
資料提供招請に関する公表 

 次のとおり物品の導入を予定していますので、

当該導入に関して資料等の提供を招請します。 

令和２年２月１８日 

日本放送協会経理局長 髙橋 正尚 

◎調達機関番号 325 ◎所在地番号 13 

○第２０１９－１－４０３号 

１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 ７１，２７ 

(2) 購入等件名及び数量 

次期送出マスター設備の情報管理制御

システム  1 式 

(3) 調達方法 購入等 

(4) 導入目的 本対応は、ＮＨＫの放送セン

ター建て替えにおいて、番組送出システ

ムの情報管理制御システム部の新設を

目的とする。 

(5) 運用予定時期 

令和７年～８年 

(6) 調達に必要とされる基本的な要求要件 

① 他システムから受信する番組編成デー

タから制御項目を生成し、遅延なく他シ

ステムへ転送すること。 

② 国内放送、国際放送の全サービスで運用

を統一すること。 

③ 緊急ニュースなどの割込み制御を受信

した際に自動制御との調停を行い、他シ

ステムへ転送すること。 

④ 制御に際しては電文の欠落がなく、遅延

なく送れること。 

⑤ 自システムで独自に番組編成を行える

流動機能を持ち、受信した番組編成との

切り替えができること。 

⑥ 自システムの監視を行い、障害が起こっ

た場合は検知して通知を行うこと。 

⑦ 24時間 365日連続稼働すること。 

２ 資料及びコメントの提出方法 上記 1(2)の

物件に関する一般的な参考資料及び同(6)の

要求要件等に関するコメント並びに提供可

能なライブラリーに関する資料等の提供を

招請する。 

(1) 資料等の提出期限  

令和２年６月１８日１７時 

 (郵送の場合は必着のこと)  

(2) 提出先  

〒150-8001 東京都渋谷区神南 2-2-1 

㈱ＮＨＫビジネスクリエイト（資材・国際調 

達）Tel(03)5455-5520 Fax(03)5455-5592 

３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供

給者に対して導入説明書を交付する。 

(1) 交付期間 令和２年２月１８日から令

和２年６月１８日までの土曜日、日曜日、

祝日を除く毎日 10時～12時、13時～17

時。交付にあたってはＮＨＫホームペー

ジ 「 調 達 の ペ ー ジ 」

(http://www.nhk.or.jp/chotatsu )入札

情報に記載している「次期送出マスター

設備の情報管理制御システム」誓約書に

記入・押印のうえ持参すること。 

(2) 交付場所 上記 2(2)に同じ。 

４ 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会

を導入説明書交付後別途開催する。 

(1) 開催日時  

令和２年３月５日  １５時 

(2) 開催場所 

ＮＨＫ放送センター 本館 16 階 1625

会議室 

５ その他 この導入計画の詳細は導入説明書

による。なお、本公表内容は予定であり、変

更することがあり得る。 

６ Summary 

1) Details of Procurement 

(1) Classification of the products to be 

procured: 71,27 

(2) Nature and quantity of the producst to 

be procured: Data management and control 

system for the next-generation master 

sending equipment 1 set 

(3) Type of procurement: Purchase  

(4) Basic requirements of the procurement:  



Renewal of the new data management and 

control system for program sending with 

rebuilding of NHK Broadcasting Center 

(5) Date for introduction:  2025～2026 

(6) Basic requirements of the procurement:  

① Generation of data control items and 

sending on to other systems without 

delay when programing data is received 

from another system  

② Unified operation of all domestic and 

international broadcasts  

③ Automatic control and adjustment for 

the insertion of emergency news at the 

time of receipt 

④ No loss of message content during 

control operations and no delay in 

sending 

⑤ Flow functions for autonomous 

programming and switching functions 

for use of received programing data   

⑥ Autonomous monitoring with 

troubleshooting and notification 

functions for use when problems arise  

⑦ Continuous 24-hour operation 365 days 

a year   

2) Submission of Materials and Comments 

 (1)Time limit for the submission of the 

requested  materials: 17:00, 18 June 2020 

(2) Contact point for notice: NHK Business 

Create INC., 2-2-1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 

150-8001, Japan. TEL03-5455-5520 

FAX03-5455-5592 

 

 


