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■概要 

ISO TC184/SC4国際会議（以下ISO STEP会議）が７

月１日から６日まで鹿児島県指宿市で開催されました。 

ISO STEP会議は、製造業分野での製品モデルデータ

の国際標準規格を審議する会議で、通称STEP（Standard 

for the Exchange of Product data model）会議と呼ばれ

ています。同会議には日本からの59名を含め、世界16カ

国から120名の方が参加しました。 

建設分野においては、今回の会議からプロダクトモデ

ルの検討が加わり、新しい考え方に基づく標準化仕様の

策定が動き始めました。 

  

■１週間の会議の流れ 

ISO STEP会議は、年２回もしくは３回、SC（Sub Committee）

に属するWGが一同に会し、１週間にわたって集中的に

会議が開催されます。WGの下にもいくつかのチームに

分かれ、詳細な会議スケジュールが組まれます。毎日10

程度の会議が開催され、委員は開催される会議のタイム

スケジュールを見ながら参加する会議を決めます。関連

性の高い分野では、合同会議も開催されます。 

建設分野は、ISO/TC184/SC4の下部に位置する

WG3/T22（Building & Construction）で討議されます。

JACICではT22の会議を軸として、関連性の高い他の会

議体と合同会議を開催しながら、建設分野における標準

化について検討を行っています。 

１週間の会議の大まかな流れは以下のとおりです。 

第１日（日曜日夕刻）Japanese Delegation 

日本代表が集まり、今回の会議における課題や前回会

議からの進捗等が説明されました。 

第2日（月曜日）Plenary meeting ＆ Open Technical 

　Forum 

Plenary meetingは全体会議で、前回会議の討議内容や

今回の会議の課題等が説明されました。続いて、WG3の

Plenary meetingが開催され、ワーキングレベルでの具体

的な討議内容が説明されました。夕方からはOpen Technical 

Forumが開催されました。 

今回JACICからは、秋山標準部長が日本のCADデータ

交換標準である「SXFの現状」について発表しました。 

第３～５日（火曜日～木曜日）T22 meeting 

テーマ毎に様々な会議が開催されました。JACICは建

設分野のT22の会議に参加しました。今回からはプロダ

クトモデルについての検討が開始され、すでにプロダク

トモデルを策定しているプラント関係のチームやIAIと

の合同会議を行いながら審議を進めました。 

第６日（金曜日） 

最終日は会議での懸案事項について各国代表による議

決が行われました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会議内容 

今回の会議で、T22の新リーダーとして千葉工業大学

の寺井准教授が選ばれ、建設分野のプロダクトモデルで

あるAP241の検討が行われました。 

AP241は、建築、道路、鉄道、プラント、トンネル、

橋梁、ダムの７つのドメインモデルで構成されます。 

製造分野ではすでに活用されているプロダクトモデル

ですが、建設分野においてはこれから活用が期待されて

いる分野であり、これから２年程度をかけて国際標準化

へ検討が進められていくことになります。 

（CALS/EC部　主任研究員　村井重雄） 

ISO TC184/SC4 指宿会議 

ニュースと解説 

 

 

写真 
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２００７.９月号 

JACICが設置・運営をしている建設情報標準化委員会

（委員長：中村英夫武蔵工業大学学長）とJACICは、こ

のほど委員会の次の３年間の活動の指針となる「第三次

建設情報標準化推進三箇年計画」を公表しました。 

この推進計画に関するポイントを２回に分けて紹介し

ます。今回は計画全体の構成および考え方、三箇年の目

標に関して解説します。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1．推進計画とは何か 

建設情報標準化委員会が自ら行う活動の目標や方向、

内容等を３年ごとに定めたもので、建設情報標準化委員

会が発足する直前、平成12年５月「建設情報に関わる標

準化ビジョン策定懇談会」が出した標準化ビジョンを実

現するための具体の計画と言えます。 

 

2．委員会のスコープ 

推進計画は、その時点における国土交通省のＣ

ALS/ECアクションプログラムの実現に必要な標準の開

発に重点をおいていますが、より広く、建設分野全体の

発注者やユーザーを意識して活動をしています。つまり

多くの分野・組織あるいはライフサイクル上の各段階で

共通に使用するものを意識して標準化テーマを決めてい

ます。これを「共通部分の標準化」と呼んでいます。具

体的にはCAD図面の様式やコード類、交換標準あるい

はデータベースとその中に入れるべきデータの標準など

です。 

  

3．第一次・第二次からの課題 

委員会発足以来、推進計画は３回策定されてきました。

第一次計画が平成13年７月～平成16年６月までですが、

この時期は電子納品が開始される前の段階から始まって

いますので、必要な電子納品要領類を整備し、CADデ

ータ交換標準ＳＸＦ等を実用化することに最大の目標が

ありました。一方、第二次計画期間は平成16年７月～19

年６月迄です。この時期は国土交通省直轄事業において

電子納品が全面的に導入され、その運用が始まった時期

でもありましたので、「策定した標準は普及に努め、要

改良の標準は改訂し、不足している標準は策定する」と

いった、混在した活動が同時に行われるようになった時

期です。この中で、上流で電子納品されたデータが下流

では必ずしもうまく利用されていない実態が判明してき

ました。別な言葉で言えば、管理維持段階におけるデー

タの使い方を考慮した電子納品のあり方が大きな問題に

なってきたと言えます。 

 

4．三箇年の目標とテーマについて 

第三次計画では、３．で述べた課題も含めて、委員会

全体での目標とテーマを以下のように規定しています。 

第三次推進計画の標準化目標 

１．ライフサイクルの各段階や事業分野、組織間を連

携して、情報を共有していくための標準を整備する。 

２．意味内容まで踏み込んだデータ交換を実現するた

めの基盤を整備する。 

これらの目標を実現するため、推進計画では、３つの

具体的なテーマを以下のように掲げております。 

標準化テーマ 

・電子成果の利活用に関する標準の作成 

・図面情報、モデルの交換に関する標準の作成 

・情報連携基盤に関する標準の作成 

 

  

5．推進体制 

3.における課題を解決し、4.における目標を実現する

ため、第三次推進計画の中では、テーマごとにひとつず

つの小委員会を設置して、活動を行うことになっていま

す。 

これらの小委員会の具体的な活動については次回（そ

の２）で解説する予定です。以下のサイトで委員会の概

要、推進計画を参照出来ます。 

http://www.jacic.or.jp/hyojun/committee.htm

第三次建設情報標準化推進三箇年計画の解説（その１） 

第三次推進計画　冊子 

建設情報標準化委員会 

幹事会 

事務局 

電子成果高度利用小委員会 

情報連携基盤小委員会 

図面/モデル情報交換小委員会 

第三次推進計画における体制図 

（標準部　主任研究員　河内　康） 
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1．概要 

公共土木施設災害復旧事業は，二次災害の防止や地域

活動の早期復旧等の観点から，迅速かつ効率的に進める

ことが求められています。しかしながら、災害復旧査定

申請業務は、ポールを用いた測量や手作業による設計書

作成等、効率的に行われているとは言い難い状況にあり

ます。一方，近年の測量技術やCAD技術のコンパクト化・

効率化は目覚ましいものがあり、地方公共団体の帳票・

設計図面等の電子化も急速に普及しています。 

災害復旧効率化支援システム（Photog-CAD）は、被

災した地域を管轄する機関の総合単価を使った災害査定

申請業務の省力化・効率化、また災害査定資料の電子的

な標準化を進めることによる情報共有の促進を目指し、

近年高機能化の進むデジタルカメラを用いた写真測量技

術とCADを融合させ、現地調査・測量，設計・積算等、

一連の作業をシステム化することを目的に開発されました。 

Photog-CADは、大きく２つのシステムから構成され

ています。 

①デジタルカメラの画像から３次元モデルを作成し、

断面図を作成する機能。 

②作成された断面図を使い、数量計算をし、査定設計

書を作る機能。 

  

  

  

  

  

  

2．機能紹介 

①デジタルカメラを使った３次元モデルと断面図作成 

Photog-CADでは、デジタルカメラで災害現場を左、

中央、右の３方向から撮影します。この３枚の画像上で

各々が一致する箇所を指定することにより３次元モデル

を構築し、断面図を作成します。 

  

  

  

  

  

②CADを利用した図面作成と査定設計書作成 

Photog-CADは、総合単価の工種・種別・項目ごとに

形状が登録されていますので、３次元モデルで作成さ

れた断面図上に配置するだけで、簡単に標準断面図が

作成できます。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

さらに、標準断面図から展開図を自動的に作成し、

各工種の数量を算出します。また、平面図に使う背景

図は、既存の図面をスキャンしたラスターやDXF、

SXFなどに対応しており、各種地図が取込めます。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

③その他機能 

添付写真や野帳も簡単に作成できます。 

工事ごとに総合単価の年度を設定できますので、過

去の情報も参照することが可能です。 

  

3．システムの環境 

○パソコンのＯＳ：WindowsXP 

WindowsVistaは対応検討中 

○デジタルカメラ 

400万画素以上（推奨600万画素以上） 

【携帯電話で撮影した写真はご使用できません】 

（GIS研究部　主任研究員　登井紹公） 

２００７.９月号 

災害復旧効率化支援システム（Ｐｈｏｔｏｇ－ＣＡＤ） 
－総合単価を使って査定設計書を作成している方の支援ツール－ 
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２００７.９月号 

平成19年７月９日（月）午後、はあといん乃木坂で今

年度第２回のJACICセミナーとして、情報標準化の活動

に関する講演会が開催されました。参加者は約100名を

数えました。 

STEPとは、「製品データの共有と交換を実現するた

めの規格」群の総称で、Standards for Exchange of 

Product model data　の略語です。ISOのTC184/SC4と

いう会議体で審議されており、CADデータ交換標準で

あるSXFは、この会議で策定された標準ISO10303-202に

準拠しているという関係にあります。　　　　　　　　 

このセミナーの前週には、このSC4会議が鹿児島県指

宿市で開催され、沢山の専門家が来日されたので、この

中から以下の３名の専門家を東京に招聘して、国際標準

化活動に係る講演をして頂きました。 

・寺井達夫　千葉工業大学　准教授 

演題「ＳＴEＰの活動について―CADデータ交換標準

SXFとIＳOの関係―」 

・キース・ハンテン　ＳＴEＰ　WG12座長 

演題「工業データ標準と企業活動」 

・ジェリー・スミス　ＳＴEＰ　事務局長 

演題「米国の標準化活動」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．電子納品のための中間フォーマット 

寺井先生からはSXF策定の経緯についての説明があり

ました。日本では中小のCADが多く使われていたため

電子納品を始める前に、データ交換に用いる中間フォー

マットを策定する必要がありました。これが７年前の旧

建設省ＣALS/ECアクションプログラムの中に位置づけ

られ、ISOに則った形式を目指すこととなりました。そ

こで既に存在していたSTEP標準のISO10303AP202を採

用する形でSXFを策定した、というものです。この

CADデータ交換標準は、国土交通省ばかりでなく、既

に全国44都道府県で「電子納品のフォーマット」として

採用されているものの、まだまだ関係者の絶え間ない努

力、歩み寄りが必要だと力説されました。 

2．SXFは貴重な実装事例 

ハンテン氏からは、企業が現在抱えている問題を解決

する手段の一つとしてSTEP標準を考えているという説

明がありました。ハンテン氏が従事する航空機業界をは

じめとして、設計と工場製作の一体化、コスト縮減、ラ

イフサイクルを通じた製品保証、関連会社とのデータ交

換、企業の海外進出といった問題を解決するものとして、

STEPは、アプリケーションプロトコル（AＰ）と呼ば

れる分野別のデータ作成仕様を考えており、これを利用

することで問題の解決に当てることが出来るとのことで

す。これらの仕様標準はまだまだ改良の余地があり、こ

れを使いやすくするための挑戦が様々な方向から予定さ

れているとのことでした。その中にあって、日本の建設

業界におけるSXFはSTEP全体の中においても、貴重な

実装事例だとの紹介がありました。 

3．標準を受け入れる文化 

ジェリー・スミス氏は、最初に標準というものは雑草

のように多く出て来るが、一番良いのは一番使われてい

る標準であり、特に「オープン標準」と呼ばれ、公開さ

れて誰でも自由に使えるような標準が一番であるという

見解を示されました。次に氏が標準化活動を行ってきた

米国国防省から見て、民間企業の標準化に対する見方は

大きく変わったという話をされました。かつて標準は与

えられるものという態度であったのが、現在では生存を

掛けた必須事項として認識されるようになり、官民共同

の作業も増えていると報告されました。米国国防総省で

は現在「ネット・セントリック」という、全世界に分散

する国防総省の情報システムをインターネットのごとく

駆使するような考え方がキーワードになりつつあること

も解説されました。また建設業界には、技術革新の早さ

に比べ、それを受け入れるのが遅れる文化構造があるこ

とも指摘されました。 

以上、今回の内容は以下のJACICサイトで動画を配信

しておりますので、ご参照ください。 

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　 

（標準部　主任研究員　河内　康） 

STEPの変遷と米国におけるISO 
―第２回JACICセミナー開催報告― 

図「ネット・セントリック」の象徴図 

JACIC便り 

ジェリー・スミス氏の講演 
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２００７.９月号 

建設情報標準化セミナーは、平成12年からJACICが推

進している建設情報標準化委員会活動の紹介と策定した

標準の普及を目的として、東京や地方大都市で開催して

いるものです。 

今年度は、標準化委員会の第二次建設情報標準化推進

三箇年計画の活動が６月22日の第15回委員会をもって終

了しましたので、第二次推進三箇年計画成果報告会と題

して、７月20日に東京都港区（虎ノ門パストラル）にお

いて開催しました。内容としては、各小委員長による４

小委員会の主な成果等及び東京都職員による標準化委員

会成果の実装事例などについて講演していただきました。 

参加者は標準化関係者、国・自治体の建設行政担当者、

建設業、建設コンサルタント業等の業界関係者等幅広い

層から154名の参加があり、熱心に聴講していただきま

した。 

開会にあたり標準化委員会委員長中村英夫先生にご挨

拶いただきましたが、現在、電子納品によりストックさ

れた大量のデータを今後いかに活用し、社会資本の効率

的な管理に生かしていくかが問題であり、そのためには

標準化活動が重要な役割を果たしている、と強調されま

した。 

講演に入ってまず秋山JACIC標準部長から標準化の必

要性、第三次計画等について講演し、続いて電子成果高

度利用検討小委員会委員長の島崎先生から、測量等

6WGの活動報告、成果である電子納品要領、ガイドラ

イン策定、情報共有のあるべき姿等について、また、電

子納品が進展するに従い、単独のWGでは調整が難しい

ために設置された共通課題検討WGの課題等について講

演されました。 

電子地図／建設情報連携小委員会委員長の柴崎先生は、

データ検索の効率化に寄与する位置情報・地名辞典やシ

ステム連携に必要となる標準インターフェースについて、

また、測量のDM、CAD、GIS間のデータ交換に関する

標準の作成等について講演されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADデータ交換標準小委員会委員長の寺井先生は、

特定のCADソフトに依存せずにデータ交換が可能とな

る国際標準に準拠した二次元CADデータ交換仕様SXF

レベル2の維持及び利用環境の整備、今後の検討の中心

になるプロダクトモデル（SXFレベル4）等について講

演され、続いてコード／分類体系検討小委員会について

も寺井小委員長より、JCCS（Construction information 

Classification System in Japan）の必要性、JCCSVer.2.0

基本用語10,935の登録、誰もが自由に書き込める編集参

加システムJCCSWiki等について講演がありました。東

京都の武見係長は、標準化委員会成果であるSXFを下水

道台帳情報システムに実装し、省力化に繋がった事例紹

介があり、自治体、発注者等の関係者には大変興味のあ

るご講演ではなかったかと思います。また、講演の後半

では、活発な質疑が交わされました。 

  

標準部では、今後も建設情報標準の広報に努めるとと

もに第三次標準化推進計画の推進に取り組んでいきます。

　講演の内容は、JACICのホームページ　 

（http://www.jacic.or.jp/movie/hyojun_semi/）で動

画として公開していますのでご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（標準部 次長 山本　翔） 

「建設情報標準化セミナー2007（東京）」開催報告 

大石理事長代行挨拶 

中村委員長挨拶 

セミナー会場 
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２００７.９月号 

JACICは、昭和60年11月15日の設立以来、情報化

の進展と変革の要請等に的確に対応するため、官民

との連携を図りながら、また最新のITを効果的に導

入しながら、情報システムの研究開発、建設情報の

提供、情報化の啓発・普及等を積極的に推進し、建

設分野における建設マネジメント技術の向上を図る

等、建設分野の情報化に関する諸事業を展開してい

ます。 

JACICでは、建設情報研究所の研究事業成果が広

く一般に活用されますよう、建設情報研究所研究発

表会を毎年開催し、建設情報研究所の活動状況や研

究事業の成果を発表しています。 

今年は、第９回を数え、平成19年10月３日（水）

に日本都市センター会館で開催します。 

発表会では、建設情報研究所各部の部長による研

究動向と、各部の平成18年度の主要な研究実績（下

表）を発表します。 

申し込み、開催場所地図等の詳細情報は、JACIC

ホームページ（http://www.jacic.or.jp/）をご覧く

ださい。 

（企画調整部　参事　満田広司） 

第9回建設情報研究所　研究発表会　開催案内 

標準化セミナーは、建設情報標準化委員会活動の

紹介と策定した標準の普及について、関係者のご理

解を得る活動として、平成12年度から開催しており

ます。今年度の第二回セミナーは、下記のとおり初

めて福岡で開催します。 

今年度は、標準化委員会の第二次推進三箇年計画

の活動が６月に終了しましたので、二次推進計画の

成果を中心に標準化の必要性、第三次推進計画、標

準化委員会の成果を実装した東京都下水道局の事例

等について講演を予定しております。建設情報の標

準化、CALS/EC等に関心のある皆様のご参加をお

待ちしております。 

建設情報標準化セミナー2007福岡開催の予告 

部名 

標準部 

建設コスト研究部 

システム高度化研究部 

GIS研究部 

CALS/EC部 

発表テーマ 

建設分野のXML 

地方自治体における積算システムとそのJACIＣでの取り組み 

道路工事完成図等作成要領のねらいと今後の展開について 

踏切遮断時間表示システムの検討 

CADデータ交換標準二次元モデルの完成について 

○　期　日：平成19年10月19日（金）13：00～17：00　 

○　場　所：エルガーラホール（福岡県福岡市中央区天神1-4-2　エルガーラ北7F） 

○　テーマ：標準化委員会を取り巻く標準化の課題と委員会の成果 

○　参加費：無料 

○　講演者：（基調講演）田中成典（関西大学教授） 

                                   武見敏靖（東京都下水道局）他 

 

（標準部　次長　山本　翔） 
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平成19年７月２日に国土交通省は工事・業務の入札情

報の公表ページをJACICの入札情報サービス（以下本シ

ステム）へ移行しました。 

この移行は、国土交通省が『CALS/ECアクションプ

ログラム2005』において、他府省および自治体等のあら

ゆる公共事業発注機関の入札情報公表を「公共調達検索

ポータルサイト」において実現する目標を掲げており、

本システムがポータルサイトとして採用を受けたことに

よるものです。 

本システムは、平成13年にスタートした国土交通省の

入札情報サービス（PPI）において採用されていたXML

によるデータ連携の技術的エッセンスを継承しつつ、統

合PPIの目的である国・自治体を問わず多数の発注機関

の入札情報を掲載可能とすることを実現するため、仕様

に全面的な見直しを施してJACICが開発・運営して、平

成16年より岐阜県等の情報を提供してまいりました。 

　７月２日の国土交通省の移行直後は、予想を上回るア

クセス数であったことから、つながりにくい状況が発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しておりましたが、現在はこの問題は解消されておりま

す。 

今後はご利用される皆様から寄せられる意見をもとに、

システムの更なる改良・改善に努めます。 

（CALS／EC部　研究員　増渕　剛） 

入札情報サービス（統合ＰＰＩ）への国土交通省の移行 

シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の資

格制度が、平成３年度に創設され、今年度で17年目とな

りました。昨年に引き続き、国土交通省後援の下、

RCCM資格試験に関する講習会を、７月～８月に全国11

会場で開催しました。 

本年度は、講習会参加者からのご要望に応え、開催時

期を１ヵ月半早めました。平成14年度講習会から準備し

た解答編に、平成16・17・18年度の問題を掲載するとと

もに専門分野の過去問解答例を掲載する等、新規項目を

追加しテキスト内容の充実を図りました。 

本年度の出席率は 90.4％になり、台風の影響も無く無

事終了しました。 

今後も、建設コンサルタント技術者の技術力向上と

RCCMの普及を目指し、講習内容の充実に努めて参りま

す。 

なお、平成19年11月11日（日）に行われる試験の合格

発表は平成20年2月29日（金）JACICのホームページに

も掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（企画調整部　副参事　小林保江） 

平成19年度ＲＣＣＭ資格試験講習会終了 

２００７.９月号 

 

 

申込状況と出席状況 

 開催地 開催日 申込人数 出席者数 

 札　幌 8/02（木） 211 194 

 仙　台 7/25（水） 210 193 

 東京１ 8/07（火） 452 407 

 東京２ 8/08（水） 237 214 

 新　潟 7/27（金） 77 67 

 名古屋 7/20（金） 256 239 

 大　阪 7/26（木） 285 265 

 広　島 7/26（木） 101 89 

 高　松 7/25（水） 92 86 

 福　岡 7/31（火） 335 290 

 沖　縄 8/03（金） 73 62 

 合　計  2,329 2,106

入札情報サービス概念図 
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２００７.９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。 

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

特集：地理空間情報（仮称） 

地理空間情報活用推進基本法の成立に伴い、国土空間

データ基盤の形成、地理空間情報の整備・提供、地理情

報システムや衛星測位の利用推進、人材育成、関係機関

の連携強化等による総合的・体系的な施策が実施される

こととなりました。これにより、効果的・効率的な公共

施設の管理、防災対策の推進等、行政の効率化・高度化

を図り、国土の利用・整備・保全、弱者保護力の強化等、

国民の生命・身体・財産の保護、国民生活の利便性向上

を目指すと共に、新産業・新サービスの創出を通じて、

地理空間情報を高度に活用できる社会の実現に向けた系

統的な施策の展開が進められようとしています。 

JACIC情報では、GISの構築と利用に大きな影響を与

えるであろう地理空間情報を特集し、法律の目指すもの、

国土交通省およびJACICの取組み、関係方面からの期待

を特集し、今後を展望します。 

主な内容：①特別寄稿 

　　　　　②国土交通省での取組み 

　　　　　③関係方面からの期待 

　　　　　④JACICからの情報 

　　　　　⑤連載　GISシリーズ第３回 

JACIC情報は、１冊1,050円（税込み、送料別）です。

お問い合わせは、情報管理部までお願いいたします。 

（情報管理部　参事　野村亮一） 

JACIC情報87号のご案内 

e-BISCコーナー 

JACIC news　平成1９年９月１日発行　第三種郵便物認可 

■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/

ISO9001

電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せられた問い合せ

の主なものについて紹介します。その他の項目について

も、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 

 
回　　　答 

申請書等や入札書の提出画面内の「参照ボタン」をクリックして「フ

ァイルの選択」ダイアログを表示します。(参照する場所が複数の

FDなどに分かれている場合は、あらかじめ、該当ファイルをローカ

ルディスク等にまとめておく必要があります。）次に、ダイアログ

内の添付ファイルを選択した後「開く」ボタンをクリックすると参

照ボタン左の欄にファイル名が入力されます。その後「添付資料追

加」や「内訳書追加」ボタンをクリックしてください。表示ボタン

左の欄にファイル名が入れば添付完了です。 

端末を変更した場合、再度利用者登録をする必要はありません。た

だし、新しい端末では電子入札に関するソフトをインストールした

後、インターネット環境の確認、java.policyファイルへのアドレス

設定、接続確認を実施して必ず正常に動作することを確認してくだ

さい。 

インターネット環境の確認、java.policyファイルへのアドレス設定、

接続確認の操作手順につきましては、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】」、「イン

ターネット環境の確認【物品・役務】」をご参照ください。 

質　　　問 

申請書等や入札書の提出の際

に、ファイルを添付する手順

を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

電子入札システムで使用して

いる端末を新しく用意しまし

た。再度利用者登録を実施す

る必要がありますか 

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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