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SciVerse ScienceDirect（サ
イバース・サイエンスダイレ
クト）の利用

平成23年4月1日
オランダ王国アムステルダ
ム市ラーダーヴェヒ ２９

エルゼビア・ビー・ブイ サイ
エンス・アンド・テクノロジー
最高経営責任者　ヨンスク・
チ

41,863,586円

　サイバース・サイエンス・ダイレクトは、全世界の学会誌を
最も多く取り扱っている出版社の電子ジャーナルコレクショ
ンである。本契約により利用できる電子ジャーナルは２，００
０タイトル以上であり、本学の利用可能タイトルの約３４％以
上を占める。また、学内での利用については平成２１年度
(４～１２月現在)で約２２万６千件のアクセスがあり、本学の
研究・教育環境に欠くべからざるものとなっている。
　日本国内における上記契約については、エルゼビア・
ビー・ブイ サイエンス・アンド・テクノロジーが直接販売して
おり、同社以外が提供することはできないことから、随意契
約を締結した。

外国雑誌（American journal
of sociology 他 98 点）

平成23年4月1日
東京都八王子市明神町３
－２０－６　八王子ファー
ストスクエア

株式会社紀伊國屋書店　首
都圏西営業部部長　天堀孝
悦

8,609,087円

　外国雑誌は、その未着・欠号等の研究者に与える影響が
大きいため、学術研究上、継続性及び速報性が強く求めら
れる。本件は、外国雑誌を安定供給できる能力、体制及び
実績を持つ取次業者４社から見積書を徴取し、最も安価な
金額で申込みのあった上記の者と随意契約を締結した。

一般社団法人 化学情報協
会が提供するSci
Finder(Academic)による情
報提供

平成23年4月1日
東京都文京区本駒込６－
２５－４

一般社団法人化学情報協
会 事務局長 津山重雄

9,717,750円

　日本国内における上記契約については、ＣＡＳ（アメリカ化
学会）の日本総代理店である一般社団法人化学情報協会
が統一的に直接販売しており、同法人以外が提供すること
はできないことから、随意契約を締結した。

外国雑誌（Advanced
synthesis & catalysis　他 79
点）

平成23年4月1日
東京都八王子市横山町１
－６

丸善株式会社　八王子営業
部部長　岩知道敦

12,900,221円

　外国雑誌は、学術研究上、その継続性及び速報性が強く
求められ、未着又は欠号等により研究者に与える影響は大
きい。本件は、外国雑誌を安定供給できる能力、体制及び
実績を持つ取次業者４社から見積書を徴取し、最も安価な
金額で申込みのあった上記の者と随意契約を締結した。
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学務情報システムWebサー
バ更新　一式

平成23年6月24日
東京都港区南青山２－２６
－１

株式会社ＣＳＫ　代表取締役
社長　中西毅

7,995,141円

本学の学務情報システム（以下「SPICA」と言う。）は、導入
以来、約５年以上が経過している事から処理能力の低下、
ハードウェアの劣化が避けられず早急にシステムの更新
が必須となっている。
本学のSPICAは全て株式会社CSKが納入・保守を行ってお
り、同社は他社へのソースプログラム及びデータベースの
公開は一切行っていないため、Webサーバの更新を実施で
きるのは同社のみであるため、同社と随意契約を締結し
た。
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監査契約 平成23年9月9日
東京都新宿区津久戸町１
－２

有限責任あずさ監査法人 5,670,000円

国立大学法人は、国立大学法人法において準用する独立
行政法人通則法により、会計監査人の監査を受けなけれ
ばならず、その会計監査人は独立行政法人通則法に定め
る資格を有する者から文部科学大臣が選任することとなっ
ている。
このことから学内審査を行った上で、会計監査人第一候補
者として文部科学大臣に有限責任あずさ監査法人の選任
を希望したところ、同法人が本学の会計監査人に選任され
たため、同法人と随意契約を締結した。
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平成２４年度東京農工大学
入学試験問題印刷　一式

平成23年11月25日
東京都港区虎ノ門２－２－
４

独立行政法人国立印刷局
理事長代行理事　山崎穰一

5,230,823円

本業務は、正確かつ秘密裡に業務を行なう必要があり、また、大
学入試の根幹に関わることであるため、瑕疵が許されない。独立
行政法人国立印刷局（旧:国立印刷局）は、法人化以前から本学
の入学試験問題の印刷をすべて請け負ってきており、本業務上
最も重要である情報の漏洩は過去に一度もなく、非常に高い実
績がある。
また、同局は、明治４（1871）年に大蔵省紙幣司として創設されて
以来、偽造防止技術の開発・向上を通じ、お札、国債、切手等の
証券や、パスポートを始めとする公的証明書等のセキュリティ確
保に努め、官報・法令全書・白書などの政府刊行物の編集や製
造も行なっており、高い信頼を寄せることができる。よって、同局と
随意契約を締結した。
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シュプリンガー・リンク電子
ジャーナルの利用

平成23年12月1日
Haberstrasse 7, 69126
Heidelberg, Germany

J.P.Coebergh, President
Corporate Markets,
Healthcare & Asia-Pacific
Sales, Springer Customer
Service Center GmbH

6,398,888円

シュプリンガー・リンク電子ジャーナルの日本国内における
販売及び取扱の全てについては、Springer Customer
Service Center GmbH社が、直接販売しており、競争を許さ
ないことから、同社と随意契約を締結した。

情報入出力運用支援サービ
スに係るオプションの賃貸
借契約

平成23年12月1日
東京都港区六本木３－１
－１

富士ゼロックス株式会社
文教第一営業部　部長　高
橋邦夫

10,626,000円
本調達物品は富士ゼロックス社が直接賃貸借を行っている
ため、同社以外に本件を履行することはできない。そのた
め、同社と随意契約を締結した。

平成２４年度入学試験情報
処理業務　一式

平成23年12月9日
東京都江東区福住２－５
－４

日本電子計算株式会社　代
表取締役社長　佐々木敏一

9,969,072円

本業務は、複雑かつ膨大な入学試験の各種選考資料の作
成及び試験結果からの諸統計資料の作成であり、極めて
短期間に正確かつ秘密裡に処理する必要があるうえ、瑕疵
が許されないため、十分な経験と実績が必要不可欠であ
る。日本電子計算株式会社は、昭和50年度入学試験から
この業務を請け負っており、本業務のためのシステムを開
発し、学科改組時もプログラムの修正等によって迅速かつ
正確に対応した経緯があり、十分な経験と実績を有してい
る。
また、費用の面等においても、新たにシステムを開発し、本
業務を完全に行なうためには、莫大な時間と費用が必要な
ため、本学にとっても非常に不利である。その点で同社は、
本業務のシステムを自社で開発しており、毎年の試験に合
わせてプログラムの修正等を行なうのみであるため、費用
も抑えられ、かつ信頼性も高い。よって、同社と随意契約を
締結した。
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一般社団法人 化学情報協
会が提供するSci
Finder(Academic)による情
報提供

平成24年3月30日
東京都文京区本駒込6-
25-4　中井ビル

一般社団法人化学情報協
会 企画管理室長 津山重雄

9,301,000円

　日本国内における上記契約については、ＣＡＳ（アメリカ化
学会）の日本総代理店である一般社団法人化学情報協会
が統一的に直接販売しており、同法人以外が提供すること
はできないことから、随意契約を締結した。

SciVerse ScienceDirectの
利用

平成24年3月30日
オランダ王国アムステルダ
ム市ラーダーヴェヒ ２９

エルゼビア・ビー・ブイ サイ
エンス・アンド・テクノロジー
最高経営責任者　ロン・モー
ベッド

43,392,135円

　サイバース・サイエンス・ダイレクトは、全世界の学会誌を
最も多く取り扱っている出版社の電子ジャーナルコレクショ
ンである。本契約により利用できる電子ジャーナルは２，００
０タイトル以上であり、本学の利用可能タイトルの約３４％
以上を占める。また、学内での利用については平成２３年
度で約２２万２千件のアクセスがあり、本学の研究・教育環
境に欠くべからざるものとなっている。
　日本国内における上記契約については、エルゼビア・
ビー・ブイ サイエンス・アンド・テクノロジーが直接販売して
おり、同社以外が提供することはできないことから、随意契
約を締結した。

外国雑誌（Advanced
synthesis　＆　catalysis　他
154点）

平成24年3月30日
東京都八王子市明神町３
－２０－６ 八王子ファース
トスクエア

株式会社紀伊國屋書店　首
都圏西営業部部長　天堀孝
悦

17,612,450円

　外国雑誌は、その未着・欠号等の研究者に与える影響が
大きいため、学術研究上、継続性及び速報性が強く求めら
れる。本件は、外国雑誌を安定供給できる能力、体制及び
実績を持つ取次業者から見積書を徴取し、最も安価な金額
で申込みのあった上記の者と随意契約を締結した。
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