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1．経緯 

CORINS/TECRIS（以下、「C/T」と言う。）は平成６

年の導入以来、バージョンアップを重ねるとともにサー

ビスの拡大に伴い機能の追加を繰り返し行ってまいりま

した。そのため、現行システムは、「発注者が使用する

システム」、「建設企業が使用するシステム」、「JACIC内

部の業務システム」それぞれの処理構造等においても当

初の最適な設計効果が薄れてきました。 

そこで、現行サービスを維持しつつ再構築後のシステ

ムが業務水準を低下することなく、10年来の部分改修の

積み重ねに伴うリスクを一掃し、システムの信頼性、利

便性、保守性、可用性及び経済性等の向上を容易に可能

とすることを目的とし、「オープンソースの活用、オブ

ジェクト指向の導入及びWeb方式への移行」によりシス

テム再構築を実施することとしました。 

 

2．スケジュール 

平成17年９月にJACIC内で再構築プロジェクトを立ち

上げ、平成17年12月に基本設計を開始しました。 

現在、基本設計の完了を受けて詳細設計に着手し、平

成19年５月末には、新システムによる運用を開始する予

定で進めています。 

　 

3．再構築の体制と目標 

システムの再構築に当たっては、CORINS/TECRISシ

ステム再構築室を臨時に設置し、現状のシステム及び業

務等の分析を行い、再構築後のC/Tのサービスをより向

上させるばかりでなく、JACICとして社会動向に柔軟に

対応可能な新たな業務運用をめざし、プロジェクトを推

進しています。 

 

4．利用者から見た再構築 

新システムは、登録側、検索側共にC/Tの専用プログ

ラムをインストールすることなく、汎用のブラウザを利

用できるWeb方式とします。 

また、申請等の手続きのワンストップサービス化をよ

り向上させる等、より使いやすいサービスを提供するこ

とが可能なシステム開発を目指しています。 

主な変更点 

○検索方式をクライアントサーバ方式からWeb方式へ移行 

　　汎用のブラウザにより検索が可能となります。 

　　また、絞り込み検索等、利便性の高い機能の充実を

図ります。 

○カルテ作成方法をスタンドアロン方式からWeb方式へ 

　移行 

　　登録して頂くカルテを汎用のブラウザから作成する

ことができます。 

　　また、作成時の支援機能として、登録済みカルテデ

ータの活用や一次保存機能等、利便性の高い機能の充

実を図ります。 

○なお、FDによる登録はリニューアル後１年で廃止しま

す。申請手続きのワンストップ化を強化 

　　入力システムの購入をすることなく、インターネッ

トよりオンライン利用申請手続きをして頂くことにより、

即日、カルテ作成機能等の利用や検索利用等が条件付

きではありますが可能となります。 

○インターネット利用時のセキュリティ方式を変更 

　　利用にあたっての環境設定を簡素化します。 

○カルテデータフォーマットの公開 

　　JACICへ登録して頂くカルテデータと、各社が独自

で開発・運用されているシステム間における情報連携

が容易となります。 

 

（CORINS/TECRISシステム再構築室 

　参事　川名万寿雄 

主任研究員　横山善行） 

2007年5月CORINS/TECRISリニューアル予定 

ニュースと解説 
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２００６.９月号 

1．はじめに 

前稿（2006.7月/No.206）では、平成17年度の問い合

わせ状況等の報告を分類別で掲載いたしました。本稿は、

問い合わせの中で約７割を占めている「操作・登録方法」

と「加入申請・更新方法」についてその代表的な問い合

わせ内容と建設副産物情報センターの回答について紹介

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2．操作・登録方法 

【問い合わせ内容】 

システムの操作方法、工事登録方法を教えていただき

たい。（排出事業者） 

【回答】 

① 建設副産物情報交換システム（COBRIS）へログイ

ンします。 

②  ［排出事業者情報］の画面が表示されましたら、上部

にある［新規登録］のボタンをクリックします。 

③［工事概要］の画面が表示されます。発注機関・会社

情報・工事件名などの必須事項を入力して下さい。 

④　位置情報（地図）は必須ではありません。 

⑤　使用した資材・搬出した廃棄物についての情報を［副

産物システム］［CREDAS］のボタンをクリックして

登録します。 

【問い合わせ内容】 

ポップアップがブロックされてしまいます。（システ

ム上のボタンを押しても反応しません） 

【回答】 

Windows XPサービスパック２を利用されていません

か。利用されているのであれば以下のサイトで対処方法

を案内しておりますので参照して下さい。 

 http://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/popup.html 

【問い合わせ内容】 

電子証明書を紛失しました。再発行は可能でしょうか？ 

【回答】 

メールで再送いたします。（お問い合わせの時間によ

り翌日になることもあります。） 

 

3．加入申請・更新方法 

【問い合わせ内容】 

システム利用に関し、新規加入の申請方法について教

えていただきたい。（排出事業者、処理事業者） 

【回答】 

当センターのホームページで「利用申請書」を作成し、

捺印と建設業許可書の写し（処理事業者は産業廃棄物処

分業許可書の写し）を添えて郵送をお願いします。 

また、ホームページに申請手続きの手順を掲載してい

ますので、参照して下さい。 

http://www.recycle.jacic.or.jp/shinsei/s_top.html 

【問い合わせ内容】 

来年度も引き続きシステムを利用したいので、利用更

新の方法を教えていただきたい。（排出事業者） 

【回答】 

毎年２月初旬より本年度にシステムをご利用の方に対

し、更新の案内をFAXさせていただいております。更

新の流れとしては、 

①　「建設副産物情報交換システム　更新確認書」に必

要事項を記入後に当センターへFAXします。 

②　当センターから次年度の利用料金の請求書を送付し

ます。 

③　当センターで入金の確認後、３月から順次にメール

で次年度の電子証明書を送信します。 

④　メールに添付された電子証明書をブラウザに設定す

ることで、システムを引き続きご利用可能となります。 

 

4．おわりに 

問い合わせの一例を紹介させていただきました。この

他についても当センターのホームページの「よくある質

問FAQ」に掲載しておりますので参照して下さい。 

建設副産物情報センターホームページ 

　　　http://www.recycle.jacic.or.jp/ 

 

（システム高度化研究部　建設副産物情報センター 

主任研究員　濱田卓治） 

 

建設副産物情報交換システム(COBRIS)のユーザの声 
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電子入札システムは、インターネットを利用して入札

業務を行うものです。 

電子入札コアシステムの概要と国土交通省における利

用実績、導入効果などについて以下に紹介します。 

 

1．電子入札コアシステム 

JACICとSCOPE（（財）港湾空港建設技術サービスセ

ンター）では、全国の公共発注機関への円滑な電子入札

システムの導入を支援するため「電子入札コアシステム」

（以下、「コアシステム」）を共同で開発、提供してい

ます。 

コアシステムは、複数の公共発注機関が適用可能な汎

用性の高い電子入札システムの核（コア）となるシステ

ムです。 

応札者は、コアシステムを採用した公共発注機関で共

通の認証（コアシステム対応認証サービス）が使え、ど

の公共発注機関のシステムも画面構成や操作が同一とな

るようにしています。 

また、発注者は、コアシステムをベースに発注機関の

ニーズに応じたカスタマイズが容易にできるようなプロ

グラムとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コアシステムは、2006年６月末時点で384の団体（国

土交通省他８中央省庁、日本郵政公社他３公社・機構、

大阪府他38府県、川崎市他13政令指定都市、松山市他

322市町村（共同利用含む）等）が採用し、204の団体で

既に運用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

2．国土交通省での利用実績 

国土交通省の電子入札は、まず工事・業務について、

2001年度に一部の案件を対象として開始され、全案件

実施を目指し設備の増強、コアシステムの実装を行い

2003年度には案件を対象として実施され、2005年度の

開札実績は約３万７千件になりました。 

物品・役務については、2003年度に一部の案件を対

象として実施され、2005年度には一般競争入札および

指名競争入札で全面的に実施され、開札実績は約６千

件になりました。 

 

3．電子入札システムの導入効果 

電子入札システムを導入することにより以下の効果

がもたらされます。 

・公正な競争の促進 

・移動コストや事務負担等の軽減 

また、関連システム（入札情報サービス、入札説明

書等の電子的提供）と併用することにより、入札手続

の透明性が確保されるとともに、上記効果の増大が期

待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この移動コスト及び事務処理コストの縮減効果につ

いて、国土交通省を事例にJACICが試算したものを以

下に紹介します。（表－２） 

 

 

２００６.９月号 

－ 電子入札システムの利用実績と導入効果 － 

業務改善の豆知識（シリーズ2） 

図　入札の流れと各システムの位置付け 

表－１　コアシステムの普及状況 （平成18年6月末現在） 

 公共発注機関 コア採用団体数 運用団体数 
 中央省庁 ８団体 ８団体 
 公社、機構等 3団体 2団体 
 都道府県 38団体 35団体 
 政令指定都市 13団体 12団体 
 その他市町村（共同  
 利用含む）等 
 合　　　計 384団体 204団体 
＊電子入札コアシステム開発コンソーシアム調べ 

322団体 　　　　      147団体 

表－２　電子入札システムの導入効果（国土交通省の場合） 

＊1  全入札案件数のうち、電子入札を実施した件数の割合 
＊2  電子入札を実施した案件の入札参加業者のうち、電子で参加した業者の割合 
＊3  インターネットを活用し、電子入札システムを通して、入札説明書等の配布書類を 
　　ダウンロードできるシステム 

      

  電子入札率＊１ 電子入札参加業者率＊２ 入札説明書等の電子的提供＊３   

１ 87％（約３万６千件） 95％（約30万業者） 未実施 92億円 2004年度実績 

２ 100％（約４万２千件） 100％（約37万業者） 実施 253億円 ケース1の完全実施を想定 

ケース 
前提条件 

縮減額 備考 

（CALS/EC部　主任研究員　望月俊明） 
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２００６.９月号 

1．はじめに 

「IT CITY MESSE in GIFU-第７回全国都市づくり先

進情報技術展」が、７月13日･14日の両日に、岐阜メモ

リアルセンターにて、「ITを活用したにぎわいあふれる

都市づくり・まちづくり」をテーマに開催されました。 

この技術展では、展示に併せて、GIS、ITS、モバイ

ル技術等に関する各種のセミナー・シンポジウムが開催

され、自治体等の取り組みや今後の展開、各業界の最新

IT利用事例や技術紹介が報告されていました。 

今年の来場者は、約18,000人（事務局発表）と昨年の

約19,000人を若干下回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．JACIC出展概要 

JACICからは「建築／土木ゾーン」に展示ブースを設

け、CALS/ECをテーマとして出展しました。 

○ CALS/EC部 

・国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005につ

いて 

・電子入札について 

・電子納品について 

・教育・普及活動について 

○ GIS研究部 

・GISノートについて 

・GISは今？･･･導入市町村に見る活用事例について 

　展示ブースには、行政関係の方や建設関連業の方にご 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来場いただき、「国土交通省CALS/ECアクションプロ

グラム2005」に関するご質問や各発注機関の取組み状況

に関するお問合せ、電子納品・電子入札、GIS等に関す

る各種ご質問・ご要望をいただきました。この様なご

質問・ご要望を受け、JACICが普及促進を図っている

CALS/ECは、市町村においても本格的な運用段階を迎

えていることを実感いたしました。これらイベントにお

けるJACICの広報活動は、市町村への情報発信源として、

ますます重要になっていくと考えられます。 

 

3．教育・普及活動 

展示ブースでは、今年度、発売を開始しました

「CALS/ECガイドブック」の展示及び「CALS/EC理

解度チェックソフ 

ト2006」の体験コ 

ーナを設け、実際 

にCALS/ECの学 

習体験をしていた 

だきました。体験 

者からは、「CALS/ 

EC理解度チェック 

ソフト」が今後の 

知識取得にとても 

便利なツールであ 

ること。また、CALS/ECガイドブックを今後の学習に

利用しようとの声をいただきました。JACICが推奨する

学習方法について、評価をいただきました。 

今後この様なイベントにおいて、同様の教育・普及活

動を広く紹介していく予定です。 

（CALS/EC部　研究員　本間辰徳） 

『IT CITY MESSE in GIFU』参加報告 

CALS/ECコーナー 

展示会場全景 

展示ブース状況 

 日　 付 来場者数 前年比 

 ７月14日（木）   8,645人 87.3％ 

 ７月15日（金）   9,246人 95.4％ 

 合　 計 17,891人 91.6％ 

（IT CITY MESSE 事務局発表）  
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２００６.９月号 

７月14日（金）、電子納品チェックシステムVer.6.5（土

木）及び電子納品チェックシステムVer.3.5（電通）が公

開されました。今回のバージョンアップでは、旧バージ

ョンにおける不具合を修正したほか、作成した電子成果

品の内容確認が容易に行えるようビューア機能を改良し

ました。詳細は次のとおりです。 

 

■旧バージョンにおける不具合の修正 

�　地質・土質調査のボーリング交換用データファイル

の「その他原位置試験」項目において、同一深度で複

数試験が実施できるよう、試験深度が重複してもエラ

ー表示しないよう修正しました。 

�　要領・基準（案）付属資料４“XML文書作成にお

ける留意点”にあるとおり、XMLの予約文字として

規定されている「’」及び「”」は実態参照を用いる

必要があるが、要素内容においては実態参照なしで使

用できるよう修正しました。 

注）旧バージョンではXMLに次のように記入すると 

<業務名称>“○○業務”</業務名称> 

エラー表示されるため 

＜業務名称＞&apos：○○業務&apos：＜/業務名称＞ 

と記入していました。 

 

■ビューア機能の改良 

管理ファイル（XMLファイル）を表形式で表示し、

必須記入項目については、着色してハッチングをかけ、

一目で分かるようにしました。 

また、管理ファイルに記入された関連ファイルにリン

ク設定し、ファイル名をクリックするとジャンプできる

ようにしました。 

 

■その他 

電子納品チェックシステムVer.1.0（機械）（H18.3.29公

開）では、既にビューア機能の改良が加えられています。 

財団法人日本建設情報総合センター（JACIC）では、

研究活動等の成果について、JACICの賛助会員の皆様を

はじめ関係各位、また広く一般の皆様に報告する機会と

して、毎年建設情報研究所発表会を開催しています。 

本年度は、第８回として、平成18年10月11日都内（健

保会館　はあといん乃木坂）にて開催する予定です。発

表会では、建設情報研究所内の各部における研究動向お

よび平成17年度における主要な研究実績を発表いたしま

す。詳細は、JACICのホームページ（http://www.jacic.or.jp/）

に発表会開催案内とともに掲載していますのでご覧下さ

い。 

 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

 

電子納品チェックシステム（土木・電通）の公開 

第8回建設情報研究所研究発表会開催案内 

JACIC便り 

土木Ver.6.5での管理ファイル表示 土木Ver.6.01での管理ファイル表示 

【管理ファイル表示】 

（CALS/EC部電子納品室　主任研究員　日笠雄吾） 
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２００６.９月号 

1．TRABISとJACICの関わり 

TRABISは、国土交通省の技術文献・地質情報提供シ

ステム（Technical Report And Boring Information 

System：TRABIS）の略称で、「トラビス」と呼ばれて

います。このシステムは、内部で作成された技術文献の

抄録やボーリング柱状図データを他の事業の参考として

有効活用するために開発され、各地方整備局に整備され

ています。 

JACICは、これまでに実施してきた地質データの標準

化活動と連携しながら、TRABISのシステム開発、改良

及びデータ更新を行ってきました。 

 

2．地質データの利活用とTRABISの機能 

既存のボーリング柱状図があれば、構造物や基礎工の

設計検討の際に資料として活用されます。TRABISは、

ブラウザのみで図－１のようにボーリング柱状図を閲覧

できるようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABISで目的に合ったデータを捜し出すには、目視

により地図上のボーリング位置を確認して検索する方法

と、業務件名や地名などで検索する方法があります。 

検索機能を用いて探し出したボーリング柱状図は、画

像データを画面に表示するようになっていますが、断面

図作成や解析のために数値データが必要な場合には、ボ

ーリング交換用データ（XMLデータ）がダウンロード

できるようになっています。 

 

3．登録される地質データ 

電子納品される成果品のうち地質データは、TRABIS

に登録され、活用されるようになっています。TRABIS

に登録されるデータは、次に挙げる４種類です。 

①　ボーリング交換用データ（XML） 

②　電子柱状図（PDF)　 

③　電子簡略柱状図（SXF(P21)） 

④　土質試験結果一覧表データ（XML） 

これらの地質データが、電子納品されてTRABISに登

録されるまでの流れは図－２のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地方整備局では、電子納品されたデータを登録する

電子納品・保管管理システムの導入が進められ、地質デ

ータを自動的に抽出してTRABISへ流れるような仕組み

が整備されつつあります。このようなシステム連携の導

入によって、確実かつ効率的に地質データが蓄積される

ようになっていきます。 

 

4．今後の展望 

現在、TRABISに蓄積されたデータは、国土交通省内

部で利用されていますが、CALS/ECアクションプログ

ラム2005（平成18年３月15日発出）の目標－７に「地質

データの提供による調査分析・施工計画の精度向上」が

盛り込まれました。TRABISの活用範囲は建設分野だけ

でなく防災や環境保全などへ広がっていくと考えられま

す。 

 

（システム高度化研究部　主任研究員　前田伊瑞実） 

TRABIS【トラビス】 
－地質データベース－ 

図－１　ボーリング柱状図表示画面 

図－２　地質データがTRABISに登録されるまで 

－6－



２００６.９月号 

東北地方センタ－「EE東北’06」への出展 

ＪＡＣＩＣ情報83号のご案内 

ウルグアイラウンドの合意を契機に公共事業分野にお

いてもライフサイクルの各ステージにおいて様々な標準

化が進められると共に入札システム、CAD交換標準等、

国際標準との適合性の要求は益々高まっており、このた

めの国際標準化活動が進められています。 

また、アジア地域においては、建設IT分野の人的ネッ

トワークの構築を目的に「アジア建設IT円卓会議」を開

催してアジア各国の現状認識の相互共有、技術開発や技

術政策の議論を進め情報交換を進めている状況です。 

JACIC情報では、建設及び他の分野における情報分野

の国際化を特集し、これに関する各組織およびJACICに

おける取組みを紹介するとともに、今後を展望します。 

特集：建設情報分野の国際化 

主な内容：①座談会 

　　　　　　②国土交通省での取組み 

　　　　　　③各組織での取組み 

　　　　　　④JACICでの取組み 

　　　　　　⑤韓国のCALS/EC（第２回） 

　　　　　　⑥第３回連載「データモデル」 

JACIC情報は、１冊1,050円（税込み、送料別）です。

ご購読のお申し込みやお問い合わせは、企画調整部ま

でお願いいたします。 

 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢新技術　地球にやさしく　未来のために････｣をキャ

ッチフレーズに、建設事業に係わる新技術・新工法等を

一堂に公開する｢EE東北'06｣が５月24、25日の２日間、

国土交通省東北技術事務所構内で開催され、２日間で延

べ6,000人余の来場者がありました。 

JACIC東北地方センターの出展 

JACIC東北地方センターでは、公共事業全般にわたる

CALS/EC導入の推進や建設産業におけるITの普及等を

目的とし、また、EE東北'06の募集テーマである－安全

安心、環境、ゆとりと福祉、コスト縮減、品質確保－の

５つのテーマに応じ、移動コスト縮減に資する｢電子入

札コアシステム｣、資源のリサイクルの推進や資源の循

環活用を図り地球環境の保全に資する｢建設副産物及び

建設発生土情報交換システム｣、公共工事の品質確保の

促進に関する法律における発注関係事務の適切な実施を

図る｢CORINS/TECRIS検索システム」、その他「CALS/EC

理解度チェックソフト」等の技術を展示しました。 

東北地方センターとしては、今回が初めての出展で

あり、出展にあたっては｢来場者に体験して頂くこと｣

をモット－として、実際にシステムを操作体験できる

よう展示しました。来場者の方々から｢システムを実際

に操作して見て、システムの果たす役割が理解できた｣

等の声を頂きました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、「CALS/EC理解度チェックソフト」につい

ては、特設会場で展示技術のプレゼンテーション(土木

学会継続教育(CPD)プログラムの認定）を実施しました。 

 

（東北地方センター　次長　柳町俊章） 

JACIC通信 

来場者の操作体験状況 

地方便り 
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２００６.９月号 

お問い合わせ・ご意見等はお気軽に当センターにご連絡ください。 

■編集・発行　 
〒107-8416　東京都港区赤坂７丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル 
TEL. （03）3505-2981〈代表〉　FAX. （03）3505-2966 
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html 
JACICホームページ http : //www.jacic.or.jp/

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

ISO9001 登録 

MSA－QS－2368

JACIC news　平成1８年９月１日発行　第三種郵便物認可 

 

ニュースの詳細については、JACIC NETの「過去記事」を検索していただ 
くと記事内容が表示されます。 7月のニュースから 

【公募情報（国・公団等）】    403件　【公募情報（地方公共団体）】  1,521件 

 

e-BISCセンターでは、ヘルプデスクへ寄せられた問い合

わせの主なものについて、このページで紹介するととも

に、ホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）のＦＡＱ

（よくある質問と答え）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

e-BISCコーナー 

【建設行政ニュース】 

27日　シンドラーエレベータ㈱製エレベーターの緊急点検の

状況について （住宅政） 

28日　平成18年７月豪雨による被災地の空中写真を公開 

 （総合政策局） 

28日　飛行コース公開システム（東京国際空港）の運用開始

について （航空局） 

28日　「団塊の世代の高齢化に対応した次世代の人材確保・

育成モデル構築事業」の公募実施について 

 （国土地理院） 

31日　地方公共団体における耐震改修促進計画の策定予定及

び耐震改修等に対する補助制度の整備状況について 

（住宅局） 

【地方整備局ニュース】 

10日　平成18年度河川・道路管理用光ファイバの利用者募集

開始について （北海道開発局） 

10日　公共工事の品質確保に関する新たな取組み～新たな

「いわゆるダンピング対策」の試行について 

 （九州地方整備局） 

13日　「観光地域づくり実践プラン」に4地域を選定しまし

た（平成18年度） （四国地方整備局） 

24日　平成18年度「観光地域づくり実践プラン」の選定地域

について～長野県駒ヶ根市ほか３地域を選定～ 

 （中部地方整備局） 

 

 
回　　　答 

本運用環境において、利用者登録メニュー画面の「変更」から「利

用者変更」画面を表示することで企業IDを含む利用者情報を確認す

ることが出来ます。詳しい操作手順はe-BISCセンターホームページ

「電子入札システム 操作マニュアル【工事・業務】」内の「利用者

登録操作マニュアル」をご参照下さい。 

入札書に工事費内訳書の添付欄がある場合は、ファイルを添付せず

に入札書を提出することはできません。必ずファイルを１点、添付

して下さい。 

 

「登録番号」には総務省発行の「資格審査結果通知書」に記載され

ている10桁の業者コードを入力して下さい。また、「商号又は名称」

には略号やスペースを使用せず、全省庁統一資格審査に登録されて

いる名称を入力して下さい。（例：（株）⇒株式会社）詳細はe-BISC

センターホームページ左MENUの「電子入札システム（物品・役務）

使用文字に関する注意点」をご確認下さい。 

質　　　問 

本運用の利用者登録を実施し

ましたが、企業IDや登録した

内容を再確認する手順を教え

て下さい。 

 

入札書に工事費内訳書のファ

イル添付欄がありますが、フ

ァイルを添付しなくても入札

書は提出できますか。 

物品・役務で新規利用者登録

する際に表示される「資格審

査情報検索」画面の「登録番

号」と「商号又は名称」には

何を入力すればよいのでしょ

うか。 

※  お知らせ 

　電子入札コアシステム推奨環境から除外されたことに伴い、Windows98、98SE、Windows ME を対応OSから除外いた

しました。これにより、当該OSが直ちに使用できなくなることはありませんが、今後、脆弱性が発見された場合や電子入

札システムのバージョンアップ等の際にサポートが受けられなくなる場合がありますので、ご注意下さい。 

　現在の国土交通省電子入札システム推奨環境につきましては、e-BISCセンターホームページ左MENUの「事前準備  電子

入札準備手順書一覧【共通】」をクリックし「電子入札推奨環境」でご確認下さい。 

項　目 

工事・業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品・役務 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 
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