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建設ＣＡＬＳ／ＥＣ建設ＣＡＬＳ／ＥＣ

1998.12 「建設事業におけるＣＡＬＳ/ＥＣ」（建設省 木下誠也）より

建設ＣＡＬＳ／ＥＣ建設ＣＡＬＳ／ＥＣ
ペーパーレス化とデータの共有による事業活動の統合化
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ＣＡＬＳとはＣＡＬＳとは??

1998.12 「建設事業におけるＣＡＬＳ/ＥＣ」（建設省 木下誠也）より

ＣＡＬＳとはＣＡＬＳとは??
ＣＡＬＳの変遷

1985 ― Computer Aided Logistic Support
1988 ― Computer-aided Acquisition and Logistic1988 Computer-aided Acquisition and Logistic 

Support
1993 Continuous Acquisition and Life cycle1993 ― Continuous Acquisition and Life-cycle

Support
1994 C At Li ht S d1994 ― Commerce At Light Speed

デジタル情報の共有による事業活動の統合化

ＣＡＬＳとは、
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デジタル情報の共有による事業活動の統合化



CALS―米国情報ネットワークの脅威
石黒 憲彦 (著)石黒 憲彦 (著) 
奥田 耕士 (著) 

1995/2/1                     
単行本: 200ページ

社 業新 社出版社: 日刊工業新聞社

4http://www.amazon.co.jp/石黒-憲彦/e/B001I7NP6U



建設ＣＡＬＳのはじまり
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1995.2 「建設業界」
2002.6.26｢ＣＡＬＳとは何か？ ｣（畑 久仁昭）より



建設省の取り組み建設省の取り組み

1998.12 「建設事業におけるＣＡＬＳ/ＥＣ」（建設省 木下誠也）より

建設省の取り組み建設省の取り組み

１９９５年５月： 建設ＣＡＬＳ研究会設置１９９５年５月： 建設ＣＡＬＳ研究会設置

１９９６年５月： ２０１０年を目標とする整備
基本構想発表

１９９６年１１月： 建設ＣＡＬＳ/ＥＣ関係省庁１９９６年１１月： 建設ＣＡＬＳ/ＥＣ関係省庁

連絡会の設置

１９９７年６月： ２００４年を目標とするアク
ションプログラム発表ションプ グラ 発表

１９９６年～ 実証フィールド実験を展開

6

１９９８年４月：１９９８年４月： プロジェクトマネジメント研究会プロジェクトマネジメント研究会



1998.12 「建設事業におけるＣＡＬＳ/ＥＣ」（建設省 木下誠也）より

Ｅ Ｃ と はＥ Ｃ と は ？？

（ ）とはＥＣ（Electronic Commerce）とは、

ＥＤＩ（電子デ タ交換） 電子メＥＤＩ（電子データ交換）、電子メー

ル 電子掲示板等の情報技術を活ル、電子掲示板等の情報技術を活

用したペーパレスによる企業情報用 業情報

の交換。
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設計 積算 ズ設計 積算 ズ

1998.12 「建設事業におけるＣＡＬＳ/ＥＣ」（建設省 木下誠也）より

設計・積算フェーズ設計・積算フェーズ

ＣＡＤ等の標準化

ＣＡＤデータの数量計算自動数量計算
による自動積算システムの開発

積算単価の
データベース化
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入札・契約フェ ズ

1998.12 「建設事業におけるＣＡＬＳ/ＥＣ」（建設省 木下誠也）より

入札・契約フェーズ
調達情報の 電子調達システム調達情報の

ホームページ掲載
電子調達システム

の一部導入 すべての事業に
電子調達システム

を導入

クリアリングハウス
の構築 資格審査申請の構築

インターネット上に存在する調達情
報を網羅的に検索可能とするＤＢを

資格審査申請
のオンライン化

報を網羅的に検索可能とするＤＢを
構築し，調達情報へのアクセスの
利便性を高める．

公共調達公共調達
コンソーシアム
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９５年 ９６年 ９７年 ９８ 年 ９９年 ２０００年 ０１年 ０２年 ０３年 ０４年



施工フェーズ施工フェーズ

1998.12 「建設事業におけるＣＡＬＳ/ＥＣ」（建設省 木下誠也）より

施工フェ ズ施工フェ ズ

施工関係情報の共有
発注者発注者

住民

建設コンサルタント等

関係機関関係機関
元請業者 下請業者 資材納入業者
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維持・管理フェ ズ維持・管理フェ ズ

1998.12 「建設事業におけるＣＡＬＳ/ＥＣ」（建設省 木下誠也）より

維持・管理フェーズ維持・管理フェーズ

ＧＩＳを用いた施設情報の管理ＧＩＳを用いた施設情報の管理

施設の遠隔自動操作システム施設の遠隔自動操作システム

・

施設の遠隔自動操作システム施設の遠隔自動操作システム

現場パトロール情報の伝達システム現場パトロール情報の伝達システム

管理情報のデータベースシステム管理情報のデータベースシステム管理情報のデ タベ スシステム管理情報のデ タベ スシステム

申請書のオンライン提出申請書のオンライン提出

申請審査結果のオンライン通知申請審査結果のオンライン通知
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申請審査結果のオンライン通知申請審査結果のオンライン通知



1998.12 「建設事業におけるＣＡＬＳ/ＥＣ」（建設省 木下誠也）より

ＣＡＬＳＣＡＬＳ//ＥＣのゴールＥＣのゴールＣＡＬＳＣＡＬＳ//ＥＣのゴ ルＥＣのゴ ル

２００４年 建設省のすべての事業に
ＣＡＬＳ/ＥＣを導入ＣＡＬＳ/ＥＣを導入

２０１０年 我が国のすべての公共事
業 を導入業にＣＡＬＳ/ＥＣを導入
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プロジ クトマネジメントとは？プロジ クトマネジメントとは？

1998.12 「建設事業におけるＣＡＬＳ/ＥＣ」（建設省 木下誠也）より

プロジェクトマネジメントとは？プロジェクトマネジメントとは？

プロジ クトの目的を達成するためにプロジェクトの目的を達成するために、
そのプロジェクトについてプラニング、
モニタリング、コントロールなどを行う
ことこと

Cost Management

Ti M tQuality Management Time Management

プロジェクトマネジメント
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Risk Management
Human Resource Management



ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへのＰＭ適用ｲﾒｰｼﾞｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへのＰＭ適用ｲﾒｰｼﾞ

1998.12 「建設事業におけるＣＡＬＳ/ＥＣ」（建設省 木下誠也）より

ｱｸｼｮﾝﾌ ﾛｸ ﾗﾑ のＰＭ適用ｲﾒ ｼｱｸｼｮﾝﾌ ﾛｸ ﾗﾑ のＰＭ適用ｲﾒ ｼ
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究極のＣＡＬＳ究極のＣＡＬＳ//ＥＣへ！ＥＣへ！究極のＣＡＬＳ究極のＣＡＬＳ//ＥＣへ！ＥＣへ！

調査・計画 設計・積算 施 工 維持管理

電子入札 監督・検査
工程

電子入札 監督 検査
工程

スト ジ
予算

コスト

品質

マネジメント
[現場]マネジメント

マネジメント品質 [現場]
[事務所]マネジメント

[整備局]マネジメント
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[整備局]
[本省]


