
JACICは港湾空港建設技術サービスセンター

（SCOPE）と共同で、1月23日、24日の二日間にわたり

東京・池袋サンシャインシティにて、“導入から普及

へ”をテーマにCALS/ECの普及・展開と建設ＩＴの

情報提供などを目的とした展示会とセミナー

「CALS/EC MESSE2003」を開催しました。

CALS/EC MESSE2003（展示会）では、公共事業全

般にわたるCALS/EC導入の推進や建設産業における

ITの普及等を目的として、CALS/EC体験ゾーン（主

催者展示ゾーン）、建設IT& CALS/ECソリューション

展示ゾーン（出展社展示ゾーン）、ベンダーフォーラム

及びCALS/ECシアターの4つのゾーンを設けました。

主催者展示ゾーンでは、電子入札コアシステム（Ver2）

の実物を使用したデモンストレーションを実施すると

ともに電子入札や電子納品の体験コーナー等の展示を

行いました。国土交通省の電子入札全面導入が目前に

迫っていることもあり、デモンストレーションには各

回とも多くの来場者が熱心に耳を傾けていました。

出展社展示ゾーンでは前回の56社を上回る67社の企

業や団体の出展がありました。各ブースで来場者と説

明者の熱心な質疑応答が見受けられました。

ベンダーフォーラムでは、16社のベンダーから各社

のCALS/ECに対する取り組みや関連製品の紹介があ

りました。

CALS/ECシアターでは、国土地理院や協賛団体で

ある日本土木工業協会、全国建設業協会、建設コンサ

ルタンツ協会及び主催者のJACICとSCOPEが電子納品

や、それぞれのCALS/ECに関する取り組みを紹介し

ました。

開催初日は、雪のち雨という悪天候にもかかわらず

3,482人の来場あり、２日目は天候にも恵まれ、4,639

人の方が来場されました。

ニュースと解説

CALS/EC MESSE2003を開催しました
（平成15年1月23日、24日　東京・池袋）

展 示 会
－CALS/EC＆建設ITの展示会－

多くの来場者でにぎわう展示会場

展示会場を視察する大石技監

主催者ブース（電子入札システムのデモ風景）



国土交通省では、工事及び建設コンサルタント業務

等において、平成15年度から電子入札を全面的に実施

することになっています。

平成15年度より運用される国土交通省の新しい電子

入札システムは、電子入札コアシステムを採用するこ

とにより、複数認証局対応、政府認証基盤（GPKI）

対応、物品調達対応（総務省の策定した仕様に準拠）

など、現行システムと比べて大幅な機能向上が図られ

ています。これに伴い、既に電子入札システムを導入

している入札参加者を含め、全ての方に新たな準備が

必要となります。

本稿では、新しい電子入札システム導入にあたって、

入札参加者、発注者双方に留意いただくべきポイント

を紹介します。

１．入札参加者が準備するもの

１）電子証明書（ICカードに格納）

電子入札に参加するには、電子入札コアシステム対

平成15年度より国土交通省の新しい
電子入札システムが運用開始されます

CALS/ECコーナー
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CALS/ECセミナーは会期２日目である１月24日の

13：50～16：50に開催されました。

JACIC豊田理事長、SCOPE川嶋理事長の挨拶に続

き、大石技監から「公共事業

分野におけるCALS/ECの推

進」と題した基調講演をいた

だきました。社会資本整備の

哲学をはじめとして、公共調

達の大改革、これらをサポー

トするCALS/ECといった観

点から熱の入った講演でした。

また特別講演では米国マンテ

ック社のキッドウェル氏が

「21世紀のCALS戦略」と題し、

インターオペラビリティ（相

互運用性）とコラボレーション（共働）といったキーワ

ードで今後のCALS/ECの方向性について講演されま

した。

続いて東洋大学の金子教授より「効率・透明な行政

のツールCALS/ECの動向－港湾を事例として－」と

題して港湾関係のIT活用事例を紹介いただきました。

静岡県の山口土木部長からは「電子入札システムの

共同利用―『静岡県自治体電子入札コンソーシアム』

の取り組み―」について、また日本土木工業協会

CALS/EC部会副部会長の坂口氏からは「電子納品に

おけるCALS/EC導入の現状と課題」について講演い

ただきました。

セミナー会場（定員約360名）は約27%を占めた地

方自治体の職員をはじめ幅広い分野からの参加者で満

席の状況で、最後まで空席がほとんど見られませんで

した。

最後に今回のイベントを後援いただいた国土交通省

及び協賛いただいた関連業界団体の方々に心より謝意

を表します。

（CALS／EC部　主任研究員　平山　政裕）

CALS / ECセミナー
「e-Japanの実現に向けたCALS/ECの推進」

セミナー会場

講演されるキッドウェル氏

豊田理事長の開会挨拶



応認証局からひとつ又は複数を選び、そこからICカー

ドに格納されて発行される電子証明書【有料】と、IC

カードリーダー【有料】が必要となります。

さらに、国土交通省の電子入札では、競争参加資格

認定通知書に記載されている代表者、又は、支店長な

どの代表者から入札・見積権限及び契約権限について

年間委任状により委任を受けた者の電子証明書のみ利

用可能となります。代表者以外の方が国土交通省の電

子入札を利用する場合は、平成15･16年度競争参加資

格認定通知を受けた後、電子入札による入札参加手続

前に各発注部局に年間委任状を提出することが必要と

なります。

電子証明書等の取得方法については、下記のサイト

から「コアシステム対応認証局お問い合わせ先一覧」

をご覧ください。

http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/ninsyo.html

２）電子入札に必要な機器

インターネットを介して電子入札システムを利用す

るには、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワー

ク環境を準備する必要があります。平成13、14年度に

電子入札を行なった方も再度仕様の確認をお願いしま

す。

なお、端末として利用するパソコンは、電子入札専

用として運用するとトラブルの心配も少なく安心で

す。

また、ICカードを電子入札システムで利用するため

に必要な入札専用のソフトについては、各認証局から

ICカードと併せて提供されますので、詳細は各認証局

に問い合わせてください。

２．入札参加者への支援

１）電子入札システムの操作練習

JACICの電子入札施設管理センター（e-BISCセンタ

ー）のホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）上に、

電子入札システム利用者の習熟度を高めるための練習

環境（Web版チュートリアル）を整備しています。

２）いままでに寄せられた質問及び回答集（FAQ）

いままでに寄せられた質問及び回答をe-BISCセンター

のホームページに掲載しています。

３）ヘルプデスクの設置

電子入札システム操作、接続確認、事前準備等に関

するお問合せは、e-BISCセンター・ヘルプデスクをご

利用ください。なお、電子証明書に関しては各認証局

で対応することとしています。

＜e-BISCセンター・ヘルプデスク＞

・TEL 03-3505-0514（専用電話）

・FAX 03-3505-8102（専用FAX）

・e-mail helpdesk@e-bisc.go.jp

・電話での受付時間（月～金の9：00－17：00）

３．その他の重要事項

１）通過が必要な通信プロトコル

インターネットを契約したプロバイダに通信プロト

コル『HTTP、HTTPS、SMTP、LDAP』の全てが通

過できることを確認してください。特に、社内LANを

利用する場合は、設定作業等が必要となる場合があり

ますので、システム管理者にご確認することが必要で

す。

LDAPは、政府認証基盤（GPKI）の仕様に基づき、

平成15年度から新たに必要となる通信プロトコルです

ので、特に注意してください。

２）接続確認

上記の準備が整いましたらe-BISCセンターへの接続

確認をお願いします。詳細については、e-BISCセンタ

ーのホームページをご覧ください。

３）ウィルスチェック

電子入札に際し、発注者へ文書等を添付して送信す

る場合は、事前にウィルスチェックをお願いします。

４）電子入札休止期間

平成15年度から新しいシステムに移行するため、移

行期間として平成15年４月１日から２～３週間程度の

間、電子入札が休止されます。この間の入札手続は、

従来どおりの紙入札で行うこととなります。

（参考）

詳細は、国土交通省ホームページ上の平成15年１月

17日付け記者発表資料

(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/13/130117_.html)

及びe-BISCセンターのホームページ(http://www.e-

bisc.go.jp/)をご覧ください。

（CALS/EC部　主任研究員　市田雅巳）
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「JACIC情報69号」を2月発刊予定
特集「災害に強い国土づくりに向けた高度情報化

－情報防災－」

わが国は、地理的、地形的、気象的諸条件から、地震、

集中豪雨、豪雪等の自然災害が発生しやすい国土であり、

毎年のように災害による人的被害・物的被害が発生し、

自然災害の脅威は依然として大きいものがあります。特

に平成７年に発生した阪神・淡路大震災では甚大な被害

が発生したのは記憶に新しいところです。

阪神・淡路大震災を契機として、情報の重要性が改

めて指摘され、内閣府（防災担当）をはじめとした防

災に関係する各関係機関で防災情報体制・システムに

関連した取組みが、より一層盛んに実施されています。

国土交通省では平成14年８月に国土交通省重点施策を

策定し、その骨格のひとつとして「ハード・ソフトか

らの災害に強い国土づくり」を挙げています。その中

に「情報防災の推進」があり、平成15年度を目途に防

災情報提供センター（仮称）の創設し、防災関係機関

をはじめ広く一般の国民が、分かり易い気象・災害情

報を手軽に入手し、活用することができることを目指

しています。

JACIC情報では「災害に強い国土づくりに向けた高

度情報化　－情報防災－」について取りあげ、国、国

土交通省、地方公共団体およびJACICでの取組みにつ

いて紹介しています。

JACIC情報のご購入および定期購読を希望される方

は、当センター企画調整部（03-3584-2404）までご連

絡下さい。定価は1,050円/冊（税込み、送料別）です。

（企画調整部　参事　徳重政志）
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JACIC通信

連載を続けてきました当XMLコラムも今回が最後で

す。最終回は標準部タスクフォースの「XML開発プロ

ジェクトチーム」の活動を紹介します。このチームは

建設情報研究所近畿支所の益倉支所長をチームリーダ

ーに関西大学田中成典先生の御協力によりモデリング

の専門家を集め平成14年６月に発足したものです。メ

ンバーは基本的にはボランティアで参加し、日本の建

設情報分野でXMLモデル実装仕様を実現したいと考え

ている以下の人たちです。

［XML開発までの道のり］

建設分野におけるXMLの活用は、建設分野における

データモデルを開発出来るかどうかで全く重要度が変

わってきますが、このモデルを構築するためには、既

存の分類体系を調整することになるため地道で膨大な

作業が必要になってきます。そのためこれまでは費用

対効果があると思われる部門でのみ試行錯誤が重ねら

れてきたと思われます。当チームはこの問題に対し、

真正面から挑戦しようとして活動しています。データ

モデルを考える上で、語彙とか用語の用法、概念的に

上位か下位か、といった統一的な整理・体系が必要で

ありますが、まずここからチームは手を付けている次

第です。使用する用語と体系を整備しないとコンピュ

ータには同一概念であることが認識出来ないという制

約があるからです。

［コード小委員会との関連］

調査・計画・設計・積算・施工といった分野から管

理維持まで含めた統一的な言語の体系は現在存在せ

ず、ステージ毎に切断されております。それぞれの体

系は対象領域ごとに最適化されておりますが他の領域

との整合性は考えられていないのが普通です。これを

統一的に調整することが出来れば、プロダクトモデル

というものは見えてくるかなと考えています。一方、

建設情報標準化委員会コード小委員会では「建設情報

標準分類体系（JCCS）」を策定中でありますが、当チ

ームの行っている作業は、JCCSと連動しながら、そ

の実用面の事例となる可能性があります。当面２年間

での活動で中間報告を出したいと考えております。乞

うご期待ください。

（標準部　主任研究員　河内　康）

日本工営IＴ事業推進室室長 小松　淳

富士電機ＣAＬＳ担当部長 川上一美

株式会社オーエスケイ開発センター 大角智彦

富士通九州システムエンジニアリング 大村真理

㈱テプコシステム応用技術部 石井由美子

ＯＣＦ協議会 西木也寸志 他

「ＸＭＬ開発プロジェクトチーム」の活動
―ＸＭＬコラム（第10回）―

JACIC便り



九州地方センター活動報告

地方センターコーナー

１．CORINS説明会の実施

CORINS対象工事の拡大に伴う説明会を九州・沖縄

地区では、昨年９月２日～９月19日に実施しましたが、

佐賀、熊本、鹿児島の各建設業協会殿の要請を受け、

九州地方センターであらためてCORINS説明会を実施

しました。その中で登録手続きの流れ、登録方法につ

いて重点的に説明を行っています。

九州地方センターでは、今後もご要望がありました

ら、引き続きCORINS説明会を実施して参りますので、

お気軽にお問い合わせください。

２．電子入札コアシステム体験サービス開始

平成14年10月２日、３日に開催された、「九州建設

技術フェア2002 in 北九州」にて、九州地方センター

は電子入札コアシステムVer.2を出展し、発注・受注

者で通常型指名競争入札の指名から落札までの電子入

札を実施しました。

平成15年４月より国土交通省で導入される、「電子

入札コアシステムVer.2」を九州地方センターで体験

できます。

１）電子入札体験サービス内容

国土交通省九州地方整備局を含め地方公共団体等の

公共発注機関はもとより、応札をする入札企業に対し

て、より身近に体験できます。

・機器構成

２）体験内容

電子入札コアシステムVer.2の機能（工事関係・業

務・物品関係）

３）サービス開始時期

出張体験の支援依頼は実施時期の調整等が必要です

ので、個別に九州地方センターにご相談願います。

４）公共発注機関殿によるメリット

・公共発注機関の名称・部局名に置き換えたリアル

な操作体験が行えます。

・電子入札業務画面の遷移及び関連帳票類が確認で

きます。

・公共発注機関における個別変更箇所をどうすべき

かの判断が迅速に行えます。

・関連業務との連携についてイメージが掴みやすく

なります。

５）応札業者におけるサービス利用効果

・体験される企業の名称に置き換えたリアルな操作

体験が行えます。

２００３.３月号

機器

サーバ

PC

その他

標準構成

SUN Blad100

ノート型PC×５台

その他付属機器

（体験状況）
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３．電子納品

「電子納品実践勉強会」開催

九州地方センター「CALS／EC体験コーナー」におき

まして、CALS／ECの教育･普及を目的に「電子納品実

践勉強会」を開催しています。

実際にソフトウェアを使用し、電子納品作成手順及び

CAD図面作成手順の体験をしています。

平成14年11月８日に開催した勉強会では多数の方が参加

され、CALS／ECに関する質問が多く寄せられました。

（九州地方センター　センター長　桃坂　繁）

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。

新たに、「測量成果電子納品要領（案）」が発行されます。（3月上旬予定）

販売は大成出版社（TEL: 03－3321－4131、URL: http://www.taisei-shuppan.co.jp）で行っております。

JACIC NETについてのお問い合わせ・ご意見等はお気軽に当センターにご連絡ください。

■編集・発行 財団法人　日本建設情報総合センター
〒107-8416 東京都港区赤坂７丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル
TEL. (03)3505－2981〈代表〉 FAX. (03)3505－2966
E-mail : admin@jacic.or.jp       JACICホームページ http : //www.jacic.or.jp

印刷・製本　交文社印刷（株）
購読料は会費に含まれます

（定価80円）

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

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）

測量成果電子納品要領（案）

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

平成15年3月版

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
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1,050円

1,365円

2,625円
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1,260円
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945円

2,310円

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

国土交通省大臣官房技術調査課国土地理院

定　価
（消費税込み）

1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。

23日　水環境改善に向けた新たな施策について～馬淵

川において東北地方初の試み～ （東北地整）

24日　平成14年度中部地方ダム・河口堰管理フォロー

アップ委員会（生物調査検討会）の開催

（中部地整）

24日　相模川での土砂管理目標が決まりました

（関東地整）

29日　平成14年度第５回　北陸地方整備局事業評価監

視委員会議事概要 （北陸地整）

【公募情報（国・公団等）】126件

【公募情報（地方公共団体）】309件

【建設行政ニュース】

９日　インターネットで名古屋周辺の空中写真の閲覧

サービスを開始 （国土地理院）

17日　平成15年度から電子入札実施に関するお知らせ

（大臣官房）

22日　平成15年度　国土交通省税制改正概要

（国土交通省）

【地方建設情報】

15日　地震・洪水－様々な災害に、多様なＩＴで立ち

向かう！ （関東地整）

22日　道路空間を利用した新たな環境保全対策の実施

（関東地整）


