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1．はじめに 

延期しておりました新しいコリンズ・テクリス（工事・

業務実績情報システム）の企業向け登録システムの運用

を平成21年８月18日（火）9：00から開始することになり

ました。 

この新しいコリンズ・テクリスは「Web方式」を採用

することによって利便性が向上したほか、「利用責任者」

による企業内利用者の一元管理、企業による自社実績デ

ータの閲覧・ダウンロード機能の提供、「発注機関確認方

法の変更」によるデータの正確性向上などのメリットが

あります。 

以下に新しいシステムの主要な特徴、変更点を説明し

ます。 

なお、システムの移行に伴って８月６日（木）17：00

～8月18日（火）9：00の間、登録ができなくなります。

このため、仕様書等によって義務づけられた期間内に登

録ができない場合がありますので、発注機関の皆様方に

おかれましてはご理解とご協力をお願いします。 

 

2．新しいコリンズ・テクリスの特徴 

2.1　Web方式の採用による利便性の向上 

新しいコリンズ・テクリスの利用者はインターネット

のブラウザを利用して実績データの作成から登録までが

できるようになります。 

Web方式のため、入力システムの購入が不要になりま

すので、利用環境の設定に手間や費用がかからなくなり

ます。 

また、ログイン認証は、電子証明書を廃止し、ログイ

ン名（ユーザID）とパスワードを利用した方式となります。 

2.2　「利用責任者」による企業内利用者の一元管理 

登録システムを利用いただくすべての企業で１社に１

人「利用責任者」を設置し、各企業の利用者を企業毎に

自ら管理をしていただくことになります。（図１利用体制

例をご参照ください。） 

このことにより、登録の他、自社実績データの利用・

企業内利用者の管理等を一元的・効率的に行うことが容

易になります。　 

＜利用責任者の立場と役割＞ 

・コリンズ･テクリスの利用に関する企業の代表者であり、

各企業に一人だけ設定します。 

・企業内の一般利用者（登録者･作成者・閲覧者）の設定

と管理を行います。 

・ 企業情報、技術者情報、事業所情報、請求情報等の企

業情報の登録と管理を行います。 

・ コリンズ・テクリス利用に関して登録・作成・閲覧な

ど、すべての利用権限を有します。 

・ JACICとの窓口になっていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3　企業による自社実績データの閲覧・ダウンロード機

能の提供 

自社で登録したデータを見たい・ダウンロードしたい

という要望にお応えして、新しいコリンズ・テクリスで

は企業が自社の実績データを閲覧・ダウンロードするこ

とができるようになりました。 

 

新しいコリンズ・テクリスの登録システム 
－8月18日にリリースします－ 

ニュースと解説 

図１　利用体制例（企業内の利用者が複数の場合の例） 
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２００９.８月号 

 

①　一覧形式 

過去の実績データが登録番号、登録種別、件名など

が一覧形式で表示されます。 

②　全文形式 

過去の実績データが登録されている種別ごとに全て

の項目について表示されます。 

2.4 「発注機関確認方法の変更」によるデータの正確性

向上 

今回から登録する実績データの発注機関による確認方法

の一部が変更になります。今までは、企業が「工事/ 

業務カルテ」を持参して発注機関に確認をお願いしてい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ましたが、新しいコリンズ・テクリスでは、実績デー

タ等の登録内容すべてを記載した通知書「登録のため

の確認のお願い」で発注機関に確認をしていただくよ

うになります。（図２通知書「登録のための確認のお願

い」の例をご参照ください。） 

各発注機関担当者の皆様は企業が提出してきた通知書「登

録のための確認のお願い」の内容を確認していただき、

機関印または担当者の署名捺印及び電子メールアドレ

スを記入していただくことになります。その後、企業

の方はシステムで確認情報を入力すると登録が完了す

るとともに、発注機関と企業の利用責任者宛に登録完

了のお知らせメールが送付されます。 

　また、従来、登録終了後に発行していたカルテ受領

書は「登録内容確認書」にかわり、登録内容すべてを

記載した書類となりました。 

　この発注機関の確認方法の変更により、データの確

実性の確保、不正確な登録等の防止･発見対策の強化

が図られます。発注機関の皆様方には、確認のためお

手間を取らせることになりますが、趣旨をご理解いた

だき、ご協力をよろしくお願いします。 

 

2.5　その他の主な特徴 

　その他の主な特徴として以下のものがあります。 

・請負金額が500万円以上の工事については、全て同

じ条件での実績登録が可能となります。 

・「建設実績技術者ID」によって技術者の実績が一元

的に管理されます。 

 

3．おわりに 

　新しいコリンズ・テクリスの操作方法、関連情報な

どの詳細についてはJACICホームページ 

　http://www.ct.jacic.or.jpでお知らせしておりますの

で有効にご活用ください。 

 

　JACICでは今後も、コリンズ・テクリスを、時代の

変化や社会要請に応じて適宜改良していきたいと考え

ています。企業関係者、発注機関など関係の皆様方の

忌憚のないご意見をお待ち申し上げます。 

 

（コリンズ・テクリスセンター　センター長　猪股純） 

 
図２　通知書「登録のための確認のお願い」の例 
　　　　（全7～8頁のうち最初と最後の頁を例示） 
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社会基盤情報標準化委員会（旧名：建設情報標準化委

員会、委員長：中村英夫東京都市大学学長、事務局：

JACIC標準部）は、平成21年６月９日（火）虎ノ門パス

トラルにおいて第19回委員会を開催しました。今回の主

な議題は、第三次推進計画の２年目にあたる2008年度の

活動報告と2009年度活動方針並びにグランドデザインタ

スクフォースの報告でした。以下は委員会の内容報告です。 

　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．委員会活動に関する事務局報告 

2008年度の活動体制が３小委員会16WGであったこと、

グランドデザインタスクフォースの活動を行ったことな

どを事務局より報告しました。 

 

2．各小委員会の活動報告 

2008年度は以下のような活動体制でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各小委員会における2008年度の主な活動内容は次のと

おりでした。 

（1） 電子成果高度利用小委員会 

（小委員長：島崎敏一日本大学教授） 

この小委員会では、電子納品要領(案)の改訂や情報共

有の機能要件などを担当していますが、2008年度では昨

年に続き「電気通信設備工事編電子納品要領（案）」と「機

械設備工事編電子納品要領（案）」の両改定案の検討が報

告されました。また情報共有システムにおける運用状況

や、国土交通省直轄事務所で使う工事フェーズの118

帳票に関するサンプルデータ公開なども紹介されまし

た。 

（2）図面/モデル情報交換小委員会 

（小委員長：寺井達夫千葉工業大学准教授） 

この小委員会は、CADデータ交換標準のSXFや三次

元データを扱っていますが、2008年度にはSXFブラウ

ザの仕様となっている「SXF表示機能および確認機能

要件書(案)」が改定され、OCFでの検定と合わせて民間

ベンダーによる標準的ブラウザの作成に道を開きました。 

（3）情報連携基盤小委員会 

　　　　（小委員長：柴崎亮介東京大学教授） 

この小委員会では、情報連携の基盤となる要素技術

を担当していますが、2008年度では、「LCDM推進フォ

ーラム」が策定している技術仕様に準拠して新たに

「JACIC/LCDMレジストリ」が構築され、平成21年６

月より下記サイトで試験公開していることが報告され

ました。　http://www.registry.jacic.or.jp/ 

lcdmAdmin/html/UserRegistryTop.html 

 

3．グランドデザイン・タスクフォースの活動 

社会基盤情報の今後10年くらい先を見通した上で、

利活用やメンテンナンスについて実現すべきことを整

理して、あるべき姿を描くことを目的とした「建設情

報利活用グランドデザインTF（タスクフォース）」（座長：

島崎敏一日本大学教授）が2008年度には設置されました。

このTFにおける１年間の検討成果として「社会基盤情

報の価値を活かすための11の提案」が報告されました。

これはデータの価値を最大限に発揮するための提案を

まとめたもので、第四次推進計画のインプットのひと

つとして反映する予定です。 

 

4．2009年度委員会活動方針 

標準化委員会の2009年度が第三次推進計画の三年目

にあたることから、2010年から始まる３箇年を対象に、

「第四次社会基盤情報標準化推進三箇年計画」（仮称）を

１年間かけて策定すること、また委員会の前身である「建

設情報標準化ビジョン策定懇談会」発足（平成12年２月）

から10年が経過するため、「JACIC標準化活動10か年の

歩み（仮称）」を平成22年６月までに策定することな

どが、2009年度活動方針として承認されました。 

このほか、国土交通省技術調査課課長補佐からは、「国

土交通省CALS/ECアクションプログラム2008」の紹

介をして頂きました。 

委員会の詳細や記者発表資料に関しては、以下のホ

ームページで参照出来ます。 

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

 

（標準部　主任研究員　河内康） 

２００９.８月号 

社会基盤情報標準化委員会（第19回）開催報告 
 

冒頭の門松理事長挨拶 

委員会の活動体制 

社会基盤情報標準化委員会 

グランドデザインTF幹事会 

電子成果高度利用小委員会 

情報連携基盤小委員会 

図面/モデル情報交換標準小委員会 

WG

WG

WG
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コリンズとテクリスの登録件数について今年（平成21

年）４月から６月までの各月分を前年（平成20年）同月

との比較を行った結果、国の機関及び地方機関について

前年を上回る結果となっています。 

■コリンズ：４月の登録件数は、国の機関関係分が3,007

件で前年同月比21％増加、地方の機関関係分が10,410件

で前年同月比24％増加しています。５月は、国の機関関

係分が856件で前年同月比６％増加、地方の機関関係分

が7,148件で前年同月比10％増加しています。６月は、国

の機関関係分が1,426件で前年同月比33％増加、地方の機

関関係分が15,712件で前年同月比43％増加しています。 

■テクリス：４月の登録件数は、国の機関関係分が

3,695件で前年同月比158％増加、地方の機関関係分が

1,645件で前年同月比18％増加しています。５月は、国

の機関関係分が1,423件で前年同月比25％増加、地方の

機関関係分が1,763件で前年同月比0.6％増加しています。

６月は、国の機関関係分が1,422件で前年同月比42％増加、

地方の機関関係分が3,257件で前年同月比23％増加して

います。 

（経営企画部　部長　前田安信） 

コリンズ・テクリスの登録件数に見る最近の公共投資動向 

社会基盤情報標準化セミナーは、平成12年からJACIC

が推進している社会基盤情報標準化委員会活動の紹介、

標準化活動への関係者のご理解と参加者の輪の拡大およ

び標準の普及を図ることを目的に、年２回東京と地方大

都市で開催してきましたが、今年度は東京は隔年にして

仙台と大阪で開催します。 

一回目は下記のとおり初めて仙台で開催します。主な

内容は、国土交通省が進めるCALS/ECアクションプロ

グラム2008の施策、社会基盤情報標準化委員会の意義・

内容、社会基盤情報標準化推進三箇年計画に基づく標準

成果、CADをとりまく情勢と国土交通省標準の国際標

準に準拠して開発されたSXF、CALS/ECの動きおよび

大阪市の橋梁維持システム等について解説する予定です。 

社会基盤情報の標準化、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。 

なお、二回目の大阪開催（10月23日予定）については、

JACICニュース９月号でご案内します。 

 

記 

 

1）日　時：平成21年９月30日（水）13：00～16：30  

2）会　場：フォレスト仙台（仙台市青葉区柏木1-2-45）  

3）参加費：無料 

4）規　模：150名　　 

5）対象者：委員会関係者・国土交通省・地方自治体・ 

　 建コン協等 

6）「測量CPD」・「土木学会CPD」は認定中 

7）プログラムの詳細は、JACICのホームページに掲載

します。                             

（標準部　主任研究員　勝部義生） 

社会基盤情報標準化セミナー2009仙台開催のご案内 

JACIC便り 

図－１　コリンズ登録件数前年同月比較（契約額500万円以上） 図－２　テクリス登録件数前年同月比較（契約額500万円以上） 
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２００９.８月号 

2008年度の JACIC NET 利用状況 

 

１．会員数及びアクセス数 

2008年度３月末の会員数は1,483であり、全体アクセス

数は287万アクセスでした。 

会員区分別のアクセス数の状況は 図－１のとおりです。

一般建設業が全体アクセス数の76％強と圧倒的に多く、

続いてコンサルタントが12％強となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2，メニュー別アクセス数 

JACIC　NETのメニューは大きく分けて以下の７種類

に分類できます。各メニューの詳細は以下のURLを参照

願います。 

http://www.jacicnet.jacic.or.jp/v04/f_keisai.html　 

 

発注情報 ・ ニュース等 ・ 予算速報 ・ 人事情報  

データベース・コリンズ/テクリス検索・指名停止 

 

このメニュー別にアクセス数を整理すると、図－２の

　ようになりますが、中でも圧倒的なアクセス数を占め

ているのはコリンズ・テクリス検索です。全体の約74％

を占めています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．月別アクセス数 

月別アクセス数を示すと図－３のようになります。 

2008年10月の31.3万アクセスが最高で、また12月の

20万が最小で、月平均が24万アクセスとなります。毎

月着実に利用していただいているところです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も会員の皆様へ、価値ある情報を提供していき

ますので、どうぞご利用下さい。 

 

お問い合わせは JACIC NET  ヘルプデスクまで 

TEL：03-3584-3250/　E-mail：jacicnet@jacic.or.jp 

 

　　　　　        （総務部　主事　原國晃） 

 

図－１　会員区分別アクセス数 

図－２　メニュー別アクセス 

図－３　月別アクセス数 
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２００９.８月号 

 

 

河道改変履歴を用いた宅地の地震危険度評価に関

する研究 

長岡技術科学大学環境・建設系 

教授　大塚　悟 

  

中越地震（H16）および中越沖地震（H19）ではGIS に

よる災害アーカイブスの構築と防災対策への活用が精力

的に行われている。地形・地質と地震被害の相関は過去

の地震においても調査されているが、上記の両地震は地

盤災害の特徴を有することから、貴重な事例を与えている。

本研究は地震発生後間もない中越沖地震における鯖石川

流域の液状化と宅地被害との関係に着目し、被災地盤の

地質構造および地盤特性を精緻な地盤調査により明確に

することにより、旧河道を中心とした地盤特性の及ぼす

液状化被害への影響を明らかにするとともに、GISによ

る宅地被害の分析を行うものである。 

中越沖地震では鯖石川の下流域にて大規模な液状化が

発生し、多数の宅地が被災した。液状化被害は旧河道と

の相関関係が指摘されるが、その原因には（1）河道によ

る砂質土の供給（自然地盤）と、（2）河道改変による旧

河道の埋立て（人工地盤）が考えられる。人工地盤の液

状化現象は被害が甚大であることから、（2）の視点は特

に重要と思われるがこれまでほとんど認識されていない。

本研究はボーリング（地盤堆積状況の確認）、コーン貫

入試験（強度試験）、表面波探査試験（広域調査）によ

り鯖石川流域の地震被災地における地質構造を明らかにし、

航空写真などによる「平面」情報に深度方向の「立体」

情報を加えることにより、液状化発生機構を（1）、（2）の

視点より科学的に解明するものである。 

本研究では、中越沖地震の被害について地震直後から

宅地の応急危険度判定について調査を実施したが、調査

範囲が限定されることから柏崎市の実態被害の取りまと

めデータの活用を計画した。しかし、取りまとめ成果が

平成21年３月現在で未だ未公開のため、本研究では応急

危険度判定を基に研究を実施するほか、調査対象に中越

地震における見附市の刈谷田川流域の被災事例を取り上

げた。刈谷田川は旧河道の蛇行が顕著であり、自然発生

的な地盤条件の変化のほかに、河道改変による地盤条件

変化のあることから、貴重な事例を与えている。また、

人工的な地形改変の例として長岡市高町団地の宅地造成

における地震被害について、切盛りと宅地被害の相関関

係に関して合わせて報告した。 

以下に得られた結論を箇条書きにする。 

（1）鯖石川流域の宅地被害に関して応急危険度判定の実

態調査を実施した。また、建物の傾斜状況を測量し

て宅地被害の状況を明らかにした。 

（2）鯖石川の宅地被害地について表面波探査試験および

サウンディング試験を実施するほか、その他の地盤

情報の調査解析を実施した。その結果、旧河道の周

辺は粘性土地盤であるのに対して、旧河道は砂質土

により埋土されたことを明らかにした。 

（3）鯖石川流域について航空写真による河道変遷とボー

リングデータを基に地形分類図を作成した。 

（4）刈谷田川に関して航空写真による河道変遷とボーリ

ングデータを基に地形分類図を作成した。 

（5）液状化の被害分布は全体像が明らかでないが、旧河

道沿いに発生したことが指摘されている。液状化に

よる不同沈下のために建物の傾斜被害が発生した。

建物の傾斜被害は自然堤防上で多く発生している。

恐らく、自然堤防の低地側で多くの被害が発生して

いると思われる。瓦屋根被害は河道沿いの微高地や

砂礫台地で発生している。粘性土が厚く堆積する谷

底平野での被害は少ないことが分かった。 

（6）高町の宅地造成地に関して、開発前後の航空写真を基

に切盛りの人工改変図を作成した。表面波探査とボー

リング試験を複数点で実施して、図の精度を確認した。 

（7）造成地の宅地被害は盛土部にて多くの被害が発生す

るが、切盛り境界を中心に切土部においても被害が

発生した。 

 

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19年度に

は12件の研究助成を実施し、平成20年11月に「第６回研

究助成事業成果報告会」を開催しました。２月号から順

次研究助成成果概要を掲載しています。 

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 

（経営企画部　上席参事　落合清二） 

 

研 究 助 成 成 果 概 要 
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中国地方における「話題」と、中国地方センターから

の「お知らせ」及び「活動報告」について紹介します。 

話　題  

■中国地方全5県に、電子入札システム運用拡大 

４月から島根県の電子入札システムの運用が始まりま

した。これにより、中国地方全５県に、電子入札システ

ムの運用が拡大されました。 

お知らせ 

  

■コリンズ・テクリス　新登録システム運用開始 

平成21年８月18日（火）から新しい登録システムの運

用が開始されます。これに伴い、地方センターで取り扱

う業務に、変更がありますのでご注意ください。 

○　　（フロッピーディスク）受付終了 

新しい登録システムは、データの作成から登録まで、

全てインターネットを利用する「Web方式」になります。

従来の入力システムで作成した登録用FDを送付いただ

いても、受付できませんのでご了承ください。 

 

○代行入力サービス窓口の変更 

いままで代行入力サービスをご利用いただいていた方

も「Web方式」へ移行されることをお勧めします。 

今後、代行入力サービスの窓口は、東京のコリンズ・

テクリスセンターのみとなります。地方センターでは、

受付できませんのでご了承ください。 

 

○お問合せ、各種申請窓口 

引き続き中国地方の窓口として運営して参ります。 

コリンズ・テクリスについて、わからないことがあり

ましたら、お気軽にお問い合わせください。 

  

 

 

 

 

■ホームページ 

講習会案内、CALS/EC、コリンズ・テクリス等の最

新情報を掲載しています。 

http://www.jacic.or.jp/locality/chuugoku 

活動報告 

■講習会開催の支援、及び開催 

○「建設業のための電子入札（コアシステム）実践講習会」 

昨年に引き続き、広島地域の建設業者を対象に、パソ

コンを利用した電子入札（ｺｱｼｽﾃﾑ）実践講習会が開催さ

れました。 

当センターより講師を派遣し、説明しました。 

開催日：6月3日（水）～8日（月）、計7回開催 

主　催：広島商工会議所 建設業部会・建設業委員会 

会　場：広島商工会議所 IT支援室（広島市中区） 

参加者：計34名 

内　容：電子入札の現状、電子入札の操作体験 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「RCCM資格試験受験準備講習会」 

国土交通省及び業務管理研究会より講師を招き、設計

業務等の実施における最近の課題や施策、問題演習等に

ついて解説します。 

開催日：７月30日（木） 

会　場：メルパルクHIROSHIMA（広島市中区） 

 

■会議の開催 

○「中国地方ブロックコアユーザ会議」 

電子入札ｺｱｼｽﾃﾑの運用上の問題点や改善要望等につい

て、発注者間で意見交換します。 

開催日：８月３日（月） 

会　場：八丁堀シャンテ（広島市中区） 

 

（中国地方センター　センター長　鷲田治通） 

中国地方センターの活動報告等 

２００９.８月号 

地方便り 

講習風景（広島商工会議所にて） 
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２００９.８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２１年８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

国土交通省の電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せら

れた応札者からの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）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

6月17日～19日の３日間、測量4団体の主催による「地

理空間情報フォーラム2009」がパシフィコ横浜にて開催

されました。本フォーラムでは測量に係るシンポジウム

やセミナー、技術発表会等多数のプログラムが組まれ、

その一環として開催された「地理空間情報システム展2009」

に、JACICが出展しました。 

シンポジウムでは、JACICから２つのセッションで講

演しました。2日目に行った「デジタルカメラを用いた

写真測量の実用化」のセッションでは、災害査定業務の

省力化・効率化のための、断面図や査定設計書作成を支

援する「災害復旧効率化支援システム（Photog-CAD）」

について講演しました。展示ブースでも、Photog-CAD

の展示・デモを併せて行ったため、講演後、多数の方が

当ブースにご来場いただきました。 

展示ブースでは、Photog-CADのほか、「地理情報ワン

ストップサービス」の展示説明、GIS普及ビデオ（GIS

導入市町村に見る活用事例）およびGISノート（学習用

GISアプリケーション）、各種パンフレットの配布、書

籍展示を行いました。また、CALS/ECを活用した効率

的な公共事業を遂行するための受発注者向けe-learning

教材「CALS/EC理解度チェックソフト2009年度版」の

体験コーナーの設置、CALS/ECに関する問合せ対応、

書籍展示も行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示ブースには業界関係者から学生まで幅広い方々に

ご来場いただき、JACICが実施しているGISおよび

CALS/ECへの取組みに対し、一層の理解を深めていた

だく場となりました。 

（システム高度化研究部　主任研究員　大谷弘泰） 

「地理空間情報フォーラム2009／ 
地理空間情報システム展2009」への出展報告 

 
回　　　答 

 「読み込み中Javaアプレット」表示は電子入札システムに必要なファイルを

読み込み中の状態です。正常に読み込みが完了すると、日時が表示されます。 

　ただし、回線状態等により時間がかかる場合があります。しばらくお待

ち頂いても日時が表示されない場合は、認証局が提供する「環境設定ツール」

の設定をご確認ください。 

　なお、「環境設定ツール」にて設定するアドレスについてはe-BISCセン

ターホームページ左MENUの「環境設定ツールで設定するアドレスについ

て【共通】」に掲載しています。「環境設定ツール」の詳細な設定方法つい

てはご利用の認証局へお問合せください。 

　セキュリティ関連ソフトやインターネットツールバー、ブラウザ等の設

定によりポップアップウィンドウがブロックされている可能性があります。

端末環境をご確認ください。 

　また、ご利用の端末のOSがWindowsXPやVistaの場合にはe-BISCセンター

ホームページ左MENUの「Windows XP SP2・3、Vista・Vista SP1を導入し

たパソコンにおける電子入札への影響について」も併せてご参照ください。 

質　　　問 

「読み込み中Javaアプレッ

ト」のメッセージが画面に

表示されたまま、日時が表

示されません。 

 

 

 

 

 

　電子入札システムで次の

画面が開かない、又開いて

も一瞬で閉じてしまいます。 

項　目 

 
 
 
 
 

      

工事・業務/ 

物品・役務 

（e-BISCセンター　主事　川口玲） 

GISコーナー 

登録部門：電子入札施設管理センター 

システム説明 
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