
ニュースと解説

現在、CORINSへ登録する工事は請負金額2,500万円

以上の公共工事ですが、平成14年10月１日から

CORINSへの登録は請負金額500万円以上の公共工事が

対象となります。

◆請負金額2,500万円以上の公共工事の場合

現在のCORINSと同じ運用となります。１契約工

事につき、工事を受注したときに行う「受注時登録」

と工事が竣工するときに行う「竣工時登録」の２回

の登録が必要です。また、施工途中に「請負金額」、

「工期」、「技術者の配置」などに変更があった場合

は、「途中変更時登録」が必要となります。

◆請負金額500万円以上2,500万円未満の公共工事の場合

平成14年10月１日以降に発注される公共工事が対

象となります。１契約工事につき、工事を受注した

ときに行う「受注時登録」しかありません。登録料

は3,000円です。予定工期（受注時データの工期の終

了日）を過ぎた時点で、自動的に竣工時データとし

て扱います。ただし、請負金額に５割以上の増減が

あった場合は、工事が竣工するとき「訂正手続き」

を行ってください。請負金額５割以上増減の「訂正

手続き」は１回に限り無料です。

平成14年10月１日以降に発注される新規公共工事

とは別に、契約上の工事開始年月日（受注時データ

の工期の開始日）が平成11年４月１日から平成14年

９月30日の間にあり、すでに竣工した工事（「過去

工事」）の登録も受け付けます。「過去工事」を平成

14年10月１日から平成15年４月30日までに登録すれ

ば登録料は無料です。

「過去工事の無料登録」と「通常登録」の運用の

違いを表－１にまとめます。

2002
10月号/No.１61

平成14年10月1日発行（毎月1回1日発行） 平成12年2月16日第三種郵便物認可

CORINS対象工事の拡大
請負金額500万円以上2,500万円未満工事のCORINS登録開始

表－１　「過去工事の無料登録」と「通常登録」の運用�

工事カルテ�
受領書の発行�

ＪＡＣＩＣ提出用�
ＦＤ受付場所�

オンライン登録�

「工事カルテ受領書」は発行しません。代わりに「工事カルテ登録
一覧」を１ヶ月単位で、発行・送付します。�
「工事カルテ受領書」が必要な場合は有料（3,000円）となります。�

ＣＯＲＩＮＳセンター（東京本部）のみで受付し、地方センターでは
受け付けません。�

ＪＡＣＩＣ提出用ＦＤを送付する方法のみです。オンライン登録は
できません。�

ＪＡＣＩＣに届いた翌営業日に工事カルテ受領書を
発行・送付します。�

ＣＯＲＩＮＳセンター（東京本部）および、仙台、新
潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の７地方セン
ターで受付を行います。�

ＪＡＣＩＣ提出用ＦＤを送付する方法の他に、作成
したデータを電話回線を通じてオンライン登録す
ることができます。�

「過去工事の無料登録」� 「通常登録」�

※「過去工事」登録の注意事項

①契約上の工事開始年月日が、平成11年４月１日か

ら平成14年９月30日の間にあるが、「過去工事」

の無料登録期間である平成14年10月１日から平成

15年４月30日の間に竣工しない場合は、竣工後に

CORINSへ登録してください。その場合は有料

（登録料3,000円）となります。「過去工事」を平成

15年５月１日以降に登録すると、登録料3,000円が

必要となります。

②「過去工事」を無料で登録した工事カルテを訂正

する場合は、「工事カルテ登録一覧」を受け取っ

てから、訂正手続きをしてください。その場合は

訂正手続き料（2,000円）が必要になります。

③「過去工事」も、発注者に工事カルテの確認を受

けた上で、登録してください。

（CORINSセンター　参事　各務誠一）



２００２.１０月号

電子入札コアシステムVer.2 提供開始

CALS/ECコーナー

電子入札システムの国内標準を目指して開発を進め

てきた電子入札コアシステムについては平成14年6月

にVer.１を提供開始しました。本稿では、平成14年10

月より提供開始予定のVer.２で追加される機能につい

て簡単に紹介したいと思います。

１．背景

JACICはSCOPE（（財）港湾空港建設技術サービス

センター）と共同で平成13年７月設立した、電子入札

コアシステム開発コンソーシアムにおける開発仕様と

提供条件の検討を踏まえながら、電子入札コアシステ

ムの開発を進めてまいりました。電子入札コアシステ

ムＶｅｒ．2の提供はユーザーからの要望実現の第２

段と位置付けられています。

２．電子入札コアシステムVer.１の概要

Ver.１ではユーザーインタフェースの統一､システム

競合の回避および、既存システムとの接続の容易性を

基本開発項目として以下の入札方式に対応しました。

∏　工事調達関係

①一般競争入札方式

②公募型指名競争入札方式

③指名競争入札方式

π　業務調達関係

①公募型競争入札方式

②簡易公募型競争入札方式

③指名競争入札方式

④公募型プロポーザル方式

⑤簡易型公募型プロポーザル方式

⑥標準プロポーザル方式

３．電子入札コアシステムVer.２における機能の充実

∏　物品調達対応

総務省において策定された中央省庁標準版物品

調達仕様に基づいた入札機能を実現します。物品

調達で対象とする入札方式は以下の5方式です。

①一般競争入札方式

②指名競争入札方式

③随意契約（複数参加）

④随意契約（特定参加）

⑤随意契約（オープンカウンタ）

なお、一般競争入札方式および、指名競争入札

方式においては、最低価格落札方式及び、総合評

価落札方式についても対応することとしています。

π　対応入札方式の追加

将来の全面的な電子入札導入に対応するため

に、工事希望型指名競争入札方式と随意契約対応

機能を追加します。

∫　複数認証局対応

受注者が利用する際に必要となる認証用ICカー

ドは、本システムに対応した複数の認証局から発

行されたものが利用可能になります。（現在8社が

準備中）これらが発行した認証用ICカードであれ

ば、電子入札コアシステムを導入した公共発注機

関の全ての電子入札に利用可能となります。

ª　GPKI対応

政府認証基盤（GPKI）が持つ、行政機関側の

認証局と民間側の認証局との相互認証を利用する

ことで、官職証明書の有効性検証を可能とします。

これにより、各省認証局の発行する電子証明書に

より発注者側職員の認証がなされることになりま

す。

º　データセンタ対応

電子入札コアシステムを利用する受注者間の通

信および、電子入札コアシステムを利用する発注

者間の通信は、通信内容暗号化プロトコル（SSL）

を用い通信の暗号化を行っています。

さらに、公開鍵暗号技術（PKI）との併用を行

っているため、インターネット上を流れる情報は

常にセキュリティが確保されています。これによ

り、電子入札コアシステムは民間企業の提供する

データセンタを利用したアウトソーシングが可能

となり、複数の発注機関による共同利用を通じて

管理費等の経費節減を図ることが出来ます。

４．今後の予定

平成15年度上期に提供予定の電子入札コアシステム

Ver.３では、複数ハードウエア／ソフトウエア（OS、

DB等）で電子入札コアシステムが稼動できるマルチ

プラットフォームへの対応を予定しています。これに

よって比較的小規模の公共発注機関向きのシステム構

築に便が図られます。その他、電子契約機能の追加、

地方自治体組織認証基盤（LGPKI）対応、法務省商業

登記認証局対応、国際標準化対応などの諸機能も平成

16年提供開始予定のVer.４までに順次追加していく予

定です。

電子入札コアシステムについては､現時点で74機関

が導入の方向で検討を進めており、既に４機関と導入

契約を締結しました。全ての公共機関に共通の道具と

して使って頂くとという初期の目的の達成に向けて、

今後とも、全力で取り組んでまいります。

（CALS/EC部　電子入札コアシステム開発

コンソーシアム事務局　主任研究員　石山敏雄）



２００２.１０月号

JACIC便り

入札情報サービス（PPI）におけるＸＭＬ
－ XMLコラム【第７回】－

本コラム７月号では、国土交通省で採用されている

電子納品保管管理システムにおけるXMLの活用事例を

紹介しましたが、今回は入札情報サービスにおける

XMLの活用事例です。

入札情報サービス（通称PPI： Public works

Procurement Information service）とは、これまで国土

交通省の地方整備局や工事事務所がそれぞれ個別に公

表していた公共事業の発注情報を、一箇所のWebサイ

トで提供する新しいサービスです。平成13年４月にス

タートし、全国の国土交通省の公共事業に関する発注

の見通しや入札公告、入札結果などを一元的に検索・

閲覧できるようになっています。（入札情報サービ

ス・PPIのWebサイトhttp://www.ppi.go.jp、また

JACICホームページからも入ることが可能）

PPIの入札情報はXMLデータとして各地方整備局か

らJACICのPPIサーバに収集され、ユーザに提供され

ています。その仕組みは以下のとおりです。

まず、地方整備局では以前から作成されていたデー

タに、PPIサーバで必要となる情報を追加してXMLデ

ータを作成します。その作成方法には、情報の追加と

XMLの作成を新規システムで行うか、既存システムに

機能を追加して行うかによって、２つの方式（A・B

下図参照）があります。どちらの方式の場合も、作成

されたXMLデータは各地方整備局に置かれている

WWWサーバに一旦蓄積されます。次に、PPI収集サ

ーバから、１日１回インターネット経由で各地方整備

局のWWWサーバに対してXMLデータの収集を行いま

す。

こうしてPPI収集サーバに蓄積された入札情報の

XMLデータは、PPI WWWサーバを通じてインターネ

ット経由で公開され、個々のユーザがWWWブラウザ

を使って（特別なソフトウェアを使用することなく）

検索や閲覧ができるようになるわけです。なお、ユー

ザのWWWブラウザがXMLに対応していない場合に

は、PPI WWWサーバが自動的にHTMLデータに変換

して配信しています。

入札情報サービス・PPIは、XML技術を利用するこ

とで、既存の異なるシステムで作られたデータを比較

的容易に統合することが可能となった例です。データ

の収集が出来るという機能がＸＭＬの得意技と言えま

す。また、将来的にはユーザ側にXMLデータとして入

札情報を提供することで、いろいろな再利用も可能に

なると思われます。

（標準部　XMLチーム）
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１．はじめに

去る６月及び７月、創設２年目を迎えたCALS/EC資

格試験（CALS/ECエキスパート（RCE）試験及び

CALS/ECインストラクター（RCI）試験）が行われま

した。

試験事務・実施の指定機関はõ建設コンサルタンツ

協会となっています。試験の概要は以下のとおりです。

２．申込み状況と結果

各試験の申込み状況と結果は右表のとおりです。

RCI試験では、経験・経歴を問わず20歳以上の方はど

なたでも受験できることから多くの申込みを頂きまし

た。受験率が97.7％と非常に高かったことに受験者の

意気込みが感じられましたが、合格率もそれを反映し

たものになったようです。

３．おわりに

今回のRCI試験では、予想を上回る申込みに急遽会

場の変更が行われました。また、受験生の方々からは

「机が小さい」「講師の方に質問できるようにしてほし

かった」など貴重なご意見も頂いています。試験制度

を創設したJACICとしても次回以降の反省点として内

容共々充実に努めてまいりたいと考えています。

なお、合格発表（受験番号及び統計資料）はじめ当

資格試験に関する情報は、下記ホームページに掲載し

ていますのでご覧下さい。

http://www.cals.jacic.or.jp/cals-sikaku/cals01.htm

（CALS/EC部　主任研究員　黒木秀一）

２００２.１０月号

平成14年度CALS/EC資格試験の実施

JACICでは、第４回建設情報研究所発表会を以下の

要領にて開催いたします。

日　時：平成14年度11月14日（木）13:00～17:30

場　所：はあといん乃木坂（東京都港区南青山）

研究発表会では、平成13年度における建設情報研究

所等の活動状況（６課題）、研究助成制度の成果（２

課題）について報告する予定です。

当センターの賛助会員の皆様をはじめ関係各位、ま

た広く一般の方々のご参加（無料）をいただきますよ

うお願い申し上げます。

詳細のご案内及び参加申込み受付等については、10月

上旬にホームページ（http://www.jacic.or.jp）等でお知

らせいたします。なお、定員になり次第、参加受付は

締め切りますが、その後のお申込みについては資料の

送付のみとさせていただきますので、あらかじめご了

承ください。

（企画調整部　参事　徳重政志）

第４回建設情報研究所研究発表会開催案内

JACIC通信

∏  RCE試験 

π  RCI試験 

募集期間 平成14年４月16日（火）～５月15日（水） 

平成14年７月27日（土）～７月28日（日） 

平成14年４月16日（火）～５月31日（金） 

試 験 日 平成14年６月27日（木）～７月１日（月） 

試 験 地 東京、大阪 

試験方法 面接試験（上記試験日のうち１日） 

募集期間  

試 験 日  

試 験 地  東京、大阪 

試験方法  講習、筆記試験（計２日） 

∏  RCE試験 （人、％） 

π  RCI試験 （人、％） 

試験地 
申込者 
（a） 

受験者 
（b） 

合格者 
（c） 

受験率 
（b/a） 

合格率 
（c/b） 

申込者 
（a） 

受験者 
（b） 

合格者 
（c） 

受験率 
（b/a） 

合格率 
（c/b） 

東京 

大阪 

合計 

試験地 

東京 

大阪 

合計 

919

779

1,698

83.1

78.7

81.1

97.1

98.5

97.7

741

604

1,345

892

767

1,659

80

36

116

66.2

66.7

66.4

96.3

100.0

97.4

51

24

75

77

36

113



２００２.１０月号

東北地方センターは、東北６県、日本全体の18%、

北海道に次ぐ広い面積を、サービスエリアとしていま

す。カバーエリアが広く、とても従来の媒体を使った

広報活動を進めることは不可能であると考え、

CALS/ECのメリットである「電子化」「通信ネットワ

ークの利用」「情報の共有」を活用したホームページ

という媒体を使って、東北地方のCALS/EC普及広報

活動の実現を目指しています。

ホームページを活用して、少しでもCALS/ECに関

する情報を皆様にお届けしようとした結果、いつの間

にか情報源のリンクは500箇所を超えるようになりま

した。

中でもセンター独自で作成した「電子納品作成支援

ソフト一覧」は日経コンストラクションにも取り上げ

られ、全国的に発信いただきました。随時更新してま

いりますので、これから電子納品支援ソフトの導入を

お考えの方は是非ご覧ください。

進化そして、成長するホームページを目指し、でき

ればホームページを使って講習会ができるよう、内容

の充実に努めております。

最近では、web版電子入札チュートリアルの「上級

者編」と銘打って、ガイド画面を表示させないような

練習環境も整えております。

また、インターネット環境が未整備な人たちのため

に、電子入札チュートリアルも含め、当東北地方セン

ターのホームページを体験できるようなCDを作成し、

貸し出しを行っております。

このような活動を続けているセンターです。東北が

メインのホームページですが、ぜひ一度訪れてみてく

ださい。

http://www1.bstream.jp/̃thjacals/

（東北地方センター　CALS/EC推進室参事　有馬義二）

東北地方センターCALS/EC推進室の広報普及活動紹介

地方センターコーナー

８月のニュースから ニュースの詳細については、JACIC NETの「掲示板」の「今日のニュース」を
検索していただくと記事内容が表示されます。

【建設行政ニュース】

６日　隅角部を有する鋼製橋脚の点検について（中間

報告） （道路局）

13日　「新しい時代における安全で美しい国土づくり

のための治水政策のあり方」 （河川局）

23日　平成13年度環境物品等の調達実績について

（大臣官房）

【地方建設情報】

６日　河川情報を紹介する「RIVER-NET」を発刊しま

した ［関東地整］

19日　中部のみちを考える委員会「中部の「道」の価値

創造への緊急提言」について ［中部地整］

21日　平成13年度末の下水道整備状況について～琵琶

湖・大阪湾の水質保全に向けた下水道整備が飛

躍的に向上～ ［近畿地整］

22日　ご存知ですか？道路のゴミ処理に年間5,540万円

もの税金が使われております ［北陸地整］

26日　東京湾トンネル（一般部）の施行法検討に着手

［関東地整］

27日　十和田地方合同建設工事における総合評価落札

方式の実施について ［東北地整］

【公募情報（国・公団等）】412件

【公募情報（地方公共団体）】613件



１．JACIC九州地方センター「CALS/EC体験コーナー」

の開設

当地方センターでは「いよいよまったなし！

CALS/EC」をキーワードにCALS/EC体験コーナーを

開設致しました。このコーナーではCALS/ECの教

育・普及を目的に、電子納品関連ソフトの操作等を含

めた実践勉強会や、電子調達・電子入札及び

CALS/EC全般についての勉強会を開催しております。

なお、詳細については、JACIC九州地方センターの

ホームページに掲載しております。

ホームページアドレス（http://www3.coara.or.jp/ j̃acqsyu/）

２．「九州建設技術フェア2002 in 北九州」への出展

平成14年10月２日、３日に「未来の社会を支える人

と技術」をテーマに「九州建設技術フェア2002 in 北

九州」が開催されます。当地方センターは、

CALS/EC関係を主とした最新情報の出展を行います

ので、是非お立ちより下さい。

JACIC九州地方センターの出展内容

１）電子入札コーナー

国土交通省版の電子入札体験

電子入札コアシステムの体験

２）発注者支援コーナー

CORINS、TECRIS、JCISの体験且つ操作説明

３）JACICカタログコーナー

①国土交通省直轄事業の電子納品に係る技術基準

（展示・注文書受付）

②積算システム体験且つ操作説明　

③ JACICの物品展示、パンフレット類の配布

VIDEO（CALS/EC入門編、CAD編：展示・注

文書受付）

パンフレット：公共事業の I T に よ る革新

CALS/EC

ITによる効率的な公共事業の執

行に向けてCALS/ECの全国展開

電子入札

電子入札コアシステムの開発

JACICの事業概要

積算システム情報サービス

４）CALS/EC推進お手伝いコーナー

電子納品に関するソフトフェアの操作体験・パン

フレット（電子納品ソフト・CADソフト・写真管

理ソフト）＝ 30種類程度

（九州地方センター　センター長　桃坂　繁）

九州地方センター活動報告

標準叢書
JACICが発行する建設情報標準叢書の一覧表を掲載します。�

販売は大成出版社（TEL03－3321－4131、URL:http://www.taisei-shuppan.co.jp）で行っております。�

No.

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7

監修�

国土交通省大臣官房技術調査課�

国土交通省大臣官房技術調査課�

国土交通省大臣官房技術調査課�

国土交通省大臣官房技術調査課�

国土交通省河川局河川計画課�

国土交通省河川局河川計画課�

国土交通省大臣官房技術調査課�

定価�
（消費税込み）�

1,470円�

1,890円�

2,625円�

2,940円�

1,260円�

1,260円�

945円�

版�

平成13年８月版�

平成13年８月版�

平成14年７月改訂版�

平成14年７月改訂版�

第2.1版�

第2.1版�

平成14年７月改訂版�

発行日�

平成13年９月20日�

平成13年９月20日�

平成14年８月10日�

平成14年８月10日�

平成14年５月15日�

平成14年５月15日�

平成14年８月10日�

書　名�

土木設計業務の電子納品要領（案）�

工事完成図書の電子納品要領（案）�

CAD製図基準（案）�

地質調査資料整理要領（案）�

河川基盤地図ガイドライン（案）�

河川基盤データベースシステム標準仕様（案）�

デジタル写真管理情報基準（案）�
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