
下記については、平成31年度後期時点における予定であり、調達の変更や取消をする場合があります。

番号
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意
見招請の予定時期
The date of the

request for
comments on draft
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行政サービスの継続
性の観点から既存の
仕様を繰り返し採用

する案件か否か
Whether the current
specifications will
be kept for FY2011

競争参加資格
の業種区分

The categories
of

businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

entity's name
Address/Tel/Fax

○一般物品

1
高速加熱プロセス炉
Rapid Thermal Process Oven

1 2019年5月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所 フロンティア創造総合研究室
（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2）
TEL：078-969-2255 FAX：969-2259

2

ハイスループットピペッティン
グ装置
High-throughput pipetting
machine

1 2019年5月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所 フロンティア創造総合研究室
（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2）
TEL：078-969-2231 FAX：078-969-2239

3
ウェハ有機洗浄装置
Wafer cleaning system using
organic solvent

1 2019年5月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所 神戸研究所フロンティア創造
総合研究室 超伝導デバイスプロジェクト
（神戸市西区岩岡町岩岡588-2）
TEL：078-969-2191 FAX：078-969-2199

4
ロードロックスパッタリング装
置
Load lock sputtering system

1 2019年5月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
未来ICT研究所神戸研究所フロンティア創造
総合研究室 超伝導デバイスプロジェクト
（神戸市西区岩岡町岩岡588-2）
TEL：078-969-2191 FAX：078-969-2199

5
THz帯発振器
2 THz-band source

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
電磁波研究所　リモートセンシング研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL：042-327-6089  FAX：042-327-6667

6

複数周波数送信用模擬端末の試
作
Mock-up device for multiple
transmitter

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
電磁波研究所 電磁環境研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-7486 FAX:042-327-6675
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7

電力密度評価のための電界強
度・位相測定システム
Measurement system of
electric field ampltude and
phase for power density
assessment

1 2019年7月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
電磁波研究所電磁環境研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-7486 FAX:042-327-6675

8
セシウム原子時計
Cesium atomic clocks

4 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
電磁波研究所 時空標準研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6382　FAX:042-327-6689

9
時刻位相比較装置
Dual-mixer time difference
measurement system

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
電磁波研究所 時空標準研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6382　FAX:042-327-6689

10
光周波数コム
Optical frequency comb

2 2019年6月 - - ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
電磁波研究所 時空標準研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6527　FAX:042-327-6694

11
低損失光スイッチシステム
Low loss optical switch
system

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ネットワークシステム研究所フォトニック
ネットワークシステム研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5694  FAX:042-327-7035

12
高線形性光増幅器
High-linear optical amplifier

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ネットワークシステム研究所フォトニック
ネットワークシステム研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5694  FAX:042-327-7035

13
ハイブリッド信号切替装置
Hybrid signal switching
system

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ネットワークシステム研究所フォトニック
ネットワークシステム研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5694  FAX:042-327-7035

14

光衛星通信用補償光学システム
の試作
Trial production of adaptive
optics system for optical
satellite communication

1 2019年6月 - - ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ワイヤレスネットワーク総合研究センター
宇宙通信研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-7021  FAX:042-327-7553
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15

2μmチューナブル単一周波数
レーザの調達
2-µm frequency-Tunable Single-
Frequency Laser

1 2019年5月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構電磁波研究所
リモートセンシング研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5798　FAX:042-327-5521

16

W帯地上雲レーダ用大電力送信管
High power transmitting tube
for W-band ground-based cloud
radar

1 2019年5月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構電磁波研究所
リモートセンシング研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6584 　FAX:042-327-6666

17

ミリ波帯電波ばく露量評価用計測器
の借入
Rental of measurement equipment
for exposure assessment in
millimter wave band

1 2019年5月 - - ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
電磁波研究所電磁環境研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-7486 FAX:042-327-6675

○コンピューター製品及びサービス

1

2020 けいはんな実験ネットワー
ク等運用管理保守およびユーザ
サポート業務
Experimental Networks
Operations, Administration
and Maintenance, and User
Support Tasks in Keihannna
2020

1 2019年12月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
ユニバーサルコミュニケーション研究所企画
室
（京都府相楽郡精華町光台3-5）
TEL:0774-98-6878  FAX:0774-98-6955

2

2020-2021 コンテナ型データセ
ンター設備保守
Maintenance for the Container
Data Center Facilities 2020-
2021

1 2019年12月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
ユニバーサルコミュニケーション研究所企画
室
（京都府相楽郡精華町光台3-5）
TEL:0774-98-6878  FAX:0774-98-6955

3

2020 StarBED年間保守業務
Hardware Maintenance and
Technical Support Services
for "StarBED" Equipment 2020

1 2019年11月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
北陸StarBED技術センター
（石川県能美市旭台2丁目12番地）
TEL：0761-51-8118　FAX：0761-51-8177
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4
2020 StarBED運用監視業務
Support for Operation on
StarBED 2020

1 2019年12月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
北陸StarBED技術センター
（石川県能美市旭台2丁目12番地）
TEL：0761-51-8118　FAX：0761-51-8177

5
2020 クラウド運用管理
Operation and management for
a cloud system 2020

1 2019年12月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構総合ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ研究開発推進
ｾﾝﾀｰ　ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ連携企画室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6005　FAX：042-327-5328

6
コールドストレージ
cold storage

1 2019年10月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
総合ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ研究開発推進ｾﾝﾀｰ
ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ連携企画室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6005　FAX：042-327-5328

7

地域データ集配信プラット
フォーム実証設備
Demonstration facilities for
local-data collection &
distribution platform

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
総合ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ研究開発推進ｾﾝﾀｰ
ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ連携企画室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6005　FAX：042-327-5328

8

クラウドシステム管理ソフト
ウェア機能拡張
Enhancements of cloud
management software

1 2019年7月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
総合ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ研究開発推進ｾﾝﾀｰ
ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ連携企画室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6005　FAX：042-327-5328

9
基幹Webサーバ
UNIX Servers for Web System

1 2019年6月 － - ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
経営企画部情報通信システム室
情報システムグループ
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6002  FAX:042-327-6877

10

2020-2022 クライアントアクセ
スライセンス契約
2020-2022 Client Access
License Agreement

1 2019年11月 - - ○
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
経営企画部情報通信システム室
情報システムグループ
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5962  FAX:042-327-6877
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11
2020 セキュリティ管理運用業務
Security Management and
Operation 2020

1 2019年11月 － － ○ 役務の提供等

情報通信研究機構
経営企画部情報通信システム室
情報システムグループ
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5962  FAX:042-327-6877

12
WAN ルータ更改
WAN Router Replacement

1 2019年7月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
経営企画部情報通信システム室
情報システムグループ
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5962  FAX:042-327-6877

13
バックアップストレージ増設
Backup Storage Expansion

1 2019年6月 － - ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
経営企画部情報通信システム室
情報システムグループ
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5962  FAX:042-327-6877

14

次世代自然言語処理システムの
ための計算機設備
Computer Facilities for the
Next Generation Natural
Language Processing System

1 2019年5月
2018年8月2日

～
2018年9月11日

2018年12月28日
～

2019年3月1日
✕

物品の
製造・販売

情報通信研究機構
ユニバーサルコミュニケーション研究所企画
室
（京都府相楽郡精華町光台3-5）
TEL:0774-98-6878  FAX:0774-98-6955

15

2020-2021 情報システム運用の
ための総合サービス業務
Comprehensive Services for
Operations of Information
Systems 2020-2021

1 2019年10月 - - ○ 役務の提供等

情報通信研究機構
経営企画部情報通信システム室
情報システムグループ
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6002  FAX:042-327-6877

16

分散ストレージシステム構築支
援
 Building a distributed
storage system

1 2019年7月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
未来ICT研究所フロンティア創造総合研究室
（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2）
TEL：078-969-2255 FAX：969-2259
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17

宇宙天気予報業務24時間運用：
2019
Space weather forecast 24/7
days operation: 2019

1 2019年5月 - - ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
電磁波研究所宇宙環境研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL：042-327-6893

18

2019年度下期先進的機械翻訳ｼｽﾃ
ﾑの機能拡張作業　(Second half
of FY2019: Extension of the
advanced machine translation
system)

1 2019年6月 - - ✕ 役務の提供

情報通信研究機構
先進的音声翻訳研究開発推進センター
先進的翻訳技術研究室
（京都府相楽郡精華町光台３－５）
 TEL:0774-98-6343 FAX: 0774-98-6935

○電気通信機器及びサービス

1
無停電電源装置
UPS

1 2019年12月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
総合ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ研究開発推進ｾﾝﾀｰ
ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ連携企画室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6005　FAX：042-327-5328

2

複数サービス機能提供用ネット
ワーク基盤の制御システム拡張
Extension of the control
system for network
infrastructure providing
multiple service functions

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ネットワークシステム研究所
ネットワーク基盤研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL：042-327-6925

3

複数サービス機能提供用ネット
ワーク用検証システム拡張
Extension of the verification
system for network
infrastructure providing
multiple service functions

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ネットワークシステム研究所
ネットワーク基盤研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL：042-327-6925

4
5G関連評価装置
5G network performance
evaluation system

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ワイヤレスネットワーク総合研究センター
ワイヤレスシステム研究室
（神奈川県横須賀市光の丘3-4）
TEL:046-847-5050  FAX:046-847-5059
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5
5G鉄道関連評価装置
5G supported railway
performance evaluation system

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ワイヤレスネットワーク総合研究センター
ワイヤレスシステム研究室
（神奈川県横須賀市光の丘3-4）
TEL:046-847-5050  FAX:046-847-5059

6
IoT経路選択実証評価装置
IoT routing evaluation system

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ワイヤレスネットワーク総合研究センター
ワイヤレスシステム研究室
（神奈川県横須賀市光の丘3-4）
TEL:046-847-5050  FAX:046-847-5059

7
IoT 省電力動作実証評価装置
IoT low-energy evaluation
system

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ワイヤレスネットワーク総合研究センター
ワイヤレスシステム研究室
（神奈川県横須賀市光の丘3-4）
TEL:046-847-5050  FAX:046-847-5059

8
衛星通信IoTモデムの要素試作
Breadboard model of IoT modem
for satellite communications

1 2019年6月 － － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ワイヤレスネットワーク総合研究センター
宇宙通信研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-7021  FAX:042-327-7553

9

制御シミュレータシナリオ生成/
評価部及び通信システム性能評
価試験
Control simulator with
scenario generator/evaluator
and communications system
evaluation test

1 2019年6月 - － ✕
物品の

製造・販売

情報通信研究機構
ワイヤレスネットワーク総合研究センター
宇宙通信研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-7021  FAX:042-327-7553

10

2020年度JGN海外設置機器保守作
業
Equipment Maintenance Service
for Advanced Broadband
Network Testbed, JGN　2020
(OverseasArea)

1 2019年12月 － 2019年11月 ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
総合ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ研究開発推進ｾﾝﾀｰ
ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ連携企画室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6005　FAX：042-327-5328



下記については、平成31年度後期時点における予定であり、調達の変更や取消をする場合があります。

番号
調達予定物品名

Products to be procured
（調達予定物品名の英訳）

予定数量
Volume

入札公示/公示
予定時期

The date of
the notice of
procurement

資料提供招請
の予定時期
The date of
 the request

 for submission
 of material

仕様書案に対する意
見招請の予定時期
The date of the

request for
comments on draft
specifications

行政サービスの継続
性の観点から既存の
仕様を繰り返し採用

する案件か否か
Whether the current
specifications will
be kept for FY2011

競争参加資格
の業種区分

The categories
of

businesses for
qualification

調達要求元・照会先
(住所・TEL/FAX番号）

entity's name
Address/Tel/Fax

平成31年度　政府調達案件　計画一覧

11

2020年度JGN国内設置機器保守作
業
Equipment Maintenance Service
for Advanced Broadband
Network Testbed, JGN 2020
(Domestic Area)

1 2019年12月 － 2019年11月 ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
総合ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ研究開発推進ｾﾝﾀｰ
ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ連携企画室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6005　FAX：042-327-5328

12

2020年度JGN海外網運用監視作業
Supporting Operation for
International Networks of the
Advanced Broadband Network,
JGN 2020

1 2019年12月 － 2019年11月 ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
総合ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ研究開発推進ｾﾝﾀｰ
ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ連携企画室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6005　FAX：042-327-5328

13

2020年度JGN国内網運用監視作業
Supporting Operation of
Domestic Networks of the
Advanced Broadband Network,
JGN 2020

1 2019年12月 － 2019年11月 ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
総合ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ研究開発推進ｾﾝﾀｰ
ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ連携企画室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6005　FAX：042-327-5328

14

2020年度JGN ネットワーク仮想
化機器保守作業
Equipment Maintenance Service
for Advanced Broadband
Network Testbed, JGN　2020
(SDN)

1 2019年11月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
総合ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ研究開発推進ｾﾝﾀｰ
ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ連携企画室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6005　FAX：042-327-5328

15

2020年度RISEの設定・管理運用
作業
Configuration and management
operation of RISE testbed

1 2019年11月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
総合ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ研究開発推進ｾﾝﾀｰ
ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ連携企画室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6005　FAX：042-327-5328

16
2020 業務用回線運用
Circuit Operation for NICT
2020

1 2019年11月 － － ○ 役務の提供等

情報通信研究機構
経営企画部情報通信システム室
情報システムグループ
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5962  FAX:042-327-6877
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17

2020-2021 固定電話通信サービ
ス提供業務
Telephone Service Agreement
2020-2021

1 2019年11月 － － ○ 役務の提供等

情報通信研究機構
経営企画部情報通信システム室
情報システムグループ
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5962  FAX:042-327-6877

18

2019 業務用電話交換機サービス
の提供
Private Branch eXchange
Service For Business 2019

1 2019年8月 － 2019年5月 ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
経営企画部情報通信システム室
情報システムグループ
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6002  FAX:042-327-6877

19

量子暗号通信用テストベッドの
ネットワーク構築支援
Construction and maintenance
of quantum key distribution
network

1 2019年7月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
未来ICT研究所フロンティア創造総合研究室
（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2）
TEL：078-969-2255 FAX：969-2260

20

衛星量子暗号用電気信号発生装
置製造
Manufacturing of electric
signal generator for quantum
communication satellite

1 2019年7月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
未来ICT研究所フロンティア創造総合研究室
（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2）
TEL：078-969-2255 FAX：969-2260

21

衛星量子暗号用光信号発生装置
製造
Manufacturing of optical
signal emitter for quantum
communication satellite

1 2019年7月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
未来ICT研究所フロンティア創造総合研究室
（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2）
TEL：078-969-2255 FAX：969-2260

22

衛星量子暗号用光通信制御装置
の製造
Manufacturing of high
frequency electrical control
unit for quantum
communication satellite

1 2019年7月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
未来ICT研究所フロンティア創造総合研究室
（兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2）
TEL：078-969-2255 FAX：969-2260
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23

山川・大宜味デルタアンテナ修
理
Repair of delta antenna in
Yamagawa and Ogimi

1 2019年5月 － － ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
電磁波研究所宇宙環境研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL：042-327-5239

○その他の役務

1

2019吹田3T-MRI (Vida)システム
年間保守点検作業
Maintenance and inspection
service for Suita  3T-
MRI(Trio) system

1 2019年6月 - - ✕ 役務の提供等

脳情報通信融合研究センター
 脳機能解析研究室/吹田
（大阪府吹田市山田丘1-4）
TEL/FAX: 06-7174-8615

2

2020 KDDI大手町ビルにおけるハ
ウジングの賃貸借
Lease of housing service at
KDDI Otemachi Building 2020

1 2019年10月 - - ○ 役務の提供等

情報通信研究機構
経営企画部情報通信システム室
情報システムグループ
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-5962  FAX:042-327-6877

3
航空機搭載SARの実験飛行請負
Experimental flight of air-
borne SAR

1 2019年9月 - - ✕ 役務の提供等
情報通信研究機構　主管研究員
TEL:042-327-5728

4

自動字幕付与システムの実証実
験実施作業
Demonstration experiment for
automatic subtitling system

1 2019年5月 - 2019年4月 ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構
先進的音声翻訳研究開発推進センター
先進的音声技術研究室
（京都府相楽郡精華町光台3-5）
TEL：0774-98-6919　FAX：0774-98-6823

5

高精細航空機搭載合成開口レー
ダー（Pi-SAR X3）ための観測飛
行実験
The observation flights for
Pi-SAR X3 experiment

1 2019年6月 - - ✕ 役務の提供等

情報通信研究機構電磁波研究所
リモートセンシング研究室
（東京都小金井市貫井北町4-2-1）
TEL:042-327-6584 FAX:042-327-6666


