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ニュースと解説 

電子納品要領・基準（案）が出揃う 
1．はじめに 
　国土交通省では、CALS/ECを推進するため、資料の
省資源化、保管場所の省スペース化、情報検索の迅速化
とデータの再利用性の向上、データ共有による伝達ミス
の低減および品質の向上等を目標に、平成11年度から直
轄の業務及び工事に必要な電子納品要領・基準（案）の
策定が行われてきました。　 
　平成12年３～５月には、「土木設計業務等の電子納品
要領（案）」、「工事完成図書の電子納品要領（案）」、「CAD
製図基準（案）」および「地質調査資料整理要領（案）」、
平成13年度には「デジタル写真管理情報基準（案）」が
公表され、平成13年度から全ての業務および一部の工事
を対象に電子納品が開始されました。その後、上記要領・
基準（案）に関する改訂が行われるとともに、平成15年
には「測量成果電子納品要領（案）」、「電気通信設備関
連の電子納品要領（案）」が策定され、それぞれ電子納
品が実施されています。平成16年３月には「機械設備工
事関連の電子納品要領（案）」が策定され、電子納品全
面実施に必要な12の要領・基準（案）がほぼ出揃いまし
た（表－1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　CALS/ECアクションプログラムでは、今年度から国
土交通省の全ての業務・工事を対象に電子納品を実施す
ることとされており、受注業者はこれらの要領・基準（案）
に沿って電子納品をすることになります。　 
　これらの要領・基準（案）は、「建設情報標準化委員会」
（委員長：中村英夫武蔵工業大学教授、事務局：JACIC
標準部）の傘下にある４つの小委員会の１つ「成果品電
子化検討小委員会」の下に設置されたWG等において素

案を作成し、意見照会やパブリックコメント等を経て策
定され、上記小委員会および委員会で検討・推奨された
ものです。　 
2．機械設備工事の電子納品要領（案） 
　今回策定された機械設備工事の電子納品要領（案）は、
「土木設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編」・
「工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編」・
「CAD製図基準（案）機械設備工事編」の３つに分けて
策定されています。主な特徴は、機械設備工事のライフ
サイクルマネジメントの効率化を考慮して「施設機器コ
ード」が導入されたことにあります。現在制定されてい
る土木編の各要領・基準（案）との主な違いは下記のと
おりです。 
①土木設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 
　適用を機械設備工事の設計業務に限定しています。 
②工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 
　維持管理での利活用等を主な目的として、「施設機
器コード」が新規に作成され、また、従来の「完成図」
フォルダに代わり、「完成図書」フォルダと「施工図
フォルダ」が新設されています。 
③CAD製図基準（案）機械設備工事編　 
　工事履歴、施工前後の比較、施工範囲を確認するた 
めの「レイヤ」が追加されています。また、「対象と
する工種」は８工種であり、残りの数工種は今年度に
追加公表される予定です。　 
　これらの要領・基準（案）が実際に適用されるのは、
ベンダーのソフト開発期間を考慮して平成16年７月以降
とされています。 
3．要領･基準（案）等の入手方法　 
　12の電子納品要領・基準（案）は、製本したものが欲
しいという要望により、JACICでは「建設情報標準叢書」
として大成出版社（TEL03 - 3 3 2 1 - 4 1 3 1、URL：
http://www.taisei-shuppan.co.jp）から刊行しており、
政府刊行物取扱所や大きな書店で求めることができます。
また、国土技術政策総合研究所のホームページ
（http://www.nilim.go.jp）から無償でダウンロードす
ることもできます。 
4．おわりに 
　電子納品の全面実施に伴い、必要な要領・基準（案）
がほぼ出揃いましたので、今後は必要に応じて見直しが
実施され、内容の充実が図られる予定です。なお、土木
編および電気通信設備編に関する全ての要領・基準（案）
は、今年６月に改訂版が公表される予定です。 

（標準部　次長　山本　翔） 
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電子納品要領・基準（案）一覧表（表－1） 
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　JACICでは2002年４月より、電子入札国際標準化に向

けた活動を行ってきました。これまでの取り組みと今後

の方針について紹介します。 

 

1．経緯　 

　国連欧州経済委員会の下部組織であるUN/CEFACT（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）において、日本は「日本の電子入札の取り組

み」と「コアシステムによる国内標準化の取り組み」を

紹介しました。この取り組みが高く評価され、建設部会

のロンギ議長（仏）の推薦により、電子入札国際標準化

プロジェクトの幹事国となりました。電子入札国際標準

化の活動は、UN/CEFACTのTBG6（International 

Trade and Business Group：国際貿易・業務グループ

の第６班：建設・建築グループ）の場で進められていま

す。　 

 

2．電子入札の国際標準化　 

　電子入札国際標準化プロジェクトは、全ての入札対象

物（工事、サービス、物品）と全ての入札方式（一般競

争、指名競争etc.）を最終目標とし検討を行っていますが、

最初の検討対象範囲は、「工事（一般競争入札）」とし、

これまで検討が進められてきており、さらに工事（指名

競争）やサービスへと範囲を順次拡大して検討していく

こととしています。 

　UN/CEFACTの国際会議は年2回開催され、本プロジ

ェクトはフランス、オランダ、スウェーデン、デンマー

ク、ドイツ、英国、チェコ、韓国、台湾、日本の10カ国

（９カ国１地域）が参加し、電子入札のプロセス（入札

手続）とデータ項目（用語定義）について標準化の検討

を行っています。 

 

3．UN/CEFACT TBG6会議での検討経緯　 

　JACICはこれまで2002年の９月より３回のFORUM（正

式会議）と３回のTBG6中間会議に参加し国際標準案の

提案を行ってきました。　 

　入札プロセスとデータ項目の国際標準案はJACIC、

SCOPEで開発した電子入札コアシステムを基に、他業

界（建設以外）や諸外国のプロセスとの比較検討を行い

作成されています。 

　日本から提案した国際標準案は、これまでのFORUM及

びTBG17（TBGの内部調整を行うグループ）での検討、

調整などを行い、工事（一般競争入札）に関しては、

TBG6内で承認されました。　 

　１月にパリで中間会議、３月にボン（ドイツ）でFORUM

が開催され、日本から工事（一般競争入札、指名競争入

札）を対象とした国際標準原案・第４版を提案しました。

これに対して、韓国から入札プロセスの一部追加が提案

され、また、フランスから欧州の商取引で標準的に採用

されているBoQ（Bill of Quantity：数量明細書）の標準

案作成が検討課題として提案されました。　 

　これらの課題を解決するため、アジア（日本）と欧州

（フランス）で別々に中間会議を開催し、入札プロセス

に関する調整は日本と韓国が中心で検討を行い、BoQに

関してはフランスが中心となり欧州諸国と検討を行うこ

ととなりました。　 

　幹事国である日本は、両会議での検討結果をふまえて、

国際標準案の原案の調整作業を行う予定です。 

 

4．今後の展開　 

　上記の中間会議の結果をふまえ、国際標準案の改訂を

実施し、再度TBG17会議へ提案を行います。この

TBG17会議の結果を反映したものをTBG6からの電子入

札国際標準バージョン１としてTBG議長へ提出し、公

開レビューを受ける予定です。　 

　公開レビュー終了後、UN/CEFACT内で国際標準の

公開に関する確認及び承認を行うグループ（ATG、ICG）

へ送られ、審議を受け国際標準として正式に公開される

こととなります。また、工事調達の国際標準案検討と平

行してサービスに関する提案を引き続き行っていきます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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） 

－２－ 

電子入札国際標準化 

（UN/CEFACT FORUMボン会議の様子2004年3月） 

CALS/ECコーナー 
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ヘルプデスクへの質問と回答 

積算システム情報提供サービス　―サービスメニュー― 

－３－ 

e-BISCコーナー 

JACIC便り 

　e-BISCセンターでは、ヘルプデスクへ寄せられた問合せの主なものについて、このページで紹介するとともに、ホー

ムページ（http://www.e-bisc.go.jp/）のＦＡＱ（よくある質問と答え）に掲載します。 

項　目 

電子入札 

システム 

回　答 

平成16年３月１日の仕様変更により、フォントサイズを変更し

ました。各画面のフォントサイズは、指名通知書の表示画面が

８pt、指名通知書印刷画面が６ptとなっています。 

 

「再提出」ボタンは、提出した「提出意思確認書」の内容に変

更があり、再提出する場合に使用するものです。 

「提出意思確認書」を再提出する必要がある場合にのみ使用し

てください。 

　なお、「再提出」ボタンは、提出意思確認書受付締切時間を

経過するか、発注者が受付票を発行するまで表示されます。 

質　問 

通常型指名競争入札方式で、指名通知書

の表示画面と指名通知書印刷画面／プリ

ンタから印刷されてきた、指名通知書の

フォントの大きさが違う。 

随意契約で「提出意思確認書」の提出を

行ったが、「再提出」ボタンが表示され

ているのは何故か。 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

「自治体版新土木工事積算システム」はインターネットを活用

して、自治体及び民間企業に対してさまざまな情報提供サービ

スを行っています。 

　サービスの利用状況としては、平成14年６月のサービス開始

より利用範囲は拡大傾向に推移しており、JACIC（積算システ

ム・データ）ユーザー、公的団体、民間企業を含め、２月末現

在で登録件数が１１６６件となっています。　 

　本システムで提供しているサービス内容としては、Q＆A、

改訂情報、単価表作成支援、基準データ検索等のサービスを提

供しています。以下に、積算システム情報サービスのメニュー

体系、及びもっとも利用状況の多い単価表作成支援サービスの

機能について説明します。 

2．単価表試算処理 
（１）JACICホームページより積算システムを選択後、積算シ

ステム情報サービス画面よりログインを行います。 

 

積算システム・データユーザ 

公的団体 

民間企業 

合計 

登録申請件数 

－ 

　８１件 

６８１件 

７６２件 

登録済件数 

　４９６件 

　　７２件 

　５９８件 

１１６６件 

アクセス回数 

１４３６件 

　５４７件 

６３０３件 

８２８６件 

自治体版新土木工事 
積算システム 

掲示板（一般向け・ 
　　システムユーザ向け） 

FAQ、Q＆A

改訂情報検索 

バージョンアップ情報 

単価表試算処理 

基準データ検索 

1．サービスメニュー体系 
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（２）メニューより単価表試算処理を選択し、試算条件を設定します。　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）工事工種体系の選択後、Q条件（施工条件）毎の条件の設定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）歩掛毎の条件設定を行い単価を決定します。また、二次単価表の参照が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　今後も、本サービスをより多く利用して頂けるよう充実を図ってまいりたいと思います。 

（研究第一部　主任研究員　市川政幸） 
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　JACICではCORINS/TECRIS登録支援システムを開

発しており、平成16年度よりデータが揃うところから段

階的に運用を開始します。各発注機関の参加をお願いす

るとともに、受注企業にはCORINS/TECRIS登録に際

して、このシステムの積極的な活用を期待します。　 

 

1．CORINS/TECRIS登録支援システムとは 

　CORINS/TECRIS登録支援システムは、全国の公共

発注機関の入札情報（入札結果）を電子入札システムと

の連携のもとに集約、データベース化することにより、

CORINS受注登録およびTECRIS契約登録に再利用可能

なデータを提供し、受注企業のCORINS/TECRIS登録

に際しての作業の手間の軽減やデータの精度向上を図り

ます。 

　あわせて、このデータベースには全国の公共発注機関

の入札情報が、入札結果だけでなく発注の見通し、入札

公告等も収集可能なことから、これらの情報を一つのサ

イトからインターネットを介して検索・閲覧可能な情報

提供サービスを行ないます。　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．導入のメリット　 

　１）受注者のメリット　 

・受注した案件の契約情報（件名、請負金額、工種等）

をCORINS/TECRIS入力システムへ取り込むことで、

CORINS/TECRIS登録作業の手間を軽減できると

ともに、誤入力の防止等データ精度の向上を図るこ

とができます。 

・発注情報の入手の一元化により、営業情報収集コス

トの削減とともに、営業分析の基礎データとしての

利活用を図ることができます。　 

　２）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）」に基づく情報公開を確実に実施

できます。 

　３）国民のメリット　 

　・入札契約情報へのアクセス性が向上します。　 

３．CORINS/TECRIS登録支援システムの利用方法 

１）最初に受注者はJACICホームページ利用者登録画

面より登録申請を行います。その後、登録確認画面

でパスワードを設定することで登録支援システムの

利用が可能になります。 

２）次に、登録該当案件をJACICホームページで検索

し、ダウンロードボタンを押して登録支援データ提

供画面を呼び出した後に、ユーザIDとパスワード

を入力するとメールで登録支援データが送付されま

す。 

３）CORINS/TECRIS入力システムの「外部データ

の取込」ボタンを押してデータを取り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（CORINS/TECRISセンター　センター長　粕谷晋一） 

 

－５－ 

CORINS/TECRIS登録支援システムを開発中 

図１.CORINS/TECRIS登録支援システム概略 図２．CORINS外部データ取り込み 

①案件情報登録作業･入札結果登録作業の手間の軽減 
②簡易で安価な情報公開 
③工事実績データの信頼性向上、登録作業の手間の軽減 
④業者選定等の作業の効率化 

JACIC 
ホーム 
ページ 



２００４.６月号 

　JACICでは、平成10年度から財団の目的に合致した研

究企画に研究助成を行っています。平成14年度には10件

の研究助成を行い、昨年11月に「研究助成事業成果報告

会」を開催しました。この報告会で発表されなかった５

件の研究について、１月号から順次研究助成成果概要を

掲載しています。最終回となる本号では、室蘭工業大学

の矢吹先生の研究を紹介します。　 

　なお、平成14年度の研究助成成果をまとめた報告書を

ご希望の方は、企画調整部（03-3584-2404）まで連絡く

ださい。 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

 

第2002－9号 
建設分野へのFRID（電子タグ）とプロダクトモデルの
適用 

室蘭工業大学　助教授　矢吹信喜 

 

　土木構造物を、長期間安全かつ経済的に供用・利用す

るためには、建設過程および完成後の点検や補修・更新

に関する記録をきちんと残しておき、必要な時に直ぐに

引き出せるようにする必要がある。これまでに各種構造

物のデータベースが数多く開発されたが、効果的に運用

されている例は少ない。それは、現場で特定の部材や機

器のデータにアクセスするための、データと部材そのも

のとを関連付ける有効なデバイスがほとんどないことが

一因だと考えられる。製造業や流通では、バーコードや

シリアル番号が利用されているが、建設分野では、パイ

プや鉄筋等の部材は、コンクリートや土の中に埋められ

るため、維持管理での利用を考えると不適である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　そこで、我々はＲＦＩＤ（電子タグ、ＩＣタグ）を部

材に取り付け、ＩＤ番号のみならず、施工過程や点検デ

ータ等を電子的に蓄え、必要な時に即座に現場において

取り出せるシステムの開発を行っている（図－１参照）。 

　一方、構造物のデータをきちんとデータベースとして

一元的に管理するためには、標準化されたデータモデル

であるプロダクトモデルを定義する必要がある。我々は、

土木構造物の３次元プロダクトモデルに関する研究も実

施している。 

　そこで、本研究では、構造物のデータを一元的に管理

するとともに、現場で必要なデータに容易にアクセスで

きるようにし、また、長期間にわたって、構造物や各部

材の履歴を記録しながら、管理することを目指して、Ｒ

ＦＩＤとプロダクトモデルとを統合化したモデルを開発

することとした。 

　以下、研究成果を列挙する。 

　電子タグの活用方法として、単にＩＤ情報を記憶させ
るにとどまらず、プログラムを起動させるトリガー機

能及び点検データやアドバイス等のナレッジを保管す

る簡易データ保管機能を提案した。 

　電子タグによるデータの保管方式として、サーバ集中
方式、分散メモリ方式、携帯コンピュータ方式の各方

式について論じ、３つの方式を組合わせたハイブリッ

ド方式を提案した。 

　電子タグシステムをＰＤＡとパソコン等を使用して開
発し、既設のダム点検業務へ適用し、使用性などを検

証した。 

　土木構造物の内、ＲＣおよびＰＣ構造物及び内部にあ
る鉄筋、ＰＣケーブル等のプロダクトモデルを、ＩＦ

Ｃを基本にしながら、開発した。特に、内部に構成要

素を含むコンクリート部材のモデル化においては、工

夫を施した。 

　ＰＣ中空床版橋の上部工のプロダクトモデルを開発し、
ifcＸＭＬを用いて、コンピュータに実装した。　 

　ＰＣＩ中空床版橋のプロダクトモデルを使用して、異
なる３個のアプリケーションシステムの統合化を実施

した。 

　電子タグとプロダクトモデルの統合化の方法を提案し
（図－２参照）、適用事例を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　今後の課題としては、実際の建設途中のＲＣあるいは

ＰＣ構造物の鉄筋やＰＣケーブルに電子タグを貼り付け、

プロダクトモデルを作成して、統合化する実験を実施し

たいと考えている。 

 

 

－６－ 

平成14年度研究助成成果概要（その5） 

図－１　電子タグ及びリーダライタモデル 
図－２　RFIDタグとプロダクトモデルを統合化したモデル 



２００４.６月号 

　平成16年6月16日　から18日　の３日間、東京国際展
示場（東京ビッグサイト）において（社）日本測量協会、（財）
日本測量調査技術協会他の主催による「全国測量技術大
会２００４」が開催されます。　 
大会期間中の主な催し物は以下の通りです。 
（１）応用測量技術研究発表会 
（２）測量調査技術発表会 
（３）学生フォーラム 
（４）講演「失敗学のすすめ」 
　　　畑村　洋太郎(東京大学名誉教授) 
（５）シンポジウム 
　①測量技術者の将来像 
　②ＧＰＳ－高度情報通信社会における位置情報基盤－ 
　③公共物電子境界確定事業の技術課題 
　④経営者セミナー 
（６）関係機関・関係団体による技術展示 
（７）測量図書展示コーナー 
 

　大会の一環として「測量・設計システム展２００４」
が同時開催されます。 
　ＪＡＣＩＣでは、このシステム展に以下の出展を予定
しております。 
　・ＣＡＬＳ／ＥＣ（電子入札、電子納品） 
　・ＪＡＣＩＣ　ＮＥＴ 
　・建設総合案内所 
　・建設博物館 
　・教育用ＧＩＳソフト 
　・地方公共団体へのＧＩＳ普及ビデオ 
　・ＪＡＣＩＣ　ＧＩＳ　データブック 
　・その他のＪＡＣＩＣ情報化支援活動 
　特に、電子納品が平成16年度から全面導入されること
に鑑み、ＣＡＬＳ／ＥＣについて紹介します。また、
JACICで作成した地方公共団体GIS導入のためのビデオ
を上映いたします。 
　入場は無料ですので是非お越し下さい。 

（研究第三部　主任研究員　長谷川浩志） 

　JACICでは、平成14年度から建設分野の情報化を推進
するにあたり、技術開発目標の設定、開発戦略立案など
に広く知恵を集結するためのオープンセミナー「JACIC
セミナー」（無料）を開催しています。この度、下記の
要領でのセミナーを開催いたします。 
　つきましては、ご多忙とは存じますが、多くの皆様の
ご参加をいただきますよう案内申し上げます。お申し込
みは受付状況をお問い合わせ後、参加申込書に必要事項

をご記入のうえ、企画調整部（TEL : 03-3584-2404　
FAX：03-3505-2966）までご送付ください。 
　なお、参加申込書はJACICのホームページ 
（http://www.jacic.or.jp）からダウンロードできます。
また、定員になりしだい締め切りとさせていただきます
ので、予めご了承ください。 
　なお、このセミナー後、本課題について御意見が頂け
ることを期待しております。 

－７－ 

「全国測量技術大会2004／測量・設計システム展2004」へ出展します 

JACICセミナー開催のご案内 

 

（企画調整部　参事　徳重政志） 

プログラム 
○　開催日時：平成1６年６月８日（火）13：00～16：40 
○　開催場所：機械振興会館（B2ホール）　東京都港区芝公園3-5-8 
○　募集人数：200名 
○　タイトル：建設分野におけるデータモデル活用　－データモデル活用のための到達点－　 
○　プログラム：土木学会認定CPDプログラム（JSCE04-0116） 
１．挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13：00～13：15） 
　　　　　　財団法人日本建設情報総合センター　建設情報研究所近畿支所長　益倉克成 
２．講　演　自動車製造業におけるデータモデルの活用　　　　　　　　　　　　　（13：15～13：55） 
　　　　　　社団法人日本自動車工業会　CAD部会3D図面標準化分科会分科会長 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永井昭良氏（株式会社　本田技術研究所） 
　　　　　　社団法人日本自動車部品工業会　CAD研究会　小形充生氏（スタンレー電気株式会社） 
３．講　演　建設分野におけるデータモデルの現状と課題　　　　　　　　　　　　（13：55～14：25） 
　　　　　　XML開発プロジェクトチーム　主査　小松　淳氏  
　　　　　　（日本工営株式会社　技術・人材開発本部情報基盤センター長） 
４．講　演　建設分野におけるデータモデルの活用の方向　　　　　　　　　　　　（14：25～14：55） 
　　　　　　関西大学総合情報学部　教授　田中成典氏 
５．パネルディスカッション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15：10～16：40） 
　　　－建設分野の情報化にデータモデルはどのような役割を果たすのか－ 
　　　パネリスト　田中成典氏（関西大学総合情報学部　教授） 
　　　　　　　　　永井昭良氏（社団法人日本自動車工業会） 
　　　　　　　　　小形光生氏（社団法人日本自動車部品工業会） 
　　　　　　　　　川西広師氏（清水建設株式会社　土木事業本部情報システム部副部長） 
　　　　　　　　　小松　淳氏（XML開発プロジェクトチーム　主査）　　　　　　　　 　（順不同） 
　　　　司　　会　益倉克成　（財団法人日本建設情報総合センター） 
○　その他　：　講演の模様は、Webセミナー（動画配信）で後日ホームページから配信予定。 
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ニュースの詳細については、JACIC NETの「過去記事」を検索していただ 
くと記事内容が表示されます。 4月のニュースから 

【建設行政ニュース】 

21日　高速道路の夜間長距離割引社会実験について 

 （道路局） 

27日　環境物品等の調達の推進を図るための方針の公表

について（お知らせ） （大臣官房） 

 

【地方整備局ニュース】 

16日　第10回  東北「道の駅」スタンプラリー開催　目
指せ完走106駅～東北「道の駅」スタンプラリー
2004を開催します～ （東北地方整備局） 

23日　「土木工事品質確認技術者制度」の対象工事の追

加について （中部地方整備局） 

CAD換作実務講習会 
　北海道地方センターでは、CADベンダー９社の協力を得 
て１月16日から２月10日までに計10回のCAD操作実務講習
会を実施しました。　 
　平成16年度からは、国土交通省の全ての直轄事業において
電子納品が実施されるということで、建設業界からより実践
的な講習会をしてほしいとの要望が寄せられ、予想を上回る
138名の方が受講されました。　 
　講習会では、電子納品事前協議ガイドラインの説明から始 
　　　　　　　　　　　　　　　　　まり、ＣＡＤ製図基準 
　　　　　　　　　　　　　　　　　（案）に基づいた図面

の作成等を体験して頂
きました。　　　　　
　受講した方からは、
わかりやすい講習会だ
った、再度このような
講習会を実施してほし
いなどの要望を頂いて
おります。 

 

　当センターでは、今後も電子納品に関するより実践的な講
習会を企画したいと考えております。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　平成16年3月17、18日に北海道と札幌市の担当職員を対象
に電子入札コアシステムの機能説明を行い、コアシステムに
　　　　　　　　　　　　　　　　　関する理解を深めて頂
き　　　　　　　　　　　　　　　　ました。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子入札コアシステ

ム体験機材を用いて、
公募型競争入札方式、
在来型指名競争入札方
式、物品調達の各入札
方式を体験して頂きま
した。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道地方センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　では発注機関に対して
も電子入札の説明を行っておりますので、ご気軽に当センタ
ーにご連絡下さい。 

（北海道地方センター　参事　管原　進） 

　東北各県で、電子入札システム導入、電子納品などの具体
的な取り組みが活発化してきています。受発注者共に
CALS/ECの意識が高まってきました。　 
　平成15年度も、東北地方整備局をはじめ、（社）日本塗装工
業会、（社）建設電気技術協会など多岐にわたる関連団体より、
JACICへの講師依頼がありました。　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年３月12日に

行われた東北地方整備
局主催の「CALS/EC
工事の電子納品・情報
共有に関する説明会」
は、受発注者計620名
の参加がありました。
この説明会のアンケー
トにて、「今後のどの
ようなCALS/EC説明
会を希望しますか？」 

という問に、「電子納品」に関する希望が半数近くありまし
た。今後電子納品にどう対応していくかについて、関心が高

いようです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　また、説明会で寄せられた質問に対する回答は、東北セン
ターホームページに掲載しています。是非にご覧ください。 
URL：http://www1.bstream.jp/̃thjacals/ 
　平成16年度は、今まで以上に現場の声を反映し、スムーズ
なCALS/EC導入を目指した普及活動を行う予定です。 
　東北地方センターでは、電子入札の体験実習、電子納品の
講習会等、随時実施しております。気軽にお問合せの上、ご
活用ください。 

（東北地方センター　参事　滝上忠彦） 

JACIC news　平成16年6月1日発行　第三種郵便物認可 

北海道地方センター活動報告 

東北地方センター活動報告 

電子入札コアシステムの普及活動 

発注機関対象電子入札説明会 

電子入札講習会実習状況 

CAD操作実務講習会の風景 

【公募情報（国・公団等）】　99件　　 【公募情報（地方公共団体）】　488件 

地方センターコーナー 

どのようなCALS/EC説明会を希望しますか？ 




