
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２０１９－１－４０２号 

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ＩＰ化、機能統

合化 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

ムのマスター送出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 スタジオ、ニューススタジオ、局外、速

報スーパーなどの信号を冗長化された

マスター機能、モニターなどに分配でき

ること。 

② スタジオ、ニューススタジオ、局外、完

プロ再生などの映像音声リソースを切

替られること。 

③ LIVE 入力されたスーパーリソースをス

ーパーインポーズできること。 

④ フェードイン、フェードアウト、カット

イン、カットアウト、ミックス処理、ダ

ウンミックス、チャンネルマッピングな

どの音声処理が行えること。 

⑤ DVE処理が行えること。 

⑥ 補助データ（アンシラリーデータ）のイ

ンサート、消去を行えること。 

⑦ 指定フォーマットの映像音声ファイル、

字幕ファイルの再生ができること。 

⑧ 解像度、色域、輝度等の変換ができるこ

と。 

⑨ 画像ファイルの割込、スーパーインポー

ズができること。 

⑩ 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ＩＰ化、機能統合化」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  １３時３０分 

(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 product to 

be procured: IP conversion and functional 

integration of the next-generation master 

sending equipment 1 set 

(3) Type of procurement: Purchase  

(4) Basic requirements of the procurement:  

Renewal of the master program sending 

system with rebuilding of NHK Broadcasting 

Center 

(5) Date for introduction:  2025～2026 

(6) Basic requirements of the procurement:  

① Master control functions, monitors etc. 

with signal redundancy for program 

studios, news studios, external use, 

news flash superimpositions etc.  

② Switching capability for video and 

audio sources between program studios, 

news studios, external use, complete 

professional playback etc.   

③ Superimposition functions for live 

resource inputs 

④ Audio processing functions, including 

feed in, feed out, cut in, cut out, 

mixing, down-mixing, channel mapping 

etc. 

⑤ DVE processing   

⑥ Insertion and deletion of ancillary 

data   

⑦ Play functions for audio and video 

files and subtitles in specified 

formats   

⑧ Functions for changing resolution, 

color, luminance etc.  

⑨ Insertion and superimposition of 

picture files   

⑩ 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 


