
国土交通省の直轄事業で、電子入札、電子納品が実

施されるなど、CALS/ECの展開が本格化してまいり

ました。このような中、建設分野の情報化の現状につ

いてのアンケート調査を実施し、その結果を公表する

ことにより、建設分野の情報化の促進に寄与し、合わ

せて皆様のニーズに合ったサービスを提供してまいり

たいと考え、平成14年12月に建設関連の民間企業を対

象に情報化に関する調査を実施しました。なお、本調

査は平成14年2月に実施された第一回調査に続き、第

二回目の実施となります。

以下に本調査の実施概要について報告いたします。

また、本調査の結果はJAC I Cホームページ上

(http://www.jacic.or.jp/)で建設業の結果、建設コンサ

ルタント業の結果、昨年度実施結果との比較等を公開

いたしますので、どうぞご覧ください。

１．調査概要

調査時期：平成14年12月

調査対象：建設企業（土木・建築工事業、専門企業）

および建設コンサルタント企業

回収状況：　　　　　　　　回答数/発送数（回収率）

建設企業・・・・・・・・・・662/1690(39.2%)

建設コンサルタント企業・・・221/ 490(45.1%)

調査方法：インターネットまたは紙による自記入方式

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。

（１）情報基盤の現状

・インターネット接続環境は業種、規模を問わずほぼ

整備されているが、LANの構築、イントラネットの

導入等は特に建設業の小規模企業ではまだそれほど

整備されていない。

・インターネットへの接続回線はADSLの導入が特に中

規模企業で増加しており、高速化が急速に進んでいる。

（２）セキュリティ対策

・情報化セキュリティポリシーの策定は大規模企業を

中心に進んでおり、特に建設コンサルタント業では

「策定済み」、「策定中」をあわせると4割に迫っている。

・ファイアウォールやワクチンソフトの導入が増加し

ており、セキュリティ対策が進んでいる。

（３）情報化の推進・活用

・IDCやASPなどのインターネット関連サービスは大

規模企業を中心に利用されつつある。

（４）CALS/ECへの対応

・CALS/ECへの取り組みは前回の調査では多かった「業

界の動向に合わせる」が減少し、「自ら進んで積極的に

取り組む」、「発注者の動向に合わせる」が増加している。

・電子入札は建設業、建設コンサルタント業とも規模

が大きくなるほど実施している傾向にあるが、全体

ではまだ25%に留まっている。

・電子納品は建設コンサルタント業では６割を越える

企業で実施されているが、建設業では３割に達せず、

特に小規模企業ではほとんど実施されていない。

・電子納品・電子入札は「仕様のばらつき」や「コス

ト」、「技術・環境面での不安」が懸念されている。

（５）現場における情報化の実態

・データの電子化により情報共有、再利用等が可能と

なり作業の効率化が図れる一方、技術者のスキル不

足、PC導入や通信費にかかるコスト、セキュリティ

への懸念が挙げられている。

・GPS、自動観測システム、バーコードによる管理シ

ステム等を利用している企業がある。

（情報管理部　副参事　山本和史）
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１．はじめに

CALS/EC資格試験制度は、国土交通省が平成13年6

月に発表した「CALS/EC地方展開アクションプログ

ラム（全国版）」の趣旨に則り、CALS/ECの地方展開

を推進するにあたって指導的役割を担う人材の育成を

目的としてJACICが創設したものです。

一昨年度創設の、CALS/ECエキスパート資格（RCE:

Registered CALS/EC Expert）試験に加え、昨年度か

ら新たにCALS/ECインストラクター資格（RCI: Re-

gistered CALS/EC Instructor）試験も実施しています。

試験及び登録事務は、JACIC理事長が指定機関とし

て定めた社団法人建設コンサルタンツ協会が担当して

います。

２．平成15年度試験の概要

（1）RCE試験

（2）RCI試験

３．昨年度までの試験結果

４．CALS/EC資格制度ホームページ (http://www.cals-ec.info/)

CALS/ECの普及や資格登録者への情報提供を目的

として、CALS/EC資格制度ホームページを開設して

います。ここでは、制度概要の紹介や受験申込み書類

のダウンロードとともに資格登録者に対して講師等と

して依頼する場合の手続きも載せられています。

また、資格登録者は、別途付与されるIDとパスワー

ドで登録者専用ページにログインすることにより、相互

の情報交換や講義用資料のダウンロード等が可能です。

５．おわりに

資格登録者は、CALS/ECに関する十分な知識と経

験を有していることから、RCE資格登録者をCALS/

EC関連業務の管理技術者要件として規定している自

治体もあります。又、CALS/EC関連講習会の講師を

依頼する際に、RCE資格登録者を要件としているとこ

ろもあり、その役割が大きく期待されています。

JACIC及び建設コンサルタンツ協会では、公共事業

分野でのCALS/ECが、地方公共自治体を含む広範な

公共発注機関が一体となった取り組みとして着実に進

展するよう、本資格制度の普及・定着に努めてまいり

ます。

＜問い合わせ先＞

【制度に関すること】

財団法人 日本建設情報総合センター　CALS/EC部
http://www.cals.jacic.or.jp/
E-mail: cals-web-admin@jacic.or.jp

【試験及び登録に関すること】

社団法人 建設コンサルタンツ協会　CALS/EC事務局
http://www.jcca.or.jp/
E-mail: cals-ec@jcca.or.jp

（CALS/EC部　主任研究員　矢澤敏幸）

CALS/EC資格試験のご案内

CALS/ECコーナー

２００３.４月号

以下のいずれかの条件を満たす者であること。  
ア　公共事業執行プロセスを理解している者（実務経験6
年以上）で、CALS/ECに関して十分な知識及び経験を有
する者。 
イ　RCI資格登録後1年以上経た者で、公共事業執行プ
ロセスを理解し（実務経験5年以上）、かつ、CALS/ECに
関して十分な知識及び経験を有する者。  
平成15年4月1日（火）～4月30日（水）  
東京：平成15年6月26日（木）～7月3日（木） 
大阪：平成15年6月30日（月）～7月4日（金）  
東京、大阪  
書類審査及び面接試験 
（上記試験日のうちいずれかの1日）  
10,000円 
 

受験資格 

募集期間 

試 験 日 

試 験 地 

試験方法 

受 験 料 

CALS/ECの知識を保有する者で、年齢が20歳以上の者。
（平成15年4月1日現在）  
平成15年4月1日（火）～4月30日（水）  
平成15年8月2日（土）～8月3日（日）  
東京、大阪  
講習会及び筆記試験（計2日）  
25,000円（講習会費用を含む） 

受験資格 

募集期間 

試 験 日 

試 験 地 

試験方法 

受 験 料 

年度 
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113 
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75 
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81.1
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者 合 格
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２００３.４月号

平成14年度ＲＣＣＭ資格試験合格者発表

JACICでは、平成14年9月に、平成14年度RCCM資

格試験の受験者を対象に全国各地で12回のRCCM資格

試験受験準備講習会を開催しました。

平成14年度のRCCM資格試験は、平成14年11月10日

（日）に実施され、この合格者が、平成15年2月28日（金）

に発表されました。合格者は以下に示すように2,108名

です。平成3年度より実施されてきましたRCCM資格試

験の合格者は、今回で合計27,729名になりました。

おおむね講習会の受講者の方が非受講者に比べ合格

率が高く講習会の成果が出ていると言えます。

合格者の詳細はJACICのホームページ（http://www.

jacic.or.jp/）「建設関連情報」「お知らせ」の「講習会・

セミナー試験予定・結果」に掲載しています。また、

合格発表日より２ヶ月間、JACICホームページTOPに

ある「NEWS最新情報」に掲載しています。

なお、平成15年度のRCCM資格試験は、平成15年11

月9日（日）に予定されており、RCCM資格試験受験準

備講習会は、以下のように予定しています。詳細につ

いては6月中旬ホームページに掲載する予定です。

平成15年9月9日～9月29日（全国12会場）

（企画調整部　主事　小林　保江）

JACIC通信

河川・砂防及び海岸 

港湾及び空港 

電力土木 

道路 

鉄道 

上水道及び工業用水道 

下水道 

農業土木 

森林土木 

造園 

都市計画及び地方計画 

地質 

土質及び基礎 

鋼構造及びコンクリート 

トンネル 

施工計画・施工設備及び積算 

建設環境 

建設機械 

水産土木 

電気・電子 

合　　計 

部　　門 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

 763  

55  

18  

1,236  

32  

137  

482  

376  

94  

55  

280  

152  

462  

457  

92  

335  

323  

20  

23  

239  

 5,631 
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38.0 

38.0 

34.0 
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40.0 

37.5 

52.6 

40.3 

53.2 

60.9 

29.9 

56.0 

50.0 

30.4 

20.1 

37.4

 272  

27  

9  

362  

7  

52  

183  

128  

30  

22  

105  

80  

186  

243  

56  

100  

181  

10  

7  

48  

 2,108 

部門別合格者数 

「JACIC情報69号」を発刊

JACIC情報69号（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－）を３月５日付けで発

刊しました。

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。

国土交通省においても平成14年８月に国土交通省重

点施策の中で、防災に関する情報の重要性を考慮しIT

（情報技術）を活用するといった「情報防災」の推進

を挙げ、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。

このような状況のもと、JACIC情報では以下に示す

ような構成で、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。



２００３.４月号

平成15年1月末から2月中旬にかけて、中部地方整備

局主催電子入札・電子納品説明会が、管内５ヵ所の会

場で開催されました。

当日は、電子入札コアシステムのデモ環境を会場に

持ちこんで、実際の操作方法をご紹介しましたが、ど

の会場でも熱心に聞いていただき、質問も多数いただ

きました。

時間の都合もあってすべての質問には対応出来なか

中部地方センター活動状況報告

地方センターコーナー

＜巻頭言＞　裏から見たIT時代の防災情報（廣井　脩氏：東京大学　社会情報研究所長、教授）

＜PART-1：座談会＞　最新の情報技術を活用した高度防災情報の提供に向けて

・小澤　邦雄氏（静岡県防災局防災情報室長）

・硴崎　賢一氏（九州工業大学大学院教授、情報工学研究科情報創成工学専攻）

・高野　匡裕氏（国土交通省河川局防災課災害対策室長）

・堀野　正勝　（JACIC 研究第三部長、司会）

＜PART-2：国での取組み＞

・防災情報の共有化に向けた取組み

（宮武　裕昭氏：内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（地震・火山対策担当）付参事官補佐）

＜PART-3：国土交通省での取組み＞

・国土交通省防災センターの機能と防災に関する情報システムの紹介

（佐藤　克英氏：国土交通省河川局防災課災害対策室企画専門官）

・防災情報に関する国土地理院での取組み　～電子基準点による防災情報～

（西田　文雄氏：国土交通省国土地理院測地観測センター地殻監視課長）

・中部地方整備局災害緊急支援システムの整備について

（藤田　孝志氏：国土交通省中部地方整備局企画部建設専門官）

・防災情報に関する国土技術政策総合研究所での取組み

（中野　泰雄氏：国土交通省国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター長）

・『ナウキャスト地震情報』の実用化に向けて（加藤孝志氏：気象庁地震火山部管理課調査官）

＜PART-4：地方公共団体での取組み＞

・青森県における取組み　－青森県防災情報システム－（青森県総務部防災消防課）

・横浜市における取組み　－横浜市リアルタイム地震防災システム（READY）－

（横浜市総務局危機管理対策室）

＜PART-5：JACICでの取組み＞

・防災に関するJACICでの取組み（堀野　正勝：JACIC 研究第三部長）

＜JACICミニ講座＞

・防災CALSの推進（林　春男氏：京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授）

＜情報トピック＞

・第３回世界水フォーラム開催（第３回世界水フォーラム事務局）

＜カフェテラス　ジャシック＞

・山が基準（市毛　良枝氏：俳優）

＜情報化コーナー＞

・新しい電子自治体モデルと情報都市のマネジメント

（小林　隆氏：大和市企画部情報政策課副主幹、慶應義塾大学SFC研究所）

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）

〔JACIC情報69号目次〕



２００３.４月号

電子入札コアシステム（報道記者）操作体験〔近畿〕

ったのですが、電子入札が進んでいる県では実際に電

子入札を進める上での運用面に踏み込んだ質問もあ

り、まだまだ検討すべき事項が多いこと、運用面につ

いてはホームページ等を利用して随時の情報提供が必

要であることを感じました。

それ以外にも、業界団体主催の講演会、説明会も多

数開催され、電子入札に対する意気込みの強さを実感

しております。

ただ、これらの講習会、説明会では大勢の方を対象

とすることもあって、大画面で資料やシステム画面を

投影し、説明者が資料を読みあげるだけになってしま

い、実際の参加者からも、知っている内容だけであっ

たとか、もっと詳しい情報が欲しい、という声が寄せ

られています。

中部地方センターでは、これらの声にお答えすると

ともに、電子入札をはじめとするCALS/ECへの理解

を深めていただくために、４月から小人数による体験

研修会を開催する予定です。中心は電子入札コアシス

テムの体験研修とする予定ですが、要望があれば電子

納品や情報共有についても研修会を実施したいと考え

ています。

部屋の都合などもあって、同時に受講出来るのは数

名になりそうですが、回数を増やすなどして、大勢の

方に参加いただけるよう配慮いたしますので、是非ご

参加下さい。

また、これらの体験研修情報や、全国的にも

CALS/ECへの取組が進んでいると言われている中部

地方の情報をきめ細かく発信するためにも、中部地方

センターホームページを開設する準備を進めています。

開設いたしましたら、JACICホームページなどでお

知らせいたしますので、こちらも是非ご覧下さい。

体験研修会につきましての日程や費用、開催テーマ

などにつきましては、中部地方センター（052-961-

1450）までお気軽にお問い合せ下さい。

（中部地方センター　CALS／EC推進室　天野智之）

近畿地方整備局は、さる１月１７日、国土交通省に

おいて記者発表された「平成１５年度からの電子入札

実施に関するお知らせ」を踏まえ、「近畿建設記者ク

ラブ」・「大手前記者クラブ」を始めとする関係報道

機関の記者、７社８名の参加により、電子入札システ

ム（コアシステム）の操作体験を取り入れた説明会を

３月７日に開催しました。

今回の開催は、CALS/EC地方展開アクションプロ

グラム（近畿地方版）に基づき、電子入札の導入・普

及に努めるため、公共発注機関向けに、１月９日に開

催しました「電子入札システム導入促進フォーラム」

そして、１月２８日・２９日・３１日の「電子入札シ

ステム操作講習会」に引き続き開催したものです。

近畿地方センターでは、今回の操作体験にあたり、

従来の電子入札システムの機能向上を図るため開発さ

れた新システム（電子入札コアシステム）の体験機器

を使用して支援しました。

始めに、近畿地方整備局総務部足立強契約管理官か

ら、近畿地方整備局の電子入札の導入計画と公共発注

機関への導入・普及についての挨拶があり、その後、当

センターから、電子入札コアシステムについて説明後、

公募型指名競争入札方式で操作体験を実施しました。

操作体験終了後、記者から新システムの改良点、地

方公共団体へのコアシステムの提供方法、電子入札の

今後の課題等について活発な質疑がありました。

最後に、当センターから、CALSコーナー／近畿の

ホームページに３月１１日掲載しました「電子入札コ

アシステム体験サービスのご案内」の概要説明を行い、

終了しました。

（近畿地方センターCALS/EC推進室 次長　宮崎奏助）
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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

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

平成15年3月予定

1,050円

1,365円

2,625円

2,940円

1,260円

1,260円

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）

2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。

19日　工事現場における施工体制の一斉点検結果につ

いて （近畿地整）

21日　国と県が光ファイバー網で接続、情報共有で防

災性を向上～カメラ画像を一元集約、高速ネッ

トで管理を高度化～ （北陸地整）

24日　自転車利用環境を考える懇談会 （東北地整）

25日　自然環境と調和した道づくりに向けて～オオタ

カとの共生を目指す茨城圏央道～（第２回委員

会開催の報告） （関東地整）

【公募情報（国・公団等）】114件

【公募情報（地方公共団体）】670件

【建設行政ニュース】

７日　富士山ハザードマップ検討委員会第６回活用部

会の議事要旨について （河川局）

14日　施工体制に関する全国一斉点検の実施結果につ

いて （大臣官房）

25日　空知・留萌、胆振・日高、十勝・釧路、群馬、

埼玉、長野、静岡、高地全域の新たな数値地図

の提供を開始 （国土交通省）

【地方建設情報】

17日　平成13年度建設副産物実態調査結果

（関東地整）

17日　中部地方整備局管内の直轄国道における落橋防

止装置工等のアンカーボルト調査結果について

（中間報告） （中部地整）

JACICは、去る平成14年11月14日（木）に第４回建

設情報研究所発表会を開催いたしました。本研究発表

会では、JACICの研究活動と平成13年度研究助成事業

の研究成果を、センターの賛助会員の皆様をはじめ、

広く一般の皆様にご報告いたしました。

本研究発表会で使用した資料集は、参加者をはじめ

当センターの賛助会員の皆様に配布いたしましたが、

僅かながら余部があります。ご希望の方は、企画調整

部徳重（Tel:03-3584-2404、Fax:03-3505-2966）までご

連絡ください。

（企画調整部　参事　徳重政志）

第4回 建設情報研究所発表会資料集を配布します




