¥5,856,081 100%

本案件は公募（企画競争）により契約先を募り
提出された提案の内容、提案金額及び業務実
施体制等の点から総合的かつ厳正に審査を
行った結果、優れた提案であった同大学と随
意契約を締結することとしたもので、会計規程
第37条第4項に該当するため。

- -

平成22年度地球環境適応型・本邦技術活用
型産業物流インフラ整備等事業（ブルキナ
ファソ国タンバオ･マンガン鉱山鉄道整備調
査）

1件
金属資源開発本部長
森脇　久光
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月13日
三井物産株式会社
株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ

東京都千代田区大手町1丁目2番1号
東京都渋谷区本町3丁目12番1号 ¥48,766,681 ¥48,766,681 100%

公募により契約先を募り提出された提案の内
容、提案金額及び業務実施体制等の点から
総合的かつ厳正に審査を行い、最も評価の高
い同社と随意契約を締結することとしたもので
あることから、会計規程第37条第4項に該当す
るため。

- -

平成22年度地球環境適応型・本邦技術活用
型産業物流インフラ整備等事業（ラオス国ビ
エンチャン県西部産業道路等インフラ整備
調査）

1件
金属資源開発本部長
森脇　久光
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月13日

日鉄鉱コンサルタント株式会
社
双日株式会社
日鉄鉱業株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

東京都港区赤坂6丁目1番20号
東京都千代田区丸の内2丁目3番2号

¥49,979,608 ¥49,979,608 100%

公募により契約先を募り提出された提案の内
容、提案金額及び業務実施体制等の点から
総合的かつ厳正に審査を行い、最も評価の高
い同社と随意契約を締結することとしたもので
あることから、会計規程第37条第4項に該当す
るため。

- -

「ﾒﾀﾝﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ陸上産出試験に係るｶﾅﾀﾞ北西
準州ﾏﾘｯｸｻｲﾄのｻﾝﾌﾟﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務」

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月17日 オーロラ・カレッジ
191 Mackenzie Road, Inuvik, Northwest
Territories X0E 0T0, Canada

- - 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す者がいなかったことから、 同社
と契約するとしたものであり、会計規程第37条
第4項に該当するため。

-
契約相手先からの要望等によ
り、予定価格及び契約金額を公
開しない。

第１回メタンハイドレート海洋産出試験に係
わるメタンハイドレート生産水の洋上処理に
関するエンジニアリング検討

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月18日 株式会社テルナイト 東京都千代田区神田神保町三丁目２９番地 ¥27,011,003 ¥9,933,000 36.77%

本案件は公募（企画競争）により契約先を募り
提出された提案の内容、提案金額及び業務実
施体制等の点から総合的かつ厳正に審査を
行い適切であると判断したため、同社と随意
契約を締結することとしたもので、会計規程第
37条第4項に該当するため。

- -

平成22年度欧州におけるレアメタルの利用
実態・市場動向調査

1件
資源備蓄本部長
新井　仁
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月18日
三菱東京UFJリサーチ＆コン
サルティング株式会社

東京都港区港南二丁目16番地4号 ¥6,800,000 ¥6,614,500 97.27%

公募により提出された提案書を審査要領に基
づき採択選定した上、提案者を相手方としてう
契約であり、テーマと提案者とは不可分のもの
であることから、会計規程第37条第4項に該当
するため。

- -

京都大学との石油工学分野に関する共同研
究契約の締結について

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月19日 国立大学法人　京都大学 京都府京都市左京区吉田本町 ¥24,232,058 ¥24,232,058 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す者がいなかったことから、 同社
と契約するとしたものであり、会計規程第37条
第4項に該当するため。

- -

北米ガス資源量に関する技術レポートの購
入

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月19日 ＩＨＳ CERA INC
55 Cambridge Parkway,Cambridge MA 02142
USA

- - 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す者がいなかったことから、 同社
と契約するとしたものであり、会計規程第37条
第4項に該当するため。

-
契約相手先からの要望等によ
り、予定価格及び契約金額を公
開しない。

衛星観測による東シベリア・パイプライン
ルート調査契約

1件
石油開発支援本部長
和佐田演愼
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月20日
財団法人資源･環境観測解析
センター

東京都中央区勝どき３丁目１２番１号 ¥41,852,407 ¥41,852,407 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す応募者がいなかったことから、
同社と契約するとしたものであり、会計規程第
37条第4項に該当するため。

1 -

平成22年度技術動向調査｢高温高圧
(HPHT）フィールドの開発に関する最新技術
動向調査」

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月23日 OTM Consulting Ltd.
44 Quarry Street,Guildford,Surrey GU1
3XQ,United Kingdom

- - 100%

本調査においては公募により契約先を募り、
提出された提案の内容、業務実施体制及び提
案金額等の点から厳正に審査を行い、これに
より最も評価の高い同社と随意契約を締結す
ることとしたものであり、会計規程第37条第4
項に該当するため。

-
契約相手先からの要望等によ
り、予定価格及び契約金額を公
開しない。

平成22年度地球環境適応型・本邦技術活用
型産業物流インフラ整備等事業（ボリビア・
ウユニ地域資源開発熱供給発電事業計画

1件
金属資源開発本部長
森脇　久光 平成22年8月23日

日鉄鉱コンサルタント株式会
社
住友商事式会社

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

東京都中央区晴海1丁目8番11号
¥49,900,374 ¥49,900,374 100%

公募により契約先を募り提出された提案の内
容、提案金額及び業務実施体制等の点から
総合的かつ厳正に審査を行い、最も評価の高
い同社と随意契約を締結することとしたもので

- -
ウユニ地域資源開発熱供給発電事業計画
調査）

1件 森脇　久光
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月23日
住友商事式会社
三菱商事株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番11号
東京都千代田区丸の内2丁目3番1号

¥49,900,374 ¥49,900,374 100%
い同社と随意契約を締結することとしたもので
あることから、会計規程第37条第4項に該当す
るため。

- -

資源法制の改正動向並びに実務適用に関
する解説･翻訳及び情報分析業務に係る業
務委託契約

1件
石油開発支援本部長
和佐田演愼
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月24日
社団法人北海道総合研究調
査会

札幌市中央区北４条６丁目１番１　毎日札幌会
館

¥16,716,000 ¥16,716,000 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す応募者がいなかったことから、
同社と契約するとしたものであり、会計規程第
37条第4項に該当するため。

- -



契約担当役の氏名及び所在地 契約を締結した日 予定価格 契約金額
落札率

(％)
随意契約によることとした理由

再就職の
役員の数

その他必要な事項

平成22年度基盤研究「生産効率向上の研
究」に係わる「海洋構造物の防食塗料の調
査」に関する委託契約締結

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月24日 大日本塗料株式会社
大阪府大阪市此花区西九条六丁目１番１２４
号

¥4,998,000 ¥4,998,000 100%

本案件は公募（企画競争）により契約先を募り
提出された提案の内容、提案金額及び業務実
施体制等の点から総合的かつ厳正に審査を
行い適切であると判断したため、同社と随意
契約を締結することとしたもので、会計規程第
37条第4項に該当するため

- -

平成22年度希少金属資源開発推進基盤整
備事業ボツワナ共和国ディコロティ地域物理
探査請負契約

1件
金属資源開発本部長
森脇　久光
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月24日 三井金属資源開発株式会社 東京都品川区大崎一丁目11番1号 ¥11,147,850 ¥10,710,000 96.07%
一般競争入札の結果、落札に至らず不落随
意契約となったことから、契約事務取扱要領
第33条第1項に該当するため。

平成22年度基盤研究「生産効率向上の研
究」に係わる「油貯蔵タンクの微生物腐食に
関する研究」委託契約締結

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月25日 国立大学法人 広島大学 広島県東広島市鑑山一丁目３番２号 ¥4,345,116 ¥4,345,116 100%

公募により契約先を募り、提出された提案の
内容、業務実施体制及び提案金額等の点か
ら厳正に審査を行い、これにより最も評価の
高かった者と契約を締結することとしたもので
あり、会計規程第37条第4項に該当するため。

- -

Wood Mackenzie社の資料購入 1件
石油開発支援本部長
和佐田演愼
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月26日 Wood Mackenzie Limited
Exchange Place 2, 5 Semple Street, Edinburgh
EH3 8BL, UK

$40,000.00 $40,000.00 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す応募者がいなかったことから、
同社と契約するとしたものであり、会計規程第
37条第4項に該当するため。

- -

平成22年「ロシア永久凍土地帯におけるガ
スパイプラインの敷設･稼動に関する課題検
討調査」に係る委託契約

1件
石油開発支援本部長
和佐田演愼
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月27日 国立大学法人北海道大学 北海道札幌市北区北13条西8丁目 ¥34,574,557 ¥33,524,558 96.96%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す応募者がいなかったことから、
同社と契約するとしたものであり、会計規程第
37条第4項に該当するため。

- -

物品等又は役務の名称及び数量 契約の相手先の商号又は名称及び所在地

平成22年度湿式製錬技術開発事業に係る
共同研究契約

1件
金属技術・金融支援本部長
上田　衛門
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月27日 国立大学法人東北大学 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6
契約事務取扱要領第
３７条第１項第１号に
より省略

¥30,019,000 -

公募により選定した同大学と、平成20年度より
3年計画で研究を実施しており、引き続き同大
学と契約する必要があることから、会計規定
第37条第4項に該当するため。

-

予定価格を作成する段階では不
確定要素が多く、参考とし得る類
似案件も少ないため、予定価格
を作成することが困難。また、契
約金額については、その内訳及
び算定方法を確認した結果、妥
当であると判断したことから、予
定価格の作成を省略した。

第１回海洋産出試験に関わる坑内試験シス
テムのための開発及び運用

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月30日 日本海洋掘削株式会社 東京都中央区日本橋掘留町二丁目４番３号 ¥226,729,314 ¥169,544,550 74.78%

公募により契約先を募り提出された提案の内
容、提案金額及び業務実施体制等の点から
総合的かつ厳正に審査を行い、これにより最
も評価の高い契約先と契約を締結することとし
たものであり、会計規程第37条第4項に該当
するため。。

- -

平成22年度湿式製錬技術開発事業に係る
共同研究契約

１件
金属技術・金融支援本部長
上田　衛門
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月30日 国立大学法人岩手大学 岩手県盛岡市上田3-18-8
契約事務取扱要領第
３７条第１項第１号に
より省略

¥5,172,090 -

公募により選定した同大学と、平成20年度より
3年計画で研究を実施しており、引き続き同大
学と契約する必要があることから、会計規定
第37条第4項に該当するため。

-

予定価格を作成する段階では不
確定要素が多く、参考とし得る類
似案件も少ないため、予定価格
を作成することが困難。また、契
約金額については、その内訳及
び算定方法を確認した結果、妥
当であると判断したことから、予
定価格の作成を省略した。

モンテカルロシミュレーションソフトウェア
（Crystal Ball）のバージョンアップ

1件
石油開発技術本部長
鈴木　孔
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

平成22年8月31日 株式会社構造計画研究所
東京都中野区本町四丁目３８番１３号　日本ホ
ルスタイン会館内

¥2,541,000 ¥2,541,000 100%

参加意思を確認する公募を実施したところ、参
加意思を示す者がいなかったことから、 同社
と契約するとしたものであり、会計規程第37条
第4項に該当するため。

- -

（注）上記項目（再就職の役員数は、経済産業省所管の公益法人を対象）は、国の公表項目に基づく。

平成22年10月8日作成
平成22年11月11日更新
平成23年3月11日更新



契約担当役の氏名及び所在地 契約を締結した日 予定価格 契約金額
落札率

(％)
随意契約によることとした理由

再就職の
役員の数

その他必要な事項

コロンビアの炭化水素ポテンシャル等に関
する情報収集、評価、分析

1件
石油開発支援本部長
和佐田演愼
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月4日 SCM E&P Solutions, Inc.
4801 Woodway Drive, Suite 150 West
Houston, Texas 77056
USA

$20,000.00 $20,000.00を上限 100%

2010年6月に行われたコロンビアにおける石
油ガス鉱区の公開入札の結果を受けて、早急
にコロンビアの石油地質、探鉱開発等の現状
を踏まえたポテンシャル評価を実施するもの
であり、今後の有用な検討に資するべく極め
て短期間（1～2ヶ月程度）での成果が求めら
れており、緊急の必要により競争に付すること
ができないことから、、会計規程第37条第4項
に該当するため。

- -

平成２２年度第２回国家備蓄原油払出実施
に関する委託契約

1件
資源備蓄本部長
新井　仁
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

平成22年8月9日
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式
会社

東京都千代田区大手町二丁目6番3号 ¥5,100,000 ¥5,100,000 100%

 国家備蓄原油の売払いのため、経済産業省
が入札を実施した結果、沖縄石油基地の国家
備蓄原油を払出することとなったが、当該原油
払出作業等が実施出来るのは当該原油の管
理を受託している契約先しかおらず、契約の
性質又は目的が競争を許さないことから、会
計規程第37条第4項に該当するため。

- -

物品等又は役務の名称及び数量 契約の相手先の商号又は名称及び所在地

（注）上記項目（再就職の役員数は、経済産業省所管の公益法人を対象）は、国の公表項目に基づく。

平成22年10月8日作成
平成22年11月11日更新
平成23年3月11日更新

その他の随意契約に係る情報の公表その他の随意契約に係る情報の公表その他の随意契約に係る情報の公表その他の随意契約に係る情報の公表
（平成２２年８月分）（平成２２年８月分）（平成２２年８月分）（平成２２年８月分）


