
電子調達用語集

索引 用　　語 説　　　明

Ｉ
ＩＣカード（あいしーかー
ど）

電子証明を内蔵した民間認証局が発行するカード。電子調達における
競争入札に参加する場合に必要となる。

ＩＣカードリーダー（あい
しーかーどりーだー）

ＩＣカードを読み取るための装置で，端末に接続して使用する。

Ｊ ｊａｖａ（じゃば） システムの動作に必要なソフトウエア。使用できるバージョンは「JRE
6.0 update 17」です。なお，他のバージョンにつきましては動作確認
が取れておりませんのでご了承願います。

ｊａｖａポリシー（じゃば
ぽりしー）

電子調達システムに対する、パソコンのセキュリティ設定。Ｊａｖａ
ポリシーを設定することにより、システムへのログインを行うことが
できるようになる｡

あ 案件（あんけん） 入札（調達参加）行為を応札者に決定させるための調達情報で正確に
は調達案件という。

案件パスワード（あんけん
ぱすわーど）

入札情報サービスにおいて，指名競争入札や随意契約の際に発注仕様
書等を閲覧するためのパスワード。
電子調達システムの「指名通知書」や「見積り依頼通知書」に記載さ
れている。

案件番号（あんけんばんご
う）

各案件毎に付されている案件を識別するための番号。調達案件番号と
もいう。

い 一般競争入札方式（いっぱ
んきょうそうにゅうさつ）

予め調達の概要等を示した公告を行い、競争参加資格を有する入札参
加希望者により入札を行い、最低の入札金額で応札した者を落札者と
する入札方式をいう。

一般競争入札方式（総合評
価）（いっぱんきょうそう
にゅうさつそうごうひょう
か）

予め調達の概要等を示した公告を行い、競争参加資格を有する入札参
加希望者より提案書等を求めて、審査基準により評価を行い、性能等
の評価点及び入札金額を総合的に評価し、最高の評価点となった者を
落札者とする入札方式をいう。
総合評価には、技術点を入札金額で除する「除算方式」と技術点と価
格点の得点を合算する「加算方式」がある。

一般競争入札参加資格確認
申請（いっぱんきょうそう
にゅうさつさんかしかくし
んせい）

入札公告および入札説明書の交付後、入札に参加を希望する業者が一
般競争入札に参加する資格の有無を発注者に確認するための申請をい
う。システムでは「証明書等提出」画面から申請を行う。

う 内訳書（うちわけしょ） 入札書又は見積書を提出する際に、入札書又は見積書に添付して積算
の内訳を提出させる書類をいう。具体的には、調達品目等の内訳（数
量及び金額等）を示すもの。

お 応札（おうさつ） 入札書を入札箱に投函する行為。電子調達システムでいうと、応札者
が入札書を送信する行為及び処理をいう。

か 開札（かいさつ） 入札箱に投函された入札書（封筒）を開封する行為。電子調達システ
ムでは、送信された入札書をシステム上で開封する行為及び処理をい
う。

紙業者（かみぎょうしゃ） 電子調達システム稼動後も、従来通りの紙による入札書により入札行
為を行う者をいう。

紙入札（かみにゅうさつ） 電子調達システム稼動後も、従来通りの紙による入札書により入札行
為を行うことをいう。

管理番号（管理番号） 各案件毎に付されている案件を識別するための番号。案件番号とは異
なる。

き 企業ＩＤ（きぎょうあい
でぃ）

システムに登録された事業者を識別するための番号。登録番号とは異
なる。

競争入札参加資格（きょう
にゅうさつそうさんかしか
く）

一般競争入札又は指名競争入札に参加するために必要となる資格。
物品・役務については会計事務局会計管理課，建設工事・建設コンサ
ルについては土木部監理課が資格審査を行っている。

く くじ引き（くじびき） 複数の応札者が同額で応札し、かつ落札候補者となった場合に、落札
者を決定する仕組みをいう。

くじ番号（くじばんごう） 電子調達においてくじ引きを行う際に使用する数字３桁の任意の数
字。入札書又は見積書提出の際に必ず記入が必要となる。

こ 公告（こうこく） 発注者側（県）が官報・掲示などの方法で調達に関わる情報を公開す
る行為をいう。【例】入札公告

公示（こうじ） 発注者側（県）が官報・掲示などの方法で調達に関わる情報を公開す
る行為をいう。【例】落札者等の公示
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公募型プロポーザル入札方
式（こうぼがたぷろぽーざ
るにゅうさつほうしき）

プロポーザル方式とは、業者からの技術提案書を審査して特定する業
者選定方式で、公募型とは、業者の参加を公示により募る方式をい
う。

さ 再入札（さいにゅうさつ） 入札において、最低入札価格が予定価格を上回った場合、引き続き同
じ参加者で入札を行うことをいう。

再入札通知書（さいにゅう
さつつうちしょ）

入札において、最低入札価格が予定価格を上回った場合、引き続き同
じ参加者で入札を行うことを入札者へ通知する書面又は画面をいう。

再見積（さいみつもり） 見積合わせにおいて、最低見積金額が予定価格を上回った場合、引き
続き同じ参加者で見積を行なうことをいう。

再見積通知書（さいみつも
りつうちしょ）

見積合わせにおいて、最低見積価格が予定価格を上回った場合、引き
続き同じ参加者で見積を行うことを入札者へ通知する書面又は画面を
いう。

し 辞退届（じたいとどけ） 応札者から入札を辞退する場合に発注者に対して届け出る書面をい
う。

指名競争入札方式（しめい
きょうそうにゅうさつほう
しき）

発注者がいくつかの条件により指名業者を選定し、指名された者の中
で、最低の入札金額を入札した者を落札者とする入札方式を指す。

少額物品（しょうがくぶっ
ぴん）

電子調達の区分。茨城県の随意契約は金額にかかわらず全て少額物品
としている。

指名通知書（しめいつうち
しょ）

入札参加の指名を通知する書面又は画面をいう。

証明書等（しょうめいしょ
とう）

業者が自らを証明するための資料をいう。

証明書等提出（しょうめい
しょとうていしゅつ）

一般競争入札における「入札参加資格確認申請書」やその他の証明書
類，カタログ等をシステムで提出する画面をいう。

証明書等審査結果通知書
（しょうめいしょとうしん
さけっかつうちしょ）

業者から提出された業者を証明する資料をもとに、審査を実施した結
果を業者へ通知する書面又は画面をいう。

信頼済みサイトの登録（し
んらいずみさいとのとうろ
く）

インターネット・エクスプローラーのセキュリティの一つ。信頼済み
サイトに電子調達のサイトを登録することにより，ダウンロードや添
付ファイルの提出が可能となる。

す 随意契約方式：オープンカ
ウンタ：少額（ずいいけい
やくほうしき：おーぷんか
うんた：しょうがく）

予め調達の概要等を示し、競争参加資格を有する見積参加希望業者に
より見積を行い、最低の金額で見積をした者と契約することをいう。

随意契約方式：特定者：少
額（ずいいけいやくほうし
き：とくていしゃ：しょう
がく）

発注者がいくつかの条件により見積業者を１者選定し、選定した者か
ら見積を求め、予定価格の範囲内である場合，契約することをいう。

随意契約方式：複数参加：
少額（ずいいけいやくほう
しき：ふくすうさんか：
しょうがく）

発注者がいくつかの条件により見積業者を複数選定し、選定した業者
より見積を求め、予定価格の範囲内の最低の金額で見積をした者と契
約することをいう。

ち 調達案件（ちょうたつあん
けん）

入札及び見積りを行なう単位をいう。

て 電子調達システム（でんし
ちょうたつしすてむ）

発注機関と受注者をインターネットで結び、入札や見積りに係る一連
の事務をインターネット経由で行う方法。電子調達は物品・役務の調
達の場合に使用する。

電子入札システム（でんし
にゅうさつしすてむ）

発注機関と受注者をインターネットで結び、入札や見積りに係る一連
の事務をインターネット経由で行う方法。電子入札は建設工事・建設
コンサルの発注の場合に使用する。

と 登録番号（とうろくばんご
う）

県の競争入札参加を得た場合に，県から付与される１０桁の番号

取止め（とりやめ） 入札又は見積採用を公正に執行することが出来ないと認められる場合
に入札を取止める行為をいう。

取止め通知書（とりやめつ
うちしょ）

入札又は見積採用を取止める場合に、発注者から応札者へ発行される
書面をいう。

に 日時変更通知書（にちじへ
んこうつうちしょ）

入札に関わる日時等が変更になった場合に、変更事項を発注者から応
札者に通知する書面をいう。
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入札結果通知書（にゅうさ
つけっかつうちしょ）

発注者側が落札者の決定を入札参加業者に通知する書面又は画面をい
う。

入札締切日時（にゅうさつ
しめきりにちじ）

入札の締切時刻をいう。なお、この時間を過ぎた場合、入札行為が受
け付けられなくなる。

入札書（にゅうさつしょ） 応札者が入札価格を記載し、発注者に提出する書面又は画面をいう。
入札情報サービス（にゅう
さつじょうほうさーびす）

電子調達のサブシステムで，入札の公告や仕様書等のダウンロード，
入札結果の確認を行えるシステム。事業者以外の一般の方の利用可
能。

は パスワード 県の競争入札参加を得た場合に，県から付与される。
ひ 評価点（ひょうかてん） 一般競争入札または指名競争入札の総合評価入札方式において、応札

者より提出される提案書等を発注者が評価し採点した点数をいう。
ＰＩＮ番号（ぴんばんご
う）

ＩＣカードを使用する際の暗証番号（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｉｄｅｎｔｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ Ｎｕｍｂｅｒ）をいう。
ＩＣカードを購入した際に，購入先の民間認証局から付与される。

ふ 不調（ふちょう） 予定価格の制限の範囲内の入札又は見積りがないため、入札行為を終
了させることをいう。

不調通知書（ふちょうつう
ちしょ）

予定価格を下回る入札又は見積りがないため、入札行為を終了させる
旨を応札者へ通知する書面又は画面をいう。

不落随契（ふらくずいけ
い）

最低の入札価格が予定価格を上回り、落札者が決定しないため、随意
契約により契約する行為をいう。

不落随意契約通知書（ふら
くずいいけいやくつうち
しょ）

最低の入札価格が予定価格を上回り、落札者が決定しないため、随意
契約により契約する行為を応札者へ通知する書面又は画面をいう。

ほ ポップアップブロックの解
除（ぽっぷあっぷぶろっく
のかいじょ）

インターネット・エクスプローラーのセキュリティの一つ。ポップ
アップブロックの解除を行うことにより，システムの起動が可能とな
る。なお，ポップアップブロックはインターネット・エクスプロー
ラーのほか，ＹＡＨＯＯやＧＯＯＧＬＥの等のツールバーにも装備さ
れており，システムの利用にあたっては，標準以外のツールバーは削
除又は無効としておく必要がある。

保留（ほりゅう） 入札において、談合情報があった場合や調査基準価格を下回る低入札
があった場合に、調査及び審査のために落札決定を保留し、落札者は
後日決定することとしたうえで入札を終了する行為をいう。

保留通知書 （ほりゅうつう
ちしょ）

落札判定が保留となった場合に、その旨を受注者へ通知するための書
面又は画面をいう。

み 見積依頼通知書（みつもり
いらいつうちしょ）

特定した者に対して見積依頼を行い、その旨を通知する書面又は画面
をいう。

見積結果通知書（みつもり
けっかつうちしょ）

発注者から見積業者に対し、結果を通知する書面又は画面をいう。

見積書（みつもりしょ） 発注者に対して品目等にかかる数量、単価、工費等を記載した明細を
記載した書面をいう。（システムの場合は金額のみ。必要に応じて添
付ファイルにて内訳を添付することも可能。）

民間認証局（みんかんにん
しょうきょく）

電子証明書（ＩＣカード）を発行する民間の認証局

ゆ ユーザＩＤ（ゆーざあい
でぃ）

県の競争入札参加を得た場合に，県から付与される１２桁のＩＤ

よ 予定価格（よていかかく） 発注者自らが当該調達案件について積算を行って算出した価格をい
う。

ら 落札（らくさつ） 競争入札において、落札条件に合致する価格で入札した応札者を当該
調達案件の契約権利者として決定することをいう。

落札者（らくさつしゃ） 開札結果により当該調達案件の契約が確定した者で、まだ契約行為が
なされていない者のことをいう。

り 利用者登録（りようしゃと
うろく）

電子入札システムを利用するための利用者としての情報を登録する行
為をいう。
ＩＣカードの利用者登録とＩＤ/パスワードの利用者登録がある。


