
平成14年10月１日から、市区町村への普及、「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

趣旨に沿った運用を目的として、CORINSの登録対象

範囲を拡大し、従来の請負金額2,500万円以上の工事に

加えて、請負金額500万円以上2,500万円未満の工事

（以下、「請負金額2,500万円未満工事」）の受注時登録

を受け付けています。この請負金額2,500万円未満工事

については、新規に発注される工事とは別に平成11年

4月1日から平成14年９月30日に開始され、既に竣工し

ている工事を過去工事として、平成15年４月30日まで

無料で登録を受け付けました。５月１日からは有料と

なりますが過去工事の登録は可能です。

■　請負金額2,500万円未満工事の登録状況

平成15年２月末現在の請負金額2,500万円未満工事の

登録状況を表－１に示します。請負金額2,500万円未満

工事の登録件数は、過去工事と新規工事をあわせて約

7万１千件となっています。同じ期間の請負金額2,500

万円以上工事の受注時登録工事件数が約６万３千件あ

りましたので、請負金額2,500万円未満工事の方が多く

なっています。

次に、同期間のCORINS登録状況について発注機関

別の分布を図－１に示します。都道府県・政令市と市

区町村の割合が全体の９割を越えています。請負金額

2,500万円以上工事における都道府県・政令市及び市区

町村の割合は約8割ですので、請負金額2,500万円未満

工事の方が１割程度多くなっています。特に市区町村

は、請負金額2,500万円以上工事が3割であるのに対し、

請負金額2,500万円未満工事は4割を越えています。こ

のことから、請負金額2,500万円未満工事では市区町村

が発注した工事の登録が多いことがわかります。

■　簡易CORINSの提供開始

平成15年２月３日から、発注機関に「詳細CORINS」

と「簡易CORINS」の２つのデータベースの提供を開

始しました。「詳細CORINS」は、従来の請負金額

2,500万円以上の工事を対象としたデータベースであ

り、竣工工事データには技術データ（施工延長や施工

面積等の数値データ等）が含まれ、工事の規模や工事

難易度等の詳細な検索が可能になっています。一方、

「簡易CORINS」は、請負金額500万円以上の工事を対

象としたデータベースであり、詳細CORINSに比べ、

提供項目を、工事を特定するための一般的な（簡易な）

情報に限定していますが、請負金額2,500万円未満工事

と請負金額2,500万円以上工事を一度に検索することが

できます。

平成15年２月末現在の検索システムの利用状況を

表－２に示します。平成15年４月から新たに検索シス

テムを導入する機関が14機関、導入を検討している機

関が122機関あります。新たに導入予定もしくは導入を

検討している機関の大半を市区町村が占めています。
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ニュースと解説

CORINS対象工事の拡大後の状況
請負金額500万円以上2,500万円未満工事の登録開始と簡易CORINSの提供開始
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都道府県・政 
令市 
52％ 

市区町村 
43％ 

市区町村 
30％ 

国の機関 
6％ 

国の機関 
12％ 

公団・事業団等 
2％ 

その他 
1％ 

その他 
1％ 

公団・事業団等 
5％ 

国の機関 
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1,150　 
23,503　 
19,826　 
359　 

47,430　 

合計 
4,196　 
1,592　 
34,159　 
30,511　 
825　 

71,283　 

発注機関 登録工事件数（単位：件） 
表－1：2,500万円未満工事の登録状況 （平成15年２月末） 

【2,500万円未満】 【2,500万円以上】

図－1：CORINS登録の発注機関別分布



２００３.５月号

１．はじめに

統合PPI（ピーピーアイ）は、全国の公共発注機関

の入札情報（発注の見通し、入札公告、入札結果等）

をインターネットを介して一つのサイトから、検索・

閲覧可能な情報提供サービスです。

平成13年４月の国土交通省 入札情報サービス（PPI）

の運用開始以来、多くの地方公共団体等からPPI利用

の希望が寄せられたのを受けて、システムの基本設計

とあわせて具体的な実現方策に関する検討を行ってき

ました。

２．統合PPIの整備方針

これまでの検討の結果、統合PPIの整備を下記のよ

うな方針で進めることとしました。

・平成16年度よりサービスを開始する。運営は

JACICが行う。

・公共発注機関の統合PPI参加費用は無料とする。

・公告本文（HTML等）は公共発注機関側のホーム

ページ（WWWサーバ）に掲載いただき、統合

PPIには案件の検索情報（ミニXML）のみを掲載

する。

・統合PPIの入札情報（入札結果）よりCORINS/

TECRISの登録に必要なデータを提供し、受注者

側の登録作業負荷の軽減や登録データの信頼性向

上を図る（CORINS/TECRIS登録支援機能）。

３．導入のメリット

統合PPIの整備・導入は、発注者、受注者はもとよ

り、国民にとって下記のような効果が期待されます。

１）発注者のメリット

・「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律（適正化法）」に基づく情報公開について、

発注者責任を果たすためのコストを軽減できる。

２）発注者のメリット

・発注情報入手の一元化により、営業情報収集コス

トの削減および受注機会の拡大を図れる。

・CORINS/TECRISデータ登録作業を軽減できる。

このことから、CORINS対象工事拡大の目的の１つで

ある市区町村への普及が、徐々に進んで来ていること

がわかります。

（CORINSセンター　参事　各務誠一）

統合ＰＰＩの整備方針

CALS/ECコーナー

国の機関 
公団・事業団等 
都道府県・政令市 
市区町村 
その他 

合　計 

導入済 

21　 
13　 
62　 
76　 
9　 
181　 

15/4予定 

0　 
0　 
0　 
14　 
0　 
14　 

検討 

4　 
5　 
0　 
109　 
4　 
122　 

合計 

25　 
18　 
62　 
199　 
13　 
317　 

発注機関 

表－2：検索システムの利用状況 

３）国民のメリット

・入札契約情報へのアクセス性が飛躍的に向上する。

４．システムの概要

統合PPIシステム利用の流れは次のようになります。

①発注者は電子入札コアシステム（以下、コアシステ

ム）の入札情報作成機能を使い、公告文を作成・掲

載する。

②ユーザはインターネットに接続されたパソコンの

WWWブラウザから公告文を検索する。

③公告文の閲覧は予め検索情報（ミニXML）内に所

在情報（URL）を設定しておくことにより、発注機

関のサーバに蓄積されている公告文が表示される。

④受注者企業は、CORINS/TECRIS連携データを

CORINS/ TECRIS入力システムに読み込み、登録

作業に利用する。

図-1 統合PPIシステム概要



２００３.５月号

５．今後の予定

平成16年度のサービス開始に向けた今後の予定は次

のとおりです。

平成15年度：統合PPI設計・開発

コアシステム入札情報作成機能の開発

試行運用の実施

平成16年度：統合PPIの本運用開始

コアシステムVer.4（入札情報作成機

能含む）の提供開始

（CALS/EC部　研究員　阿久澤孝之）

インターネットを利用した積算システム情報サービス
－利用状況－

JACIC便り

平成14年６月より「インターネットを利用した自治

体版新土木工事積算システム」のサービスを開始し、

２月末で９ケ月が過ぎました。サービス内容は、現在

のところQ＆A、改訂・バージョンアップ等の情報提

供と、単価表作成を支援するサービス等となっていま

す。

サービス開始当初は、JACICの自治体版新土木工事

積算システム導入ユーザと基準データ提供ユーザに限

っていましたが、7月から公的団体、11月以降は民間

企業と順次サービスを拡大しました。

本サービスは、JACICに利用者登録を行っていただ

くことにより利用できますが、2月末時点での利用者

登録件数は743件となり、特に、11月以降に開始した

民間企業からの利用者登録申請件数は、毎月50件前後

に達してます。

本サービスの利用状況は、アクセス件数では、民間

企業が52％を占めており、また、サービスメニュー別

では、単価表試算処理のサービスが45％（内民間企業

の利用は60％）を占めております。

このような利用状況から推察しますと、提供した基

準データ変換後の単価表作成によるシステム等の検証

と民間企業における工事工種大系の習得と言う点から

本システムの必要性を再認識致します。今後は、更に

多くの団体・企業等に本サービスを利用していただけ

るように本システムの充実を図ってまいりたいと思い

ます。

 
JACICユーザ 
公的団体 
民間企業 
合計 

登録申請 
－　　 
49件　 
242件　 
291件　 

登録件数 
494社　 
41件　 
208件　 
743件　 

アクセス回数 
878社　 
267件　 
1233件　 
3121件　 

サービスメニュー別利用状況 （回） 
 
JACICユーザ 
公的団体 
民間企業 
合計 

FAQ・QA 
517　　 
141　　 
－　　 
658　　 

改訂情報検索 
214　　 
54　　 
298　　 
566　　 

バージョンアップ 
264　　 
93　　 
－　　 
357　　 

単価表試算処理 
552　　 
201　　 
1,119　　 
1,872　　 

基準データ検索 
239　　 
62　　 
384　　 
685　　 

（積算システムセンター　主任研究員　内倉直樹） 

測量成果電子納品要領（案）の改訂

平成13年度から、国土交通省直轄の業務及び一部の

工事を対象に成果品の電子納品が開始されました。平

成14年７月に測量成果電子納品要領（案）（基準点・

地形測量編）を新規策定し、先般、平成15年３月６日、

応用測量を追加した測量成果電子納品に関する要領

（案）の改訂が発表されました。これにより、国土交

通省公共測量作業規程で行われるすべての測量成果に

関する電子納品が可能となりました。本要領（案）は、

平成15年度から国土交通省直轄事業において適用され

ます。

以下に、測量成果電子納品要領（案）の改訂内容に

ついてご紹介します。

１．応用測量編の追加

平成14年７月に策定された「測量成果電子納品要領



（案）」（基準点測量・地形測量編）に応用測量（路線

測量・河川測量・用地測量）を新たに追加しました。

・路線測量

線形決定、条件点の観測、IP設置測量、中心線測

量、仮BM設置測量、縦断測量、横断測量、詳細

測量、地幅杭設置測量

・河川測量

距離標設置測量、水準基標測量、定期縦断測量、

定期横断測量、深浅測量、法線測量、海浜測量、

汀線測量

・用地測量

資料調査、復元測量、境界確認、境界測量、補助

基準点の設置、用地境界仮杭設置、用地境界杭設

置、境界点間測量、面積計算、用地実測図等の作成

これらの測量作業で作成される成果等を「測量成

果」、「測量記録」及び「その他資料」に分類し、各々

の再利用性等に基づいて電子化方法を定めました。ま

２００３.５月号

た、ファイル命名則とフォルダ構成については、既に

公表されている基準点測量・地形測量の要領（案）に

準じて定義しました。

２．測量成果管理ファイルのDTDファイル名称の統一

測量成果管理ファイルのDTDの名称を全て統一し

ました。これは、全ての測量成果管理ファイルのDTD

（SUR_KT01.DTD、SUR_SJ01.DTD、SUR_CH01.

DTD）の管理項目が同じであることと、今回の改訂

で管理ファイルの数が多くなることを考え、混乱を避

けるためにもこれらの名称を統一したものです。

なお、測量成果管理ファイル（XMLファイル）の

名称については変更ありません。ただし、各XMLフ

ァイル内に記述されているDTDファイルの名称が、

新規のDTDファイル名称「SURV_D01.DTD」に変わ

ります。

３．管理項目の追加・変更（測量情報・測量成果）

（１）管理項目の追加（測量情報管理項目）

測量情報管理項目に1つ新たな管理項目「製品仕様

書名または作業規程名」を追加しました。これは、本

要領（案）は原則として「国土交通省公共測量作業規

程」に従う測量作業を対象としていますが、それ以外

の作業規程や製品仕様書に従った場合に対応するため

に追加するものです。

（２）管理項目の削除

測量情報管理項目のうち、「場所情報」内の『測量区

域数』を削除しました。また、測量成果管理項目のう

ち、「測量成果情報」内の『測量成果種類数』と『成果

ファイル数』を削除しました。（合計3項目を削除）

これは、各々の管理ファイル内に記入しなくてもXML

ファイルの文法上何ら問題はなく、プログラムで読み

取ることが可能であることから人為的なミスを極力減

少させるために今回削除することとなったものです。

４．その他

本要領（案）により国土交通省公共測量作業規程に

ある測量成果の電子納品が可能となりました。本要領

（案）は、平成15年度から国土交通省直轄事業におい

て適用されます。

（研究第３部　主任研究員　長谷川浩志）

UBC  フローズ助教授の来所
－データモデルの活用に関する意見交換－

２月21日（金）カナダのブリティッシュ・コロンビ

ア大学（UBC）工学部のトーマス・フローズ

（Thomas Froese）助教授が来所し、専門分野の「デ

ータモデル」に関する講演を行って頂きJACICとの意



見交換を行いました。ＪAＣIＣが後援した「建設ＣＡ

ＬＳ標準化研究会」の特別セミナー（東京・大阪２ケ

所で開催）のために来日された機会に、ＪAＣIＣにも

寄って頂いたものです。

フローズ先生は若干40歳、カナダにおけるこの分野

の新進気鋭の学者で、ＩＡＩ北米チャプター（支部）

のアドヴァイザーでもあります。

国土交通省のＣＡＬＳ/ＥＣアクションプランの中

に「プロダクトモデルによる電子納品」という言葉が

ありますが、これは大きなテーマであり、これを支え

るための技術開発は、標準化の課題として私自身も大

きく注視しています。

先生の講演は「プロダクトモデル」を応用しプロジ

ェクトの実施時の情報交換に活用する「プロジェクト

データモデル」に関する内容でしたが、示唆に富むも

のでした。ＪAＣIＣからは「ＳＸＦ（ＣＡＤ）レベル

４への検討」「ＪＣＣＳ（建設情報標準分類体系）の

開発」の２点に関して英語によるプレゼンテーショ

ンを行いましたが、先生も大きく興味を持たれた様子

でした。当日は豊田理事長をはじめ活発な質疑応答が

されました。

建設情報研究所近畿支所としては、このような最先

端の研究テーマに関しても、関与していこうと考えて

います。

（建設情報研究所　近畿支所長　益倉克成）

２００３.５月号

SXF対応 CADソフト体験セミナーを開催〔近畿〕

地方センターコーナー

この度、近畿地方センターCALS/EC推進室では、

ITベンダー10社と共催で、CADデータ交換の標準規

格STEP/AP202（SXF仕様）に対応したソフト操作を

体験する説明会「CALS/EC CADツールのTAIKEN

2003」を6月３日（火）から7月25日（金）にかけて開

催します。

国土交通省では平成15年度から図面の電子納品にお

いて、CADデータの標準規格ISO10303に基づくSXF

に統一されます。当センターでは、こうした標準化が

進むCADデータ交換の現状を踏まえ、SXFに対応した

CAD関連ソフトを開発するCADベンダーと共催し、

体験説明会を企画したものです。

説明会では、ソフトの説明・SXFへのデータ変換方

法・CAD製図基準に沿った作図等の操作体験や各

CADソフトの特色等の紹介に加え、国土交通省を始め

とした公共発注機関の電子納品への取り組み状況も説

明します。

参加費は無料。CAD、電子納品などの公共発注機

関・受注企業のCALS/EC実務担当者を対象としてい

ます。

説明会の場所は、当センター「CALSコーナー／近

畿」。各企業とも２日づつ開催、開催時間は午前10時

から午後4時までです。

参加申し込みは、「CALSコーナー／近畿」のホーム

ページおよび共催各社のホームページで受け付けてい

ます。

共催企業と開催日程は以下のとおりです。

◇６月開催（開催日順）

ダイナウェアソリューションズ（株）、構造計画研

究所（株）、（株）ダイテック、（株）フォーラムエイ

ト、（株）フォトロン

◇７月開催（開催日順）

（株）建設システム、（株）横河技術情報（株）、川

田テクノシステム、（株）きもと、エーアンドエー

（株） 以上　計10社

このセミナーが、受講者皆様の業務の一助になれば

と期待しております。詳しくは「CALSコーナ／近畿

ホームページ」

http://www.jacic-cals-kinki-unet.ocn.ne.jp

をご覧下さい。

（近畿地方センターCALS/EC推進室 次長 小田逸男）

フローズ先生の講演の様子
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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（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。
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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4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）

3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】

19日　「東京湾の干潟の生態系再生研究会」（最終回）

の開催結果について～東京湾の干潟ネットワー

クの形成に向けて～ （港湾局）

24日　都市公園法施工令の一部を改正する政令案にて

いて （都市・地域整備局）

28日　平成15年度公共工事設計労務単価（基準額）に

ていて （総合政策局）

【地方建設情報】

14日　滋賀県内の『交通事故に結びつくヒヤリ箇所』

はどこですか （近畿地整）

17日　国土地理院出前講座を開始 （中部地整）

19日　浸水想定区域の指定・公表について（中部地整）

20日　東北地方整備局入札監視委員会（第二部会）議

事概要について（お知らせ） （東北地整）

20日　一般国道176号名塩道路の開通について　より

安全で便利な道をめざして！ （関東地整）

24日　北陸地方整備局入札監視委員会（第二部会第３

回定例会議の概要） （北陸地整）

【公募情報（国・公団等）】114件

【公募情報（地方公共団体）】670件

部　　門 

 

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 

受験者数 

（人） 

763 

55 

18 

1236 

32 

137 

482 

376 

94 

55 

280 

152 

462 

457 

92 

335 

323 

20 

 23 

 239 

 5631

合格者数 

（人） 

 272 

27 

9 

362 

7 

52 

183 

128 

30 

22 

105 

80 

186 

243 

56 

100 

181 

10 

7 

48 

2108

合格率 

（％） 

  35.6 

 49.1 

50.0 

29.3 

21.9 

38.0 

38.0 

34.0 

31.9 

40.0 

37.5 

52.6 

40.3 

53.2 

60.9 

29.9 

56.0 

 50.0 

30.4 

20.1 

 37.4

4月号の訂正

JACIC news４月号に掲載いたしました、「平成14年度
ＲＣＣＭ資格試験合格者発表」記事において「部門別
合格者数」の表の数値が誤っていました。下記のよう
に訂正いたします。


