
資料５－５○案件一覧（随意契約）

状況 契約件名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 備考

1 対象案件 特実公報システムの改造

既存システムとの
整合性等が必要
であることから随
意契約によること
がやむを得ないと
考えられる。

2 対象案件
意商審公報システムの改
造

既存システムとの
整合性等が必要
であることから随
意契約によること
がやむを得ないと
考えられる。

3 対象案件
パソコン電子出願共通ソ
フトウエア改造

既存システムとの
整合性等が必要
であることから随
意契約によること
がやむを得ないと
考えられる。

4
対象案件
24年度

虎の門三井ビルディング
の賃貸借

5
対象案件
24年度

虎の門三井ビルディング
の室内清掃業務

6
24年度
措置

虎の門三井ビルディング
入居前工事　一式

7
24年度
措置

執務室移転に伴う配布
サーバ等の環境変更及
び業務用ＰＣ移設　一式

8
24年度
措置

執務室移転に伴うネット
ワーク設計・構築作業及
びＰＣ移設に係る作業

9
24年度
措置

一般公開用ＰＣ等の移設
及び設定変更並びに研
修用ＰＣ等の移設作業
一式

10
24年度
措置

執務室移転に伴うネット
ワーク環境設計・変更作
業及び機器設置、ＬＡＮ
ケーブル敷設工事　一式

11
24年度
措置

包袋管理システムの改造
（特許庁業務用ＰＣ更改
対応）

12 措置済
Webサーバホスティング
サービス
（不落随契）

13 措置済
IP・eラーニングシステム
ホスティングサービス一
式

（株）日立製作所

（株）エヌ・ティ・ティ・データ

富士通（株）

三菱電機情報ネットワーク（株） 特許庁へ移管

（株）富士通ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｽﾃﾑ
ｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾘｰｼﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ（株） 一般競争入札に移行

三井不動産（株）

東芝ソリューション（株）

'三井不動産ビルマネジメント（株）

エヌ・ティ・ティ・データ（株）

日本電気（株）

ファースト・ファシリティーズ（株）

（株）日立製作所

エヌ・ティ・ティ・データ（株）

単年度事業

単年度事業

単年度事業

単年度事業

単年度事業

単発事業
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資料５－５○案件一覧（随意契約）

状況 契約件名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 備考

14 措置済
包袋等の抽出及び移動・
再配架作業

15 措置済
包袋管理システムに関す
るデータ抽出・整合チェッ
クプログラム作成

16 措置済
特許電子図書館（ＩＰＤＬ）
情報検索端末一式の賃
貸借及び保守

17 措置済
包袋管理事務システム機
器一式の賃貸借及び保
守

機器購入による調
達方式に変更。

18 措置済
特許電子図書館（ＩＰＤＬ）
情報検索装置機器解体
撤去作業

19 措置済
特許電子図書館（ＩＰＤＬ）
情報検索装置機器解体
撤去作業

20 措置済
特実検索業務用ＰＣ一式
の撤去作業

21 措置済
札幌閲覧室建物賃貸借
契約

22 措置済
包袋管理システムに関す
るデータ抽出プログラム
作成

三菱地所（株） 終了

（株）日立製作所 単年度事業

（株）ワンビシアーカイブズ 一般競争入札に移行

（株）日立製作所 単年度事業

東芝ソリューション（株）
東芝ファイナンス（株）

事業終了

（株）日立製作所 調達手段の変更

東芝ソリューション（株） 単年度事業

単年度事業東芝ソリューション（株）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ 単年度事業
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資料５－５○案件一覧（一者応札・応募）

状況 契約件名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 備考

1 対象案件
電子出願ソフトに係る運
用支援業務

22年12月の契約で、指
摘事項を踏まえた改善
等を実施。結果として
一者応札。

2 対象案件
特許電子図書館における
産業財産権情報の提供
サービス

22年12月の契約で、要
件緩和や準備期間を１
３ヶ月とるなどの改善を
実施（一般競争入札）。
結果として一者応札。

3 対象案件
工業所有権情報提供の
ための整理標準化データ
等の作成

22年12月の契約で、仕
様書の要件緩和、事業
開始までの準備期間の
延長等を実施。結果と
して一者応札。

4 対象案件
ＣＤ・ＤＶＤ－ＲＯＭ公報閲
覧用機器一式の賃貸借

次期調達は、仕様書の
要件緩和、公告期間の
延長、事業者への一層
の周知等の改善を図り
24年度以降入札を行う
予定。

5 対象案件
特実検索用ＰＣ一式の賃
貸借及び保守等

次期調達は、仕様書の
要件緩和、事業者への
一層の周知等の改善を
図り24年度以降入札を
行う予定。

6
対象案件
24年度

ＩＰ・ｅラーニングシステム
ホスティングサービス

7 措置済
核酸及びアミノ酸配列情
報データ利用（ＧＥＮＥＳＥ
Ｑデータの利用）

入札可能性調査を行っ
た結果、一者のみの登
録。

8 措置済

公開特許公報等検索用
フリーキーワードデータの
購入（パトリスフリーキー
ワードデータの購入）

入札可能性調査を行っ
た結果、一者のみの登
録。

9 措置済
非特許文献のイメージ
データ作成に関するス
キャナ一式の賃貸借契約

10 措置済
公開特許公報英文抄録
（ＰＡＪ）の作成事業

11 措置済
主要国特許明細書等和
文翻訳抄録の作成事業

富士通（株）
ｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾘｰｼﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ（株） ※１者応札

（財）日本特許情報機構 ※１者応札

※１者応札（財）日本特許情報機構

富士電機ＩＴソリューション（株）
東京ｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾘｰｼﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ（株）

（株）エヌ・ティ・ティ・データ

インフォコム（株） 入札可能性調査

（株）パトリス 入札可能性調査

3者応札
ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）
NTTﾌｧｲﾅﾝｽ（株）

（財）日本特許情報機構

○データ抽出
6者応札
○英語翻訳データ作成（Ａ～
Ｈセクションに分割発注）
7～4者応札

（財）日本特許情報機構

○データ抽出
5者応札
○日本語翻訳データ作成（英
語Ａ～Ｈセクション、独・仏語
に分割発注）

'(株)富士通マーケティング
東京センチュリーリース(株)

※１者応札
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資料５－５○案件一覧（一者応札・応募）

状況 契約件名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 備考

12 措置済
英語版Ｆターム解説書等
の作成事業

13 措置済
公報等の保管及び集配
業務

14 措置済
包袋等の保管及び集配
送業務等

15 措置済
DNA関連出願配列コード
データの加工

16 措置済
内外国カタログ（新製品）
の収集

17 措置済
開放特許情報等提供事
業

18 措置済
マイクロフィルムの保管
及び出納業務

19 措置済
独立行政法人工業所有
権情報・研修館民間向け
研修運営業務

20 措置済
平成21年度国際特許流
通セミナー開催事業

21 措置済
平成21年度コース別語学
研修（通信教育型研修）

22 措置済
公報閲覧室内間仕切り等
設置工事

○データ編纂
4者応札
○英語翻訳データ作成
6者応札

（財）日本特許情報機構

（株）ワンビシアーカイブズ 9者応札

4者応札（株）ワンビシアーカイブズ

4者応札（財）工業所有権協力センター

（財）レイ
テック

（株）アスカ
２１

4者応札

（財）日本特許情報機構 2者応札

沼尻産業（株） 3者応札

（社）発明協会 8者応札

（社）発明協会 事業終了

（株）アルク教育社 2者応募

（株）サンクス 単発事業
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資料５－５○案件一覧（一者応札・応募）

状況 契約件名 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 備考

23 措置済
地域における自立的な特
許流通活動への支援策
に関する調査研究

24 措置済
平成22年度国際特許流
通セミナー開催事業

25 措置済
平成23年度知的財産プロ
デュ－サー等派遣事業

アビームコンサルティング（株） 2～5者応札
（類似の調査研究事業）

事業終了（社）発明協会

（社）発明協会 2者応札
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