調達ポータル 用語集
大分類
ア行

小分類

項目名

項目説明

ア：

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。

イ：

意見招請（いけんしょうせい）

意見招請とは、入札公告に先立って、調達の仕様書案について企
業から仕様書案への意見を求めることをいう。

一般競争入札方式（最高価格）（いっぱんきょうそうにゅうさつほう あらかじめ調達の概要等を示した公告を行い、競争参加資格を有
しき（さいこうかかく））
する入札参加希望者により入札を行い、最高の入札金額（見積
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（最低価格）（いっぱんきょうそうにゅうさつほう あらかじめ調達の概要等を示した公告を行い、競争参加資格を有
しき（さいていかかく））
する入札参加希望者により入札を行い、最低の入札金額（見積
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ほう あらかじめ調達の概要等を示した公告を行い、競争参加資格を有
しき（そうごうひょうか））
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（見積金額）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。
一般競争入札方式（複数落札）（いっぱんきょうそうにゅうさつほう あらかじめ調達の概要等を示した公告を行い、競争参加資格を有
しき（ふくすうらくさつ））
する入札参加希望者により入札を行い、予定価格を下回る単価の
入札者のうち、最低価格の入札者から順次売渡数量に達するまで
の入札者をもって落札者とする入札方式をいう。
委任（いにん）

事業者の代表者や複代理人への委任権限を有する担当者が、契
約等に関する権限を委任する行為のことをいう。
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調達ポータル 用語集
大分類
カ行

サ行

小分類

項目名

項目説明

キ：

競争参加資格（きょうそうさんかしかく）

一般競争入札または指名競争入札に参加するために必要となる資
格をいう。物品・役務については全省庁統一参加資格として府省等
共通で、工事の場合は発注者が審査を行い、等級の格付けを行っ
ている。

コ：

公告（こうこく）

発注者側（国）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（国）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

公募型プロポーザル方式（こうぼがたぷろぽーざるほうしき）

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。

公的個人認証サービス（こうてきこじんにんしょうさーびす）

オンラインでの行政手続等を行う際に、他人による「なりすまし」や
データの改ざんを防ぐために利用する、マイナンバーカードを用いた本
人確認の手段をいう。

GPKI（じーぴーけいあい）

Government Public Key Infrastructureの略称で、政府が運
営する公開鍵基盤（PKI）のことをいう。

JPKI（じぇいぴーけいあい）

Japanese Public Key Infrastructureの略称で、公的個人認
証サービスのことをいう。

資格審査結果通知書（しかくしんさけっかつうちしょ）

競争参加資格を有することを示した通知書をいう。

修正申請受付通知（しゅうせいしんせいうけつけつうち）

利用者再申請時における修正申請をシステムで受け付けたことを通
知するメール。

シ：
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調達ポータル 用語集
大分類
サ行

小分類
シ：

ス：

項目名

項目説明

修正申請完了通知（しゅうせいしんせいかんりょうつうち）

修正申請時の利用者情報でシステムが利用可能となったことを通知
するメール。

修正申請（再申請）受付通知（しゅうせいしんせい（さいしんせ
い）うけつけつうち）

利用者登録時における修正申請をシステムで受け付けたことを通知
するメール。

修正申請（再申請）完了通知（しゅうせいしんせい（さいしんせ
い）かんりょうつうち）

修正申請時の利用者情報でシステムが利用可能となったことを通知
するメール。

受任者（じゅにんしゃ）

事業者の代表者や複代理人への委任権限を有する担当者から、
契約等に関する権限の委任を受けた人をいう。

証明書等（しょうめいしょとう）

業者が自らの資格等を証明するための資料をいう。

資料提供招請（しりょうていきょうしょうせい）

調達に関する実際上の必要性について企業から資料等の提供を求
めることをいう。

随意契約方式（オープンカウンタ）（ずいいけいやくほうしき（おー
ぷんかうんた））

あらかじめ調達の概要等を示し、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（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））

随意契約方式・オープンカウンタのうち少額（予算決算及び会計
第7章 契約 第4節 随意契約 第99条にて規定されている予定価
格の範囲内）のものをいう。

随意契約方式・公募型プロポーザル方式（ずいいけいやくほうしき・ 業務の委託先等を選定する際に、複数の者に目的物に対する企画
こうぼがたぷろぼーざるほうしき）
を提案してもらい、その中から優れた提案を行った者を選定し、契約
を行う方式をいう。
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調達ポータル 用語集
大分類
サ行

小分類
ス：

項目名

項目説明

随意契約方式・公募型プロポーザル方式・少額（ずいいけいやくほ
うしき・こうぼがたぷろぼーざるほうしき・しょうがく）

随意契約方式・公募型プロポーザル方式のうち少額（予算決算及
び会計 第7章 契約 第4節 随意契約 第99条にて規定されている
予定価格の範囲内）のものをいう。

随意契約方式（特定業者）（ずいいけいやくほうしき（とくていぎょ 発注者がいくつかの条件により見積業者を選定し、選定した見積業
うしゃ））
者からの見積をもとに契約を行う方式をいう。
随意契約方式（特定業者・少額）（ずいいけいやくほうしき（とく
ていぎょうしゃ・しょうがく））

随意契約方式・特定業者のうち少額（予算決算及び会計 第7章
契約 第4節 随意契約 第99条にて規定されている予定価格の範
囲内）のものをいう。

随意契約方式（複数業者）（ずいいけいやくほうしき（ふくすうぎょ 発注者がいくつかの条件により複数の見積業者を選定し、選定した
うしゃ））
見積業者からの見積をもとに契約を行う方式をいう。
随意契約方式（複数業者・少額）（ずいいけいやくほうしき（ふく 随意契約方式・複数業者方式のうち少額（予算決算及び会計
すうぎょうしゃ・しょうがく））
第7章 契約 第4節 随意契約 第99条にて規定されている予定価
格の範囲内）のものをいう。
セ：

政府共用認証局（せいふきょうようにんしょうきょく）

国民等から行政機関に対する申請・届出等や、行政機関から国民
等への申請・届出等に対する結果の通知等を、インターネットを利用
しペーパーレスで行うことを目的として、申請・届出等やその結果の通
知等が、真にその名義人 (申請者や行政機関の処分権者)によって
作成されたものか、申請書や通知文書の内容が改ざんされていない
かを確認する行政機関側の仕組みとして整備された政府認証基盤
(GPKI：Government Public Key Infrastructure)をいう。

全省庁統一資格（ぜんしょうちょうとういつしかく）

各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争（指名競
争）の入札参加資格（全省庁統一資格）をいう。
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調達ポータル 用語集
大分類
タ行

小分類
タ：

チ：

テ：

項目名

項目説明

代理人（だいりにん）

複代理人への委任権限を有する担当者または事業者の代表者や
複代理人への委任権限を有する担当者から、契約等に関する権限
の委任を受けた人をいう。

代表者（だいひょうしゃ）

事業者の代表権を持つ者をいう。

立会担当者（たちあいたんとうしゃ）

開札時に立会いを行う担当者をいう。

調達案件（ちょうたつあんけん）

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を
いう。

調達案件情報更新通知（ちょうたつあんけんじょうほうこうしんつう
ち）

官側利用者が公示情報を更新したことを通知するメール。

調達案件番号（ちょうたつあんけんばんごう）

政府電子調達システム（GEPS）で調達実施案件ごとに一意に付
与される番号をいう。官側利用者は、登録済の調達実施案件を検
索する場合や、落札された調達案件を検索し、契約案件を作成す
る場合などに使用する。
また、民側利用者は、入札業務を実施する際に調達案件を検索す
る場合に使用する。

電子証明書（でんししょうめいしょ）

利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられ
る事項が、当該利用者に係るものであることを証明するために作成す
る電磁的記録をいう。

電子署名（でんししょめい）

電磁的記録（電子文書）が改ざんされていないことを確認するため
に付与する、電子的な証をいう。本システムでは事業者に送付する
通知書や契約書に付与する。
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調達ポータル 用語集
大分類
ハ行

マ行

ラ行

小分類

項目名

項目説明

ヒ：

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 Identification
Number）をいう。

フ：

複代理人（ふくだいりにん）

代理人から業務を委任された者をいう。

マ：

マイナンバーカード（まいなんばーかーど）

公的個人認証を行う際に必要な電子証明書情報を格納したIC
チップカードをいう。
調達ポータルでは、「署名用電子証明書」及び「利用者証明用電
子証明書」を用いて個人認証を行う。

ミ：

民間認証局（みんかんにんしょうきょく）

調達ポータルで利用できる認定認証事業者をいう。

ラ：

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。

利用者更新完了通知（りようしゃこうしんかんりょうつうち）

更新した利用者情報がシステムに反映されたことを通知するメール。

リ：

利用者情報更新確認メール（りようしゃじょうほうこうしんかくにんめー ID・パスワード利用者がメールアドレスの変更を行った際に、システム
る）
から送信されるメール。本文に記載されたURLをクリックすることで、
利用者登録が完了しシステムを利用することが可能となる。
利用者申請受付通知（りようしゃしんせいうけつけつうち）

利用者情報の申請をシステムで受け付けたことを通知するメール。

利用者申請（再申請）受付通知（りようしゃしんせい（さいしんせ 利用者情報の再申請時における修正申請をシステムで受け付けた
い）うけつけつうち）
ことを通知するメール。
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調達ポータル 用語集
大分類
ラ行

小分類
リ：

項目名

項目説明

利用者申請（再申請）完了通知（りようしゃしんせい（さいしんせ 再申請した利用者情報が調達ポータルで利用可能となったことを通
い）かんりょうつうち）
知するメール。
利用者申請（再申請）差戻し通知（りようしゃしんせい（さいしん 利用者情報の再申請時に登録した利用者情報の申請内容または
せい）さしもどしつうち）
利用者情報の更新内容が差し戻されたことを通知するメール。
利用者申請（再申請）承認完了通知（りようしゃしんせい（さい 利用者情報の再申請時に登録した利用者情報の申請内容または
しんせい）しょうにんかんりょうつうち）
利用者情報の更新内容の承認がされたことを通知するメール。
利用者申請差戻し通知（りようしゃしんせいさしもどしつうち）

利用者情報の申請内容または利用者情報の更新内容が差し戻さ
れたことを通知するメール。

利用者申請承認完了通知（りようしゃしんせいしょうにんかんりょうつ 利用者情報の申請内容または利用者情報の更新内容の承認がさ
うち）
れたことを通知するメール。
利用者申請完了通知（りようしゃしんせいかんりょうつうち）

利用者情報の申請が完了したことを通知するメール。

利用者（代理人）更新通知（りようしゃ（だいりにん）こうしんつう 代理人の情報が更新されたことを通知するメール。
ち）
利用者（代理人）申請完了通知（りようしゃ（だいりにん）しんせ 代理人の利用者情報の申請が完了したことを通知するメール。
いかんりょうつうち）
利用者（代理人）登録通知（りようしゃ（だいりにん）とうろくつう 代理人の利用者情報の登録が完了したことを通知するメール。
ち）
利用者登録確認メール（りようしゃとうろくかくにんめーる）

ID・パスワードでの利用者登録時に利用者情報の登録をシステムが
受付けたことを通知するメール。本文に記載されたURLをクリックする
ことで、利用者登録が完了しシステムを利用することが可能となる。

利用者パスワード初期化メール（りようしゃぱすわーどしょきかめー
る）

ID・パスワード利用者がパスワードの初期化を行った際に、システムか
ら送信されるメール。本文に記載されたURLからパスワードの初期化
を行う。
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