
  長崎市 少額物品オープンカウンタ 
 

簡易認証利用者用 
 

Javaポリシーの設定マニュアル 

このマニュアルは、電子入札システム： 少額物品（ オープンカウンタ）を 

ICカードを使用せず、簡易認証（登録番号とパスワードでログイン）利用する 

事業者向けの資料です。                         

ICカードを使用する場合はこのマニュアルに示す設定は必要はありません。 

認証局（ICカード発行会社）が提示する設定を行ってください。 

注意 



オープンカウンタ 簡易認証利用者用 Javaポリシーの設定 
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＜Javaポリシー設定の流れ＞ 
お使いのパソコンの環境（適合バージョンのJavaのインストール有無等）に応じて手順が 

異なります。以下を参考に必要な作業を順番に行ってください。 

       適合外（不要な）バージョンのJavaがインストールされていますか？ チェック1 

Javaの自動アップデートを解除 
Ｐ．１４ 

  Javaポリシーの設定 
Ｐ．１８ 

適合外バージョンのJavaをアンインストール 
Ｐ．６ 

       適合バージョンのJavaがインストールされていますか？ 

適合バージョンのJavaをインストール 
Ｐ．８ 

はい いいえ 

はい いいえ 

Javaのインストール状況の確認 
Ｐ．３ 

チェック2 

Java例外サイト・リストの設定（JRE8をご利用の場合）  
Ｐ．２５ 

 



省略 

（参考）各種ツールのダウンロードについて 
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手順の中で必要なインストールファイルや設定ツール等は以下のホームページから 

ダウンロードしてください。 

 

『少額物品システム（オープンカウンタ）の運用について』 

URL：http://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/320000/321000/p024415.html 

※『入札・契約情報』ページ ⇒『事前準備（オープンカウンタ）』で開きます。 

 

 

Javaのインストールファイルの 
ダウンロード 
 

Javaポリシー設定ツールの 
ダウンロード 
 

http://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/320000/321000/p024415.html


電子入札システムを簡易認証でご利用頂く場合は、以下のバージョンのJava 実行環境（JRE）

がインストールされているパソコンで動作します。 

 
「Java7 Update15」「Java8  Update25」「Java8  Update65」 
   

お使いのパソコンでのインストール状況を確認し、必要に応じた作業を行ってください。 

（１）コントロールパネルを開きます。（Windowsのバージョンにより操作が異なります。） 

Windows Vista ／ Windows７ の場合 

①［Windows］ボタンをクリックします。 

 

②表示されたメニューから［コントロールパネ 

 ル］を選択します。 

 

 

Windows ８.１／ Windows１０ の場合 

右クリック 

①デスクトップ画面で[Windows] ボタンを 

   右クリック します。  

（またはキーボードの[Windows]   キー 

 を押したまま、[Ｘ]キーを押します。） 

 

②表示されたメニューから[コントロールパネ 

 ル(P)] を選択します。 

1 

2 

2 

1 

Java 実行環境 （JRE）のバージョンの確認 
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（2）インストールされているプログラムの一覧を開きます。 

①【コントロールパネル】から 

 ［プログラムのアンインストール］ 

 （または［プログラムと機能］）を 

 選択します。 
 

  

 

 

 

 

⇒【プログラムのアンインストール 

 または変更】画面が表示されます。 

②インストールされているJavaの 

 バージョンを確認します。 

 次ページを参照し、該当するケース 

 の作業へお進みください。 

この例でインストールされているJava実行環境は 

「バージョン８ アップデート25」 と 

「バージョン８ アップデート45」です。 
 

複数バージョンのJavaがインストールされている場合は、高位バージョンのJavaが

使用されます。 

高位バージョンが適合していない場合は、アンインストール（さらに必要に応じて

適合バージョンのインストール）を行ってください。 

ヒント 

1 

2 

4 

Java 実行環境 （JRE）のバージョンの確認 



       適合するバージョンの Javaだけがインストールされている場合  

Javaのアンインストールおよびインストールは不要です。 

Javaの自動アップデートを解除します。 

【プログラムのアンインストールまたは変更】画面を閉じ、 P.14へお進みください。 
 

       適合するバージョン以外のJavaがインストールされている場合  

適合バージョン以外のJavaはアンインストールが必要です。 

【プログラムのアンインストールまたは変更】画面を閉じずに、 P.6へお進みください。 
 

       いずれのバージョンのJavaもインストールされていない場合  

適合バージョンのJavaのインストールが必要です。 

【プログラムのアンインストールまたは変更】画面を閉じ、 P. 8へお進みください。 
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ケース2 

Java 実行環境 （JRE）のバージョンの確認 

Q1.Java実行環境が 

  インストールされていますか？  

Q2. 「Java7 Update15」 

  「 Java8 Update25 」 

  「 Java8 Update65 」 

  以外のJava実行環境が 

  インストールされていますか？  

ケース１へ 

ケース2へ 

ケース３へ 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

ケース1 

ケース3 

下記のうち、ご利用のパソコン環境に当てはまるケースの手順にお進みください。 



 

この作業は、適合するバージョン以外のJava 実行環境（JRE）がインストールされて 

いる場合、競合を避ける為に削除するものです。 

現在インストールされているJava 実行環境（JRE）を他のシステムで使用している場合、 

影響を及ぼす可能性があります。ご確認の上、削除を行ってください。 

削除できない場合は、別のパソコンで電子入札システムをご利用ください。  

注意 

（１）適合外（不要な）バージョンのJavaを削除します。 

①【プログラムのアンインストールまたは 

 変更】画面で削除したいバージョンの 

 Javaをクリックして選択します。 

 

②[ アンインストール］ボタンをクリック 

 します。 

 

③削除の確認画面が表示された場合 

 は、削除対象に間違いがないこと 

 を確認し、［ はい (Y)］ボタンを  

 クリックします。 

ヒント 【プログラムのアンインストールまたは変更】画面の表示方法はＰ.3 ～ 4を参照 

してください。 

1 

2 

3 

Java 実行環境（JRE）のアンインストール（削除） 
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削除対象に間違いがないことを 
必ず確認してください。 



以上で『Java実行環境（JRE）のアンインストール』は完了です。 

④プログラム一覧から削除対象のJavaの 

 表示が消えていることを確認します。 

Java 実行環境（JRE）のアンインストール（削除） 

他に適合バージョンのJavaがインストールされている場合 

他に適合バージョンのJavaがインストールされていない場合 

⇒続けて『適合バージョンのJavaをインストール』を行います。次ページにお進み 

 ください。 

⇒続けて『Javaの自動アップデートの解除』を行います。Ｐ.14にお進みください。 
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不要なJavaが複数ある場合は、①～④

の操作を繰り返してください。 

 

不要なJavaを全て削除したら画面を閉

じます。 

アンインストール中
の画面例です。 

⇒【プログラムのアンインストールまたは 

 変更】画面に戻ります。 

削除対象のJavaの表示が消えて

いることを確認。 

4 

左図のような確認画面が表示された場合は、

[ はい (Y) ]ボタンをクリックします。 



ご使用になるパソコンに適合バージョンのJava実行環境 （JRE）のインストールを行います。 

 

※Java実行環境（JRE）のインストールはダウンロードするだけでは完了しません。 

 以下の流れで設定してください。 

「インストールファイルのダウンロード」⇒「圧縮フォルダの解凍」⇒「インストール」 

 

※不要なJavaが存在する場合には、先にP.6 『 Java 実行環境 （JRE）のアンインストール 

（削除）』 の操作を行ってください。 

（１） Java実行環境（JRE）のインストールファイルをデスクトップにダウンロードします。 

⇒【ファイルのダウンロード】画面が 

  表示されます。 

②保存（名前を付けて保存）を選択します。 

 ※Internet Explorerのバージョンにより 

     操作が異なります。 

①【少額物品システム（オープンカウンタ） 

 の運用について】ページの 

 手順３ Javaポリシーの設定の項から 

 ［バージョン8アップデート25］を 

 クリックして選択します。 

1 

Java実行環境 （JRE）のインストール 

8 

 Internet Explorer 8 以下の場合 

[保存(S)]ボタンをクリックします。 
2 

以下、「Java8 Update25」をインストールする場合の手順を記載します。 

「Java7 Update15」「 Java8 Update65」をインストールする場合は、ファイル名等を読み替えて

ください。 



 Internet Explorer ９ 以上の場合 

[ 保存(S) ］ボタン横［ ▼ ］ボタンをクリックし、 
[名前をつけて保存 (A)］を選択します。 

2 

Java実行環境 （JRE）のインストール 
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 ［ 名前をつけて保存 (A)］を選択します。 

または 

③［保存する場所］にデスクトップを 

 選択します。 

 

④［ 保存 (S)］ボタンをクリックします。 

 
⇒ダウンロードが実行されます。 

「デスクトップ」を選択。 

4 

2 

⇒【名前を付けて保存】画面が表示されます。 

3 



［ 閉じる ］ボタンをクリックします。 

【ダウンロードの完了】画面が表示された場合は閉じます。 

 Internet Explorer 8 以下の場合 

 Internet Explorer ９ 以上の場合 

［ × ］ボタンをクリックします。 
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Java実行環境 （JRE）のインストール 

ヒント 

①対象の圧縮（zip）ファイルを選択し、 

 右クリックします。 

 

②表示されたメニューから[ すべて展開(T) ]を 

 選択します。 

右クリック 

1 

※圧縮（zip）ファイルのアイコンや解凍方法は一例です。ご利用のパソコン環境に応じた 

 操作を行ってください。 

2 

（２）ダウンロードした［ jre-8u25.zip ］（圧縮ファイル）を解凍します。 
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Java実行環境 （JRE）のインストール 

   [デスクトップ]を選択 

③[ 参照 (B) ]ボタンをクリックします。 

4 

④展開先の選択画面で[ デスクトップ ]を 

 選択します。 

 

⑤[ OK ]ボタンをクリックします。 

3 

5 

7 

⑥[ 完了時に展開されたファイルを表示する  

   (H) ]のチェックをはずします。 

 

⑦ [ 展開 (E) ]ボタンをクリックします。 

 

⇒デスクトップに解凍後のファイル  

 

 

 

          が作成されます。 

チェックをはずします。 

6 

⇒【圧縮（ZIP形式）フォルダーの展開】画面 

 が表示されます。 



    解凍したファイル [jre-8u25-windows-i586-iftw ] 

    をダブルクリック等で実行します。 

1 
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Java実行環境 （JRE）のインストール 

（3）Java実行環境 （JRE）をインストールします。 

   ※インストール作業はオンラインで実行されますので、インターネットに接続した状態で 

    操作してください。 

   ※インターネット接続状況によりインストールに40分程度時間を要する場合があります。 

①デスクトップに解凍した 

 ［ jre-8u25-windows-i586-iftw ] 

 （左図アイコン）をダブルクリック等 

 で実行します。 

 
 

 

左図のような確認画面が表示された場合 

は、[ はい (Y) ]ボタンをクリックします。 

 
 
 
 

②[ インストール(I) ]ボタンをクリック 
   します。 
 

変更しません。 
チェックは入れないで下さい。 2 

⇒【Javaのセットアップ】画面が表示されます。 
 



③インストール完了です。 

  [ 閉じる (C) ] ボタンをクリックして 

    画面を閉じます。 

以上で『Java 実行環境（JRE）のインストール』は完了です。 

3 
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Java実行環境 （JRE）のインストール 

ヒント 下図のような【Javaのバージョン確認】ページが表示された場合は[ × ]ボタンを 

クリックして閉じてください。 

インストール中の画面例です。 

⇒【Javaセットアップ-完了】画面が表示されます。 

[ × ]ボタンをクリックして 

閉じます。 



Java 実行環境（JRE）の自動アップデートの解除 

 Windows Vista ／ Windows７の場合 

①［ スタートボタン ］をクリックします。 

 

②表示されたメニューから［ コンピューター] 

を選択します。 

    

 

 

 （1）ローカルディスクを開きます。（Windowsのバージョンにより操作が異なります。） 

    

 

 

Java実行環境（JRE）には最新バージョンへ自動アップデートする機能がありますが、 

電子入札システムに適合しないバージョンに更新すると不具合（時計が表示されないなど）

が生じる場合があります。 

ここで説明する手順で、自動アップデートを無効にしてください。 

    【コントロールパネル】から【Javaコントロールパネル】を開いて設定を      
    行っても、自動アップデートは解除できません。 
    必ず、以下に示す手順で設定を行ってください。 

 

1 

14 

 Windows ８.１ ／ Windows10 の場合 

右クリック 

①デスクトップ画面で[ Windows ] ボタンを 

   右クリック します。 

 （またはキーボードの[Windows]   キー 

 を押したまま、[ Ｘ ]キーを押します。） 

 

 

②表示されたメニューから 

   [ エクスプローラー(E) ] を選択します。 

 

1 

2 

2 

注意 



Java 実行環境（JRE）の自動アップデートの解除 

 ③［ローカルディスク（C）］を開きます。 

 

  ※お使いのパソコンによりドライブ名は 

   異なります。 

     

    

 

 

15 

3 

① [ Program Files(x86) ]が存在する場合 

   は [ Program Files(x86) ]を、 

   無ければ[ Program Files ]を開きます。 

        

 

 

[ Program Files ]のみの場合 

・・・ [ Program Files ]を選択 

 

[ Program Files ]と[ Program Files(x86) ]が存在する場合 

・・・ [ Program Files(x86) ]を選択 

 （2）Javaコントロールパネルを開きます。 

    

 

 

1 

②以下の順でフォルダを開きます。 

    [ Java ] 

⇒[ jre1.8.0_XX(またはJRE7) ］

⇒[ bin ]    

 

 

2 

ご利用のJavaのバージョンにより異なります。 

Java7_XXをご利用の場合・・・・・［ jre7 ］ 

Java8_XXをご利用の場合・・・・・［ jre1.8.0_XX］ 
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Java 実行環境（JRE）の自動アップデートの解除 

③ [ bin ] フォルダ内の［ javacpl ］を選択し、 

 右クリックします。 

 

④表示されたメニューから 

 [管理者として実行(A)]を選択します。  

 

 

右クリック 

3 

チェックをはずします。 
 

①【Javaコントロールパネル】の 

 [更新]タブを選択します。 

 

②[ 更新を自動的にチェック ]のチェックを 

 はずします。 
 
 

 

 

 （3）Javaの自動アップデートを解除します。 

    

 

 

1 

2 

4 

 

左図のような確認画面が表示された場合 

は、[ はい(Y) ]ボタンをクリックします。 
 
 
 
 



 ④「更新を自動的にチェック」にチェックが 

  入ってないことを確認し、[ 適用 (A)] 

      ボタンをクリックします。 

  

   ⑤［ × ］ボタンをクリックして【Javaコン 

  トロールパネル】を閉じます。 

 

  開いていた各フォルダも［ × ］ボタンを 

  クリックして閉じます。 

 
  ⇒【警告メッセージ】が表示されます。 
 

 ③［ チェックしない ］ボタンをクリック 

  します。 

 

 

以上で『Java実行環境（JRE）の自動アップデートの解除』は完了です。 

3 
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4 

Java 実行環境（JRE）の自動アップデートの解除 

5 

  ⇒【Javaコントロールパネル】に戻ります。 



（１）本番環境用のJavaポリシー設定ツールをダウンロードします。 

①【少額物品システム（オープンカウンタ）の 

 運用について】ページの 

 手順３ Javaポリシーの設定の項 

 [ Javaポリシー設定ツール（本番環境用）]を 

 クリックして選択します。 

1 

Javaポリシーの設定（本番環境） 

18 

 

Java実行環境（JRE）の動作を制御する「Javaポリシー」に長崎市のURL（本番環境）を 

設定します。 

 

※Javaポリシーの設定は「Javaポリシー設定ツール」をダウンロードするだけでは 

 完了しません。以下の流れで設定を行ってください。 

 「設定ツールのダウンロード」→「圧縮フォルダの解凍」→「Javaポリシーの設定」 

 

 Internet Explorer 8 以下の場合 

[ 保存(S) ]ボタンをクリックします。 

2 

⇒【ファイルのダウンロード】画面が 

  表示されます。 

 

②保存（名前を付けて保存）を選択します。 

 ※Internet Explorerのバージョンにより 

  操作が異なります。 



4 

 Internet Explorer ９ 以上の場合 

[ 保存(S) ]ボタン横［ ▼ ］ボタンをクリックして 

[ 名前をつけて保存(A) ]を選択します。 

2 
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［ 名前をつけて保存(A) ］を選択します。 

または 

③［保存する場所］にデスクトップを 

 選択します。 

 

④［ 保存(S) ］ボタンをクリックします。 

 

⇒ダウンロードが実行されます。 

3 

Javaポリシーの設定（本番環境） 

「デスクトップ」を選択。 

2 

⇒【名前を付けて保存】画面が表示されます。 



ダウンロードの完了画面が表示された場合は閉じます。 

 Internet Explorer 8 以下の場合 

 Internet Explorer ９ 以上の場合 

［ × ］ボタンをクリックします。 
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ヒント 

Javaポリシーの設定（本番環境） 

（２）ダウンロードした［ PolicyTool.zip ］（圧縮ファイル）を解凍します。 

 右クリック 1 

※圧縮（zip）ファイルのアイコンや解凍方法は一例です。お使いのパソコン環境に応じた 

 操作を行ってください。 

2 

①対象の圧縮（zip）ファイルを選択し、 

 右クリックします。 

 

②表示されたメニューから[ すべて展開 (T)] 

   を選択します。 

［ 閉じる ］ボタンをクリックします。 
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   [デスクトップ]を選択。 

③[ 参照(B) ]ボタンをクリックします。 

4 

④展開先の選択画面で[ デスクトップ ]を 

 選択します。 

 

⑤[ OK ]ボタンをクリックします。 

3 

5 

Javaポリシーの設定（本番環境） 

7 

チェックをはずします。 

⑥[ 完了時に展開されたファイルを表示する 

   (H) ]のチェックをはずします。 

 

⑦ [ 展開(E) ]ボタンをクリックします。 

 

⇒デスクトップに解凍後のファイル  

 

 

 

          が作成されます。 

6 

⇒【圧縮（ZIP形式）フォルダーの展開】 

     画面が表示されます。 



①解凍後のフォルダ［Policy Tool] 
 を開きます。 
 
 

 解凍したフォルダ [ Policy Tool ]を開く 

1 
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（３）本番環境用のJavaポリシーの設定を行います。 

 右クリック    
２ 

② ［ Policy設定 ］を選択し、右クリック 

 します。 

 

③ 表示されたメニューから 

  [ 管理者として実行(A) ]を選択します。 

 

   

 

３ 

Javaポリシーの設定（本番環境） 

 

左図のような確認画面が表示された場合 

は、[ はい (Y)]ボタンをクリックします。 
 
 
 
 



Javaポリシーの設定（本番環境） 

⇒設定ツールが起動します。 

ア 

イ 

4 

ア 発注機関名称 ：長崎市電子入札 
イ 発注機関URL：    
  https://nyusatsu.nyusatsu.city.nagasaki.lg.jp/CALS/ 
 
上記が入力されていることを確認し［ 登録 ］ボタンをクリックします。  

5 

⇒登録確認のメッセージが表示されます。 

⑥［OK］ボタンをクリックします。 

6 

⑦登録済み発注機関に「長崎市電子入 

 札」が追加されていることを確認し、 

 [ 終了 ]ボタンをクリックします。 

 

 プロンプト画面（黒い画面）と開い 

 ていたフォルダも ［ × ］ボタンを 

   クリックして閉じます。 
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④設定内容を確認し［ 登録 ］ボタンを 
  クリックします。 

⑤［ はい (Y)］ボタンをクリックします。 

⇒登録完了メッセージが表示されます。 

⇒java.policyファイル設定ツールが 
 表示されます。 



以上で『Javaポリシー設定（本番環境用）』は完了です。 

24 

Javaポリシーの設定（本番環境） 

【 java.policyファイル設定ツール】が表示されず以下のメッセージが表示された 

場合は、Javaを利用するための環境設定が必要です。 

 
環境設定の手順についてはヘルプデスク（095-829-1360）にお問い合わせください。 

ヒント 

 

登録時に以下のメッセージが表示された場合は、【 java.policyファイル設定ツール】が

正常に起動していません。22ページを参照して起動しなおし、設定をおこなっててくだ

さい。 

ヒント 

JRE8を利用する場合 

⇒『Java例外サイト・リストの設定』を行います。次ページにお進みください。 

[ ＯＫ ]ボタンをクリックし閉じます。 



（JRE8利用の場合） Java 例外サイト・リストの設定 

 
Javaのセキュリティ強化にともない「JRE8」 をご利用いただくためには、 

長崎市電子入札システムのURLを「例外サイト・リスト」に登録する必要があります。 

 
本番環境URL：https://nyusatsu.nyusatsu.city.nagasaki.lg.jp/CALS/ 
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 Windows Vista ／ Windows7 の場合 

①［ Windows ］ボタンをクリックします。 

 

②表示されたメニューから[ コントロールパネ 

 ル ]を選択します。 

右クリック 

①デスクトップ画面で[ Windows ] ボタンを 

   右クリック します。 

 （またはキーボードの[Windows]   キー 

 を押したまま、[ Ｘ ]キーを押します。） 
 

②表示されたメニューから[ コントロールパネ 

 ル(P) ]を選択します。 

1 

2 

2 

1 

（１）コントロールパネルを開きます。（Windowsのバージョンにより操作が異なります。） 

 Windows ８.１ ／ Windows10 の場合 



①【コントロールパネル】から 

 [ Java ]のアイコンをダブルクリック 

 します。 
 

コントロールパネルに[ Java ]のアイコンが表示されていない場合は、 

以下の手順でコントロールパネルの表示方法を変更してください。 

ヒント 
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 （2）Javaコントロールパネルを開きます。 

    

 

 

 Windows Vista の場合 

画面右上の表示方法を 

「大きいアイコン(L)」に変更します。 

1 

 Windows7 ／ Windows8.1 ／ Windows10の場合 

「クラシック表示」を選択します。 

  ⇒【Javaコントロールパネル】画面が 

   表示されます。 

 

（JRE8利用の場合） Java 例外サイト・リストの設定 



 ①【Javaコントロールパネル】で 

  [ セキュリティ ]タブを選択します。  
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② [ サイト・リストの編集(S) ]ボタンを 

   クリックします。 

1 

 （2）Javaの例外サイト・リストを登録します。 

    

 

 

2 

⇒【例外サイト・リスト】画面が表示され 

    ます。 

 

③［追加(A)］ボタンをクリック 

    します。  

    

 

 

3 
※すでに登録されているデータが 

 ある場合は、上書きや削除をしない 

 ようにご注意ください。 

（JRE8利用の場合） Java 例外サイト・リストの設定 
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電子入札システムのURLを『コピー＆貼り付け』で入力する場合の注意点 

入力ミスを防止するために、この資料からＵＲＬをコピーし入力域に貼り付けることを 

おすすめします。その際『貼り付け』操作はキーボードの[ Ctrl ]キーを押したまま

[ V ]キーを押してください。 

ショートカットメニュー（右クリック）の［貼り付け(P)］は使用できません。  

ヒント 

 ⑤[ ＯＫ ]ボタンをクリックし、 

 【例外サイト・リスト】画面を 

  閉じます。 

  

  

 

 ④新しく入力可能となった行に 

  長崎市の電子入札システムの 

  本番環境用URL(左図参照）を 

  入力します。 
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 ⑥[ OK ]ボタンをクリックし【Javaコント 

  ロールパネル】を閉じます。  

    

 

 

https://nyusatsu.nyusatsu.city.nagasaki.lg.jp/CALS 
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https://nyusatsu.nyusatsu.city.nagasaki.lg.jp/CALS/ 

 ⑦【コントロールパネル】も［×］ボタンを 

 クリックして閉じます。  

    

 

 

以上で『Java例外サイト・リストの設定』は完了です。 

以下の本番環境用のURLを入力します。（『コピー&貼り付け』をお勧めします。） 

https://nyusatsu.nyusatsu.city.nagasaki.lg.jp/CALS/ 
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（JRE8利用の場合） Java 例外サイト・リストの設定 


