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ましたが、これらは、標準叢書（12冊）として

も刊行され、公団・都道府県等の他機関におい

ても運用が広がってきています。  

今年は分野を超えた情報の利活用を目標に第二

次三箇年推進計画を策定し、この推進計画に基

づいて、標準化の大きな課題について取り組ん

で参ります。 

　「自治体版新土木工事積算システム」につきま

しては、現在着実に普及しつつあります。この

システムは、対話方式で設計書が作成でき、基

準書改訂にも速やかに対応できるうえ、省力化

が可能なものになっています。また、平成16年

度の完成を目指して、OSに依存することなく、

積算システムの運用が出来る「次期土木積算シ

ステム」の開発を進めております。これにより、

「OSのバージョンアップ」等によるシステムの

変更等のコスト縮減を目指し、更にシステムの

信頼性の向上が図れます。 

　「建設副産物情報交換システム」につきまして

は、公共事業分野における建設副産物の再資源

化を促進し循環型の資源利用に寄与しようとす

るものであり、平成14年度の運用開始以来着実

に利用が拡大しております。今後とも利用者の

皆さまのご期待に沿える様更なる情報交換シス

テムの充実を図って参ります。 

　国土交通省が進めている「地理情報システム

（GIS）」の河川GISや道路GISは、公共施設の効

率的な計画・調査・設計・工事・維持管理等を

地図上で総合的に実施するための不可欠なシス

テムとなりつつあります。JACICといたしまし

ては、今後とも公共事業部門へのGISの普及に更

に積極的に取り組んで参ります。  

　情報通信技術の応用により業務部門をまたぐ 

ニュースと解説 

新年のご挨拶 

理  事  長 

豊 田  高 司 

　明けましておめでと

うございます。 

　皆様には、日頃より

私どもJACICの業務に

対し温かいご支援､ご指

導を賜り、厚くお礼申し

上げます。 

　さて、昨年JACICで

は、品質マネジメント

システムに関わる国際

規格ISO 9001:2000の認証取得に向けた活動を行

い、12月に認証取得いたしました。今後、顧客

満足の向上と業務改善を心掛け活動して参ります。 

　昨年７月には、基盤整備から利活用へと重心

をシフトしたe-Japan戦略Ⅱが発表されるなど、

IT化の流れが益々加速しています。このような

状況を踏まえ、今年もJACICでは、建設分野に

おける情報化の進展のために、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、

建設マネジメント技術の向上等について積極的

に活動して参ります。 

　ここで、JACICの業務についていくつか述べ

させていただきます。  

　「JACIC NET」、「建設総合案内所」は、昨年

リニューアルを行い、情報を探しやすい画面と

いたしました。今年も、提供情報の迅速性・正

確性を高め、更なる充実を図って参りますので、

より一層のご利用をお願いいたします。  

  情報化が進展していく中で、JACICは建設情報

の標準化についても広く産官学の関係者を結集

して取り組んでおります。これまで第一次三箇

年推進計画に基づき、国土交通省直轄事業の電 

子納品要領・基準の策定等の支援を行って参り 
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情報の共有・有効活用を図ることを目的として

いる「CALS/EC」につきましては、国土交通省

CALS/ECアクションプログラムの実施に向けて

電子調達や電子納品等の着実な実施を支援する

とともに、地方公共団体への普及促進を図ります。

特に、電子入札については、「電子入札コアシス

テム」をさまざまな公共発注機関に共通の道具

として使っていただけるよう機能の充実や性能

の向上に努めます。 

　e-BISCセンターにおきましては、昨年４月か

ら本各運用が始まりました電子入札システムに

ついて、さらなる安定運用に努めるとともに、

e-BISCセンターホームページを発注者・応札者

の皆様に親しまれるよう充実させて参ります。 

　入札・契約業務を支援するために構築した

CORINS/TECRISは、平成15年２月から請負金

額500万円以上2,500万円未満のCORINS情報の提

供とともに、市区町村での利用料を4万円／年に

値下げしました。お陰様で、市区町村のCORINS 

活用は、160市区町村となりました。今年も、市 

区町村への普及に主眼をおいて活動したいと思

います。技術者の専任制の確認、不良不適格業

者排除にどうぞご利用ください。 

　また、CORINSはこれまで120万件を超える公

共工事実績が登録されています。本年10周年を

迎えるにあたり、従来の目的だけでなく、技術

管理，コスト構造改革，品質確保などの技術的

課題や建設行政的課題に的確に対応したデータ

ベースとして、今後目指すべき新たな活用方策

について「CORINSデータベース活用方策研究会」

を設け検討しています。  

　JACICは、今後とも、建設分野における建設

マネジメント技術の向上を図るため、建設分野

の情報化に関する諸事業を展開していく所存で

ございますので、引き続きより一層のご指導と

ご支援をお願いいたします。　皆様の益々のご

健勝とご発展を祈念いたしまして、西暦2004年、

平成16年の新春のご挨拶とさせていただきます。 

（理事長　豊田高司） 

　電子入札は、その後も順調に進んでいます。入札案

件登録及び開札状況は、次のとおりです。 

 

 

 

 

ヘルプデスクの利用状況 

　ヘルプデスクへの問い合わせも数多く寄せられまし

た。11月の問合せは、発注者311件、応札者2,342件、

合計2,653件でした。なかでも、電子入札システムの

操作に関係する質問が多くありました。主な問合せ内

容と回答は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　e-BISCセンターでは、皆様から寄せられた問合せ内

容をＦＡＱ（よくある質問と答え）にとりまとめ、ホ

ームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）に掲載してい

ます。ＦＡＱを有効にご利用していただきますようお

願いします。　 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

電子入札コーナー 

入札案件登録・開札の状況 

項　目 

案件登録 

開　　札 

11月分 

2,789件 

2,727件 

累　計 

22,219件 

18,549件 

問い合わせ内容 

通常指名競争入

札にて、通知書

が発行されたか

どうかはどのよ

うに確認すれば

良いですか。 

回　答 

指名通知書が発行されると、その

旨をお知らせするメールが自動送

信されますので、通知書の到着を

知ることが出来ます。また、発注

者は、電話やFAX等で事前に指

名業者の企業IDを確認する運用

となっておりますので、通知書発

行前に発注者から連絡が入ります。 

問い合わせ内容 

各資料や書類の

受付票、通知書

はいつ届くので

すか。調達案件

一覧、入札状況

一覧に表示ボタ

ンが出てきませ

ん。 

回　答 

受付票、及び通知書を発行するタ

イミングは発注者によって異なり

ます。各資料、書類の受付（締切）

予定日時を過ぎ、各一覧の「最新

情報」ボタンを押下しても「表示」

ボタンがでない場合には、受付作

業が終了していない事などが考え

られますので、発注者に現在の状

況についてご確認下さい。 



　平成15年10月31日、電子入札コアシステムVer.3.1を

リリースしました。本稿では、今回新たに提供した機

能について紹介します。  

１．電子入札コアシステムの開発経緯  
　平成14年6月にコアシステムVer.1を提供開始し、同

年10月にVer.2、平成15年6月にVer.3、そして今回

Ver.3.1と、順次機能の追加、性能改善を図ってきまし

た。どの段階で購入したユーザに対しても、新バージ

ョンアップ版は無償で提供されることになっています。

２．電子入札コアシステムVer.3.1の概要 
　Ver.3.1はVer.3に対して更なる速度向上を目指し、 

性能向上検討タスクフォースにおける改善項目に基づ

く対応を行ったものです。その結果Ver.3までは7分前

後だった開札処理時間（開札担当者の本人確認から落

札結果通知までの一連の時間、試験機器と多重条件等

は独自に設定）をVer.3.1では4～5分まで短縮すること

が出来ました。新たに改善が図られた点は、以下の通

りです。 

（1）通信セキュリティ機能のオプション化 

　発注者のサーバアクセス時に全処理工程で乱数署名

を行っていたのに対し、乱数署名の実行をユーザの判

断により選択できるようにしました。 

　通常、コアシステムの通信セキュリティ機能は、ク

ライアント利用者のなりすまし防止のために、「乱数

値に付与された署名の検証処理」及び「乱数値による

セッションの正当性検証処理」が行われています。こ

のうち、利用環境が閉域ネットワーク（LGWANなど）

の場合、接続されるクライアントが極めて限定され、

セキュリティが確保されることから、処理時間のかか

る「乱数値へ付与された署名の検証処理」を発注者側

に限り省略する機能を付加しました。  

（2）クライアント署名検証機能のオプション化 

　帳票表示時にサーバからの取り出しおよびクライア

ント側の表示と２回の自動署名検証を行っていたのに

対し、サーバからの取り出し時のみとし、ボタンによ

る手動検証のオプション化を可能としました。 

　通常、コアシステムのクライアント署名検証機能は、

帳票等の文書に付与されている署名について、改ざん

のチェック処理および証明書の検証処理がブラウザの

表示時に行われています。このうち、GPKIやLGPKI

を利用する場合の証明書の検証処理は、各認証局から

必要情報を取得するための通信による待ち時間を要し、

サーバ側の署名検証によりセキュリティが確保される

ことから、クライアント署名検証機能を改ざんチェッ

クのみを標準とするオプション化としたものです。  

 

（3）落札決定通知書立会人署名機能オプション化 

　立会人の同席は、電子化しなくとも確認可能である 

ため、落札決定通知書に対する立会人署名の付与をユ

ーザの判断により選択できるようにしました。 

　Ver.4までの、コアシステムでは、落札決定通知書

をはじめとする入札結果に関わる通知書（「落札決定

通知書」、「決定通知書」、「保留通知書」、「取止め通

知書」）には執行官の署名とともに立会担当官の署名

付与も必須としていました。このうち、立会担当官は、

電子証明書を持たない方による運用（立会を行った方

の印鑑による捺印）も考慮する必要があるため、署名の 

付与を発注機関の判断により選択できるようにしました。

（4）入札以降通知書署名 

　入札以降の通知書発行時に応札者ごとに署名を付与

していたのに対し、入札以降は宛先情報の重要性が低

いことから、署名付与をユーザの判断により選択でき

るようにしました。 

　コアシステムでは、入札以降に必ず対象業者へ向け

て一括発行する通知書（入札締切通知書、見積締切通

知書、日時変更通知書）に対して、発注者クライアン

トで宛先が異なる通知書に一通毎に署名を付与してい

ました。 

　これらの通知書は、宛先情報以外の内容は同一であ

り、同一部分に対し発注者クライアントにて一度の署

名を付与し、その後サーバで、発行対象業者の宛先情

報を付加する処理としました。 

３．今後の予定  
　現在35を超える公共発注機関が、電子入札コアシス

テムを採用した電子入札システムを構築しています。

今後、平成16年リリース予定のVer.4では、一層の機

能向上、性能改善を図るとともに、すべての公共発注

機関に共通の道具として広く活用いただくという所期

の目的を達せられるよう、普及活動にも力を注いでま

いります。  

（CALS/EC部　主任研究員　石山　敏雄） 
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　JACICは、財団法人港湾空港建設技術サービスセン

ター（SCOPE）と共同で平成16年１月22日～23日の

２日間、CALS/EC＆建設ITの展示会・セミナー

『CALS/EC MESSE 2004』の開催を予定しています。 

　３回目の開催となる今回は「本格実施で見えてきた

“CALS/ECの効果”を体感する２日間」をメインテ

ーマとして掲げています。内容としては、「CALS/EC

セミナー」と「展示会」の２本柱の構成となっています。 

　「CALS/ECセミナー」では、特別公演としてフラ

ンス マリロワ市長でヨーロッパ建設CALS/EC協 

議会議長でもあるBernard Longhi氏をお招きして

CALS/ECについての欧州先進事例を紹介頂きます。 

　また、この他にも地方公共団体における具体的取り

組み事例として大阪府土木部長 小河保之氏をはじめ

建設業界における導入の現状や展望等に関する講演を

予定しています。 

　「展示会」は大きく４つのゾーンで構成されています。 

　まず「建設IT＆CALS/ECソリューション展示ゾーン」

は、CALS/EC及び建設ＩＴに関わるソフト、ハード

等を一堂に集め、最新の製品／技術を展示します。 

　「CALS/EC体験ゾーン」は、主催者企画のコーナ

ーであり「プレゼンテーションステージ」「電子入札

体験ゾーン」「電子納品体験ゾーン」「CALSシステム

体験ゾーン」「CALS/EC入門コーナー」の５つのゾ

ーンで構成されます。「プレゼンテーションステージ」

では電子入札システムのデモンストレーションをはじ

めとしたビジュアルなプレゼンテーションを企画して

います。 

　また、「電子入札体験ゾーン」では電子入札システ

ムの模擬体験が可能です。「電子納品体験ゾーン」では、

電子納品の流れを説明し、電子納品への理解を深める

内容となっています。「CALSシステム体験ゾーン」は、

港湾関係のCALSシステムを体験して頂けます。

「CALS/EC入門コーナー」は、CALS/ECの基礎的な

話をわかりやすくパネルで紹介し、CALS/ECの関連

する資料の展示とカタログの配布を行います。  

　「CALS/ECシアター」は、主催者や協賛団体等が、

CALS/ECに関する具体的な取り組み等を紹介・解説

するミニ講習会です。プログラム等の詳細は、本イベ

ントのホームページに掲載しますのでこちらをご確認

ください。発表予定団体は、建設コンサルタンツ協会、

国土技術政策総合研究所、国土地理院、全国地質調査

業協会連合会、日本埋立浚渫協会、日本土木工業協会、

愛知県建設業協会、JACIC、SCOPE等で、全部で14

講座を予定しています。 

　「ベンダーフォーラムゾーン」は、出展社が行う製品、

システムの解説やユーザー事例の紹介などで構成され 

るセミナーです。 

　CALS/ECに関する最新の技術情報にふれる絶好の

機会かと思いますので是非ご来場ください。 

【開催概要】 

●主催：JACIC・SCOPE 

●後援：国土交通省 

●協賛：（社）建設コンサルタンツ協会、港湾技術コン

サルタンツ協会、（社）全国建設業協会、（社）全国測

量設計業協会連合会、（社）全国地質調査業協会連合会、

（社）日本埋立浚渫協会、（社）日本土木工業協会（50音順） 

＜セミナー＞ 

テーマ：『公共事業におけるCALS/ECの取り組みと

今後の展望』  

●開催予定日：2004年１月23日（金）（13:00～16:00） 

●予定会場　：TFTホール（東京・有明）  

●定　　員　：300名  

●プログラム（予定） 

来賓挨拶：国土交通省　技術総括審議官　川島 毅 氏 

特別講演：講師：フランス　マリロワ市長、ヨーロッ

　　　　　パ建設CALS/EC協議会議長　 

Bernard Longhi 氏 

　　演題：「ヨーロッパにおける建設分野IT化の現状」 

講演１　：講師：大阪府　土木部長　  小河　保之 氏 

　　演題：「大阪府におけるCALS/ECの取り組み」 

講演２　：講師：IAI日本支部　副会長　 

山下　純一 氏 

　　演題：「CALS/EC推進の意義と標準化」  

講演３　：講師：（社）日本土木工業協会　 

豊田　哲也 氏 

　　演題：「建設現場におけるCALSの導入事例」 

● セミナー参加費：　5,000円 

＜展示会＞ 

●開催予定日：2004年１月22日（木）～23日（金）  

●会　　　場：TFTホール（東京・有明）  

●入   場   料：無料 

＜問い合わせ先＞ 

CALS/EC　MESSE　2004運営事務局 

　　（電話：03-5348-5881） 

　　URL: http://www.cals.jacic.or.jp/event/2004 

CALS/EC  MESSE  2003（前回）の会場風景 

（CALS/EC部　主任研究員　平山政裕） 

JACIC便り 

「CALS/EC  MESSE  2004」の開催 



　12月１日に、カナダのブリティッシュコロンビア大
学（BCU）のトーマス・フローズ（Thomas Froese）
教授の建設事業における電子的情報交換のためのデー
タモデルに関する講演会を当センターにおいて開催し
ました。教授は、BCUの土木工学科に所属されてい 
る建設構造物のデータモデルの専門家であり、IAI
（International Alliance for Interoprerability）で開発され
たIFC（Industry Foundation Classes）のモデルに関して、
北米地区で活躍されています。教授の講演会は、本年
の２月にも当センターで開催しましたが、今回は、そ
の後の研究の新しい展開について講演をいただきました。
　IFCとは、建築物等の構造を機能からみた構造要素
（柱、梁、ドアー等）に分け、これらを階層的なクラ
ス分けで表現したデータベースを構築する機能を有す
る標準です。これを使うことにより、電子的な情報交
換を確実かつ効率的に行うことができます。以下の通り、
教授はこのIFCを土木構造物の設計への適用とさらに
プロジェクトの管理に使うための研究をされています。 
　講演では、IAIの活動、IFCの現状およびヘルシン
キ大学のプロジェクトなどのIFCを活用した事例の紹
介の後、次のような教授の最近の研究の紹介がありま
した。主な内容を紹介します。  
１．モデルベースのシステムの開発 
　１）従来は主に構造物の設計における情報交換の標
準として使用されているIFCをプロジェクト管理のツ
ールとして使うための、IFCと連携したプロトタイプ
のアプリケーションの開発。（積算、工程管理、ドキ
ュメント管理、アセットマネジメント等） 
　２）包括的で、統合的かつ柔軟性に富むトータルプ 
ロジェクトシステム（TOPS)の開発。工程、資材、コ
スト、ドキュメントなどのプロジェクト管理情報を
CADベースのプラットフォーム上でプロダクトモデ
ルと結合させることなど。 
　３）IFCでは十分でない個々の製品や資材の詳細な 
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ブリティッシュコロンビア大学フローズ教授の 
　　　　　　　　　　　　データモデルに関する講演会 

情報を提供するための製品ライブラリーの開発。 
２．ウエブベースでの共同作業のためのツールの開発 
　ウェブ上で工程、ワークフロー、ナレッジを共有す
るためのシステムの研究と、これらを上記のモデルベ
ースのシステムとの統合の研究 
　さらに、教授は、「Unified Approach to Project 
Management（プロジェクト管理のための統合された
アプローチ）」という概念を提唱され、研究を進めら
れています。これに関し、教授は、乗り越えるべき障
壁として、現行のプロジェクト管理の発想（個々の業
務を個別に考える傾向等）とITから見た望ましい発想
（業務全体を統一的に見る傾向等）のミスマッチがあ
ること､これの解消のためには、１）プロジェクトの
参加者が共有できるように情報の構造を定義すること、
２）これらの情報構造に従いプロジェクトを記述する
こと、３）プロジェクトの情報の関係を重視した観点
で表現すること、４）プロジェクト全体の管理・作業
を支えるように情報とビューを使うこと、の４点の重
要性を指摘されました。  
　教授の研究は、先進的なものであり当センターとし
ても、今後の建設分野の情報化のための業務の大きな
参考となりました。 

（建設情報研究所　近畿支所長　益倉克成） 

ビデオ｢ボクの村のトンネル｣ 
　およそ70年程前に新潟県の小さな集落で自らの手で
１kmのトンネル堀りに挑戦した人々がいます。トン
ネルの名は｢中山隧道｣。 
　毎年冬の数ヶ月は雪で外界との自由な交通が途絶し、
運悪く病気にでもなれば死も余儀なくされていました。
｢このままではいけない｣「孫子のために冬でもいける
道を作ろう｣「頼んでもやってくれないなら自分達で
掘るしかない｣。こうは言ったものの反対するものも 
いて集落は２分しました。  
　推進派は自ら費用と道具を持ち出して断面約２㎡の
トンネルを交代で掘り始めました。途中で経済的脱落
者が出たり出水に遭遇したり酸欠になったり困難続き
でしたが、第二次世界大戦を挟んで16年後、昭和24年
５月１日貫通しました。 

　当時ツルハシを打ち込みつづけた人々が証言し、今
もそれを土台に生きている住民が生き様を見せるドキ
ュメンタリーでJACICが製作しました。小学生が歴史
を探る展開で、学校等での利用に最適なビデオ作品で
す。JACICの助成研究発表会で公開し好評を得ました。 
｢ボクの村のトンネル｣（VHS、37分、ステレオ）。  
　なおこのビデオは別に製作されたドキュメンタリー
映画「掘るまいか｣（16ｍｍ、カラー、ステレオ）の 
姉妹編です。 
　上映などのご希望・お問い合わせの方は、下記へご
連絡下さい。 
企画調整部　　TEL 03－3584－2404  
　　　　　　　FAX 03－3505－2966　徳重・小林  

　　　　　　　（企画調整部　参事　徳重政志） 
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　当センターでは、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おり、平成14年度には10件の

研究助成を行いました。11月14日に「研究助成事業成

果報告会」が開催され、これらの研究のうち５件につ

いての発表が行われました。この報告会で発表されな

かった５件について、今月号より研究助成成果概要を

掲載します。なお、研究助成10件の報告書を「研究助

成事業成果報告会　資料集」としてまとめてあります

ので、希望する方は下記にご連絡ください。 

企画調整部　TEL：03-3584-2404  FAX：03-3505-2966 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 
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北海道大学大学院　教授　加賀屋誠一 

 

１．研究の背景と目的  

　近年、高度情報通信システムが急速な普及を見せて

おり、その通信媒体としての大規模化、高速化が求め

られている。その中で、光ファイバーによるインター

ネット通信は、多くの利点があり、国全体ばかりでは

なく、地方自治体単位のその普及が期待されている。

その利点は、比較的容易に敷設が可能であり、ブロー

ドバンドとしての利用の仕方が便利であること、一般

家庭までつなぎ方によっては、利用可能であることな

どが挙げられる。ここでは、その敷設方法として、国

土交通省で整備が進められている、道路情報管理用の

情報ボックスネットワーク、河川災害情報用の光ファ

イバーネットワークなどを利用した地域イントラネッ

トワーク構築を導入する。この方法を用いることによ

って、地域ＩＴ計画が、より経済的に容易になり、大

都市ばかりではなく、地方都市およびそれらを含む地

域での導入も可能であると考えられる。 

　ここでの研究目的は、それらの公共敷設光ファイバ

ーが利用可能であるときの、採算可能性を算定する方

法を構築し、具体的な対象地域において検討すること、

またどのような形のマネジメントを考え、ある条件の

下でその最適化を行う方法を考えることである。 

２．検討手順と用いたアルゴリズム 

　ここでは、北海道十勝地域を対象とし、公共敷設光

ファイバーを用いたＩＴシステム整備事業を考えた。

自治体と民間の協調システムによる整備コストの分担

が事業化可能性を保障できるかについて、事業スキー

ムを想定し、それぞれの効用最大化による最適解を求 

めるアルゴリズムを新たに開発した。 

　その手順は、①地域ＩＴシステム整備を想定した事

業スキームの構築、②事業費用・キャッシュフローの 

定式化、③コスト分担量を変数とした効用関数の作成 

④乗数効用を目的とした効用最大化問題の適用、⑤条

件設定下における遺伝的アルゴリズムによる最適コス

ト分担量の算出・評価となる。 

３．ＩＴ計画の導入方法 

　地域ＩＴシステム整備の方法は、①大容量の情報量

の伝達が可能な中継回線による自治体間を連結、②役

場、情報管理施設など公的施設への直接ケーブルによ

る結合、③地域に網目状に設置したノード端局までの

端末回線の敷設を考え、高速通信網を整備する。ここ

では情報の共有化やサービスの大幅な提供ができる。

事例としては十勝地域11自治体人口８万人の地域であ

る。事業費は初期投資、維持管理費、減価償却費を考

え総事業費の算定式を導く。またこの場合需要側の効

用を算定するために、無線ノード機によって結合され

た加入世帯数を予測する。参加主体としては、FTTH

事業体をマネジメント主体とし、自治体、ケーブルテ

レビ、サイバーモールサイト運営会社の参加を考えた

事業システムである。それぞれのキャッシュフローと

それに伴う効用関数を算定し、乗数型総合効用関数を

導く。その関数を目的関数として、全体的に均衡ある

コスト分担量を算定し、それらに基づいた地域ＩＴ計

画の可能性を導き出した。 

４．結果と考察 

　その結果、次のような結果を導き出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　ここでは、各主体とも黒字で事業経営が可能であり、

特に突出した利益を持つ主体もなく、均衡のある適切

なコスト分担量の算出を行うことができた。 

　また自治体の負担する割合は、約６割であり、民間

事業者の参入により、税による負担がある程度軽減さ

れているといえる。ここでは、より利益を受ける事業

者を求めることにより、自治体での財政負担がより軽

減され、実現可能性を高めることが可能となることが

明らかとなった。 

 

平成15年度研究助成成果概要（その1） 

コスト分担量の累計 

各事業主体 

ＣＡＴＶ 

Ｓモール 

自治体 

総事業費 

（現在価値） 

コスト負担 

額（千円） 

    993,792 

    269,236 

  1,761,131 

  3,024,159

コスト 

分担率 

  32.9％ 

   8.9％ 

  58.2％ 

100.0％ 

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 



　このたび「電子入札コアシステム」が情報化月間記

念行事の一環として「情報月間推進会議議長賞」を受

賞しました。毎年10月に実施される情報化月間は、国

土交通省、内閣府、総務省、財務省、文部科学省およ

び経済産業省の指導の下、「情報化月間推進会議」（経

済産業大臣の私的諮問機関）が実施するものです。 

　情報化月間行事の一環として、情報化促進に多大の

貢献をなしたと認められる個人、企業等及び優秀情報

処理システムが表彰されることとなっています。表彰

には、国土交通省関係表彰、経済産業省関係表彰、総

務省関係表彰があり、このうち国土交通省関係表彰で

は、個人１名（大臣賞）、企業３社（大臣賞）、情報シ

ステム３システム（情報化月間推進会議議長賞）が表

彰されました。 

　今回、JACICとSCOPEが共同で開発を進めてきた

電子入札コアシステムが国土交通省関係のうち優秀情

報処理システム（情報化月間推進会議議長表彰）に選

ばれたものです。 

　表彰理由は、以下のとおりです。 

　「本システムは、国土交通省が推進している

CALS/EC地方展開アクションプログラムの趣旨に則り、

各公共発注機関が整備する電子入札システムの中核と

なるものである。既に20を超える公共発注機関が本シ

ステムを活用して電子入札システムを構築、運用して

おり、今後の電子入札化による公共事業改革を支える

ものである。」 

　表彰式は、10月１日、東京全日空ホテルで開催され、

JACIC豊田理事長およびSCOPE川嶋理事長が授賞式

に出席しました。 

　電子入札コアシステムは、平成15年６月末にVer.3、

同年10月末には、Ver.3.1をリリースし、順次、機能拡

充や性能の向上を図ってきています。これまでに36の

公共発注機関に購入いただき、このうち９機関では実

際の運用が開始されています。今後も多くの公共発注

機関において共通の道具として広く利用いただけるよ

う、より一層の機能の向上に努めてまいります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（CALS/EC部　次長　鈴木周一） 
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電子入札コアシステムが 
　　　　　「情報化月間推進会議議長賞」を受賞 

JACIC通信 

「JACIC情報71号」を発刊 
特集「改革・発展する公共事業」 

　国土交通省が実施する公共工事については、平成６

年度の一般競争入札方式を本格的に採用するなど、透

明性・客観性・競争性の高い制度へと90年ぶりの大改

革が行われた後、公共工事の品質確保、コスト縮減、

新たな入札契約制度の導入、アカウンタビリティの向

上、公共事業の評価等の施策が取りまとめられ、一部

の公共事業での実験や試行が実施されるとともに、逐

次完全実施されつつあります。 

　一方、建設コンサルタントの入札契約制度において

は、平成11年度に国土交通省（当時建設省）において

「設計・コンサルタント業務等入札契約問題検討委員

会」が設置され、入札契約プロセスにおける一層の競

争性、透明性の確保を念頭に置き、より技術的な質の

高い業務成果を得るため、業務発注等のあり方につい

て基本的な考え方を整理し、業務の種類や発注者の 

体制等に応じた検討を行い、平成12年度に中間とりま

とめを公表しています。その後、プロポーザル方式の

改善や業務評価方法を変更する案が立案されるなど、

さまざまな動きがあります。 

　このように公共事業執行においては、長年にわたり多

くの施策が実施され、改革をとげ、発展しつつあります。 

　JACIC情報では、このような状況を踏まえ特集テー

マとして「改革・発展する公共事業」について取りあ

げ、現在までの公共事業執行に関する施策の現状を総

括するとともに、今後を展望しています。  

　なお、71号の発刊が諸般の事情により遅れましたこ

とをお詫び申し上げます。 

　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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■電子納品に使えるCAD講習会  
　東北地方センターでは、2004年度から本格的に始ま
る電子納品に先立ち、ライフサイクルのもっとも長い
CADに焦点をあて、11月12日から約１ヶ月間 
○ CADとはどんなものなのか 
○ 何ができるのか  
○ SXFファイルに変換するときの留意事項 
について、OCF検定合格CADベンダー14社のご協力
をいただき、CAD講習会を開催しています。  
講習会参加者へは、CALS/ECの概要から始まり、
CAD特有の操作方法や制限事項を説明し、CAD選定
の資料として比較表（12月中旬公開予定）も配布して
います。  
　受講者の９割から「受講をしてよかった」と高い評
価を頂いています。また継続して、講習会を開催して
欲しい、などといった意見も頂いています。  
　今後とも、電子納品に関する講習会を企画しますの
で、よろしくお願いします。 

■電子入札コアシステム操作講習会 
　11月27日と28日、青森県にて、発注者を対象とした
電子入札コアシステム（Ver.3.0）の操作講習会を実施
しました。  
　講習内容は、CALS/ECの最新動向に始まり、コア
システム操作、質疑応答を行いました。  
講習会は、発注者18台、受注者２台環境で行い、３回
の講習会で総勢43名（青森県27、センター９、市町７）
の発注者の方に、コアシステムを体感していただきま
した。 
　アンケートでは、「操作が簡単」「受講してよかった」
「もっと講習会を開いてほしい」という意見をいただ
きました。また発注者側操作について、「遅い」とい
う声は聞こえず、逆に講師側の「受注者操作が遅い」
等の、ご指摘を受けました。 

（東北地方センター　参事　有馬義二） 

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） 
（定価80円） 

地方センターコーナー 

東北地方センター活動報告 

「電子納品で使えるCAD講習会」講習風景 電子入札コアシステム講習風景 

11月のニュスから 

【建設行政ニュース】 
21日　『－技術が支える明日の暮らし－国土交通省技術基本
　　　計画』について                                  （大臣官房） 
25日　平成15年住宅需要実態調査の実施について  （住宅局） 
27日　国土交通経済（平成15年８月・９月）の概況 

（総合政策局） 
27日　『数値地図５mメッシュ（標高）』（東京都区部）を刊
　　　行                                                 （国土地理院） 
28日　道路関係四公団民営化に関する政府・与党協議会資料 

（道路局） 

【地方整備局ニュース】 
20日　都市圏交通円滑化総合計画に名古屋都市圏、岐阜都市
　　　圏が指定されました。                  （中部地方整備局） 
27日　道路の通行規制情報の共有システムの運用 

（東北地方整備局） 
27日　いよいよ石川でも高速料金割引実験スタート 

（北陸地方整備局） 
28日　琵琶湖・淀川流域圏の再生          （近畿地方整備局） 
28日　会社の車で通勤しないで             （関東地方整備局） 

【公募情報（国・公団等）】　    127件 
【公募情報（地方公共団体）】　418件 

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。 
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