
国土交通省事業では、平成13年度より電子入札、電子

納品が開始されるなど、CALS/ECの展開が本格化してき

ました。このような中、JACICは建設業界の情報化の実態

調査とJACICの関連業務のニーズ調査を行い、その調査結

果を公表して、建設業界の情報化の促進に寄与し、合わ

せて皆様方のニーズに合ったサービスを提供できるよう

努力してまいりたいと考え、平成14年２月に建設関連の

民間業者を対象に情報化に関する調査を実施しました。

以下に本調査の実施概要について、報告いたします。

１．調査概要

調査時期：平成14年２月

調査対象：建設会社（土木・建築工事業、専門会社）

および建設コンサルタント会社

回収状況：回答数/発送数（回収率）

建設会社・・・・・・・・647/1700（38.1%）

建設コンサルタント会社・・・128/300（42.7%）

調査方法：調査票の郵送による自記入方式

調査項目：

２．調査結果

本調査より得られた主な結果は以下のとおりです。

【情報化部署】

・建設コンサルタント会社では45%の企業が情報化

推進部署を設置もしくは設置を検討しているが、

建設会社は20％未満となっている。

【PC設置台数】

・建設会社では従業員数100人以上では1台/人の状況

に近く、事務系よりは技術系に設置される台数が

多い。

・建設コンサルタント会社では建設会社に比べて、

特に技術系への設置台数が多い傾向にある。

【情報化への取り組み】

・建設業者では資本金で５千万円以上、従業員数で

100人以上の企業で取り組みが進んでいる。

・建設コンサルタント会社では建設会社と比べ、資

本金、従業員数による明確な傾向がない。

【ソフト関連】

・CADソフトは、土木系、建築系、機械系等とその

使用目的でソフトが分かれる。

【インターネット関連】

・建設会社においては資本金５千万円、従業員数100

人以上の企業で社内外の情報交換、メール、イン

ターネットの利用等が活発に行われており、また

サーバー管理、不正アクセスやウィルス対策にも

進んで取り組んでいる。

・建設コンサルタント会社では建設会社に比べ、資

本金、従業員数による明確な傾向がない。

【CALS/EC関連】

・CALS/ECは本格的に開始されたばかりであり、自

治体の動向にあわせて取り組むケースが多い。

・具体的な取り組み方法としては社内や外部機関の

教育コースを受講するケースが多く、次いで対応

ソフトの充実やインフラ整備等が続く。

【JACIC関連事業】

・JACIC NETでよく利用されているメニューは

CORINS/TECRIS検索、発注情報（工事/業務等）、

今日のニュースである。

３．今後の展開

本調査は今回が初の試みでしたが、今後は継続的に調

査を実施し、時系列による分析を行うなど、情報化の動

向を的確に捉え、情報化の促進等に寄与していきたいと

考えています。

また、本調査の結果をホームページ上（http://www.

jacic.or.jp/）でも公開する予定ですので、どうぞご覧く

ださい。

（情報管理部　副参事　吉田吉孝、山本和史）
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2003年度より国土交通省の工事等に電子入札を全面的に導

入することが公表されたことから、発注者・受注者双方より

練習への要望や、地方公共団体が電子入札を導入する前段と

しての試行の要望が高まっています。これに対応するため、

現在運用中の電子入札システムを活用した練習・試行環境の

整備を進めています。

１．国土交通省電子入札の練習環境の提供

あらかじめ用意されたシナリオに基づき、国土交通省工事

事務所等の入札担当者が発注者役、地方整備局から募集した

練習参加希望の応札業者が受注者役となり、発注者役が登録

した仮想案件を使用して、受発注者間のやりとりにより落札

までの電子入札全体のプロセスを予行練習できるものです。

電子認証ICカードは受注者、発注者とも国土交通省指定の認

定認証局から発行されたICカードを用意して頂きそれを使用

します。e-BISCセンターにアクセスする回線は、国土交通省

は建設行政ＷＡＮ（旧建設省系ネットワーク）、応札者はイ

ンターネットを使用します。

実際運用している電子入札との違いは、仮想案件であるこ

と、応札者が決まっていること、実際の入札手続きの必要日

数を短縮していることなどのシナリオが用意されていること

のみで、使用する回線、電子認証ICカードも本案件と同様で

す。６月から12月までの実施を予定しています。詳細につい

ては、国土交通省から発表される予定です。

２．地方公共団体電子入札の試行

地方公共団体と地方公共団体が指名した応札業者との間で

通常型指名競争入札方式の電子入札を実際に行っていただき

ます。電子認証ICカードは受注者、発注者とも国土交通省が

事前に用意し、無償で貸与するものを使用します。また、国

土交通省指定の認定認証局から発行されたICカードでも使用

できます。e-BISCセンターにアクセスする回線は、地方公共

団体はＬＧＷＡＮ（地方自治体総合行政ネットワーク）、応

札者はインターネットを使用します。

実際運用している電子入札システムを、電子入札の本格導

入前の試行として活用いただく仕組みです。６月から12月ま

での実施を予定していますので、詳細は電子入札コアシステ

ム開発コンソーシアム事務局のホームページ（http://www.

cals.jacic.or.jp/coreconso/）をご覧下さい。

３．Web版チュートリアル

インターネットを使用して電子入札の画面遷移の確認とデ

ータの入力を行うことのできる「電子入札システムWeb版チ

ュートリアル」をe - B I S Cセンターのホームページ

（http://www.e-bisc.go.jp）上で、５月９日より24時間提供し

ています。

（CALS/EC部　主任研究員　中川和巳）
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電子納品の中のＸＭＬ
－ XMLコラム【第３回】－

平成13年度より国土交通省直轄工事における電子納品が一

部始まりましたが、この中においてXMLを活用した文書が

使われていることは、皆さんご存知だと思います。電子納品

の中身は、幾つかの管理ファイルとオリジナルファイルを入

れたフォルダー等によって構成にすることが電子納品要領で

決められておりますが、一番上の「業務管理ファイル」また

は「工事管理ファイル」などでXMLファイルが使用されて

いるということです。

電子納品されたものは「電子納品保管管理システム」で管

理されますが、ファイルを有効活用するためには、そのファ

イルを「検索」出来ることが重要な機能となっています。こ

の検索機能を支えている中心的な仕掛けにXMLの記述が使

用されているという仕組みです。

電子納品要領の中で使用されている「管理項目」という用

語は、地図関係の人が良く使う「メタデータ」という言葉と

ほぼ同義語です。簡単に言えば中身を説明した「ラベル」の

ようなものです。

管理項目の中にある項目の幾つかが判明していれば、それ

を使って検索が出来る仕掛けになっております。

この検索システムは、XMLを採用しなくても多分構築出

来たと思われます。しかし電子納品の基本的な仕組みを検討

する段階で、国土交通省（当時はまだ建設省）はＸＭＬの採

用を決断しました。

これは非常に先見性のある判断だったと思われます。ほん

・本運用案件�
・仮想案件�

・試行案件�

電子入札システム練習環境イメージ図



の４年ほど前までは、XMLの技術というのは、理論が先行

していて、実用には殆ど使われてなかった時代です。「XML

を使用すればこんなことが出来る」という専門家の宣伝がセ

ミナー・雑誌等で盛んに行われ、その周辺にいる我々は半信

半疑ながらも、アメリカの民間団体で構成されたコンソーシ

アム（W3C）で提唱しているのだから、世界の潮流になるの

かも知れないな、とぼんやり感じているような時期だったと

思います。

この時期に直轄工事の電子納品にXMLを採用した、という

のは、結果的には大成功だったと思われますし、民間に対す

るこの影響も非常に大きかったものと思われます。

ただ、今となってはXMLを活用して出来ることの内、電

子納品で使用されている機能はかなり限定的であり、少し周

辺のインフラが良くなればさらに拡張的な機能も付加されて

いくのであろうと考えております。統合データベースの時代

を迎えた時は、このXMLを採用したことがさらに威力を発

揮していくものになることは確実だと思われます。

（標準部　ＸＭＬチーム　河内　康）
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JACIC通信

通船川・松崎地区「まちの川ワークショップ」
－ GISノートでサポート －

平成14年１月26日新潟市で、住民と行政が共同で河川の整
備に取り組む通船川・松崎地区「まちの川ワークショップ」
が開催されました。JACICは、独自に開発した教育用GISソ
フト「GISノート」を提供して運営に協力しました。
市内のショッピングセンターの一角を借りて開催されたワ

ークショップに参加した人は、松崎地区住民を中心に、新潟
県新潟土木事務所職員など約50名、週末ということもあって
その周辺に、買い物客が大勢集まって来ました。当日は、こ
れまでの活動の成果が発表されたのですが、特に注目された
のは地元の牡丹山小学校５年生３人による「GISノート」を
使ったプレゼンテーションでした。
「GISノート」には、周辺の地図データ「JACIC TOWN」

が取り込まれていて、子供たちには、そこで生活することと
して、通船川と新しいまちの利用イメージを考えてもらいま
した。川沿いの散歩道、案内看板、カヌー遊びやバードウオ
ッチングの場所、自分たちの家、近所に欲しいコンビニ、回

転寿司、本屋等々なかなか楽しいまち並みになりました。
もともと「まちの川ワークショップ」では、GISを調査ツ

ールとして使ってみたら、というアイディアがありました。
たまたま土木事務所の担当者が、インターネットで「GISノ
ート」を探しあてて、JACICに提供を申し込まれてきました。
「GISノート」は大きな空間イメージをつかみやすく、将

来の姿をシミュレーションできることが、ワークショップの
取り組みに打って付けであったことと、ここに参加する子供
たちの関心をつなぎ止めるために、好都合だったそうです。
今回、「まちの川ワークショップ」で私たちが想定したよ

りも幼い子供たちが、GISを使いこなしてくれたことは嬉し
い驚きでした。GISも意外と、身近なところに根付きつつあ
るように思いました。今後も「GISノート」の無償配布を始
めとして、さまざまな機会、方法でGIS普及の一助になるよ
う心がけていきます。

（研究第3部　主任研究員　槇本純夫）

特集「多様な入札契約方式」

わが国における公共工事の入札契約制度に関しては、現在

までに、数回にわたり中央建設業審議会（以下、中建審とい

う）から建議がなされ改善が図られてきています。

国土交通省においても、平成５年12月の中建審の建議を受

け、平成６年度より一定規模以上の工事について一般競争入

札方式を本格的に採用するとともに、指名競争入札方式の改

善を実施されています。その後においても、平成10年の中建

審の建議を受け、価格のみならず技術による競争を促進する

観点から、工事の内容や難易度に応じて民間企業の技術力を

活用する多様な入札契約方式として、総合評価落札方式、設

計・施工一括発注方式、VE方式等の導入を推進されています。

さらには、平成10年頃から舗装工事において性能規定発注

方式が実施されております。このように、民間技術を活用す

ることにより、公共工事の目的物の機能と品質の確保の両立

を図りつつコスト縮減を推進されています。

このような状況のもと、JACIC情報では技術力を考慮した

「多様な入札契約方式」を特集テーマとして、これに関する

国土交通省での取り組みの状況や今後の方針、地方整備局で

の試行事例等を紹介します。

JACIC情報のご購入および定期購読される方は、当センタ

ーまでご連絡下さい（定価：1,050円/冊（税込み）＋送料）。

（企画調整部　参事　徳重政志）

「JACIC情報66号」を６月下旬発刊



JACICホームページではJACIC業務の情報、建設関連の情報

などを提供しています。最近では新規コンテンツのリリースや

英語サイトの充実化を図っており、また動画・音声による高度

な情報発信を近日開始する予定としております。

以下に平成13年以降にリリースしました新規コンテンツを

お知らせいたします。

（ ）内はURLを表します。

（１）ダウンロードコーナー

（http://www.jacic.or.jp/download/download.html）

JACICサイト内にあるダウンロードデータを一元的に集

めたサイト。平成13年11月よりサービス開始。

（２）英語サイト

(http://www.jacic.or.jp/english-top/e-jacic-top.htm)

JACICホームページの英語版。平成14年１月よりサービ

ス開始。

（３） JACIC用語集

（http://www.jacic.or.jp/yougo/frameset.html）

JACICの事業に関連の深い用語を集めたサイト。平成14

年２月よりサービス開始。

（４）研究発表会

（http://www.jacic.or.jp/kenkyu/index.html）

毎年開催されている建設情報研究所 研究発表会のサイ

ト。平成14年４月よりサービス開始。

（５）海外サイトの追加（http://www.jacic.or.jp/portal/）

建設ポータルサイト「建設総合案内所」に海外サイトを

追加した。平成14年５月よりサービス開始。

（６）建設博物館

（http://www.c-museum.jacic.or.jp/）

好評を博したインターネット博覧会「インパク」に出展

したサイトを、引き続き「建設博物館」と称して、提供

中。

（７）動画・音声配信サービス（URLは未定）

平成14年７月よりストリーミング技術を使用した動画・

音声配信を開始予定。

また、 よりよいサイトを目指して、JACICホームページ上

で随時アンケートを実施する予定です。皆様のJACICホームペ

ージに対するご意見・ご要望をいただけましたら、幸いです。

（情報管理部　副参事　山本和史）
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第１回JACICセミナー開催のご案内
この度JACICでは、当センターが実施している業務に関係

する情報技術に関する基調講演と解説講演で構成する

「JACICセミナー」を開催することにしました。

第１回開催内容は下記のとおりです。多くの皆様の御参加

をお待ちしております。

受付は５月より開始しておりますので、お申し込みの際は

受付状況をお問い合わせ後、当センターのホームページから

参加申込書をダウンロードし必要事項をご記入のうえ、企画

調整部（TEL : 03-3584-2404 FAX：03-3505-2966）までご送

付ください。なお、定員になりしだい締切とさせていただき

ますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。

JACICセミナー開催内容

開催日：平成14年６月19日（水）

会　場：砂防會舘別館　木曽

東京都千代田区平河町2-7-5

時　間：13 : 30～16 : 30

定　員：100名（無料）

内　容：以下の講演を予定しております。

●基調講演「公共事業へのBPR適用に向けて」

国土交通省国土技術政策総合研究所

高度情報化研究センター

情報基盤研究室長　奥谷　正

●講演「CALS/ECの推進とBPR～JACICの取組み～」

財団法人　日本建築情報総合センター　

CALS/EC部長　寺川　陽

※ BPR：Business Process Re-engineering

ビジネスを行っている現状すなわち、製品の研究開発、製

造工程、原価、品質、サービス、製品の提供行程など、業務

全体を対象として効率や生産性を劇的に改善するために業務

全体を根本的に見直し、再構築すること。以前からあった

TQCが部門内の日常的な業務改善であるのに対して、BPRは企

業活動全体を対象とした総括的な改革である。

（日経BPデジタル大辞典より抜粋）

（企画調整部　参事　徳重政志）

JACICホームページのお知らせ


