資料提供招請に関する公表

⑥ 一括バージョンアップが可能である（各

次のとおり物品の導入を予定していますので、

編集室を回り、手動で一台ずつバージョ

当該導入に関して資料等の提供を招請します。

ンアップする必要がない）。

令和 4 年 5 月 10 日
日本放送協会経理局長 西

◎調達機関番号 325 ◎所在地番号

⑦ 局内の制作局自席や自宅からリモート
透

アクセスして編集作業が出来る。
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⑧ 必要に応じて編集機を増設できる、拡張

○第 2022-1-38 号

性・柔軟性のある設計とする。編集性能

１．調達内容

が保証されるのであれば、クラウドを活

(1) 品目分類番号 14，71，27

用した手段でも構わない。

(2) 件名

⑨ 環境経営の観点から、設備の消費電力の

全国 番組用ＰＤ編集システムの更新
(3) 調達方法 購入等

削減や省エネ対策を実施する。
２

資料及びコメントの提出方法

上記 1(2)の

(4) 目的 本件は、番組用 PD 編集システムの

物件に関する一般的な参考資料及び同(6)の

更新にあたり、その実現手法と必要な技

要求要件等に関するコメント並びに提供可能

術、コスト、課題、一般的な工数等の策

なライブラリーに関する資料等の提供を招請

定に必要な調査を行うことを目的とする。

する。

(5) 運用予定時期

(1) 資料等の提出期限

令和 5 年

令和 4 年 7 月 8 日 17 時

(6) 次期システムで実現したい事項

(2) 提出先

① 番組用 PD 編集システムを更新し、編集

〒150-8001 東京都渋谷区神南 2-2-1

用ストレージ（外付け記憶装置（ブリッ

㈱ＮＨＫビジネスクリエイト（資材・国際調

ジメディア）あるいはネットワークスト

達）Tel(03)5455-5567 Fax(03)5455-5592

レージ）に接続して編集作業を行う。

３

② 4K 編集または HD 編集を行い、編集結果

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。

をコマ落ちなく再生出来る。また、協会

(1) 交付期間 本公告の日から令和 4 年 7 月

が規定する完プロフォーマットのファ

8 日まで

イル書き出しが出来る。

(2) 交付方法 電子メールにより交付する。

③ ネットワークストレージを採用する場

上記 2(2)担当：笹尾

合は、ファイルアクセス権限、ユーザー

m07502-kokusai@li.nhk.or.jp

認証、データ自動削除を制御する管理シ

ールで連絡すること。

ステムを有する。

４

その他 この導入計画の詳細は導入説明書に

④ 編集システムは、セキュリティ用ネット

よる。なお、本公表内容は予定であり、変更

ワークと認証基盤にアクセスする為の
ネットワークに接続する。ユーザー認証
基盤で予め登録したユーザーしか編集
システムにアクセスできない。
⑤ 本システムで編集した後、オンライン編

までメ

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

集設備（Avid Media Composer）に編集

(2)Nature and quantity of the product to be

データ（AAF 等）を渡し、完プロ作成作

procured: Upgrade of program directors’

業を行う。

editing system 1 set

(3)Type of procurement: Purchase
(4)Basic requirements of the procurement:

2) Submission of Materials and Comments

① Upgrade of the program directors’

(1)Time limit for the submission of the

editing system and connectivity to

requested materials: 17:00, 8 July

editing-use storage (external bridge

2022

media

memories)

and

network

storage devices for editing work.

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

② 4K and HD editing with no dropped
frames

during

capability

playback.

for

Export

broadcast-ready

programs made according to Japan
Broadcasting

Corporation

(NHK)

standards.
③ Control systems for the application of
file access limits, user accreditation,
and automatic data deletion functions
to network storage items.
④ Editing system for connection to
secure networks and networks with
user

accreditation

systems.

Only

pre-registered users can access the
system.
⑤ Transfer of edited data upon
completion to the Avid Media
Composer online editing system for
final editing.
⑥ Collective upgrades (not needing to
visit every editing studio to upgrade
every device individually).
⑦ Editing work can be performed either
in person at the NHK Program
Production Department or remotely
from the home.
⑧ A flexible design that allows for
editing equipment to be expanded if
necessary. Cloud use is acceptable if
editing performance is maintained.
⑨ Low power consumption and other
energy-saving measures for good
environmental practice.

(2)Contact point for notice: NHK Business
Tokyo 150-8001, Japan. TEL03-5455-5567
FAX03-5455-5592

