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ニュースと解説 

 

　明けましておめでとうご

ざいます。 

　皆様には、日頃より

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、

第二次建設情報標準化計画

を策定し、CORINS/TECRISの

登録料金を引き下げ、電子

入札コアシステムVer.4をリ

リースするなど建設分野 

の情報化のための基盤整備や普及に努めて参りました。

今年もJACICでは、業務改善を図りながら、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。 

　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（2001～2003

年度）に基づいて活動を行って参りましたが、電子納品

要領・基準の整備等の目標が達成されたのを機に、新た

な課題を踏まえ、平成16年７月に、2004年度から始まる

第二次建設情報標準化推進三箇年計画を策定し公表いた

しました。本計画の標準化目標は、①事業フェーズや事

業分野を越えて情報を活用していくための標準を整備す

る。②オブジェクトレベルでのデータ交換を実現するた

めの基盤を整備することとしており、今後は、この標準

化目標の実現に向けて取り組んで参ります。 

　CORINS/TECRISセンターにおきましては、平成６

年に運用を開始したCORINSがお陰様で平成16年に10周

年を迎え、公共工事の登録件数も145万件を超える規模

になりました。平成16年４月からは受領書の送付方法を

郵送からメール等に変更するなど、利用者の負担軽減に

努め、登録料金を工事／業務１件当たりの料金とし実質

値下げするとともに、市区町村の利用料金42,000円／年

を10,500円／年に値下げしました。また、平成16年８月

からは登録、検索システムのインターネット化もスター

トしました。今年も市区町村への普及を図っていきたい

と考えております。また、「CORINSデータベース活用

方策研究会」の提言を受け、技術者を主体とした工事経

歴検索を可能とする技術者工事経歴データベースについ

て、H17年度の運用を目指して開発を進めて参ります。 

　電子入札コアシステムは、平成16年末時点で58の団体

に購入いただいております。国土交通省では、コアシス

テムにより平成16年度工事・業務の全案件のうち約３万

件が電子入札を実施しました。さらに、物品調達におい

ても、平成16年度から一部でコアシステムを用いた電子

入札が実施され、平成17年４月から一般競争入札及び指

名競争入札の全ての案件で電子入札が実施される予定で

す。また、平成16年９月24日には、アジア太平洋地域16

ヶ国が参加する国際イベントにおいて、電子政府推進へ

の貢献を高く評価され2004eASIA Awardを受賞しまし

た。日本が幹事国となりコアシステムをベースに電子入

札の国際標準の提供を行っているところであり、中国、

タイ、韓国はじめ各国から、強い関心がよせられていま

す。本年もさらに機能向上を進めるとともに、電子入札

の全国への普及支援を行って参ります。 

 e-BISCセンターでは、電子入札の運用管理業務を行っ

ておりますが、平成16年中に数回の障害が発生し関係者

に多大のご迷惑をお掛けいたしました。その障害原因を

明確にして再発防止に努めて参ります。また、平成16年

９月27日から物品・役務の電子入札も始まり、工事・業

務と共に安定運用を心掛けていく所存であります。 

　CALS/ECの分野では、平成16年７月１日に、電子納品、

CAD標準化、情報共有及びCALS/EC新計画を担当する

電子納品室を新設しました。新計画は、CALS/ECの将

来像を明確にし、2005年度からの具体的な取り組みを策 

新年のご挨拶 

理事長 

豊 田 高 司 
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定するものです。 

　GISに関しては、これまでも国や地方公共団体のGIS

利活用の支援に取り組んで参りましたが、国の地理情報

標準等の整備の進捗に伴い、GIS利活用に関する支援を

強化することとし、平成16年６月にGIS研究部を発足さ

せました。これに伴いGISデータの分析、解析等の基盤

データとなる「GIS基盤整備」、GISの普及・啓発に係る

「GIS利用促進」、GISの最新技術、利用技術等に関する

「GIS調査研究」を三本柱とするGIS経営戦略とその基

本方針を定め、今後とも、国や地方公共団体のGISの普

及に、より一層積極的に取り組んで参ります。 

　「建設副産物情報交換システム」は、公共事業分野の

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、着実に利用が拡大しておりま

すし、「建設発生土情報交換システム」も、平成16年度

から新たに公共工事土量調査が本システムを用いて開始

されたことから、工事間利用の一層の促進に貢献してい

るところであります。 

「次期積算システム（仮称）」は、かねてより開発を進

めて参りましたＯＳ（オペレーションシステム）に依存

することなく運用ができるシステムで、本年中にはシス

テムが完成し地方公共団体等の公共工事発注機関の皆様

に提供できるものと考えております。この積算システム

を導入することにより、ＯＳのバージョンアップの際に

必要となるアプリケーションの改良等の作業が不要とな

り経費の削減が図れることに加え、従来のクライアント

サーバ方式に比べシステムの保守管理の作業が軽減、さ

らに多くの地方公共団体の利用が進むものと考えていま

す。また、国土交通省では「ユニットプライス型積算方

式」の試行が実施されようとしておりますが、JACICに

おきましても同方式に対応した積算システムの構築を始

め、ユニットプライスデータベースの構築、ユニットの

構成や収集したデータの分析等に積極的に取り組んで参

りたいと考えております。 

 「JACIC NET」は平成16年４月から、入札関連の情報

（特に各自治体の受注結果）を大幅に増やして掲載させ

ていただいております。お陰様で、お客様からのアクセ

ス数も、過去最高の約32,000件／月を記録しています。

今年も、情報提供の迅速性・正確性を高め、さらなる充

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。 

　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申し上げます。 

　皆様の益々のご健勝とご発展を祈念いたしまして、新

春のご挨拶とさせていただきます。 

 

（理事長　豊田高司） 

平成16年　3大ニュース 
　JACICでは、平成15年からその年を省みるため、３大

ニュースを掲載することにしています。 

　平成16年の３大ニュースは以下のとおりに決めました。 

・第二次建設情報標準化推進三箇年計画策定 

・CORINS/TECRIS料金値下げ 

・電子入札コアシステムVer.4（全国普及版）の提供 

 

○第二次建設情報標準化推進三箇年計画策定 

　JACICでは、建設分野全体の生産性向上に資すること

を目的に産学官の委員で構成する建設情報標準化委員会

（委員長：中村英夫武蔵工大学長）を設置し、建設分野

の情報標準化を推進するための活動を行っています。 

　本委員会では、第一次標準化推進三箇年計画（2001～

2003年度）に基づき、これまでCALS/ECの基盤となる

各種の電子納品要領、CADデータ交換標準等の作成等

を行ってきましたが、当計画の終了に伴い、2004年６月

に、2004年度から始まる第二次標準化推進三箇年計画を

策定しました。 

　本計画の標準化目標は、 事業フェーズや事業分野を

越えて情報を活用して行くための標準を整備する、 オ

ブジェクトレベルでのデータ交換を実現するための基盤

を整備することとしており、今後、小委員会、WG等の

活動を通して具体的な活動を進めます。 

 

○CORINS/TECRIS 料金値下げ 

　平成16年４月にCORINS（工事実績情報サービス）と

TECRIS（業務実績情報サービス）は、料金の値下げを

行いました。 

　CORINSとTECRISは、入札・契約手続きの透明性、

競争性を高めるために平成５年12月の中央建設業審議会

建議を受けて公共機関等が発注した工事と業務の実績情

報をデータベース化し、その発注機関に情報提供するシ

ステムとして、平成６年にCORINSの登録が開始され、

平成７年にTECRISの登録が開始されました。 

　CORINSは、登録対象工事5,000万円以上でスタートし

ましたが、平成９年には2,500万円以上、平成14年には

500万円以上まで登録対象工事の範囲を拡張しました。

また、さらに平成16年８月から登録・検索のインターネ 
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　CORINS/TECRISの登録企業、CORINS/TECRIS/JCIS

の検索をご利用の、発注機関の皆様に、平成17年度の継

続利用に必要な手続きをお知らせします。 

１． 手続きの概要 

　登録企業と発注機関のインターネットサービス利用申

請時の申請者情報の電子メールアドレス宛にご案内を送

信いたします。内容は以下の通りです。 

平成17年度も引き続き登録又は検索するための申請 

電子証明書の更新 

２．現在インターネットサービスをご利用の皆様へ 

１）登録企業の皆様へ 

　平成17年２月から具体的な手続き方法を電子メールに

てご案内いたしますので、手続きをお願いします。手続

きが完了していない場合、平成17年４月１日以降インタ

ーネットを使用したCORINS/TECRISの登録ができな

くなりますのでご注意ください。なお、年度末は、CORINS/ 

TECRISに関する各種申請が集中することが想定されま

すので、できるだけ早期の手続きをお願いします。 

２）公共発注機関の皆様へ 

　検索提供をご利用の公共発注機関でインターネット利

用申請の申請者情報の電子メールアドレス宛に、具体的

な更新手続き方法を電子メールにてご案内いたしますの

で、手続きをお願いします。なお、平成17年度の契約手

続きとは別となりますので、ご注意下さい。 

３．KDDIのDOD（データオンデマンドサービス）をご

使用の皆様へ 

　DODを使用したCORINS/TECRISの登録、CORINS/ 

TECRIS/JCISの検索は、平成17年3月31日をもちまして

廃止します。DODでご使用の登録企業及び発注機関の

皆様は、できるだけ早期にインターネットサービスの申

請をお願いします。 

４．問い合わせ先 

　インターネットサービスについてはCORINS/TECRIS 

ホームページで掲載していますのでご確認ください。ご

不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。 

 

CORINS/TECRISセンター 

CORINS HP　http://www.ct.jacic.or.jp/corins/ 

TECRIS HP　http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/ 

【登録企業の皆様】 

■CORINS TEL：03-3505-0411 FAX：03-3505-2665 

　E-mail:corins@sup.jacic.or.jp 

■TECRIS TEL：03-3505-2973 FAX：03-3505-2974 

　E-mail:tecris@sup.jacic.or.jp 

【発注機関の皆様】 

■CORINS TEL：03-3505-0452 FAX：03-3505-0851 

■TECRIS TEL：03-3505-2922 FAX：03-3505-0851 

■JCIS JACIC-CE協議会 

　財団法人 日本建設情報総合センター（JACIC） 

　TEL：03-3505-3210　FAX：03-3505-2030 

　財団法人 建設業技術者センター（CE財団） 

   TEL：03-3514-4671　FAX：03-3556-0340 

（祝日を除く月～金9：00～17：00） 

（CORINS/TECRISセンター　副参事　桔梗靖之） 

CORINS/TECRISの登録、 
CORINS/TECRIS/JCISの検索をご利用の皆様へ 

－ 平成17年度の継続利用について－ 

ット化を開始しました。今後とも、顧客満足を重視しな

がらCORINSとTECRISの着実な運営を図るとともに新

たなニーズに積極的に対応することにしています。 

 

○電子入札コアシステムVer.4（全国普及版）の提供 

　JACICとSCOPEは、電子入札コアシステムを開発・

提供しています。 

　電子入札コアシステムは、応札者が１枚のICカードで

複数の公共発注機関の入札ができ、全国の公共発注機関

が共通で使える電子入札システムです。 

　開発にあたっては、電子入札コアシステム開発コンソ

ーシアムを組織し、公共発注機関をはじめとする関係者

のご要望を仕様に取り入れるとともに、最新のIT技術（マ

ルチプラットホーム、最新のミドルウェアの使用等）を

導入し開発しています。平成16年６月には、商業登記認

証対応等の機能の充実や処理能力の向上を図ったVer.4

をリリースしました。現在、本システムは、国土交通省

を初めとする中央省庁や地方公共団体で採用されていま

す。さらに平成16年10月には国土交通省において物品・

役務の調達にも適用されました。また、UN/CEFACT

において進められている電子入札国際標準策定の取り組

みでは、日本が幹事国となりコアシステムをベースにし

た国際標準の提案を行っています。 

　また、これまでの実績が評価され、平成16年９月に

AFACT（貿易促進及び電子ビジネスのためのアジア太

平洋会議）及び台湾経済省が共催した2004 eASIA Week

で2004 eASIA Awardを受賞しました。 

（企画調整部　参事　藤森　修） 
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　JACIC NETは平成17年３月31日をもちまして、エク

ストラネット方式（KDDI専用回線：データ・オン・デ

マンドサービス　以下、DODサービスという。）による

サービスを廃止致します。このため、廃止後はインター

ネット方式のみでサービスを提供させて頂くことになり

ます。現在、エクストラネット方式のみで提供させて頂

いているサービスは、TECRIS一般・自社検索　電子メ

ールです。以下に廃止による変更点をお知らせ致します。 

　変更点  

①TECRIS 一般検索 

　TECRIS検索を行うためには、DODサービス経由でア

クセスして頂いていましたが、今後はインターネットか

らアクセスできるようになります。 

　また、対応ブラウザは「Netscape」のみでしたが、

今後は「Internet Explorer」もご利用になれます。 

　これまでDODサービス経由のみでJACIC NETをご利

用して頂いていた会員様には、インターネット環境を整

備していただく必要があります。 

　さらに、今後DODサービスをご利用にならない会員

様は、DODサービスの解約手続をして頂く必要があり

ます。手続は以下のKDDIまで直接ご連絡下さい。なお、

平成17年３月31日までは、エクストラネット方式とイン

ターネット方式は併行運用させて頂きます。インターネ

ット方式のサービス開始予定時期はJACICホームページ、

JACIC NETホームページでお知らせ致しますが、平成

17年1月上旬を予定しています。 

　　　　KDDIカスタマーサービスセンター 

　　　　TEL：0077-7141（無料） 

　　　　9：00～17：00（土日・祝日は除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②TECRIS自社検索 

　一般検索と同じ環境になりますが、一点だけ追加する

点があります。TECRIS自社検索に暗号化通信（SSL通信）

を採用し、「電子証明書」保有の確認機能を追加致しま 

す。今後、自社検索を行うためには「電子証明書」が必

要になります。この「電子証明書」は、TECRISのイン

ターネットによるオンライン登録の際に用いているもの 

と同じものです。（無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　なお、自社検索も一般検索と同様に平成17年３月31日

までは、エクストラネット方式とインターネット方式を

並行運用させて頂きます。TECRISの自社検索をご利用

になる会員様は、早めに電子証明書を取得されますこと

をおすすめ致します。取得に関するお問い合わせは下記

までお願い致します。 

　CORINS/TECRISセンター 

　E-mail：corins@sup.jacic.or.jp（CORINS担当） 

　　　   ：tecris@sup.jacic.or.jp（TECRIS担当） 
 

注）CORINS検索は既にインターネット化されています

が、自社検索のみ上記と同様に「電子証明書」が必要に

なります。この件についても上記までお問い合わせくだ

さい。 

③電子メール 

　JACIC NETメール、およびメーリングリストサービ

スも廃止させて頂きます。お使いのメールアドレスのド

メイン名が @jacicnet.jacic.or.jpの方はご注意下さい。

平成17年３月31日をもちましてご利用になれませんので

新しいメールアドレスの取得および、他のメールアドレ

スへの移行をお願い致します。なお、頻繁にご利用され

ている方には、直接メールにてお知らせ致します。 

　お問い合わせはJACIC NETヘルプデスクまで 

　TEL：03-3584-3250/E-mail:jacicnet@jacic.or.jp 

（情報管理部　副参事　諏訪　至） 

 

平成17年3月31日までの接続 
（エクストラネット（DOD）、インターネット併用） 

平成17年4月1日からの接続（インターネットのみ） 
図１　TECRIS一般検索　接続イメージ 

暗号化通信の接続（インターネットのみ）　 

図-2 TECRIS 自社検索 接続イメージ 

JACIC NETエクストラネット方式廃止 

これまでの接続（エクストラネット（DOD）のみ） 

これまでの接続（エクストラネット（DOD）のみ） 
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平成15年度研究助成成果概要（その1） 
　JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す

る研究企画に研究助成を実施している。平成15年度には

９件の研究助成を実施し、平成16年11月に「研究助成事

業成果報告会」を開催した。この報告会で発表されなか

った４件の研究について、１月号から順次研究助成成果

概要を掲載する。本号では、ものつくり大学の北條先生

の研究を紹介する。 

　なお、平成15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２００３－２号 

建設分野の安全マネジメントシステムの構築に関する研究 

ものつくり大学　教授　北條　哲男 
　建設産業は全産業の中で労働災害の発生が最も多く、

労働災害防止に向けた安全管理面での対応策を講じるこ

とは極めて重要な課題である。建設分野においては、国

際的な視点から安全管理の体系化の研究に取り組んだ例

は少なく、他産業分野に比べ未着手の部分が多い。わが

国の建設技術者が国内やアジアを含む世界のマーケット

で活動するためにも、グローバルな安全基準を認識した

安全管理体系の情報の把握が必要となる。 

　建設分野の安全管理体系に関しては、欧州における安

全法制の思想が国際安全基準になりつつあり、既存の規

則遵守型からより能動的な危険管理型へ転換していくこ

とが想定される。本研究では、まず欧州連合（EU）に

おける安全衛生制度を概観し、次いで欧州安全衛生機構

における取り組みの現状や最近の活動計画について調査

し、更にEUの建設分野の安全衛生政策に関する推進状

況や安全問題の国際的研究動向を分析した。このような

新たな施策の実状を注視することは、わが国の今後の安

全衛生政策を考察する上で有意義であり、本研究はこれ

らの調査･分析を通じて建設産業の安全管理システムや

教育の方向性に考察を加えたものである。 

　EUにおける安全衛生政策は、社会問題の一環として

取り組まれており、社会政策に関する規制･市民保護の

観点から労働安全衛生以外の法令等も影響を及ぼしてい

る。このような背景を考慮して、欧州における安全衛生

政策の制定の経緯や法体系との関連性ついて調査し、「枠

組み指令」制定以降の労働安全衛生分野の施策動向を把

握した。また、機械分野など他分野の安全衛生関連法整 

 

　JACICは、全業務を対象としてISO 　　　の認証を

2003年12月18日に登録してから１年が経過しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　ここで、ＩＳＯを運用した経緯と課題について、１年

を振り返ってみました。 

ＩＳＯを運用した成果として、 

・内部コミュニケーションの定期的な実施 

・重要事項の文書による確実な伝達 

・教育訓練の計画的実施 

・内部監査で初歩的な指摘事項が減少 

・手順の文書化、記録の管理が｢曖昧から明確へ｣変化 

等が上げられる反面、以下の課題もあります。 

・教育訓練の効果測定 

・ＩＳＯに対する認識に差異 

・ＩＳＯ文書作成の負荷 

　ＩＳＯでは、品質マネジメントシステムが、引き続き

適切で、妥当で、かつ、有効であることを確実にするた

めに、マネジメントシステムをレビューすることになっ

ています。 

　JACICでは、マネジメントレビューを４回実施してい

ます。これまでに実施したマネジメントレビューにおけ

るアウトプットは、以下の５点です。 

・システム基本室設置 

・資格取得（技術士、RCCM）奨励 

・内部監査員増員 

・プロジェクト管理機能を有するシステム導入 

・毎月18日をＩＳＯの日に指定 

　JACICでは、一層の顧客満足の向上を図るため、お客

様からの苦情、要望、賞賛等の御意見を最大限に活用し、

ＩＳＯを手段のひとつとし、成果品（製品）の品質を確

保していきます。 

（企画調整部　参事　藤森　修） 

JACIC便り 

品質マニュアルV1.00 制定 
運用開始  
内部監査 
品質マニュアル改訂（V2.00） 
マネジメントレビュー（第１回） 
予備審査 
品質マニュアル改訂（V3.00） 
内部監査 
マネジメントレビュー（第２回） 
審査 
判定委員会 
品質マニュアル改訂（V3.10） 
認定書授与式 
品質マニュアル改訂(V3.20) 
内部監査 
マネジメントレビュー（第１回） 
品質マニュアル改訂(V3.30) 
内部監査 
定期審査 
マネジメントレビュー（第２回） 

2003/05/21 
2003/06/01 
2003/07/30～07/31 
2003/07/31 
2003/09/03 
2003/09/10～09/11 
2003/10/06 
2003/10/21～10/22 
2003/11/13 
2003/11/20～11/21 
2003/12/18 
2003/12/19 
2003/12/25 
2004/03/08 
2004/04/21～04/22 
2004/06/03 
2004/07/01 
2004/10/27～10/28 
2004/11/18～11/19 
2004/11/25

JACIC便り ISOの運用経緯 
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備の経緯や国際規格との関連についても整理した。また、

EU諸国の労働安全衛生マネジメントシステムの施策状

況に関しては、EUガイドラインを提案する動きはあっ

たものの、ILOガイドラインを基礎として尊重しながら

各国の実情に見合った方式で実施されつつある段階とな

っている。 

　欧州安全衛生機構は、加盟国の政府･使用者･労働者の

代表によって運営される組織で、労働安全衛生分野で役

に立つ技術的･科学的･経済的な情報を提供する情報セン

ターの機能を持つEUの一機関である。欧州安全衛生機

構の活動状況からは、安全衛生に関する種々の動きを雇

用者や労働者に具体的な情報として提供し、広範な支援

をするための情報ネットワークを重視した活動が積極的

に推進されている様子が窺える。特にネットワークによ

る情報提供、情報サービスの提供、情報プロジェクトの

実施活動を行い、重要な役割を果たしており、情報ネッ

トワークを構築し社会全体で安全知識を共有して安全衛

生面での向上を目指している。国境や産業分野を越えて、

幅広い市民層をも対象にした新たな情報活動は、テーマ

の設定・活動方法などに関してわが国の安全分野の情報

戦略を構築する上で参考にすべき点が多い。 

　建設分野の安全衛生活動の調査から、｢EU建設現場安

全衛生指令｣が労働条件改善のための国内法整備をすす

める推進力となっている。本指令に基づき、EUでは設

計段階と施工段階における安全衛生調整の概念が導入さ

れ、設計･施工を含む全建設プロセスにかかわる関係者

で建設業の安全衛生の向上に取り組む新たな試みが実施

されている。安全衛生調整の基本となる「災害防止基本

原則」の概要を示し、新しい取り組みを実行する上で重

要な役割を果たす安全衛生調整者の業務内容と着目すべ

き点を整理した。この調整システムに則った建設業の安

全衛生対策の推進は、安全衛生調整者の能力に大きく依

存しており、EU諸国ではその資格要件や技術者の教育

が大きな課題となっている。安全衛生調整者の人材育成

に関して、大学関係者が実践的な教育活動に携わってい

る実施例は、大学教育における安全教育プログラムの方

向性を示す一案と考えることができる。 

　Safety 2004 (2004年ウィーンで開催)は、安全･衛生･健

康など社会生活の中で発生する幅広い安全問題の予防･

防止に関する国際会議であり、広範な分野の研究発表が

行われた。労働安全衛生関連では、国家機関･教育機関･

産業界の活動の連携性、リスクに関する認識を向上させ

る教育の重要性、各種リスク情報の共有化の方策等が主

要な研究テーマとなりつつあった。 

　本研究では、このような安全情報の分析･調査を通じ、

規準･制度面から建設分野の安全マネジメントの方向性

を探るとともに、建設産業の安全管理や教育のための基

礎的なデータを得ることが出来た。 

CALS/ECコーナー 

　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CALS/ECおよび建設ITの展示会・

セミナーである『CALS/EC MESSE 2005』の開催を企

画しております。 

　今回で第4回を迎える『CALS/EC MESSE 2005』は、

公共事業分野におけるCALS/ECが本格的な実施段階を

迎えている中で、公共発注機関や建設関連企業の皆様方

を対象として、CALS/ECや建設ITに関する最新の技術・

製品情報を一堂に会して展示・紹介することにより、

CALS/ECの発展・普及を目的としています。 

◆開催概要◆ 

●主　催：JACIC、SCOPE（共同主催） 

●後　援：国土交通省 

●協　賛： 建設コンサルタンツ協会、 建築業協会、 

 

 

 

 

 

　港湾技術コンサルタンツ協会、 国際建設技術協会、

全国建設業協会、 全国測量設計業協会連合会、

　全国地質調査業協会連合会、地理情報システム学会、

日本埋立浚渫協会、 日本測量調査技術協会、 日

本土木工業協会（予定、五十音順） 

●開催日：平成17年１月20日（木）～21日（金） 

●会　場：東京・有明 TFTホール 

●出展社数：60社 

●見込み来場者数：10,000名（前回実績8,615名） 

●主な出展ジャンル：CALS/EC関連ソリューション、

公共団体向け各種システム、土木／測量／建築CAD、

土木／測量／建築アプリケーションソフトウェア、情

報共有システム、各種管理支援システム（ドキュメン

ト／予算／工程／現場ほか）、GIS、ASPサービス、

ネットワーク関連システムほか 

●入場料：CALS/ECセミナー　参加費5,000円/名 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（定員300名） 

　他セミナー　　　　参加費無料　　　　（定員80名） 

　展示会　　　　　　入場料 無料 

　 

「CALS/EC MESSE 2005」の開催の案内 

 

CALS/EC　MESSE　2004（前回）の会場風景 
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◆建設IT＆CALS/ECソリューション展示ゾーン◆ 

　公共団体および建設分野向けのIT技術／製品並びに

CALS/ECソリューションに関する出展社による展示ゾ

ーン。 

◆電子入札体験ブース◆ 

 「電子入札コアシステム」並びに「入札情報サービス

（PPI）」を体験できる主催者展示ブース。 

◆CALS/ECの未来像◆ 

　CALS/ECの活用により想定される建設分野の明るい

未来像をパネルやスライドショーを用いてわかりやすく

説明するもう一つの主催者展示ブース。 

◆トレンドショーケース◆（旧CALS/ECシアター） 

　主催者や協賛団体などによるCALS/ECやGIS等に関

するミニ講演会。 

◆テクニカルフォーラム◆（旧ベンダーフォーラム） 

　展示会出展社が、製品／システムの活用事例、利用状

況などをわかりやすく解説するセッション。 

開催日：1/20（木）、21（金） 

会場：TFT東館９階904、905室 

◆CALS/ECセミナー◆ 

 『新たな段階へ進むCALS/EC』をテーマにいよいよ次

なるステージへ進むCALS/ECの展望や、海外における

電子調達システムの取り組み等を紹介するセミナー。 

開催日時：1/20（木）13：00～16：00（予定） 

会場：TFTホール 

◆建設IT先進事例セミナー◆（新規企画） 

　建設分野における最新のIT活用事例やIT研究事例を

紹介するセミナー。 

開催日：1/20（木）　会場：TFT東館９階907室 

◆実務者セミナー◆（新規企画） 

　過去の開催において、来場者の要望の高かった実務者

向けのセミナーを新設。 

（社）建設コンサルタンツ協会、（社）日本土木工業協

会のご協力により、現場の実務者を対象に役立つ情報を

提供します。 

開催日：1/21（金）　会場：TFT東館９階　907室 

◆問い合わせ先◆ 

　CALS/EC MESSE 2005運営事務局（プロプラン内） 

　TEL：03-5348-5881 　FAX：03-5348-5880 

　E-MAIL：cals@proplan.co.jp 

　CALS/EC MESSE 2005 ホームページ 

　URL：http://www.cals.jacic.or.jp/event/2005/ 

（CALS/EC部　主任研究員　水田雅邦） 

地方センターコーナー 

　北陸３県では、平成17年度に各県とも電子入札コアシ

ステムにより、本格的に電子入札の運用が開始される。 

　新潟県は電子入札・電子納品の開始時期を17年度から

開始を予定している。特に電子入札については上半期を

目標としている。現在情報共有システムについて実証実

験中である。 

　富山県は電子入札システムを構築中であり、16年度中

に開始を予定している。電子納品は16年度の実証実験を

経て、17年度から開始予定である。 

　石川県は電子入札を16年７月１日からＡランク企業並

びに１千万円以上の委託業務を対象に、電子納品につい

ては16年度当初から試行運用が開始されている。 

　北陸地方センターでは効率的なCALS/EC実現のため、

電子入札コアシステムの導入等、検討をすすめている地

方公共発注機関へコアシステムの普及拡大・電子納品技

術の習得推進に努めているところである。 

　各県のCALS/ECの状況を下記に示す。 

（北陸地方センター長　齋藤俊三） 

北陸地方3県におけるCALS/ECの状況 

石川県 

コアシステム 

試行運用中 

平成16年度 

平成19年度 

試行運用中 

平成16年度 

平成19年度 

実証実験を 

計画中 

富山県 

コアシステム 

構築中 

平成16年度 

平成19年度 

実証実験中 

平成17年度 

平成19年度 

検討中 

新潟県 

コアシステム 

構築中 

平成17年度 

平成20年度 

実証実験中 

平成17年度 

平成20年度 

ASP方式にて 

実証実験中 

システム方式 

状況 

開始予定時期 

全案件実施の目標年度 

状況 

開始予定時期 

全案件実施の目標年度 

状況 

 
 

①電子入札 

 

 

②電子納品 

 

③情報共有 

3県のCALS/ECの状況  
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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　 
〒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 
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（本体77円） 

ISO9001 登録 

MSA－QS－2368

JACIC news　平成17年1月1日発行　第三種郵便物認可 

　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）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

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。 11月のニュースから 

【建設行政ニュース】 

19日　東京都23区の路上工事における「問合せ番号」及び

「不人気投票」の開始について （道路局） 

30日　インターネットで九州・沖縄地方の空中写真閲覧サー

ビスを開始 （国土地理院） 

30日　主要建設資材需給・価格動向調査結果〈建設資材モニ

ター調査：平成16年11月1～5日現在〉 （総合政策局） 

10日　須沢地下横断歩道「地下道モグッ太郎」が完成 

 （北陸地方整備局） 

12日　弘前バイパス（藤崎工区）の4車線完成と県道黒

石藤崎線道路改良事業の一部区間同時開通日時の

お知らせ （東北地方整備局） 

16日　もし、平成16. 7新潟豪雨が広島を襲ったら？ 

 （中国地方整備局） 

17日　銀座通りの街路樹が変わります～地元と共同で 

　　　「イチイ」の木を植えいてます （関東地方整備局） 

17日　九州地方整備局事業評価監視委員会（平成16年度

第2回）議事概要（速報） （九州地方整備局） 

【地方整備局ニュース】 

１日　道路事業とオオタカの共生をめざして 

 （近畿地方整備局） 

９日　「平成16年度道路事業連絡会議」の開催結果につ

いて （四国地方整備局） 

【公募情報（国・公団等）】  　133件 

 【公募情報（地方公共団体）】  　722件 

回　　　答 

企業ID番号のことです。企業ID番号とは、国土交通省電子入札システム（工

事・業務）にて利用者登録を行うと割り振られる９から始まる16桁の番号

です。 

 

 

e-BISCセンターホームページ（http://www.e-bisc.go.jp）の電子入札シス

テムWEB版チュートリアルにて操作練習を行う事ができます。WEB版チ

ュートリアルではICカードは必要ありません。操作ガイド通りに操作練

習を進めてください。また、各地方センターの体験コーナーにて操作練習

を行う事ができます。体験コーナーは予約制となっている為、直接お近く

のセンターまでご予約ください。各地方センター所在地については

（http://www.jacic.or.jp/about/syozai/syozai.html）をご参照下さい。 

入札書提出後、「入札書受信確認通知」画面が表示されれば入札書の提出

は完了です。この通知書画面は再表示できない為、表示中に印刷を行って

下さい。入札書を提出すると入札状況一覧画面の「入札／見積／辞退届受

付票」の表示ボタンをクリックすると入札書受付票が届きます。 

ご利用のICカードに変更がない場合は、新たに利用者登録を行う必要は

ありません。端末を変更した場合、e-BISCセンターホームページ 

（http://www.e-bisc.go.jp）の「インターネット環境の確認」「環境設定

ツールで設定するアドレスについて」の設定「接続確認」にて端末設定の

確認を行って下さい。 

質　　　問 

「平成17・18年度定期競争

参加資格審査インターネッ

ト一元受付」の「業態調書

6」に入力するICカードの

登録番号とは何ですか。 

電子入札システムの練習環境

はありますか。 

 

 

 

 

 

入札書提出が完了している

かを確認する方法を教えて

ください。 

 

電子入札用の端末を変更し

た場合、新たに利用者登録

を行う必要はありますか。

ICカードは以前利用してい

たものと変わりません。 

項　目 

電子入札システム 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

e-BISCコーナー 
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