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このたび、前玉田博亮理事長の後任として就任いた

しました豊田高司でございます。

わが国の建設産業は21世紀を迎え、約70兆円の建設

投資を担うとともに全産業就業人口の約10％の就業者

数を占める基幹産業であり各所に情報通信技術（IT）

を取り入れ、変革を目指した活動が見られるようにな

ってきています。

公共事業部門においては、「公共工事の入札及び契

約の適正化の促進に関する法律」の整備等によって、

事業の透明化、客観性の確保、効率化等が不可欠とな

ってきており、これらの実現には情報化が大きく寄与

するものと思われます。

このような中にあって、情報化の企画提案、各事業

主体の情報化支援、建設関係の各種情報に係る情報標

準等のインフラ整備、事業の業務プロセスの見直し

（BPR）に向けた建設情報共有に関する研究、ニーズ

に適応した情報提供がますます重要と見込まれます。

私は、これらのさらなる情報化の進展と変革の要請

等に的確に対応するため、官民との連携を図りながら、

また最新のITを効果的に導入しながら、情報化の啓

発・普及等を積極的に推進し、建設分野における建設

マネジメント技術の向上を図る等、建設分野の情報化

を推進したいと考えております。

理事長就任のご挨拶

理事長

豊田高司
（元建設技監）

ニュースと解説

10月１日(火)に開催された平成14年度情報化月間記

念式典において、JACICが国土交通大臣表彰を受けま

した。

JACICは、設立以来、建設情報システムの研究開発、

建設情報の提供、情報化の啓発・普及等を積極的に推

進してきました。特に、JACICが開発・標準化した公

共事業支援統合システム（入札情報サービス、電子入

札システム、電子納品システム等で構成）が平成13年

度に本格運用を開始し、国土交通省の推進する公共工

事入札契約の透明性の向上、競争性の一層の向上等に

多大な貢献をしたこと等により受賞しました。

（注）「情報化月間」は、毎年10月１日から１ヶ月間、情

報化月間推進会議と国土交通省、内閣府、総務省、

財務省、文部科学省、経済産業省により実施されて

います。この期間の冒頭に「情報化月間記念式典」

が開催され、情報化の促進に多大の貢献をなしたと

認められる個人・企業への、国土交通大臣、総務大

臣、経済産業大臣からの表彰等が行われます。

（企画調整部　参事　柳沢成一）

平成14年度情報化月間国土交通大臣表彰を受賞

国土交通大臣表彰を受ける豊田理事長
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標準部が事務局を担当している建設情報標準化委員

会のコード小委員会では、現在「建設情報標準分類体

系」（英訳名JCCS：Construction Classification

System in Japan）を策定中です。本誌３月号でも紹

介しましたが、この分類体系は今まで日本にないスケ

ールで土木・建築分野を網羅的にカバーするもので、

ISO12006-2に基づいて策定しようとするものです。本

年６月の第５回建設情報標準化委員会終了後の記者発

表で、この分類体系を策定することを公表致しました

ところ、各紙に大きく取り上げられました。

１）ライフサイクルで分類

欧米では、分類するということは、全体を理解する

時の基本であるという考え方が強く、建設分野におい

ても、数十年前から分類体系の考え方は存在していま

した。ISOのTC59（ビルディングコンストラクション

専門委員会）という専門委員会では、建設事業のライ

フサイクルを「資源」が「プロセス」によって「生産

物」に変わること、という単純な捉え方をして、これ

をさらに分類していくことを基本として考え、17のテ

ーブル（大分類）に定義しています。これが

ISO12006-2の考え方です。ライフサイクルで分類する

という考え方は今までの土木の分野には無かった手法

であると思われます。

２）小委員会活動と検討のポイント

小委員会の中で実際には「分類体系SWG」というグ

ループが検討をしています。

現在SWGでは、同じISO12006-2に基づいて策定された

米国のOCCS（Omnibus Construction Classification

System）あるいは建築学会におけるAIJコードと呼ば

れるものを参考にしながらJCCSを考えていこうとし

ています。ここで一番の課題になっているのは建築の

発想と土木の発想の違いです。もともとOCCSもAIJコ

ードも建築物を中心に考えており、これに土木の範囲

を加味させたような体系になっています。そのため土

木分野に適用させる場合に幾つかの問題点があげられ

ています。たとえば、環境とか自然物とかの条件が先

に与えられるのが土木工事では多いのに対し、建築で

はこれが少ないために、分類の考え方が大きく違って

います。OCCSでは河川は「輸送施設」｢水路｣という

分類になっており、日本の「治水」という観点は抜け

ています。このようにひとつひとつ点検しながら大分

類を策定しているところです。

３）今後の展開

米国OCCSも現在作業中であるため、今年度は我々

の検討結果を相手にぶつけると同時に、実際の利用シ

ステムを見学したり土木関連の団体にもヒアリングす

る予定です。そして15年度末を目途に、JCCSの第１

ヴァージョンをまとめようと考えています。不完全で

あっても早く公表し、実証する中で批判を浴びながら

改良していくつもりです。将来的にはライフサイクル

を通じて使うことの出来るプロジェクトデータベース

の基盤的な体系になると確信しています。私どもは、

この分類体系が完成すれば、建設情報分野全体の資産

になると考えていますので、どうぞ皆様この活動に注

意を払って頂きたいと考えています。

（標準部主任研究員　河内　康）

建設情報標準分類体系（JCCS）の策定

建設通信新聞　平成14年６月11日付け

空間�
（Space）�

建設結果�
（CONSTRUCTION�

RESULT）�

建設複合施設�
（Construction complex）�

建設エンティティ�
（Construction entity）�

建設エンティティ部分�
（Construction entity part）� 要素�

（Element）�

設計済み要素�
（Designed element）�

ワークリザルド�
（Work result）�

管理プロセス�
（Management process）� 作業プロセス�

（Work process）�

プロジェクト段階�
（Project stage）�

建設製品�
（Construction product）�

建設支援�
（Construction aid）�

建設主体�
（Construction agent）�

建設情報�
（Construction infomation）�

建設エンティティ・ライフサイクル�
（Constructon entity lifecycle）�

建設プロセス�
（CONSTRUCTION�

PROCESS）�

建設資源�
（CONSTRUCTION�

RESOURCE）�

特性／特徴�
（PROPETY/�

CHARACTERISTIC）�

has one�
or many

is a type of

is a type of

is a type of

is a type of

is a type of

is used in

is a type of

is a type of

is a type of

is a type of

is a type of

is a type of

occurs�
during

occurs�
during

has one�
or many

has one or �
many

has one or �
many

has one or �
many

will result in

composed of�
one or many

composed of�
one or many

can br viewed�
as

is a designed�
(in detail)

can br viewed�
as

has been�
specialized�
according to

図２－クラス及びクラス間の一般的な関係
（公式のモデルダイアグラムではない）



２００２.１１月号

UN/CEFACT FORUM2002 ジュネーブ会議出張報告

CALS/ECコーナー

2002年９月９日から13日にかけて、スイスのジュネ

ーブで開催されたUN/CEFACT FORUM 2002に参加

しましたので、ご紹介します。

１．UN/CEFACTとは

UN/CEFACTは「国連による行政、商業、運輸のた

めの実務と手続き簡易化センター」のことで、国連の

下部組織として電子データ交換（EDI）の標準を推進

しています。世界の120カ国が参加し、総会には200名

以上が参加する世界最大規模の標準化組織です。

JACICの関与する建設分野の活動は、UN/CEFACT

のTBG6（International Trade and Business Group：

国際貿易・業務グループの第６班）に属します。

２．参加主旨

前回３月のUN/CEFACTはスペインのバルセロナで

開催されました。当会議において、JACICから電子入

札コアシステムを用いた、電子入札の国内標準化の取

り組みを紹介しました。その結果、建設部会のロンギ

議長（仏）より強い推薦をいただき、電子入札国際標

準化プロジェクトの幹事国として、続く９月の

UN/CEFACTに臨むことになりました。第１次原案と

今後の作業の進め方やスケジュールについて、参加各

国と議論することが今回の会議の目的でした。

事前にヨーロッパや米国のキーパーソンと交流を図

り、９月の時点で、デンマーク、フランス、スウェー

デン、オランダ（２機関）と、日本を含めて５カ国が

参加を表明しています。さらに今回、台湾の参加を得

ることができました。

日本からの参加者は、プロジェクトリーダーをお願

いしたフジタビジネスシステムの山下社長及び、国土

交通省技術調査課の才木補佐を始め総勢13名でした。

JACICからは、標準部の塚原部長以下４名が参加しま

した。

３．国際標準化１次案

今回の出張に先だって、標準化の範囲を決定するた

め、国内の産業別の入札プロセス及び海外の入札プロ

セスを調査しました。その結果、国内では建設分野と

他産業の入札プロセスが、ほぼ同じであることが判明

しました。それとともに、国内と国外を比較し共通的

に使われているプロセスを抽出して、入札プロセスフ

ローの基本形を作成しました。また、数量明細書提出

等の、各国で扱いが異なるプロセスは、オプション標

準として組み替え自由とすることを提案しました。

当初提案では、入札行為を「相互に競争する多数の

者が、それぞれ文書によって価格その他について意思

を表示すること」とすることで、全産業の（価格）競

争入札方式を対象範囲とし、技術提案による入札や随

意契約は標準化検討の対象範囲外としました。

これらに対して議論の結果、標準化の範囲としては

産業別、分野別（図１の横軸）に対象範囲の定義をす

るのではなく、入札の対象となる工事、エンジニアリ

ング、サービス、製品などの特性別で範囲を明確化す

ることになりました。入札方式も一般競争入札方式だ

けでなく、他の入札方式（公開、指名、オークション

型等）も標準化の対象（図１の縦軸）として検討する

ことが決定しました。

４．今後の展開

今後は、標準化範囲の第２案やビジネス要求定義、

ビジネスメッセージ仕様書等を、参加各国と協力して

作成し、電子入札の国際標準化最終案の検討を進める

予定です。また、これらの作業を円滑に進めるために、

2003年１月（パリ）と５月（東京）にTBG６の中間会

議を実施することになりました。

その他、広報活動として電子入札国際標準化プロジ

ェクトのホームページを立ち上げるとともに、メーリ

ングリストを設置し活動を推進してまいります。

（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　菊地　修）
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（標準部　XMLチーム）

JACIC便り

XMLによる文書・帳票の電子化
－ XMLコラム【第８回】－

今回は、最も身近と言っても過言ではない文書・帳

票類の電子化におけるXMLの活用について取り上げま

す。

調査、設計といった業務や工事が遂行されるプロセ

スにおいては、多くの文書・帳票類が作成され取り交

わされます。これらの文書を作成する場合、同じ内容

項目を繰返し記入した経験をお持ちの方が多いのでは

ないでしょうか。さらに作成された文書は、受領者に

よって保存され、必要に応じて閲覧されますが、こう

した一連の処理に多少なりともストレスを感じたこと

はないでしょうか。文書の電子化及び標準化が目的と

しているのは、これらを払拭し、再入力の排除、情報

品質の向上、容易な検索性といった業務の効率化を実

現する文書の高度利用にあるのです。

一口に文書の電子化といってもその手段としては、

ワープロソフトのような一般的なアプリケーションを

用いた電子化とXMLに代表される記述言語を用いた電

子化に大別されます。ここで本来の目的である電子化

した文書の高度利用を図っていく上で、次に挙げる要

件を満足するためには記述言語による電子化が必要と

なります。

・文書が構造化されていて作成者の意図を正確に伝達

できる

・ネットワークやコンピュータを利用して迅速に伝達

できる

・異なったコンピュータでも文書の内容と構造を交換

できる

・データの永続性が確保できる（国際標準への準拠に

よって）

現在、一般的に適用される要素技術としてはXMLや

HTML、PDFなどが挙げられます。これらを比較する

と構造性、拡張性、データ交換性といった項目で最も

優れた技術がXMLなのです。

文書の論理構造を定義する国際規格としては、ISO

においてSGMLが制定されていますが、仕様が難解で

あり、インターネット、マルチメディアへの対応に柔

軟さを欠いています。このため第３回で述べた電子納

品での利用に見られるように、国土交通省でもXMLを

積極的に導入しています。
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来る11月26日（火）～29日（金）の４日間（10：00

～）にわたり日本コンベンションセンター（幕張メッ

セ）において「第５回河川環境展」が開催されます。

本展は、1998年より、河川環境展実行委員会（委員

長：玉井信行東京大学名誉教授）の主催で、河川環

境・水環境に関する技術・関連機器・システムの開

発・生産・販売、施工を行っている企業・団体がその

成果を展示し、その普及啓発を図ることを目的に行っ

ているものであり、今年度は以下のテーマで開催され

ます。

１　新しい技術で美しい山河を守る（災害復旧（防

災）技術）

２　新しい技術で生態系を守る（河川環境保全技術）

３　新しい技術で清流を守る）水環境保全技術

４　ITによる効率的な河川環境管理・観測（河川・

流域管理技術／基礎観測技術）

５　川づくりにおける河川流域の連携／環境教育

（住民参加と環境教育）

また、併せて11月27日（13：00～）には会場におい

て「美しい河川環境をもとめて－河川の自然再生と流

域－」と題してシンポジウムが開催され、玉井河川環

境展実行委員会委員長による基調講演やパネルディス

カッションが行われます。

JACICは、ITを活用した情報システムに関する調査

研究を行い河川管理等国土管理に活用するための諸活

動を行っていることから、その趣旨に賛同し、協賛を

行うとともに、出展を行うこととしています。

本年度は、（財）河川情報センターと共同でITブー

スを設置し、河川GIS、水害統計調査支援システム、

河川占用許認可事務支援システム等ITを活用した各種

業務支援システムの開発等に関する取り組みをパンフ

レット、パネル、デモ等で紹介します。

なお、本展示会に関するお問い合わせは、第５回河

川環境展実行委員会事務局（電話番号03－5551－9545）

までお願いします。

（研究第一部　首席研究員　白鳥昭浩）

「第５回河川環境展」へ出展

JACIC通信

No.

1 助教授　谷本　　潤�
九州大学大学院�
総合理工学研究院�

環境共生建築の設計支援に用いる多目的評価構造意志決定
コンピュータツールの開発�

2 教授　　石崎　勝義�長崎大学　環境科学部� 中小都市における電子入札制度導入の効果に関する研究�

3 教授　　國島　正彦�
東京大学大学院�
新領域創成科学研究科�

出来高部分払方式による公共工事マネジメントシステムの
開発�

4 教授　　加賀屋誠一�北海道大学大学院�
公共敷設光ファイバーケーブルを利用した地域IT計画とそ
の利用方法�

5 助教授　蒔苗　耕司�
宮城大学事業構想学部�
デザイン情報科�

道路設計情報のモデル化に関する研究�

6 助教授　阿部　雅人�
東京大学大学院�
工学系研究科�

事故・災害時の初動体制を想定した情報共有プラットフォ
ームの提案�

7 教授　　松下　博通�
九州大学大学院�
工学研究院�

九州地区における建設副産物情報交換システムの構築に関
する調査研究�

8 助教授　大貝　　彰�
豊橋技術科学大学��
建設工学系�

住民参加型防災まちづくり支援GISの開発と歴史的市街地
まちづくり協議会での運用実験�

9 助教授　矢吹　信喜�
室蘭工業大学��
建設システム工学科�

建設分野へのRFID（電子タグ）とプロダクトモデルの適用�

10 助教授　後藤真太郎�
立正大学　地球環境学部��
環境システム学科�

電子自治体と融合したGISに関する研究�

所　　属� 申　請　者� テ　ー　マ　名�

（企画調整部　参事　柳沢成一）

（財）日本建設情報総合センターでは、当財団の目

的に合致した研究企画案に対し、研究助成を行ってい

ます。平成14年度の研究助成は、応募期限の８月30日

までに多数のご応募をいただきました。審査会は９月

17日に開催され、審査の結果、下記の10件について研

究助成を実施することが決定しました。

平成14年度（財）日本建設情報総合センター研究助成決定
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１．はじめに

シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の

資格制度が、平成３年度に創設され、今年度で12年目

となりました。昨年に引き続き、（財）日本建設情報

総合センターでは、RCCM資格試験受験者のための講

習会を、９月に全国12会場で国土交通省後援の下に開

催しました。

本年度から、テキストに解答集を加えるなど、受講

者の利便性を考慮した講習内容としました。

２．申込み状況と出席状況

初日の沖縄会場では、台風の洗礼を受けたためにご

出席頂けなかった方もありましたが、本年度の出席率

は93.6％と昨年に比べ高いものでした。

３．おわりに

今後も、RCCMの普及と技術向上を目指し、講習内

容の充実に努めて参りたいと考えております。

なお、平成14年11月10日に行われる試験の合格発表

は平成15年３月１日JACICのホームページにも掲載い

たしますのでご覧ください。 （企画調整部　主事　小林保江）

平成14年度ＲＣＣＭ資格試験準備講習会終了

開催地�

札　幌�

仙　台�

東京１�

東京２�

東京３�

新　潟�

名古屋�

大　阪�

広　島�

高　松�

福　岡�

沖　縄�

開　催　日�

9／20（金）�

9／12（木）�

9／ 9（月）�

9／10（火）�

9／11（水）�

9／13（金）�

9／26（木）�

9／18（水）�

9／18（水）�

9／27（金）�

9／25（水）�

9／ 6（金）�

申込人数�

415�

347�

461�

378�

278�

132�

395�

691�

232�

222�

487�

174�

4,212

出席者数�

389�

325�

419�

364�

258�

123�

371�

659�

223�

207�

451�

154�

3,943合　　計�

玉田理事長退任

平成11年度　全国９箇所の地方センターに建設CALS/EC推進室を設置、JACIC NETのインタ

ーネット対応

平成12年度　標準部設置、建設情報標準化委員会発足、CORINS2000リリース、インターネッ

トによる工事実績情報(CORINS)の提供

平成13年度　CALS／EC部設置、e-BISCセンター設置、総合ポータルサイト「建設総合案内所」

開設、電子入札コアシステム開発コンソーシアム発足、建設博物館開設

平成14年度　積算システム情報サービス開始、ホームページ上で動画配信開始、建設副産物情

報交換システム運用開始、CORINS対象工事の拡大

平成11年9月1日着任－平成14年9月30日退任
在任中の主な出来事

現在、建設分野における技術開発は、重要な課題と

なっています。JACICを含む国土交通省所管の14の公

益法人が組織する建設技術審査証明協議会では、民間

において自主的に開発された新しい建設技術の活用促

進に寄与することを目的として、｢建設技術審査証明

事業｣を行っています。この事業は、新技術に関する

「技術審査」及び「証明」を行い、あわせて「普及活

動」に係わる活動を行うものです。

建設技術審査証明協議会では、平成13年度に審査証

明された各分野の優れた建設技術を紹介し、その利用

促進を図るため、下記の報告会を開催します。

なお、当日は、JACICで発行している「2002最新建設

技術ガイドブック」を特別価格1,000円（税込み）で販売

しますので、この機会に購入されることをお薦めします。

建設技術審査証明第１回技術報告会概要

開催日：平成14年11月19日(火)

時　間：10：30～18：05

会　場：TOCビル(東京卸売りセンター）13階Bホール

（東京都品川区西五反田７－22－17）

聴講料：無料

後　援：国土交通省（予定）他

（企画調整部　参事　柳沢成一）

建設技術審査証明 第１回技術報告会のご案内
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CORINS･TECRIS登録で提出されたフロッピーディ

スク（FD）は、現在保管期限が切れたものから産業

廃棄物として処理されています。近畿地方センターで

は、このFDをFD消磁器で内容の完全消去を行い、学

校などへ提供することによりリサイクルの促進及び資

源循環型社会へ寄与することとしました。データ漏洩

防止は、FDイレーサによりデータを磁気的に完全消

去し、その確認は次のソフトウェアー（フリーソフト）

を用いて内容が消されていることを確認しています。

Floppy‐disk DUMP tool

D_DUMP for DOS/V

Read/Write FD 等

提供対象は、原則として近畿地方における自治体の

教育委員会、小・中学校等の教育機関、１団体に対し

て一ヶ月当たり最大200枚程度を提供するほか、提出

用FDを地方センター窓口に持参された方のうちの希

望者にも提供します。なお、条件としてFDを再利用

する際の再フォーマットは利用者が行うものとし、再

利用するＦＤは転売等の商業行為に使用してはならな

いこととします。また、引き渡しは利用者が直接近畿

地方センターに引き取りに来ることを原則とします

が、やむを得ない理由があるときは利用者負担で送付

することとします。消磁作業は、月に１回保管期限が

過ぎたＦＤに対して行い、ラベルの剥ぎ取れないもの

はリサイクルしないものとします。

以上の要領で、平成14年11月から運用しています。

詳細はHP（http://WWW.cals-kinki-unet.ocn.ne.jp）

（近畿地方センター次長　小田逸男）

資源循環型社会へ寄与する

FDのリサイクル開始

地方センターコーナー

中部地方センターは、名古屋城を中心とした官庁街

と中央分離帯に公園がある久屋大通に近接した緑豊か

な場所にあり、CORINS／TECRISの登録、問い合わ

せ対応業務、CALS／ECの地方展開業務を中心に合計

７名でがんばっております。

中部地方には愛知、岐阜、三重、静岡の４県と、名

古屋市の１政令指定都市が含まれます。近年になり

CALS先進地方とも呼べるようなCALS／ECに対する

自治体の活動が盛んになってきました。岐阜のソフト

ピアジャパンは全国的にも有名ですが、他の県でも

CALS研修センターを設立したり、全国初のLGWAN

利用の電子入札実験を開催したりと意欲的です。

そのような中で受注者の方々に最新情報を発信すべ

く、電子入札体験コーナーの開設や講習会での説明を

続けています。

体験コーナーでは電子入札体験はもちろん、

CALS／EC関連の記事、電子納品支援ソフトのカタロ

グ、パンフレットを常備し、いつでもご覧いただけま

す。また一部の電子納品支援ソフトでは操作体験もで

きます。

今後はこれらの情報をインターネットでもご提供で

きるよう準備を進めています。

今年の11月下旬（27日：10h～19h・28日：10h～16h）

にはナゴヤドームで建設技術フェア2002in中部が開催

され、中部地方センターも出展いたします。出展内容

はCALS／ECを中心に

○電子入札の体験も含めた最新情報の紹介

○電子納品、情報共有等の最新情報紹介

中部地方センター活動状況報告

従来� 保管期限を過ぎた物から�
農業廃棄物として処理�

FDを再利用することにより�
資源の有効活用を表現�

今後�

〈1年間に企業から送付されるFD　＝　約25,000枚（平成13年度）〉�
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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�
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（消費税込み）�
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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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JACIC news   平成14年11月1日発行　第三種郵便物認可

（財）日本建設情報総合センターでは、国土交通省

の推進していますCALS／EC導入の支援をしており、

CALS／ECの相談窓口、広報、研修等を行い、関係者

への啓蒙、普及活動をしてきております。

この度、11月１日（金）～２日（土）の両日、出雲

市出雲健康公園「出雲ドーム」で土木の日フェアーが

開催されるのに合わせて、電子入札の模擬体験コーナ

ーを出展いたします。

本コーナーでは、ご希望者には、電子入札模擬装置

を直接操作して、電子入札を体験いただけます。

また、電子的な入札を、お母さんでも子供さんでも

楽しみながら体験していただくためのゲームもご用意

しております。

本物の電子入札に関心のある方、ゲーム感覚で電子

入札を体験してみたい方、たくさんの方のお越しをお

待ちしております。

もちろん、いろんなIT（情報技術）への取り組みの

資料もご用意しておりますので、ITに関心のある方は

ぜひお立ち寄りください。

（中国地方センター　センター長　濱谷武治）

電子入札を楽しもう！
「土木の日フェアーしまね建設技術展2002」に出展

○国土交通省、JACICパンフレットの配布

○その他CALS／EC全般に関する相談窓口

を予定しています。是非お立ち寄りください。

（ナゴヤドーム所在地：名古屋市東区大幸南、

地下鉄ナゴヤドーム前矢田駅から徒歩５分）

（中部地方センター　CALS／EC推進室参事　天野智之）

参加者注目の電子入札体験のゲーム


