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２月１日付で理事長を拝命いたしました門松です。 

（財）日本建設情報総合センターは昭和60年の設立

以来、国民生活の高度化及び我が国経済の活性化に

資することを目的に国土交通省が推進する公共調達

の円滑化を支援するための諸事業を実施してきており、

着実な成果を挙げてきておりますが、これもひとえ

に関係の皆様方のご支援の賜物と厚く御礼申し上げ

ます。 

今、公益法人のあり方について様々な議論がなされ、

厳しい声も頂いておりますが、そうした中においても、

国土交通省が所管する社会基盤インフラの整備およ

び管理に関する業務を適格に補完し、代替する機関

として、当財団に求められる役割はますます重要に

なっていくものと認識しております。そのため、経

営責任者としての深い自覚を持って効果的な事業を

効率的に実行することにより、期待される使命を果

たしてまいりたいと考えております。 

地球環境問題の顕在化や急激に進む少子高齢化に

伴い脆弱さが明らかになってきている我が国土の安全・

安心を確保していくことは急務の課題であり、施設

整備及びソフト施策の双方を進めていかなければな

りません。また、高度経済成長期に急増した社会資

本ストックが更新時期を迎えることもあり、計画的

で確実な維持管理及び更新を進めるためにも国土基

盤に関わる各種情報の体系的な整備を行っていかな

くてはなりませんが、現状は決して満足できる水準

に達していない状況にあります。このため、当セン

ターが果たすべき役割は大きいものがあり、関係機

関と緊密な連携をとりつつ国土情報の整備の推進に

貢献する事業を行ってまいりたいと考えております。 

また、効率的な建設関係事業の執行を支援するた

めに行っている電子入札や電子納品等について、一

層の拡大推進を行っていく必要があります。これら

の事業の進展は業務の効率化、透明化が期待される

ばかりではなく、業務成果の保管、引継ぎを確実に

行うことによって先に述べた国土基盤にかかる情報

の着実な蓄積にも貢献するものであります。このた

めにも、電子化に係る規格の統一化を図り広く普及

していくことが重要です。 

更に、工事実績情報・測量調査設計業務実績情報

システムについては、品質の確保、調達にかかる透

明性の確保等を図るため多方面で活用されてきてお

りますが、総合評価入札制度の更なる普及に伴い、

今後その果たすべき役割は増大すると思われます。

そのため、これらのシステムの更なる充実を図り、

皆様方により一層活用していただきたいと考えてお

ります。 

そのほか、建設関係の情報化に関わる各種情報を

的確に提供することによって皆様方の効率的な業務

の推進に役立てていただきたいと考えております。 

最後になりましたが、前任者に引き続きましての

ご支援、ご指導を改めてお願いいたしますとともに、

皆様方のますますの発展を祈念いたしまして、理事

長就任のご挨拶といたします。 

理事長就任のご挨拶  

 

 

理事長　門松　武 
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２００８.３月号 

 

1．はじめに 

リリース時期を延期していましたコリンズ・テクリス

の新システムへの切り替えに向けて、本格的な準備に入

りましたので、今後の予定をご案内いたします。 

従来別々であったコリンズとテクリスのシステムは、

すべて共通化します。新システムは、インターネットを

使用するWEBシステムです。ご利用に当たっては、あ

らかじめパソコンとインターネットエクスプローラーな

どのブラウザーを準備し、インターネットに接続してく

ださい。 

開発に当たっては、3. 新システムの特徴の他、不正登

録等の防止・発見対策についても強化を行っております。 

 

2．主なスケジュール 

新システムへの切り替えは、２段階で行うこととし、

６月に企業向けの実績データの作成や登録関係を、12月

に発注機関向けの検索関係をリリースします。切り替え

前約１週間は、蓄積されているデータの移動のため登録

を中止させて頂きます。 

平成20年２月 

・XML版の実績データフォーマット公開 

詳細は、JACICのホームページをご覧ください。 

平成20年５月 

・新システムについて順次公開。実用は出来ませんが、

新システムを理解して頂けるようにします。 

平成20年６月 

・現行オンライン利用者のユーザID移行手続き開始 

・利用責任者の登録開始 

・企業情報の登録開始 

・新システムへの切り替え作業のため、新システム運

用開始の約１週間前から順次、サービスの終了、登

録などを一時停止します。 

・実績データのオンライン登録の終了 

・各種申請の終了 

・FD登録受付の休止 

・代行受付の休止 

・ カルテ受領書の発行終了 

・登録履歴確認サービスの終了 

・各種の受付・問合せ等を休止 

・発注機関向け検索サービスを休止 

30日頃：新システムによる運用開始（登録企業向け） 

　　　　現行の発注機関向け検索サービスを再開 

平成20年12月 

・新検索システムの運用開始（発注機関向け） 

 

3．新システムの特徴 

新システムの主な特徴は、以下のとおりです。 

3.1　登録企業向けの特徴 

①「利用責任者」の新設 

すでにコリンズ・テクリスをご利用頂いている企業

も含め、利用頂くすべての企業には、最初に利用の管

理をして頂く「利用責任者」をあらかじめ登録して頂

きます。新しい便利な機能などは、すべて利用責任者

によって利用者を設定管理して頂きます。利用責任者

の登録には書類提出のお願いが必要なケースなどもあ

りますので、なるべく新システムの利用開始前に済ま

せるようにしてください。「利用責任者」の受付は、実

績登録の運用開始前から出来るようにする予定です。

なお、現在のシステムでオンライン登録のためにIDと

パスワードを持っておられる方は、そのままで実績デ

ータの作成と登録ができます。 

②入力方法の変更 

パソコンに専用プログラムを使用した現在の方式から、

インターネットに接続しながらインターネットエクス

プローラーなど汎用のブラウザソフトを使用したWeb

方式に変更となります。 

入力データは入力の都度自動的にチェックされるよ

うになりますので、システムの応答に従い作業を進め

て頂きます。入力したデータは登録前に一時保存したり、

社内の別の方にデータの確認を求めることも出来ます。

現在のシステムで作成したデータも、そのまま新シス

テムで読み込んで利用することも出来ます。ただし、 

コリンズ・テクリス6月末に新システム運用開始 

ニュースと解説 
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新設された項目などは追加入力してください。この方法

は、現在のオンライン登録の方法とほぼ同様です。 

 

③実績データの連携 

新システムでは、データ形式としてXMLを採用し、

インポート／エクスポートの機能を設けますので、他シ

ステムと連携して実績データの利用が出来ます。 

④「登録内容確認書」（現行のカルテ受領書を変更）の発行 

新たに、登録済みの実績データの全文について、当該

企業には「登録内容確認書」を電子的に発行しますので、

プリンターで印刷して御利用ください。新たに実績が登

録されたときは、そのデータについては登録と同時に無

料で「登録内容確認書」を発行します。これに伴い、現

行のカルテ受領書発行はすべて廃止します。 

⑤自社データ利用をオンライン化・拡充 

新システムでは、自社が登録したすべてのデータを自

由に検索閲覧できるようになります。企業の実績や技術

者の従事実績の確認が、容易に出来るようになります。 

⑥電子証明書の廃止 

現行のオンライン登録で使用している電子証明書は廃

止し、「ログイン名」と「パスワード」によって利用者

を限定します。登録などの重要な出来事や企業内の利用

状況は、すべて「利用責任者」にメールで報告するよう

にしますので、パスワードの変更管理や利用状況の管理

をして頂き、正確なデータと正しい利用が行われるよう

管理して頂きます。 

⑦その他 

・書式は、すべて新しくなります。 

・現在の簡易コリンズの登録内容や登録頻度の制約を

廃止し、すべて登録できるようにします。 

・現在のFDによる登録は、コリンズのみ１年間に限

り受け付けます。テクリスのFD登録は廃止します 

・やむを得ず手書きによる登録をされる場合は、引き

続き代行入力や代行登録を利用することが出来ます。 

 

3.2　発注機関向けの特徴 

利用目的の拡大や利用方法の変化に対応して、検索

が能率良く出来るようにするために、以下のような改

善を行います。 

①検索対象項目の拡大 

工事・業務の件名や概要を、検索対象として選択す

ることができます 

②検索条件の改善 

固定ワードに加えて、自由語を検索キーワードに加

えます 

③企業からの提出データの確認 

提出された実績や技術者の実績データの確認の効率

化をはかります。 

④追加登録項目の準備 

発注機関ごとに選択して特別に収集、登録できる項

目を設けます。 

評価、施工体制、資機材、新技術、発注機関技術者

など 

 

4．おわりに 

今回のシステム再構築では、データのXML化やWeb

方式の採用により、今後、収集項目等の見直しや検索

条件の多様化が必要となった場合にも、容易に対応す

ることができる基礎的な条件を整えることになります。 

企業におかれては、あらかじめ利用責任者の決定な

どの準備をして頂きますようお願いします 

詳細については、順次JACICのホームページ、

JACICnews等でお知らせします。 

今後とも、時代に即した建設実績情報の提供を積極

的に推進して行きたいと考えております。 

 

（CORINS/TECRISセンター長　金木　誠） 

２００８.３月号 
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平成20年１月25日（金）に『CALS/EC MESSE 2008』

の開催に合わせ、第６回電子入札コアシステムユーザ会

議、第19回特別会員会議を東京有明のファッションタウ

ン（TFT）東館にて開催しましたので報告します。 

 

1．会議の位置づけ 

会議報告の前に両会議の位置付けについて紹介します。 

コアシステムユーザ会議は、電子入札コアシステムを

採用している公共発注機関で構成され、全国８地方で開

催する地方ブロック別ユーザ会議（以後「ブロック会議」

という）の総会として位置づけられる会議です。本会議

では、ブロック会議でユーザの関心が高かった事項や議

題として取り上げたテーマを基に、全国的な意見交換を

行い情報共有することを目的としています。 

特別会員会議は、コアシステムを採用済みの団体から

電子入札導入検討を行っている団体まで含めて、コアシ

ステムに関する情報を提供する会議です。 

 

2．『第6回電子入札コアシステムユーザ会議』 

ユーザ会議では、次のことについて報告するとともに

参加団体からの意見を伺いました。 

① コアシステムJRE6及びWindows Vista対応モジュー

ルリリースについて 

JRE6及びWindows Vistaへの対応については、ブロッ

ク会議においてユーザの関心が最も高く、コアシステム

の対応を待ち望む声が多く聞かれたことから「コアシス

テムJRE6及びWindows Vista対応モジュール」を平成20

年１月31日にリリース予定であることや、公共発注機関

側でモジュールを組み込む際に必要となる作業等につい

て詳細な説明を行いました。 

② ユーザアンケートの結果報告について 

コアシステム利用状況、及び各ブロック会議において

話題になった事後審査方式について、事前にアンケート

調査を実施し、その結果を報告しました。 

また、コアシステム利用状況について、会議後もユー

ザ間で情報交換を行っていくため、バージョンアップや

共同利用等に関する詳細情報も提供しました。 

③ 今後のコアシステムのミドルウェア対応について 

現行のユーザが使用しているミドルウェアについてサ

ポート期間の終了が迫っていること、及び今後の新しい

ミドルウェアへの対応に関するコアンソーシアム事務局

の考え方、また発注機関や認証局を含めたJREのリビジ

ョンアップへの対応に関する提案を含めた情報提供を行

いました。 

これらの情報提供に対する質疑応答等をする中、

JRE6及びWindows Vistaへの対応に関しては、「応札

者の混乱を防ぐために地方ブロック毎で調整を行い、

公共発注機関側の対応を揃えて行えるように調整したい」

との意見もあり、調整していくこととされました。 

 

3．『第19回電子入札コアシステム特別会員会議』 

ユーザ会議に引き続き、開催した特別会員会議では、

今年度が２年前に継続した電子入札コアシステム開発

コンソーシアム（以後「コンソーシアム」という）の最

終年度であったことから、正会員との合意の下で、さ

らに２年間継続することが決定した旨をお知らせしま

した。 

ユーザ会議と重複するものの、特別会員間における

共通の話題としてJRE6及びWindows Vistaへの対応状

況の報告、またコアシステムの導入状況として、ASPを

採用する市町村等が増えている傾向にあることや、採

用団体が514団体となっていることなどを報告しました。 

なお、当日のユーザ会議には64団代、総勢125名、特別

会員会議には、84団体、総勢184名の参加がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．今後の取り組みについて 

コンソーシアムでは、さらに多くの公共発注機関に

利用いただくために、ユーザの意見や要望を継続的に

収集し、検討・改良を行っていく予定です。 

なお「コアシステムJRE6及びWindows Vista対応モ

ジュール」については両会議で公表したとおり、平成

20年１月31日にリリースしました。コアシステムを採

用している公共発注機関は、電子入札コアシステムサ

ービスセンタのホームページよりモジュールの入手が

可能となっています。 

（CALS/EC部　主任研究員　菊地　修） 

『第6回電子入札コアシステムユーザ会議、 
 第19回特別会員会議』開催報告 

ニュースと解説 

第６回コアシステムユーザ会議の様子 

－4－



JACICは（財）港湾空港建設技術サービスセンター

（SCOPE）と共同で、１月24日・25日の２日間にわた

り東京・有明TFTホールにおいて、「CALS/EC MESSE 

2008」を開催いたしました。 

第７回目となった今回は、『CALS/ECの本格普及に

よる建設生産システムのイノベーションを体感する２日

間』と題し、各種セミナーと建設ICTに関する最新製品

／技術を集めた展示会を行いました。 

２日間併せて、8,393名の皆様にご来場いただきました。 

 

 

 

 

 

1．展示会 

展示会では、CALS/EC導入の推進と建設産業におけ

るICTの普及等を目的として、出展社による「建設

ICT&CALS/ECのソリューション展示ゾーン」、主催者

による「CALS/EC体験ブース」を設けました。 

出展社展示ゾーンでは、48の企業・大学・団体より、

電子納品システムや情報共有システム、CAD、GISをは

じめとした今後の建設産業の生産性向上に寄与する製品

やシステムが紹介されていました。 

「CALS/EC体験ブース」では、CALS/ECの最新動向

や電子調達、電子納品・保管管理システム、SXFブラウ

ザ、GIS、理解度チェックソフト等について、紹介いた

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．CALS/ECシンポジウム 

開会の挨拶に引続き、国土交通省 大臣官房技術調査

課前川課長より、CALS/ECは大きな転機を迎えており、

これまでの電子化されたツールを利活用し、建設産業全

体の生産性向上に繋げることが今後、重要なテーマであ

るとのお話をいただきました。 

引続き、航空産業におけるICTの活用事例として、

AHM（Airplane Health Management）について、㈱

日本航空インターナショナルの濱田副課長にご紹介い

ただきました。 

その後、各企業において、ICTの導入・活用を通して、

「生産性の向上」を実現してきた方々をパネリストに

迎え、今後の建設生産システムについて、パネルディ

スカッションを行い、受講者から、参考になったとの

高い評価をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．各種セミナー 

先進的なICT活用事例や効果的事例、現場の実務者

に役立つ情報、出展製品等を紹介する以下のセミナーは、

定員数を超える方に受講いただき、好評を博しました。 

・発注者／先進導入事例セミナー 

・受注者効果的事例セミナー 

・CALS/EC入門セミナー 

・実務者セミナー 

・テクニカルフォーラム 

 

4．最後に 

「CALS/EC MESSE 2008」には、多くの皆様にご

来場賜りましたことを深く御礼申し上げます。 

特に、CALS/ECシンポジウムと各セミナーは、多

くの講座で定員数を超える講演となり、改めて、来場

者の関心の高さを認識しました。今後もCALS/ECに

関する最新の情報や建設ICTに関わる最新の技術・製品・

動向等を収集できる場を提供して参ります。 

最後に、今回のイベントにご後援いただきました国

土交通省及びご協賛いただきました関連業界団体、ご

出展いただきました皆様に心より謝意を表します。 

（CALS/EC部　研究員　本間辰徳） 

２００８.３月号 

 

「CALS/EC MESSE 2008」開催報告 

展示会場 

CALS/ECシンポジウム 

CALS/ECコーナー 

開催日 来場者数 前年比 

１月24日（木） 

１月25日（金） 

合　計 

3,962名 

4,433名 

8,393名 

87.4％ 

110.3％ 

98.2％ 
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２００８.３月号 

JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す

る研究企画に研究助成を実施しています。平成18年度に

は12件の研究助成を実施し、平成19年11月に「第５回研

究助成事業成果報告会」を開催しました。この報告会で

発表されなかった7件の研究について、２月号から順次

研究助成成果概要を掲載します。本号では、茨城大学　

村上さんの研究を紹介します。 

なお、報告書は、以下のURLに掲載しています。 

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html 

また、平成18年度の研究助成をまとめた報告書をご希

望の方は、企画調整部（03-3584-2404）までご連絡くだ

さい。 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

第２００６－１号 

紙面地盤情報電子化技術を利用する高密度地盤情報DB

構築手法に関する研究 

茨城大学工学部都市システム工学科講師　村上　哲 

 

柱状図や各種土質試験をディジタル化した地盤情報デ

ータベース（以下、地盤情報DBと略称する）が構築され、

建設時における地盤調査計画、構造物設計などの業務支

援や地域の防災および環境保全のための貴重な情報源と

位置づけられている。わが国における地盤情報DBは、

とりわけ主要都市部において構築・公開が進んでおり、

これは近年の情報電子化によるDBへの移行の容易さと

地盤調査の機会が多さなどに依存している。これに対し、

地方都市においては、建設頻度の低さから、調査地点が

疎な地盤情報DBと成らざるを得ない。 

しかし、過去の地盤調査結果や地盤柱状図集といった

紙面情報が存在することが多く、これらを効率的かつ十

分な信頼度を持ってディジタル化することができれば、

地盤情報収集が困難な地域の地盤情報DB構築の大きな

ドライビングフォースとなりうるとともに、地域の建設

業務支援や、防災・環境保全のための貴重な情報整備を

支援できる。また、社会的経済的な点とDBの整備状況

から見た地域格差の是正も期待できる。 

そこで、本研究では、地盤調査報告書や地盤柱状図集

といった既存の紙面地盤情報を、ディジタルスキャニン

グ技術を利用し、個々の情報を効率的に電子化するとと

もに、集積したディジタル地盤情報から個々の情報の信

頼度を地盤統計学的手法に基づき判定するとともに、高

密度地盤情報データベースを構築する手法を開発するこ

とが目的である。 

本研究の主要な部分は、①地盤調査報告書や地盤柱状

図集といった既存の紙面地盤情報を効率的にディジタル

化する技術開発、および、②電子化された情報の信頼度

の判定方法の確立である。 

これらを達成するために、まず、既存の紙面情報の印

刷形式について調査を行い、スキャニングによる情報認

識のためのカテゴリー分けを行った。次に、情報化すべ

き項目について優先順位を決定し、カテゴリー項目に応

じた電子化プロセスについて検討を行う。この検討では、

ある程度規格化されている柱状図書式を最大限に活用す

ること、および、効率化と信頼度の２軸と処理時間の３

つの軸を念頭におく電子化プロセスを構築した。この構

築プロセスに基づいて、一般的に利用されているパーソ

ナルコンピュータでも利用できる「土質柱状図認識シス

テムSRS」開発した。具体的な適用を行うことによって、 

・認識可能な紙面情報 

・画像化する際のファイル形式 

・画像解像度 

・紙面情報の文字サイズ 

を明らかにするとともに、もっとも認識精度の良い状態

を示した。 

次に、②では、地盤情報DBに入力された地盤情報の

信頼度の判定方法の確立について、既存の地盤情報ＤＢ

を用いた検討を行った。特に、Ｎ値、深度、土質の組み

合わせにおいて、統計的性質と深度方向のトレンドモデ

ルを提案した。これを用いることによって、個々の情報

の信頼度の評価法を提案した。 

以上の結果を有機的に結合させることによって紙面柱

状図を効率的にまた大量に電子化することによる高密度

地盤情報データベース構築手法を提案した。 

研 究 助 成 成 果 概 要 

JACIC便り 
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中国地方では、社会資本整備の現状及び必要性や効果、

また新技術、新工法等について、広く一般に理解を深め

ていただくために、広島と島根において「建設フェア」

が開催されました。 

当センターは、この建設フェアに出展し、建設分野の

情報化に関する技術「CALS/EC」を紹介しました。 

 

■「しまね建設フェア2007」への出展 

日程：11月９日（金）～10日（土） 

会場：くにびきメッセ（島根県松江市） 

来場者：２日間で約3,100人（JACICブース419人） 

 

■「国土建設フェア2007」への出展 

日程：11月30日（金）～12月１日（土） 

会場：広島グリーンアリーナ、基町中央公園（広島市） 

来場者：2日間で約13,100人（JACICブース544人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当センターのブースでは、パネル展示の他、CALS／

EC体験コーナーを設け、CALS/EC資格試験の受験教材

として活用されている「CALS/EC理解度チェックソフト」

や、多くの発注機関で導入されている「電子入札コアシ

ステム」を体験していただきました。 

また、一般来場者向けのコンテンツとして、簡単な

「CALS／ECクイズ」を用意し、お子様からお年寄りま

で幅広い年齢層の方々にご参加いただきました。 

おかげさまで盛況を納め、各フェア共に、400名を超

える多くの方々に、ブースにお立ち寄りいただきました。 

ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事務所移転のご案内 

昨年12月25日に、下記へ事務所を移転しました。 

広島市中区八丁堀4-4 エイトバレー八丁堀 8階 

電話：082-227-1105　FAX：082-227-1106 

※電話とFAX番号に変更はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中国地方センター長　齋藤 実） 

中国地方センター活動報告 

２００８.３月号 

地方便り 

出展ブース全景（しまね建設フェア） 

CALS/ECクイズ実施状況 

新事務所ビル（八丁堀交差点から北へ徒歩5分） 
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２００８.３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） 

e-BISCコーナー 

JACIC news　平成２０年３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ＦＡ

Ｑ（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 

特集：防災危機管理 

地球温暖化の影響により、全世界において豪雨・熱波・

干ばつ等の被害が報道され、わが国においても真夏日の

更新、台風上陸記録の更新、地震や集中豪雨による被害

などが頻発し、防災の重要性がますます高まっています。 

日本は地理的、地形的、気象的諸条件から、地震・豪

雨・豪雪等の発生しやすい国土であるため、自然災害の

脅威は依然として大きいものがあり、最近では新潟県中

越沖地震、能登半島地震等により各方面に甚大な被害が

発生しました。 

このような突然の災害への対策として、事前の防災危

機管理情報や、国を始め民間企業における業務（事業）

継続計画－BCP－の必要性が求められており、平成19年

６月には国土交通省が中央省庁では初めてのBCPを決定

しました。 

 

JACIC情報89号では、防災危機管理を特集し、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。 

 

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からの情報 

 

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、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８９号のご案内 

 
回　　　答 

「文書公開のお知らせメール」は、配布文書ダウンロード実施の有

無に関わらず、ダウンロード対象文書のファイル名をクリックして

「ファイルのダウンロード」ダイアログを表示させるだけで、発注

者が文書を追加・変更し公開した際に自動送信されるようになりま

す。 

 

該当案件が入札説明書等ダウンロードシステム対象案件ではない可

能性があります。入札公告や指名通知書等の記載内容をご確認頂き、

ご不明な点は該当案件の発注者へお問合せください。 

 

 

PDFファイルの表示にはAdobe Reader等の閲覧ソフトウェアが必

要です。Adobe Readerのダウンロードサイトへはe-BISCセンター

ホームページ左MENUのリンクをご利用ください。 

Adobe ReaderがインストールされていてもPDFファイルを表示で

きない場合は該当ファイルをローカルディスク上に保存してからフ

ァイルの表示をお試しください。 

ローカルディスク上に保存したファイルも表示できない場合は、該

当案件の発注者に作成バージョン等をご確認ください。 

質　　　問 

入札説明書等ダウンロードシ

ステムにおいて、入札説明書

の配布文書をダウンロードし

ていないのに、「文書公開の

お知らせメール」が届いたの

は何故ですか。 

電子入札システムにおいて、

調達案件一覧画面の「掲載文

書一覧」欄の「表示」ボタン

が表示されていないのはどう

してですか。 

入札説明書等ダウンロードシ

ステムにおいて、ダウンロー

ドしたPDFファイルが閲覧・

印刷できません。 

項　目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事・業務 

 

 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 
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