
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１０月３０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２０２０－１－１５３号 

調達内容 

(1) 品目分類番号 １４、７１，２７ 

(2) 件名 

 放送系情報システム・ファイルベースシ

ステム サーバ・ネットワーク共通基盤

構築の構成および一般的な工数 １式 

(3) 調達方法 購入等 

(4) 目的 本件は、現在運用している放送系

情報システムおよびファイルベースシス

テムを更改するにあたり、サーバおよび

ネットワークを集約して共通基盤化する

実現手法とその構成および一般的な工数

を調査することを目的とする。 

(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 現行システムを更改するにあたり、更改

対象システムのソフトウェアを稼働さ

せるハードウェア（サーバおよびネット

ワーク）を集約した共通基盤を構築する。 

② ハードウェアの集約により、省スペース

化、低消費電力化、低コスト化を実現し

つつ、シンプルな構成と高い可用性、信

頼性、保守性を目指す。 

③ 共通基盤を構成する物理サーバと仮想

サーバ、およびサーバ間や外部の他シス

テムを接続するネットワークは、対象シ

ステムの要件を満たすように設計し、構

築する。 

④ 共通基盤を構成するハードウェアのセ

ットアップは、対象システムから提示さ

れる機能要件および非機能要件に合わ

せて共通基盤設計・構築ベンダーが行う。 

⑤ 共通基盤の運用・保守・維持管理を共通

基盤設計・構築ベンダーがサービス提供

する場合も考慮する。 

⑥ 共通基盤内のネットワークセキュリテ

ィポリシーの策定、および共通基盤と外

部の他システムを接続するネットワー

クのセキュリティ対策の設計および導

入を含む。 

⑦ 共通基盤のハードウェアに障害が発生

し、対象システムの動作に影響を与える

事態となった場合には、自動的にサーバ

インスタンスをファイルオーバーする

など、サーバおよびネットワークを自動

復旧させて対象システムを継続稼働で

きる仕組みを共通基盤に具備する。 

⑧ オンプレミス環境に設置した共通基盤

をクラウド環境と接続してクラウド環

境と連携することで、対象システム全体

またはサーバの冗長化やスケールアウ

ト／インを可能とし、共通基盤上で稼働

する対象システムの耐障害性や拡張性

を実現する。 

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１２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 本公告の日から令和２年１２

月１８日まで。 

(2) 交付場所 原則として電子メールにより

交付する。上記 2(2)担当：池光  



m07502-kokusai@li.nhk.or.jp まで連

絡すること。 

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「放送系情報システ

ム・ファイルベースシステム サーバ・

ネットワーク共通基盤構築の構成および

一般的な工数」誓約書が必要。 

４ 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。 

５ Summary 

1) Details of Procurement 

(1)Classification of the products to be 

procured: 14,71,27 

(2)Nature and quantity of the product to be 

procured: Construction of shared server 

network infrastructure for broadcast-use 

information and file-based systems, and 

estimate of man-hours 1 set 

(3)Type of procurement: Purchase  

(4)Basic requirements of the procurement:  

① On the occasion of the replacement of 

the current systems, a common 

infrastructure will be built to combine 

server and network hardware and run the 

software of the systems being changed. 

② The aggregated hardware will be 

expected to save space, reduce 

electrical power consumption and other 

costs, and provide a simplified 

structure, ready availability, high 

reliability, and high ease of 

maintenance. 

③ The physical and virtual servers of the 

common infrastructure, and connecting 

networks between servers and external 

systems, shall be designed and 

constructed for full compatibility 

with the systems concerned. 

④ The vendor of the design and 

construction of the common 

infrastructure shall set up the 

hardware according to the indicated 

functional and non-functional 

requirements of the systems concerned. 

⑤ The vendor of the design and 

construction of the common 

infrastructure may also be requested to 

operate, service and perform 

maintenance-related management of the 

infrastructure. 

⑥ Design and implementation of the common 

network security policy for the common 

infrastructure, and also network 

security policy for use when connecting 

the common infrastructure to external 

networks, shall be included. 

⑦ The common infrastructure shall 

incorporate failover cluster instance 

etc. for the automatic recovery of 

servers and networks and continued 

operation of the systems concerned 

should any hardware malfunction 

compromise operation of those systems. 

⑧ The common on-premises infrastructure 

shall have cloud connection to provide 

redundancy for all systems concerned 

and servers, facilitate scaling out and 

scaling in, and increase the resilience 

against failure and scalability of 

systems running on the infrastructure. 

2) Submission of Materials and Comments 

 (1)Time limit for the submission of the 

requested  materials: 17:00, 18 December 

2020 

(2)Contact point for notice: NHK Business 

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

150-8001, Japan. TEL03-5455-5520 

mailto:m07502-kokusai@li.nhk.or.jp


FAX03-5455-5592 


