
令和5年度（2023年度）調達契約予定一覧表（令和4年12月公表）

No 予定契約件名 予定調達時期 契約種別 契約方式 要求部署

1 2023年度 委託研究推進のための支援業務の派遣 (No.1) 第１四半期 派遣 入札 イノベーション推進部門

2 2023年度 委託研究推進のための支援業務の派遣 (No.2) 第１四半期 派遣 入札 イノベーション推進部門

3 2023年度 委託研究推進のための支援業務の派遣 (No.3) 第１四半期 派遣 入札 イノベーション推進部門

4 2023年度 委託研究推進のための支援業務の派遣 (No.4) 第１四半期 派遣 入札 イノベーション推進部門

5 2023年度 新特許管理システムサービス提供及びデータ移行作業 第１四半期 役務 入札 イノベーション推進部門

6 2023年度 EDR電子化辞書の販売代理業務 第１四半期 役務 公募 イノベーション推進部門

7 2023年度 委託研究推進のための支援業務の派遣 (No.5) 第１四半期 派遣 入札 イノベーション推進部門

8 2023年度 革新的情報通信技術研究開発委託研究に係る経理検査業務（単価契約） 第２四半期 役務 入札 イノベーション推進部門

9 2023年度 先進的ネットワーク技術分野における関連技術動向調査 第１四半期 役務 企画競争 イノベーション推進部門

10
2023年度 革新的情報通信技術研究開発委託研究に係る経理検査業務（単価契約）
その２

第２四半期 役務 入札 イノベーション推進部門

11 2023-2024年度 受託研究等の経理及び各種事務に関する支援業務の派遣 1 第４四半期 派遣 入札 イノベーション推進部門

12 2023-2024年度 受託研究等の経理及び各種事務に関する支援業務の派遣 2 第４四半期 派遣 入札 イノベーション推進部門

13 2023年度 連携研究の推進に係る支援業務の派遣（その２） 第１四半期 派遣 入札 イノベーション推進部門

14 産学官連携の促進に資するための研究支援事業の企画・運営・調査等に係る業務 第１四半期 役務 入札 イノベーション推進部門

15 2023-2024年度 高度通信･放送研究開発委託研究に係る経理検査業務（単価契約） 第２四半期 役務 入札 イノベーション推進部門

16 2023-2025年度 Beyond 5G研究開発促進事業に係る運営管理業務支援 第１四半期 役務 入札 オープンイノベーション推進本部

17 2023-2025年度 Beyond 5G研究開発促進事業に係る知財化･標準化活動支援 第１四半期 役務 入札 オープンイノベーション推進本部

18 2023-2025年度　Beyond 5G研究開発促進事業の周知・広報及び関連計画の策定 第１四半期 役務 企画競争 オープンイノベーション推進本部

19 2023-2025年度　Beyond 5G研究開発促進事業の社会実装支援及び関連調査 第１四半期 役務 企画競争 オープンイノベーション推進本部

20 2023年度 展示室運営及び見学ツアー請負作業 第１四半期 役務 入札 広報部

21 2023年度 NICT機関誌の作成請負作業 第１四半期 役務 入札 広報部

22 2023-2024年度 NICT NEWSの作成請負作業 第１四半期 役務 入札 広報部

23 「NICTオープンハウス2023」運営等請負作業 第１四半期 役務 入札 広報部

24 CEATEC2023出展のための施工及び運営等請負作業 第２四半期 役務 入札 広報部

25 2023年度 NICTバーチャル探検ツアーコンテンツの追加製作 第３四半期 役務 入札 広報部

26 2023年度 CPCI付 Web of Science 文献引用検索 第１四半期 買入 入札 広報部

27 図書システムの更改 第２四半期 買入 入札 広報部

28 2023年度 未来ICT研究所工作棟運営委託 第１四半期 役務 公募 未来ICT研究所

29 2023-2025年度 未来ICT研究所定期健康診断等の実施 第１四半期 役務 入札 未来ICT研究所

30 2021-2022年度 未来ICT研究所食堂運営作業 第１四半期 役務 入札 未来ICT研究所

31 2023年度 未来ICT研究所 ヘリウムガス等の供給 (単価契約) 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

32
クリーンルーム設備　付帯設備・工事等（既設の施設室管理システムの拡張&つな
ぎ込み作業）

第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

33 クリーンルーム設備　付帯設備・工事等（高精細画像システム等） 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

34 ネットワーク装置 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

下記については、令和4年12月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。
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35 未来ICT研究所9棟・25棟等電気機械設備改修工事設計業務 第１四半期 役務 入札 未来ICT研究所

36 遠隔管理システム(協創ラボ用) 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

37 2023年度脳計測実験に係る付帯作業用サーバのシステム保守管理作業 第１四半期 役務 入札 未来ICT研究所

38 2023年度　サイバー空間における社会脳機能計測基盤システムの拡張作業 第１四半期 役務 入札 未来ICT研究所

39 2023年度脳機能計測実験の研究支援作業（単価契約） 第１四半期 役務 入札 未来ICT研究所

40 2023年度 脳波解析システム及びサーバーの維持･データ管理作業 第１四半期 役務 公募 未来ICT研究所

41 2023年度 大規模脳計測データ解析のための環境整備と運用作業	 第１四半期 役務 公募 未来ICT研究所

42 2023年度 行動計測･解析にかかわる統合的情報処理環境の整備と運用 第１四半期 役務 公募 未来ICT研究所

43 2023年度 脳データ活用研究のための被験者提供・実験補助およびデータ管理作業	 第１四半期 役務 公募 未来ICT研究所

44 2023-2025年度　脳情報通信融合研究センター　定期健康診断等の実施（単価契約） 第１四半期 役務 入札 未来ICT研究所

45 2023年度脳機能計測環境の維持管理および環境整備作業 第１四半期 役務 入札 未来ICT研究所

46 2023年度ヒト認知･運動実験のための環境開発に携わる技術員の派遣 第１四半期 役務 入札 未来ICT研究所

47
2023年度脳磁界計測装置用液体ヘリウム、液体窒素及び高純度ヘリウムガス(単価
契約)

第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

48
2023年度 数値計算ソフトウェアライセンス及び拡張ソフトウェアライセンス更新
一式

第１四半期 買入 企画競争 未来ICT研究所

49 2023年度　行動実験及び脳活動イメージング実験実施補助作業（単価契約） 第１四半期 役務 入札 未来ICT研究所

50 2023年度アンテナ解析用電磁界数値シミュレーションソフトウェアレンタル 第１四半期 借入 入札 電磁波研究所

51 2023年度　3軸等方性電界強度測定器の借入 第１四半期 借入 入札 電磁波研究所

52 2023年度 高精度衛星双方向時刻比較専用回線サービス 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

53 2023年度電測車による電波ばく露レベル測定 第１四半期 役務 入札 電磁波研究所

54 2023年度 長波帯標準電波送信所送信施設等維持監視運用作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

55 2023年度　はがね山標準電波送信所画像付き電話対応作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

56 2023年度 比吸収率測定・較正支援業務 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

57 2023年度 標準時計測システムソフトウェア保守及び監視・運用支援作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

58 2023年度　水素メーザ装置（アンリツ社製）年間保守点検作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

59 2023年度 アナログ電話回線によるデータ配信システムの年間保守作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

60 2023年度 データ公開システム年間保守作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

61 2023年度 神戸拠点回線サービス 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

62 2023年度 人体SAR測定装置保守業務 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

63 2023年度　標準電波送信所衛星回線提供作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

64 2023年度 電波ばく露レベルモニタリングに関する委員会運営及び調査作業 第１四半期 役務 入札 電磁波研究所

65 2023年度 携帯電話基地局等からの電波ばく露測定作業 第１四半期 役務 入札 電磁波研究所

66 2023年度　3軸磁界測定器の借入 第１四半期 借入 入札 電磁波研究所

67 2023年度　はがね山標準電波送信所除草作業 第１四半期 役務 入札 電磁波研究所

68 2023年度 標準電波送信信号発生系及びモニタ系保守点検作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

69 2023年度 電界プローブ校正データ取得作業 第２四半期 役務 公募 電磁波研究所

70 2023年度 標準電波送信所の気象情報収集システムの保守点検作業 第２四半期 役務 公募 電磁波研究所

71 2023年度 はがね山標準電波送信所アンテナエレメントおよび支線劣化点検作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

72 2023年度 電磁環境解析用高速計算機 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

73 2023年度 高分解能周波数調整器 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所
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74 2023年度 長波標準電波送信信号発生装置 第１四半期 買入 公募 電磁波研究所

75 2023年度 多チャンネルDMTD 第１四半期 買入 公募 電磁波研究所

76 電波ばく露レベルモニタリング装置 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

77 2023年度 基地局シミュレータ(MT8000A)サポート権の調達 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

78 0.6THzジャイロトロンの製造 第１四半期 買入 公募 電磁波研究所

79 110 GHz帯光変調器 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

80 110 GHz帯フォトディテクタ 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

81 小型協働ロボットリース 第１四半期 借入 入札 電磁波研究所

82 校正・計測ロボットシステム開発 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

83 リファレンスマルチメータ 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

84 基板レーザー加工機 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

85 卓上電波暗室 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

86 ミリ波モジュール 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

87 WR-1.5 導波管類 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

88 2023年度 南極電離圏観測に関する庶務・経理等の事務の派遣 第１四半期 派遣 入札 電磁波研究所

89 2023年度 沖縄電磁波技術センター広域イーサネットサービス 第１四半期 役務 入札 電磁波研究所

90 2023年度 山川電波観測施設観測機器点検業務（単価契約） 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

91 2023年度 PANDAデータ利用システム保守作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

92 2023年度 宇宙天気予報業務24時間運用支援 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

93 2023年度 太陽観測サーバー等運用支援作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

94 2023年度 航空機搭載合成開口レーダーの観測データ検索･配信システムの保守 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

95 2023年度 宇宙天気予報センターウェブ等運用支援 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

96 2023年度 宇宙環境既存データ処理システムの保守作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

97 2023年度 GEONETリアルタイムデータ 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

98 2023年度 サロベツ電波観測施設観測機器点検業務（単価契約） 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

99 2023年度 高速計算システム周辺機器保守等作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

100 2023年度 航空機搭載SAR及びその付随物品の保管 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

101 2023年度 電離圏電波観測システムNASの保守作業 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

102 2023年度 電離層観測用デルタアンテナの点検･保守作業 第１四半期 役務 入札 電磁波研究所

103 多目的電離圏観測装置1号機（仮） 第１四半期 製造 入札 電磁波研究所

104 南極昭和基地大容量データ保存・転送サーバ（仮） 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

105 高速太陽風予測モデルによるデータ公開用ウェブページの製作 第１四半期 役務 公募 電磁波研究所

106 2023年度 位相ホログラム表示のための空間光変調器の調達 第２四半期 買入 入札 電磁波研究所

107 2023年度 光学･照明設計ソフトウェアの調達 第１四半期 買入 入札 電磁波研究所

108 2023年度 振幅型SLM検証のためのプロジェクタの改造 第３四半期 製造 入札 電磁波研究所

109 偏光デジタルホログラフィユニット 第３四半期 買入 入札 電磁波研究所

110 クリーン暗室環境整備一式 第３四半期 買入 入札 電磁波研究所

111 光通信用レーザー一式 第３四半期 買入 入札 電磁波研究所

112 AI高速計算用PC一式の調達 第３四半期 買入 入札 電磁波研究所

113 高速度カメラシステム一式 第３四半期 買入 入札 電磁波研究所
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114 2023-2025年度　電磁波研究所産業廃棄物収集運搬・処分作業(単価契約) 第１四半期 役務 入札 電磁波研究所

115 2023-2025年度　大洗テストフィールド管理業務 第１四半期 役務 入札 電磁波研究所

116 2023-2025年度　サロベツ電波観測施設草刈・除雪作業 第１四半期 役務 入札 電磁波研究所

117
2023-2025年度　山川電波観測施設･サロベツ電波観測施設･大洗テストフィールド
の機械警備業務

第１四半期 役務 入札 電磁波研究所

118 2023-2025年度　山川電波観測施設草刈等作業 第１四半期 役務 入札 電磁波研究所

119 2023年度 情報通信研究機構車両に係る自動車保険 第１四半期 役務 入札 総務部

120 2023年度空気環境測定等作業 第１四半期 役務 入札 総務部

121 2023-2025年度 研究者受入施設等維持管理作業 第１四半期 役務 入札 総務部

122 2023-2025年度 郵便及び所内便集配業務請負作業 第１四半期 役務 入札 総務部

123 2023-2025年度 所用車保守点検整備等作業 第１四半期 役務 入札 総務部

124 2023-2025 定期健康診断等の実施 第１四半期 役務 入札 総務部

125 給与計算業務及び給与支給事務関連業務の委託 第１四半期 役務 入札 総務部

126 2023-2024年度 赴任に伴う運送作業 第２四半期 役務 入札 総務部

127 2023年度　化学物質等の管理体制等整備支援作業（仮） 第１四半期 役務 入札 総務部

128 災害時消耗品の購入 第１四半期 買入 入札 総務部

129 国際会議室の会議室テーブル・椅子の購入 第１四半期 買入 入札 総務部

130 2023年度 二光子顕微鏡システム多光子レーザー部の保守作業 第１四半期 役務 入札 未来ICT研究所

131 2023年度 超伝導光子検出器のスクリーニング評価に関する業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 未来ICT研究所

132 2023年度 超伝導光子検出器の性能向上に向けた研究開発支援業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 未来ICT研究所

133 2023年度 生体物性計測・解析に関する研究開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 未来ICT研究所

134 2021年度 記憶プロジェクト秘書業務等の派遣 第１四半期 派遣 入札 未来ICT研究所

135 2023年度 中赤外域超伝導光子検出器の作製･評価に関する業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 未来ICT研究所

136 2023年度高機能ICTデバイス研究関連化学薬品等の供給(単価契約) 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

137
2023年度　神戸フロンティア研究センター（バイオICT研究室および神経網ICT研
究室）　分子遺伝学および生理学実験用資材の供給（単価契約）

第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

138
2023年度　神戸フロンティア研究センター（バイオICT研究室および神経網ICT研
究室）生化学実験用資材の供給（単価契約）

第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

139
2023年度　神戸フロンティア研究センター（バイオICT研究室および神経網ICT研
究室）マイクロアレイ実験用資材の供給（単価契約）

第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

140
2023年度  神戸フロンティア研究センター(バイオICT研究室および神経網ICT研究
室)  分子生物学実験用資材の供給 (単価契約)

第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

141
2023年度  神戸フロンティア研究センター(バイオICT研究室および神経網ICT研究
室)  細胞生物学実験用資材の供給 (単価契約)

第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

142 高速電子ビーム描画装置 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

143 高強度深紫外LEDを活用した殺菌用機材等の製造 第１四半期 製造 入札 未来ICT研究所

144 エミッション顕微鏡 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

145 マスクレスアライナー 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

146 窒化アルミニウム単結晶基板 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

147 ドラフトチャンバーの調達 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

148 光学除震台システム 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

149 2023年度量子ICT研究室(グローバル衛星量子)支援業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 未来ICT研究所

150 衛星搭載 グローバル衛星量子暗号用原理実証機光部の製造 2023 第２四半期 製造 公募 未来ICT研究所

151 衛星搭載 グローバル衛星量子暗号用原理実証機電気部の製造 2023 第２四半期 製造 公募 未来ICT研究所

152
2023年度 衛星搭載 グローバル衛星量子暗号用原理実証機鍵蒸留ソフトウェアの
製造

第２四半期 製造 公募 未来ICT研究所

153 Sr+波長変換用オレンジレーザー 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

154 220-330GHz広帯域増幅器 第１四半期 買入 公募 未来ICT研究所
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155 高精度ビームスキャナ 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

156 メッキ装置 第２四半期 買入 入札 未来ICT研究所

157 基板製造 第１四半期 製造 入札 未来ICT研究所

158 電気配線・配管作業 第３四半期 役務 入札 未来ICT研究所

159 220-330GHz広帯域増幅器 第１四半期 買入 公募 未来ICT研究所

160 高精度ビームスキャナ 第１四半期 買入 入札 未来ICT研究所

161 メッキ装置 第２四半期 買入 入札 未来ICT研究所

162 基板製造 第１四半期 製造 入札 未来ICT研究所

163 電気配線・配管作業 第３四半期 役務 入札 未来ICT研究所

164 2023年 酸化ガリウム単結晶基板 第２四半期 買入 入札 未来ICT研究所

165 2023年度 研究成果管理公開システム保守 第１四半期 役務 入札 業務企画部

166 2023年度 HD高品質TV会議システム保守 第１四半期 役務 公募 業務企画部

167 2023年度 Webコンテンツ高速配信サービス 第１四半期 役務 公募 業務企画部

168 2023年度 電子メール中継サービス 第１四半期 役務 公募 業務企画部

169 2023年度 ユーザアカウント連携システム保守 第１四半期 役務 公募 業務企画部

170 2023年度 工作設備定期点検整備作業 第３四半期 役務 入札 業務企画部

171 2023年度 システムソフトウェアライセンス調達・更新 第１四半期 買入 入札 業務企画部

172 2023年度 本人認証ソフトライセンス更新 第１四半期 買入 公募 業務企画部

173 2023年度 シングルサインオン認証システム保守 第１四半期 買入 公募 業務企画部

174 2023年度 グループウェアライセンスの調達 第１四半期 買入 入札 業務企画部

175 2023年度 引用文献に基づく研究評価ツールライセンス 第１四半期 買入 入札 業務企画部

176 2023年度 Javaサブスクリプション 第１四半期 買入 公募 業務企画部

177 2023年度 データベースライセンス更新 第１四半期 買入 公募 業務企画部

178 2023年度 ローコード／ノーコード開発プラットフォームライセンス更新 第１四半期 買入 入札 業務企画部

179 2023年度 ビデオ会議システム年間ライセンス更新 第１四半期 買入 入札 業務企画部

180 2023年度 ウィルス対策ソフトライセンス更新 第２四半期 買入 入札 業務企画部

181 2023年度 情報通信インフラ機器 第２四半期 買入 入札 業務企画部

182 2023年度 IT資産管理ツールライセンス更新 第３四半期 買入 入札 業務企画部

183 更改用ネットワークスイッチ 第１四半期 買入 入札 業務企画部

184 6号館ネットワーク更新 第２四半期 買入 入札 業務企画部

185 DRサーバ 第１四半期 買入 入札 業務企画部

186 EDRソフトウェアライセンス購入およびマネージドEDR運用 第３四半期 買入 入札 業務企画部

187 2023年度 メール誤送信防止アドオンライセンス更新 第１四半期 買入 入札 業務企画部

188
2023年度 リアルタイムアプリケーションを支える動的制御型周波数共用技術の研
究開発に資する国際標準化調査

第１四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

189 2023年度 沖縄1m望遠鏡実験運用支援作業(単価契約) 第１四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

190
2023年度　技術試験衛星9号機搭載用システムのAIT/PFT作業及び射場準備作業の
支援

第１四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

191 2023年度 光地上局望遠鏡運用支援作業 第１四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

192 2023年 光通信等地上局運用維持管理作業 第１四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

193 （仮）2023年度　衛星アプリケーション実験推進会議支援作業 第３四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

194 衛星搭載WDM対応光増幅装置に向けたプロトタイプの試作 第２四半期 製造 公募 ネットワーク研究所
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195 2023年度鹿島Ka帯大型地球局の保守作業 第２四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

196
2023年度 衛星通信システムのユースケース想定及び標準化動向調査実施前に必要
となる動向把握･整理作業

第２四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

197 2023年度 Ka帯移動体衛星通信電波伝搬実測作業 第２四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

198 2023年度 衛星地上多層接続ネットワークエミュレータの改修作業 第３四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

199 衛星搭載に向けた補償光学系制御系の試作検討 第１四半期 製造 公募 ネットワーク研究所

200 衛星搭載に向けた大口径望遠鏡光学系の試作検討 第１四半期 製造 公募 ネットワーク研究所

201 2023年度 光地上局設備保守点検作業 第２四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

202 2023年度 次世代非地上系通信に関わる技術動向調査 第２四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

203 沖縄Ka帯大型地球局への遠隔監視制御機能追加 第２四半期 製造 公募 ネットワーク研究所

204 小金井1m望遠鏡送信補償光学詳細設計支援作業 第１四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

205 小金井1m望遠鏡送信補償光学系送信系ミラー調達 第２四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

206 可搬型光地上局用免振台の改修作業 第１四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

207 2023年度 望遠鏡システムソフトウェアの改修･保守 第２四半期 製造 公募 ネットワーク研究所

208 2023年度 衛星地上連接ネットワークシミュレータ改修 第２四半期 製造 公募 ネットワーク研究所

209 2023 データ解析アルゴリズムシミュレータソフトウェアへの機能追加 第２四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

210 樹木伐採作業 第３四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

211 2024-2025年度 鹿島宇宙技術センター建物等総合維持管理委託業務 第４四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

212 2024-2025年度 鹿島宇宙技術センター入退出管理システム保守業務 第４四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

213 光衛星通信実験用データ管理ソフトウェアの調達 第３四半期 製造 入札 ネットワーク研究所

214 2023年度　ETS-9の地上試験のための擬似衛星局の実装 第１四半期 製造 公募 ネットワーク研究所

215 2023年度 ETS-9のPFT試験 第４四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

216 V・Wバンド対応送信装置 第３四半期 買入 公募 ネットワーク研究所

217 可搬型地球局の製造 第１四半期 製造 入札 ネットワーク研究所

218 2023年度光フィーダリンク局選択用計測データ収集装置の保守作業 第２四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

219 2023年度RFフィーダリンク局選択用計測データ収集装置及びサーバの保守作業 第２四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

220 2023年度 衛星地上連接アプリケーションソフトウェア改修 第２四半期 製造 公募 ネットワーク研究所

221 2023年度 国土強靱化に資する日本語言語データ整備に関する業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ネットワーク研究所

222
2023年度インターネットを用いた情報配信基盤のためのデータ蓄積装置に対する
保守作業

第１四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

223 2023年度 量子アニーリングマシン クラウドサービス提供 第１四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

224 2023年度 レジリエント自然環境計測高度化のためのソフトウェア製作 第２四半期 製造 入札 ネットワーク研究所

225 2023年度レジリエントICT研究センターの非常用発電機保全作業 第２四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

226 レストレーション制御時間短縮及び蓄積データ分析用GPUサーバ 第２四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

227 蓄積データ分析ソフトウェア開発 第３四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

228 P4開発環境と実行環境の構築 第３四半期 製造 公募 ネットワーク研究所

229 マッチングシステムアップデート 第２四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

230 無線アクセス評価用ハードウェア 第２四半期 製造 入札 ネットワーク研究所

231 計算機（GPU＋大容量メモリ付き） 第１四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

232 2023年度 レジリエント自然環境計測用IoTデバイス調査 第２四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

233 2023年度 レジリエント自然環境計測用GISツール製作 第２四半期 製造 入札 ネットワーク研究所

234 2023年度 インフラサウンドデータスケーラブル可視化作業 第２四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

235 インフラサウンド観測用超小型マイクロホン 第１四半期 製造 入札 ネットワーク研究所
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236 2023年度 自己産出型エッジクラウドにおけるサービス自動再構成機能の拡張 第３四半期 製造 公募 ネットワーク研究所

237 2023年度 ポリシーベース経路制御ルータソフトウェアの拡張 第２四半期 製造 公募 ネットワーク研究所

238 2023-2025年度  外部資金研究開発および実験設備管理に関連する支援業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ネットワーク研究所

239
（2021-2023年度までの複数年契約締結済み）超高速光波デバイス研究開発および
実験設備管理と連携研究業務支援の派遣

第１四半期 派遣 入札 ネットワーク研究所

240 2023-2025年度  連携研究推進および実験設備管理に関連する支援業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ネットワーク研究所

241 2023年度 超高性能リブチャネル混載Si光導波路チップ 第２四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

242 化合物半導体エピウエハ 第２四半期 製造 入札 ネットワーク研究所

243 PDパッケージ等実装部品 第２四半期 製造 入札 ネットワーク研究所

244 PDモジュールコンポーネント 第２四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

245 300Gプローブ針 第２四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

246 高周波部品 第２四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

247 空間光学・ファイバー調芯ハイブリッド測定系 第２四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

248 薄膜LNウェハ 第２四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

249 RFプローブ 第２四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

250 デバイス評価用プローブアライメント系 第２四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

251 2023年度　電子ビーム描画作業 第１四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

252 LN複合ウェハ 第１四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

253 300GHz帯RFプローブ 第１四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

254 Gバンドフォトミキサーモジュール 第１四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

255 2023年度 先端ICTデバイスラボ環境･安全活動支援作業 第１四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

256 2023年度 先端ICTデバイスラボ運営管理支援作業の業務委託 第１四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

257 2023年度 MBE運転･保守･管理作業 第１四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

258 2023年度 フォトニックデバイスラボ超純水製造装置と排水処理装置の年間保守 第１四半期 役務 公募 ネットワーク研究所

259 2023年度先端ICTデバイスラボ　ガス検知器点検作業 第２四半期 製造 入札 ネットワーク研究所

260
2023年度 神戸クリーンルーム棟及び第一研究棟各機械室のN2/Air供給設備メンテ
ナンス作業

第２四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

261 2023年度 先端ICTデバイスラボ用液化窒素 第１四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

262 2023年度 実験用化学薬品類の供給 第１四半期 買入 入札 ネットワーク研究所

263 2023年度フォトニックデバイスラボ　ガス検知器点検作業 第３四半期 役務 入札 ネットワーク研究所

264 2023年度 海外旅行保険契約 第１四半期 役務 入札 デプロイメント推進部門

265 デプロイメント推進部門業務に係る支援業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 デプロイメント推進部門

266 2023年度 ICTスタートアップ創出モデルの構築 第１四半期 役務 入札 デプロイメント推進部門

267
2023年度 「情報バリアフリー助成事業成果発表会(令和4年度分)」に係る作業の
請負

第１四半期 役務 入札 デプロイメント推進部門

268
2023年度 「情報バリアフリーのための情報提供サイト」 コンテンツ更新に係る
作業の請負

第２四半期 役務 入札 デプロイメント推進部門

269
2023年度 「情報バリアフリーのための情報提供サイト」 トピック記事作成の請
負

第２四半期 役務 入札 デプロイメント推進部門

270
2023年度 障害者データベース「情報アクセシビリティ支援ナビ」の調査検討に係
る作業の請負

第１四半期 役務 入札 デプロイメント推進部門

271
2023年度　障害者データベース「情報アクセシビリティ支援ナビ」の運用に係る
作業の請負

第１四半期 役務 入札 デプロイメント推進部門

272
「2023年度 総務省･NICT Entrepreneurs' Challenge 2Days」に係るICTを利用し
た運営作業等

第２四半期 役務 入札 デプロイメント推進部門

273
「2023年度 総務省･NICT Entrepreneurs' Challenge 2Days」に係る運営作業(ICT
利用運営作業を除く。)

第２四半期 役務 入札 デプロイメント推進部門

274 2023年度 国際連携推進業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 グローバル推進部門

275 2023年度 国際研究連携展開業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 グローバル推進部門

276
2023年度 ASEAN IVO Forum 2023及びASEAN IVO ステアリングコミッティ会議の開
催に係る作業

第２四半期 役務 企画競争 グローバル推進部門

277
2023年度 アジア連携センターにおける現地スタッフ (事務系秘書) の雇上げ (そ
の1)

第１四半期 役務 公募 グローバル推進部門
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278
2023年度 アジア連携センターにおける現地スタッフ (事務系秘書) の雇上げ (そ
の2)

第１四半期 役務 公募 グローバル推進部門

279 2023年度 アジア連携センターにおける労務に係る法令相談･情報提供 第１四半期 役務 公募 グローバル推進部門

280 2023-2025年度　オープンサイエンス等の関連プロジェクト支援業務の派遣(仮) 第１四半期 派遣 入札 NICTナレッジハブ

281 計測用自動ステージ一式 第１四半期 買入 公募 Beyond5G研究開発推進ユニット

282
2023年度 実験用液化ヘリウム、液化窒素、ヘリウムガス、窒素ガス納入 (単価契
約)

第１四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

283 THz-QCL冷凍機修理 第１四半期 製造 公募 Beyond5G研究開発推進ユニット

284 HEBM導波管型ミキサマウント 第３四半期 製造 公募 Beyond5G研究開発推進ユニット

285 量子カスケードレーザ 第１四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

286 超格子ハーモニックミキサ 第４四半期 買入 公募 Beyond5G研究開発推進ユニット

287 THz波発生フォトミキサモジュール 第１四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

288 ネットワークアナライザ用ミリ波周波数変換モジュール一式 第１四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

289 リアルタイムオシロスコープ 第１四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

290 電界イメージング用センサ制御装置の試作 第１四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

291 140ＧＨzインパット発信器 第１四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

292 光スペクトルアナライザ 第２四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

293 2023年 窒化シリコン光集積回路 第２四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

294 超狭帯域 波長/帯域幅可変光フィルタ 第２四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

295 サーボコントローラ 第３四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

296 低ノイズファイバー光増幅器 第１四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

297 波長帯域可変光フィルタ 第１四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

298 信号発生器 第１四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

299 Hバンドアンプ 第１四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

300 WR4.3 VDI SAX 第２四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

301 2023年度　AWG設計ツール 第３四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

302 パーティクルトラップ 第１四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

303 2023年度 テラヘルツリモセン開発支援業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

304
テラヘルツ波を用いた月面の広域な水エネルギー資源探査研究開発支援業務の派
遣

第１四半期 派遣 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

305 「テラヘルツ波を用いた月面の広域な水エネルギー資源探査」に係る支援作業 第１四半期 役務 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

306 テラヘルツ月観測シミュレータ構築のための概念検討 (その2) 第１四半期 役務 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

307
温室効果ガス・水循環観測技術衛星による二酸化窒素濃度観測研究開発における
技術支援業務の派遣

第１四半期 派遣 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

308 画像データによるエアロゾル濃度推定解析補助作業 第２四半期 役務 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

309 深層学習計算用GPU搭載計算機調達 第２四半期 役務 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

310 GOSAT-GW衛星データ解析補助作業 第２四半期 役務 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

311 実験室整備 第２四半期 買入 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

312 アンテナEM開発 第１四半期 製造 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

313 アンテナPFM開発 第１四半期 製造 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

314 センサOBCのEM開発 第１四半期 製造 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

315 センサOBCのPFM開発 第１四半期 製造 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

316 カメラEM開発 第２四半期 製造 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

317 カメラPFM開発 第２四半期 製造 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

318 センサー環境試験 第１四半期 役務 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット

319 統合試験 第１四半期 役務 入札 Beyond5G研究開発推進ユニット
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320 2023年度 データベースキャッシュ用ストレージシステム保守 第１四半期 役務 公募 ユニバーサルコミュニケーション研究所

321 2023-2024年度 xDataプラットフォーム構築運用支援作業 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

322 2023年度連合型エッジAI開発･実験システム構築作業 第３四半期 役務 公募 ユニバーサルコミュニケーション研究所

323 2023年度 情報資産リポジトリ利活用支援作業 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

324 2023年度 マルチメディアセンシング基盤構築支援作業 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

325 2023年度 クラウドサーバ使用ライセンスの調達 第１四半期 買入 公募 ユニバーサルコミュニケーション研究所

326 2023年度GitLabライセンスの調達 第１四半期 買入 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

327 2023年度スマートデータ利活用基盤実験システム環境の整備・運用支援作業 第１四半期 役務 公募 ユニバーサルコミュニケーション研究所

328 2023年度統合ビッグデータ研究センターエンジニア業務の派遣 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

329 2023年度B5Gサイバー空間参照実装支援作業 第３四半期 役務 公募 ユニバーサルコミュニケーション研究所

330 2023年度行動統計データセット 第３四半期 買入 公募 ユニバーサルコミュニケーション研究所

331 2023年度データベースサーバー使用ライセンス 第３四半期 買入 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

332 2023年度データベースサーバーリアルタイム処理使用ライセンス 第３四半期 買入 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

333 2023年度バックアップ用ストレージシステム保守 第４四半期 役務 公募 ユニバーサルコミュニケーション研究所

334 2023年度 先進的翻訳技術研究室 研究支援業務の派遣 (1) 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

335 2023年度 先進的翻訳技術研究室 研究支援業務の派遣 (2) 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

336 2023年度 先進的翻訳技術研究室 研究支援業務の派遣 (3) 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

337 2023年度 先進的機械翻訳システムの機能拡張作業 第１四半期 役務 公募 ユニバーサルコミュニケーション研究所

338 2023年度下期 先進的機械翻訳システムの機能拡張作業 第２四半期 役務 公募 ユニバーサルコミュニケーション研究所

339 2023年　同時通訳コーパスの構築作業 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

340 2023年度 会議等デジタル音声データテキスト化 (テープ起こし) 業務 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

341
2023年度 「グローバルコミュニケーション開発推進協議会」 総会のオンライン
開催等に係る運営及び事務局業務作業

第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

342 2023年度 「第7回自動翻訳シンポジウム」の開催に係る運営作業及び事務局業務 第２四半期 役務 企画競争 ユニバーサルコミュニケーション研究所

343
2023年度 「グローバルコミュニケーション開発推進協議会」技術部会・普及促進
部会の運営支援

第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

344 2023年度 「アイデアソン/ハッカソン」の開催に係る支援業務 第２四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

345 多言語翻訳技術の紹介ビデオ等の制作 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

346 多言語翻訳関連デモンストレーションにおける話者の外注（単価契約） 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

347 2023年度講演・会議音声コーパス整備業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

348 2023年度日本語音声コーパス整備業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

349 2023年度放送番組コーパス整備業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

350 2023年度 インドネシア語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

351 2023年度 スペイン語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

352 2023年度 フランス語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

353 2023年度 ロシア語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

354 2023年度 韓国語音声コーパス整備および開発支援業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

355 2023年度 ブラジルポルトガル語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

356 2023年度 アラビア語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

357 2023年度 クメール語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

358 2023年度 タイ語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

359 2023年度 フィリピン語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

360 2023年度 ベトナム語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

361 2023年度 ミャンマー語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所
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362 2023年度 モンゴル語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

363 2023度ドイツ語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

364 2023度イタリア語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

365 2023度ウクライナ語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

366 2023度ヒンディー語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

367 2023度英語音声翻訳データベース開発業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

368 2023年度日英声コーパスの整備業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

369 2023年度講義映像音声コーパス構築作業（単価契約） 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

370
2023年度Unityによる力覚提示装置の応用環境の構築作業及びノンバーバルな情報
の実験環境の保守作業

第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

371 実環境の3Dスキャニング装置 第２四半期 買入 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

372 2023年度 音声翻訳サーバ開発に関する業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

373 2023年度 音声翻訳システム運用と開発に関する業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

374 2023年度 音声認識システム開発に関する業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

375 2023年度 同時通訳システム開発に関する業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

376 2023年度 音声合成システム開発に関する業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

377 2023年度 音声コミュニケーションシステム開発に関する業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

378 2023年度 音声翻訳デモシステム開発に関する業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

379 2023年度 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 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

380 2023-2025年度 ユニバーサルコミュニケーション研究所企画室業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

381 2023-2025年度 ユニバーサルコミュニケーション研究所企画室業務の派遣 2 第１四半期 派遣 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

382 2023年度 情報通信研究機構けいはんな事業所建物等総合維持管理業務請負 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

383 2023-2025年度 ユニバーサルコミュニケーション研究所食堂運営作業 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

384
2023年度 けいはんなR&Dフェア2023 - NICTオープンハウス2023 in けいはんな開
催運営等請負作業

第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

385 けいはんなAVシステムの更改 第３四半期 買入 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

386 2023年度冗長化構成ネットワーク負荷分散装置の保守作業 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

387 2023年度4月 日本語言語･画像データベース構築に関連する業務の派遣 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

388 2023年度4月 日本語及び英語言語･画像データベース構築に関連する業務の派遣 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

389 2023年度 質問応答モジュール･自然言語解析モジュールの開発業務の派遣 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

390
2023年度 社会知解析システムのための大規模深層学習サービス開発業務に関する
派遣

第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

391
2023年度 大規模分散深層学習ミドルウェアの機能強化及びGPGPUクラスタ環境整
備の派遣

第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

392 2023年度 社会知コミュニケーション技術の開発に関する業務の派遣 1 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

393 2023年度 社会知コミュニケーション技術の開発に関する業務の派遣 2 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

394 2023年度 対話システム開発業務の派遣 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

395 2023-2025年度 データ駆動知能システム研究センター研究支援業務の派遣 第１四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

396 2023年度デジタルアーカイブ装置に対する保守作業 第１四半期 役務 公募 ユニバーサルコミュニケーション研究所

397 2023年度7月 日本語言語･画像データベース構築に関連する業務の派遣 第２四半期 役務 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

398 2023 OCRツールキットの更新ライセンス 第２四半期 買入 入札 ユニバーサルコミュニケーション研究所

399
2023-2024年度 超高速研究開発ネットワークテストベッド回線 （光テストベッド
回線）

第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

400 2023年度 JGN海外設置機器保守作業 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

401 2023年度 脳情報解析用高性能計算機資源等の運用管理およびユーザサポート業務 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

402 2023年度 SDNテストベッド設定･管理運用作業 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット
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403 2023年度　サービスレイヤテストベッド運用支援作業 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

404 2023年度 総合テストベッド用ホームページの運用及びコンテンツ作成作業 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

405 2023年度 NICT総合テストベッドの利活用促進に向けた支援作業 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

406 2023年度 JGN海外網及びモバイル網運用監視作業 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

407
2023年度 JGNネットワークのインターネットエクスチェンジ(IX)を用いたAS間接
続

第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

408
2023年度大規模実基盤テストベッド北陸拠点コンテナ型データセンター設備年間
点検保守作業

第１四半期 役務 公募 ソーシャルイノベーションユニット

409 2023年度大規模実基盤テストベッド運用支援作業 第１四半期 役務 公募 ソーシャルイノベーションユニット

410 2023年度大規模実基盤テストベッド設備年間システム点検等保守業務 第１四半期 役務 公募 ソーシャルイノベーションユニット

411
2023-2024年度 超高速研究開発ネットワークテストベッド回線 (シンガポール-タ
イ回線)

第２四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

412 2023-2024年度 香港コロケーションの借用契約 第２四半期 借入 入札 ソーシャルイノベーションユニット

413 2023年度開発ソフトウエア性能計測のためのトラフィックジェネレータ保守業務 第２四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

414 次世代StarBED駆動のための支援ソフトウェアUI/API拡張設計業務の拡充 第２四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

415 2023年度 移動通信用鉄塔保守点検等作業 第３四半期 役務 公募 ソーシャルイノベーションユニット

416
2023年度StarBED－クラウド間連携及び分業に関する研究のためのパブリッククラ
ウドサービスの提供（AWS）

第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

417 2023年　国際ルータ更新 第１四半期 買入 入札 ソーシャルイノベーションユニット

418 2023年度 JGN国内設置機器保守作業 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

419 2023年度 JGN国内高速イーサネットルータ保守作業 第１四半期 役務 入札 財務部

420 2023年度　NICTクラウド保守管理請負 第１四半期 役務 入札 財務部

421 2023年度 StarBED運用監視業務 第１四半期 役務 入札 財務部

422 2023年度 時空間データGISプラットフォーム運用支援作業 第１四半期 役務 入札 財務部

423 2023年度 時空間データGISプラットフォームWebサイト保守 第１四半期 役務 入札 財務部

424 2023年度 時空間データGISソフトウェア保守 第１四半期 役務 入札 財務部

425 2023年度 JGN国内網運用監視作業 第１四半期 役務 入札 財務部

426 2023年度 データ指向型クラウドサービスシステム構築作業 第２四半期 役務 入札 財務部

427 仮想無線機の拡張作業＿マルチユーザMIMO機能追加等 第２四半期 役務 入札 財務部

428 2023年度電波伝搬環境再現検証のための装置群保守 第１四半期 役務 公募 財務部

429 2023年度 時空間データ作成および計測作業 第１四半期 役務 入札 財務部

430 2023年度 時系列データおよび地理情報データ整備作業 第２四半期 役務 入札 財務部

431 2023年度 時空間データスケーラブルディスプレイシステム改修 第２四半期 製造 入札 財務部

432 2023年度 災害時等における緊急燃料補給作業 第１四半期 役務 入札 財務部

433 2023-2025年度 入退室管理システム保守作業 第１四半期 役務 公募 財務部

434 2023年度 情報通信研究機構本部植栽等管理業務 第１四半期 役務 入札 財務部

435 情報通信研究機構(本部)構内危険樹木伐採等作業 第３四半期 役務 入札 財務部

436
2023年度 国立研究開発法人情報通信研究機構北陸StarBED技術センターで使用す
る電力需給契約

第１四半期 買入 入札 財務部

437 2023年度 空調設備用フィルタ調達 第３四半期 買入 入札 財務部

438 情報通信研究機構(本部)構内支障樹木剪定等作業 第１四半期 役務 入札 財務部

439 フロン排出抑制法に基づく空調定期点検 第２四半期 役務 入札 財務部

440 3号館温水発生機劣化部品交換 第２四半期 買入 公募 財務部
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441 2号館氷蓄熱ユニット×２保守整備 第３四半期 役務 公募 財務部

442 非常発電機用蓄電池更新 第２四半期 買入 入札 財務部

443 3号館水冷チラー保守保守整備 第２四半期 役務 公募 財務部

444 消防設備自家発電機負荷試験 第１四半期 役務 入札 財務部

445 135棟太陽光発電用パワーコンディショナー修繕 第２四半期 役務 公募 財務部

446 130棟汚水配管修繕 第１四半期 役務 入札 財務部

447 2023-2025年度　147棟空調自動制御システム保守 第２四半期 役務 入札 財務部

448 2023-2025年度　6号館空調自動制御システム保守 第２四半期 役務 入札 財務部

449 2023-2025年度　本部　消防設備保守点検 第２四半期 役務 公募 財務部

450 2号館冷温水発生機×２台制御盤交換 第２四半期 買入 公募 財務部

451 2023-2024年度 量子ICT人材育成に係る運営及び調査支援業務 第１四半期 役務 企画競争 量子ICT協創センター

452 2023年度 量子鍵配送ネットワーク標準化活動に関する支援作業 第１四半期 役務 入札 量子ICT協創センター

453 2023年度 Tokyo QKD Networkの運用･保守･維持作業 第１四半期 役務 入札 量子ICT協創センター

454 量子暗号ネットワークのユーザ参加型トライアル環境評価およびインターフェース改修第１四半期 役務 入札 量子ICT協創センター

455 量子暗号ネットワークのFCAPS運用性向上と標準化提案に向けた調査 第１四半期 役務 入札 量子ICT協創センター

456 Protection Profileの作成及び利用並びに評価・認証スキーム構築に関する支援作業 第１四半期 役務 入札 量子ICT協創センター

457 2023年度 リアドア冷却式ラック群保守作業 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

458 2023年度 北陸StarBED技術センター建物総合管理業務 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

459 2023年度 北陸StarBED技術センター自家用電気工作物保安管理業務委託 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

460 2023年度 StarBED年間保守業務 第１四半期 役務 公募 ソーシャルイノベーションユニット

461 2023-2024年度 北陸拠点機械警備業務 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

462 2023年度StarBED運用監視業務 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

463 2023-2025年度 新イノベーションセンター（仮称）の運営請負 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

464 2023年度スマートIoT推進フォーラム事務局運営支援等の請負 第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

465
2023-2025 パーソナルデータ取扱研究開発業務審議委員会事務局業務に係る請負
作業

第１四半期 役務 入札 ソーシャルイノベーションユニット

466 2023-2024年度経済情報サービスプラットフォーム 第１四半期 役務 公募 ソーシャルイノベーションユニット

467 2023年度 CRYPTREC暗号技術評価委員会関連の事務局運営作業 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

468 2023年度標的型攻撃誘引基盤の研究開発環境における維持管理 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

469 2023年度既存ネットワーク機器保守 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

470 2023年度ライブネットにおけるサイバー攻撃分析作業 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

471 2023年度 サイバーセキュリティに関する秘書および支援業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 サイバーセキュリティ研究所

472 2023-2025年度 サイバーセキュリティに関する企画支援業務の派遣 第１四半期 派遣 入札 サイバーセキュリティ研究所

473 2023年度サイバー攻撃分析およびマルウェア 解析作業 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

474 2023年度多種ハニーポットプラットフォーム運用作業 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

475 2023年度プライバシー保護データマイニング用ファイルフィルタリングシステムの運用保守業務第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

476 耐量子計算機暗号の安全性評価用サーバ一式 第１四半期 買入 入札 サイバーセキュリティ研究所

477 2023年度共用仮想基盤の保守更新 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所
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478
2023年度 コンテンツ配信ネットワークおよびウェブアプリケーションファイア
ウォールを用いたコンテンツ配信サービスの提供および運用作業

第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

479 2023年度サイバー人材育成基盤環境の管理及び管理ツールの開発支援の派遣 第１四半期 派遣 入札 サイバーセキュリティ研究所

480 2023年度サイバー演習基盤コンテナ本体保守および維持管理作業 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

481 2023年度 サイバー防御演習基盤保守 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

482 2023年度 クラスターコンピューター保守および技術サポート作業 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

483 2023年度 実践的サイバー防御演習運営支援作業（演習システム運用業務） 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

484 2023年度 先進的サイバー防御演習運営支援作業 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

485 2023年度 実践的サイバー防御演習運営支援作業（ロジ業務） 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

486 2023年度 SecHack365修了生ポータルの運用 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

487 2023年度 実践的サイバー防御演習運営支援作業（講師チューター業務） 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

488 2023年度 実践的サイバー防御演習運営支援作業（受付業務） 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

489 2023年度 CYDERANGE 運用支援作業 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

490 2023年度 Cy07コンテナ本体保守および維持管理作業 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

491 2023年度 情報処理装置設置に伴うハウジングの賃貸 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

492 2023年度 実践的サイバー防御演習シナリオ・環境等構築支援作業 第１四半期 役務 企画競争 サイバーセキュリティ研究所

493 2023年度　若手人材育成事業「SecHack365」支援作業 第１四半期 役務 企画競争 サイバーセキュリティ研究所

494 2023年度 オンライン演習プラットフォーム向け講義実証検証作業 第２四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

495 2023年度 実践的サイバー防御演習Cコース運営支援作業 第２四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

496 2023年度 CNXコンテナ本体保守および維持管理作業 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

497 2023年度 セキュリティ関連人材に関する育成需要調査(仮) 第３四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

498 2023年度 実機オンライン演習のためのシステム開発 第１四半期 製造 公募 サイバーセキュリティ研究所

499 2023年度 出前・サテライトコース運営支援作業 第２四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

500 先進的サイバー防御演習シナリオ・環境等構築支援作業 第２四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

501 ハンズオンライブラリ構築作業 第３四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

502 2023年度 データ保存用テープストレージ保守 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

503 2023年度研究用高速ストレージの保守 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

504
2023年度パスワード設定等に不備のある機器
情報を電気通信事業者へ通知する作業

第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

505 パスワード設定等に不備のあるIoT機器の調査等業務支援の派遣 第１四半期 派遣 入札 サイバーセキュリティ研究所

506 2023年度 海外におけるCOVID-19がもたらすサイバーセキュリティ教育変改調査 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

507 2023年度 GPGPU搭載コンピューター技術サポート作業 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

508 2023年度 サイバー攻撃に関する解析作業 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

509 2023年度 タチコマ･セキュリティ･エージェント基盤の運用作業 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

510 2023年度 タチコマ･セキュリティ･エージェントブロックリストの保守作業 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

511 2023年度 タチコマ･セキュリティ･エージェントに関する問合せ対応作業 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

512 2023年 脅威インテリジェンスサービス 第１四半期 買入 入札 サイバーセキュリティ研究所

513 2023年度 NICE Frameworkに基づくセキュリティ教材の製作 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所

514 2023年度 Hadoopデータ分析基盤ソフトウェアの保守ライセンス 第１四半期 買入 公募 サイバーセキュリティ研究所
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515 2023年度 配信用アニメーション映画「攻殻機動隊 SAC_2045」広告宣伝使用許諾 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

516 2023年度 自主学習型高度SOC研修コンテンツのライセンス 第１四半期 買入 公募 サイバーセキュリティ研究所

517 2023年度 CYROP演習基盤システム改修 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

518 2023年度 演習実施用機材の購入 第１四半期 買入 入札 サイバーセキュリティ研究所

519 2023年度 タチコマ･セキュリティ･エージェントの高度化 第１四半期 役務 公募 サイバーセキュリティ研究所

520 2023年度YRPサーバー室機器等年間保守業務 第１四半期 役務 入札 サイバーセキュリティ研究所
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