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平成１８年７月１日発行（毎月1回1日発行）平成12年2月16日第三種郵便物認可 

（財）日本建設情報総合センター（JACIC）では、平

成19年度から（社）全国土木施工管理技士会連合会が主

催している土木施工管理技術論文・技術報告募集に協賛

し、その中にITマネジメント賞を創設します。第１回は、

平成18年７月から平成19年１月下旬に論文募集を行い、

平成19年５月に表彰の予定です。論文の募集要領等詳し

い情報は、JACICのホームページ及びJACICnewsの次

号でお知らせします。ここでは、ITマネジメント賞の

経緯と概要を説明します。 

1．経緯 

（社）全国土木施工管理技士会連合会は、平成9年度

から技術論文を募集し最優秀論文等を表彰しています。

国土交通省技監を委員長とする技術論文審査委員会にお

いて審査が行われ、平成18年５月には第10回目の表彰が

行われました。既に10年の歴史があり、土木施工管理技

士の技術力の向上、社会的地位の向上等に寄与していま

す。今回そこに協賛し、IT技術を含めて募集すること

になりました。土木技術者が技術論文に関心を持ちIT

マネジメントを含めた技術力向上を推進していくために

協賛するものです。 

2．応募対象者 

技士会会員（土木施工管理技士）個人または連名 

3．表彰 

4．技術論文、技術報告 

①技術論文 

・日頃実践している土木施工管理について、現場や職場

での経験・主張したいこと、苦労・工夫・挑戦・改善・

反省したこと、それらの結果及び効果に関する論文。 

・情報化技術を活用し、建設事業の効率向上が図られた

情報システムに関する論文。 

・建設工事の分野だけでなく、工事を円滑にするための

共通部門や管理部門などにおけるITによる効率化や

マネジメント改善による効率化もしくはその併用例の

論文。 

・字数：図表を含む1,700字×４頁=6,800字程度【A4：

原則４頁】（写真・図表は、全体の半分まで） 

②技術報告 

・現場における簡単な創意工夫が効率向上に重要な役割

を果たした等の報告。 

・字数：1,700字程度（１頁）＋写真・図（１頁）【A4：２頁】 

論文募集の申し込み方法と論文作成の見本例が（社）

全国土木施工管理技士会連合会のホームページに掲載さ

れます。（http://www.ejcm.or.jp） 

5．CPDS学習単位 

希望する応募者には、以下のCPDS（全国土木施工管理

技士会連合会の継続学習制度）学習単位が付与されます。 

ITマネジメント賞の創設 

ニュースと解説 

技術論文 

最優秀論文賞 

ITマネジメント賞 

優秀論文賞 

 

社会貢献賞 

10万円1名（増岡康

治記念会を含む） 

７万円　　　１名 

５万円3～4名程度 

 

５万円　　　１名 

ITマネジメントも含め、最も優秀

な論文に贈られます。 

平成19年度新設の賞です。 

ITマネジメントも含め、優秀な論

文に贈られます。 

本人の仕事に対する取り組み

姿勢、技術者としての社会に対

する貢献度等を評価します。 

入賞しなかった技術論文応募者には、5,000円の図書券が贈られます。 

現場における工夫例を記述します 

入賞しなかった技術報告応募者には、3,000円の図書券が贈られます。 

優秀報告賞 ２万円２～３名程度 
技術報告 

賞の種類 分　類 表　　彰 備　　　考 

注）応募論文総数により表彰対象数が異なることがあります。 

種　　類 CPDS学習単位 

（ユニット） 

最優秀論文賞、 

ITマネジメント賞 

優秀論文賞、 

社会貢献賞 

優秀報告賞、 

技術論文応募 

技術報告応募 

30 

 

20 

 

15 

10

注）「種類」が重複した場合は、高い

方のユニットが付与されます。重

複の加算はいたしません。 

（企画調整部　参事　満田広司） 
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２００６.７月号 

●建設副産物情報センターの紹介 

JACIC建設副産物情報センターでは、建設副産物情報

交換システム（COBRIS）と建設発生土情報交換システ

ムの管理を行っています。ユーザの皆様にはご利用をい

ただき、誠にありがとうございます。 

本報告では、当センターに寄せられた「COBRIS」に

関する問い合わせや要望等について一部紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●平成17年度の問い合わせの状況 

平成17年度は、工事発注者、排出事業者（施工業者・

解体工事業者）及び処理事業者を合わせて15,774機関の

皆様にご利用いただき、電話・FAX・メールによる問

い合わせ等は16,188件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ等の内容をおおまかに分類すると約７割が

「加入申請・更新方法」及び「操作・登録方法」です。

この状況は、平成16年度とほぼ同様のため、当センター

のホームページのFAQを充実する等、より使いやすい

システムになるよう引き続き努めてまいります。 

 

●主な要望の紹介 

平成17年度に当センターに寄せられた主な要望を紹介

します。 

システム利用に際し、処理速度の向上 

民間土質改良プラント及び建設発生土の受入地情報

の充実 

アスベスト、PCB等の有害物質及び汚染土壌等の受

入地施設情報の充実 

CREDASにおける国債工事に対応した入力 

これらのいただいた要望については集計・分析し、シ

ステムの改良に際して可能な限り採用することとしてお

ります。 

引き続き、たくさんの問い合わせや要望等をお寄せ下

さいますようお願いいたします。 

 

●副産物実態調査（センサス）に向けた改良の紹介 

平成17年度は建設副産物の実態調査の対象年度です。 

当センターでは、本調査に向けたシステム改良を平成

17年8月から平成18年６月にかけて実施し、順次リリー

スしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、詳細については当センターのホームページに掲

載しておりますので参照して下さい。 

　建設副産物情報センターホームページ 

　　　　　　　　http://www.recycle.jacic.or.jp/ 

 

（システム高度化研究部　建設副産物情報センター 

主任研究員　濱田卓治） 

 

建設副産物情報交換システム(COBRIS)のユーザの声 

・建設資材および建設副産物の調査対象品

目の追加等に伴う入力画面の変更  

・各種選択コードの追加・変更 

・各種提出書類の変更 

・発注者の工事文字検索からの工事更新機能、

新規登録機能の追加 

・副産物窓口担当者メニューの追加 

・発注者の工事道のり検索からの工事更新

機能追加 

・一般発注者メニューにおけるチェックリ

スト作成機能の追加 

・副産物窓口担当者メニューにおけるCD-

ROM版CREDAS搬出先調査チェックリ

スト作成機能の追加 

・一般発注者と排出事業者とのチェックリ

スト確認機能の追加 

平成17年８月 

 

 

 

10月 

 

 

12月 

 

平成18年４月 

 

５月 

 

 

６月 

改良内容 時期 

 

 

建設副産物情報交換システムの利用イメージ 
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２００６.７月号 

電子入札コアシステムVer.4.2のリリース報告 

電子入札コアシステムVer.4.2は、平成18年７月にリリ

ースしました。 

今回提供する機能を以下に紹介します。 

 

1．電子入札コアシステムの開発経緯 

公共発注機関において共通して使用できる電子入札コ

アシステムとなることを目標として、コアシステム開発

コンソーシアムを設置し、公共発注機関の意見を伺いな

がら、平成14年６月に基本機能を実現したコアシステム

Ver.1を提供しました。以後、処理速度の向上、商業登

記認証局対応、新ミドルウェア対応、汎用機能の整備、

応札者の利便性向上等の機能開発及び、バージョン・ア

ップ時の負担軽減等の方針を基にコアシステムを提供し、

また、工事、業務に加え物品調達、役務にも対応できる

システムとしてきました。 

 

2．電子入札コアシステムVer4.2の概要 

１）最新技術対応 

（１）新OS対応 

コアシステムV4.2の環境にてSolaris10とLinux4.0を動

作確認しています。 

（２）セキュリティ向上対応 

コア部及びカスタマイズ部の更なるセキュリティの向

上を図っています。 

２）従来ミドルウェアでのクライアントJRE1.4対応 

従来ミドルウェア環境において、クライアント側の

Java環境をJRE1.4について動作確認しています。 

３）技術資料の削除機能の追加 

応札者が提出した技術資料（技術提案書）を削除する

機能をコア部に追加しました。 

４）統一資格審査情報の業者コード対応 

物品・役務の総務省から提供される統一資格審査情報

の資格審査情報が変更された場合に、利用者登録画面か

ら修正ができる機能を追加しています。 

利用者登録画面に「登録番号」「商号又は名称」の欄

を追加し、内容を修正することで統一資格審査情報が変

更された場合においても、対応が可能となります。 

５）申請書提出画面における添付ファイルの表示対応（カ

スタマイズ手順書対応） 

クライアントOSがWindoｗsXP SP2の場合の申請書提

出画面において、添付ファイルが表示できなかった問題

の対応方法を提示しています。 

６）指名通知書作成時の利便性向上（カスタマイズ手

順書対応 ） 

工事の通常型指名競争入札方式の指名する画面で指

名通知書を作成した後、発行までの間において当該通

知書を削除し再度作成できる手順書を提供しています。 

７）内訳書等の一括処理（カスタマイズ手順書対応 ） 

従来の入札内訳書のダウンロード方式（応札者毎に

ダウンロード）の利用者側の負担を軽減するための対

応案を提供してます。 

カスマイズ手順書では２つのパターンの機能改善案

を提供してますので、実環境に適合する方式を選択す

ることができます。 

（１）画面遷移の簡略化 

「内訳書確認状況一覧表」から「内訳書一覧」へ遷

移せずに当該受注者の入札内訳書のダウンロードを行

うことができます。 

（２）内訳書一括でダウンロード 

「内訳書確認状況一覧」より一覧に表示されている

全受注者の入札内訳書の書庫ファィル（ZIP形式）を

作成してダウンロードを行うことができます。 

８）公共工事品確法対応・総合評価機能の拡充 

     （カスタマイズ手順書対応 ） 

公共工事品確法の対応として、総合評価方式に対応

した入札方式を拡充するための手順を提供しています。 

（対象：工事；工事希望型指名競争入札・通常型指

名競争入札，業務；公募型競争入札・簡易公募型競争

入札・通常型指名競争入札） 

 

おわりに 

電子入札コアシステムは、引続き公共工事品確法へ

の対応に向けた地方自治体の意見を伺って機能改良の

検討を継続していきます。 

 

お知らせ 

Windows 98、ME、2000については、マイクロソフ

ト社のサポート延長フェーズ終了にあわせ、平成18年

６月30日もって推奨環境から除外させていただきます。 

Ver.3については平成18年６月30日をもって、Ver.3.1

については平成18年10月31日をもって軽微な不具合に

対するサービスパックを停止とするサポートレベルの

調整を実施していきます。 

（CALS/EC部　主任研究員　大塚正行） 

 

CALS/ECコーナー 
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２００６.７月号 

JACICでは、財団の目的※に合致し、情報技術を活用

し建設マネジメントの向上に資する調査研究を対象に研

究助成を行っています。 

平成18年度の研究助成では、以下のとおり募集してい

ます。 

1．研究助成の対象 

【指定課題】 

下表のとおり。 

【自由課題】 

（１）建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関する

研究 

①建設分野の情報化に関する企画、提案、標準化等の調

査研究 

②建設情報の流通性の向上に関する調査研究 

③建設分野のBPRに関する調査研究 

（２）建設分野の各種業務の情報化に関する研究 

①土木工事積算業務に関する調査研究 

②河川・道路・都市等における業務の情報化に関する調

査研究 

③防災業務の情報化に関する調査研究 

④GISを利用した業務支援システムの調査研究 

⑤CALS／ECに関する調査研究 

⑥建設副産物情報交換に関する調査研究 

⑦その他 

2．助成対象者 

上記研究項目に関心を有する大学、高等専門学校、民間

等の研究者とし、学識経験者による審査のうえ決定します。 

3．助成期間 

助成期間は平成18年9月から１年間で、報告書の提出

は平成19年８月末となります。 

4．助成金額 

１件につき、指定課題は300万円以内、自由課題は200

万円以内とします。 

5．申込み方法 

助成を希望される研究者は、所定の申請書に必要事項

を記入のうえ、財団へ提出して下さい。研究助成要綱、

申請書及びこれまでの実績については、JACICのウェブ

サイトをご覧ください。 

URL  http://www.jacic.or.jp/ 

6．応募期限 

平成18年7月31日（必着） 

7．問い合わせ先 

〒107-8416　東京都港区赤坂7-10-20 

（財）日本建設情報総合センター 

企画調整部（柳沢） 

TEL.03-3584-2404／FAX.03-3505-2966 

 

平成18年度（財）日本建設情報総合センター研究助成募集案内 

（財）日本建設情報総合センター寄附行為（抜粋） 

第１章第３条 
　この法人は、建設事業の円滑な執行に資する情報シス
テムの調査研究を行い、これを広く普及するとともに、
建設情報の提供を行うことにより、建設技術の向上、建
設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用の促進を図り、
もって 国民生活の高度化及び経済の活性化に資するこ
とを目的とする。 

　今後の建設分野の情報共有において、有効な手法と考えられるプロダクトデー
タモデルに関して、以下の内容を研究する。 
①プロダクトデータモデルの構築手法（河川・道路などの土木の各ドメインにお
ける研究及び建設分野全般における研究） 
②プロダクトデータベースの構築手法 
③プロダクトデータモデルの適用に関する研究（適用による効果の把握手法を含む） 
④その他、プロダクトデータモデル及びデータベースに関する研究 
　建設事業における設計、施工、維持管理の各段階間で、三次元設計のデータ等
を有機的に連携させることは、構造物の品質向上、維持管理の合理化、長寿命化
を図ることに貢献すると考えられる。 
　ここでは、トンネル等地下空間・地下構造物のデータモデル構築を実現させる
方策等について研究する。 
　SXFは、２次元CADデータを交換するしくみであり、CADシステム間のデータ
インターフェイスとして機能し、属性付加機構によって図面に関するさまざまな
情報も同時に受け渡しできるなどの特長を有しており、その利活用が期待される。 
　このため、SXFの特長を活かした施工や維持段階における活用に関する方策、
評価、戦略等について研究する。 
　避難場所、街路灯の整備状況、各種事故の危険度、洪水危険度や過去の地図・
情報を時間軸で整理した時系列空間情報などの安全・安心に係る情報を効率的に
整備、管理、利活用するための研究を行うとともに、国土交通省国土地理院が提
供する電子国土Webシステムに代表されるWebGISや携帯電話に代表される携帯
端末など、ITを活用した、誰もが簡便に、かつ効果的に情報を共有するためのプ
ラットフォームのあり方に関する研究を行う。 

JACIC便り 

指1 データモデルに 
　　関する研究 

指1-2 地下空間・地下構造 
        物のデータモデルに 
        関する研究 
　　　（継続） 

指1-1 プロダクトデータ 
　　  モデル構築 
　　　（継続） 

指2 現場における２次元CADデータ交換標準（SXF） 
　　活用に関する研究 
　　（継続） 

指3 情報技術を活用した安全・安心なまちづくり 
　　に関する研究 
　　（平成18年度新規） 

課　題　名 内　　　　　　容 

指定課題一覧表 

※ 
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２００６.７月号 

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ます。平成16年度に

は10件の研究助成を実施し、平成16年12月に「第３回研

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、３月号から順次

研究助成成果概要を掲載しています。最後となる本号で

は、新潟大学の山岸先生の研究を紹介します。 

なお、平成16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２００４－１０号 

土砂災害の調査法とデータベース化に関する研究 

新潟大学　教授　山岸宏光 

 

特に2004年７月13日の梅雨末期の豪雨による斜面災害

について、現地調査、空中写真判読、GISを活用した地

形解析などを試みて、規模、タイプ、地形や地質との関

連性などを把握し、このような豪雨による土砂災害調査

法の確立と、データベースを構築することを目指している。 

斜面崩壊や地すべりのパターン分類、代表例の抽出、

空中写真判読、現地調査票による土砂災害調査法確立と

データベース構築、GIS解析など、IT化に対応した豪雨

による土砂災害調査手法を報告する。 

2004年７月13日の降雨は前日の７月12日夕刻から始ま

り、７月13日の午前中には低地で、昼頃には山地部でも

ピークに達した。栃尾市（平成18年１月１日長岡市に合

併）のAMEDAS station では421mmを記録している。

この豪雨により、刈谷田川と五十嵐川では合計10箇所に

わたり破堤し、13名が犠牲となった。一方、出雲崎地域

（西山丘陵）と栃尾地域（魚沼丘陵）で多数の斜面災害

が発生し、２名が犠牲となった。この斜面崩壊分布は、

出雲崎から与板にかけてがひとつの集中域であり, 特に

与板地域では500以上の斜面災害が発生している。全体

として3,359箇所の斜面災害が発生したことが写真判読（ア

ジア航測（株）提供）から得られている. これらの崩壊の

うち泥流をともなう大規模なものが271箇所にのぼる。 

崩壊規模を見ると、崩壊幅長さともには30m以下が多

く、崩壊深度は5m以下であること、崩壊幅と長さはあ

る程度比例関係にあること、さらには、崩壊頭部の遷急

線※との位置関係では、遷急線上と遷急線下が多く、遷

急線の上位は少ない傾向がある。 

現地調査と斜め空中写真などから、崩壊は大きく二つ

のパターンに区分できた。ひとつは表層崩壊とやや深度

の大きい泥流をともなう崩壊とがあるが、そのほかに、

地すべり的なものも存在するが比較的少ない。表層崩壊

には、崩壊面の形態から、スプーン型表層崩壊と平滑型

崩壊とに区分できる。また、大規模なものは、空中写真

の崩壊前と後を比較して、なぜその斜面で大規模な崩壊

が発生したかを、現地調査データとあわせて検討した。 

3600箇所の斜面災害の崩壊地と泥流について、その判

読図(ラスター画像)からベクター変換を行いGIS処理の

基礎資料とした。また、これらの基本地図として10ｍメ

ッシュのDEM（北海道地図（株）GISMAP）を使用して種々

のGIS処理・解析を行った。特に数値地質図として、産

総研地質情報センター提供による５万分の１地質図「出

雲崎」、「三条」を使用した。さらに、古い地すべり地

形の分布図として、「長岡・高田」（防災科学研究所

HPからダウンロード）を使用した。これらから、崩壊

と地形・地質情報との関連を検討すると、流れ盤と受け

盤に起因する風化土層の厚さに関係していることが明ら

かになりつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　図　古い地すべり地形と7.13崩壊の分布 

            （西山丘陵付近） 
 

最後に、これらの豪雨による同時多発型土砂災害現地

調査法の一つのモデルを提起することができた。また、

これらによる現地調査データを一次データベースとし、

空中写真データや土地利用データ、植生データなどを外

部データベースとして、上記GIS上に組み込むというIT

技術を活用したデータベース化の手がかりを得ることが

できた。今後、中越地震による土砂災害や北海道など他

地域の地形・地質条件の異なる地域でもこの方法を応用

して、比較検討することも可能となった。 

 
※遷急線：緩傾斜から急傾斜に急変する点を連ねた線 

平成16年度研究助成成果概要（その5） 
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２００６.７月号 

1．はじめに 

JACIC建設副産物情報センターでは、建設副産物情報

交換システムならびに建設発生土情報交換システムの運

営・サポートを始めとした建設副産物に関する情報提供

や研究開発を行っています。本稿では、建設発生土情報

交換システムの利用状況について報告します。 

  

2．建設発生土情報交換システムの加入状況 

建設発生土情報交換システムは公共工事の発注機関を

主な利用者としています。 

本システムは平成11年度から全国運用を開始しており、

運用開始からの加入機関数の推移をみると、加入機関数

が順調に伸びていることが伺えます。 

平成15年度から市区町村（政令市を除く）の加入機関

数が大幅に伸びているのは、無料お試しキャンペーンの

取り組みを開始したこと、公共工事土量調査の調査ツー

ルとして本システムが採用されたことによるものです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3．市区町村（政令市を除く）無料お試しキャンペーン 

本システムは有料のシステムですが、市区町村（政令

市を除く）に限り、無料で加入できる取り組みを平成15

年度から実施しており、今年度も継続しています。未加

入の市区町村（政令市を除く）の関係機関におかれまし

ては積極的なご活用をお願い申し上げます。 

  

4．公共工事土量調査への対応 

公共工事土量調査は平成15年度から全国で実施されて

おり、今年度も同調査が実施されています。本システム

は同調査に対応していることもあり、各加入機関におい

て本システムをご利用いただいております。 

  

5．おわりに 

今後とも、建設発生土の適正処理の推進と更なるリサ

イクル率向上の一翼を担うべく、本システムの普及と利

便性の向上を図っていきます。 

（システム高度化研究部　建設副産物情報センター 

主任研究員　濱田卓治） 

  

■　建設副産物情報センターのホームページ　　　　 

　　http://www.recycle.jacic.or.jp/　　　　　　　　 

■　建設発生土情報交換システムのお問い合わせ 

　　TEL: （03）3505-0416   FAX: （03）3505-8872 

 　　E-mail: recycle@jacic.or.jp 

■　建設副産物情報交換システムのお問い合わせ 

　　TEL: （03）3505-0410   FAX: （03）3505-8872 

　　E-mail: recycle@jacic.or.jp

建設発生土情報交換システム利用状況報告 

JACICは、行政の情報化及びITの活用を推進し、産

学官と連携を図りながら、情報システムの研究開発、建

設情報の提供、情報化の啓発・普及活動等、建設分野の

情報化に関する諸事業を展開しています。公益法人とし

て取組んでいる事業を皆様により理解いただくために

「JACIC事業概要」を作成、リニューアルしました。主

な構成は下記のようになっています。是非ご覧下さい。 

○　建設分野の情報化（情報技術の開発･利用） 

◯　基盤データベース事業 

◯　資源の循環活用 

◯　建設情報分野の国際化 

◯　建設事業分野の学術及び技術の振興 

 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

「JACIC事業概要」をリニューアル 

 

JACIC通信 

市区町村  　　市区町村以外（国、都道府県、政令市等） 

H11年度 H12年度 H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0

235 

0

460

49

568

52

646

50

658

438

781

617

872

616
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「CALS/EC理解度チェックソフト 2006年度版」 発売 
─ e-learningでCALS/ECを身につけよう！  ─ 

1．はじめに 

公共事業に携わる方々にとって、ITの一層の活用によ

る業務プロセスの抜本的な改善が喫緊の課題であり、そ

のための体系的な教育が必要不可欠です。「国土交通省

CALS/ECアクションプログラム2005」（平成18年3月策定）

でも「研修テキストの共有」が重点目標に位置づけられ

るなど、発注機関の職員一人一人のIT活用能力の向上が

急務とされています。 

このたび、JACICは、CALS/EC資格制度事業等のノ

ウハウを活かし、受発注者のIT活用能力の向上に効果的

な研修や効率的な学習環境の実現を支援するe-learning

教材「CALS/EC理解度チェックソフト 2006年度版」（以

下、本ソフトに略）を発売いたしました。 

 

2．「CALS/EC理解度チェックソフト 2006年度版」概要 

本ソフトは、CALS/ECに関する最新の問題100問から

ランダムに20問出題されるテスト形式の教材です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

受験者名、受験者別の受験日時等受験履歴・成績が保

存されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テストは五肢択一で、ラジオボタンで選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２　テスト中の画面 

 

テスト終了後、成績の表示・印刷ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３　受験者の成績レポート 

 

本ソフトの効果的な活用方法として、CALS/ECに

関する研修の予習・復習、理解度のチェック、さらに

受験者の成績集計による現状把握、より効果的な研修

の企画立案、研修の定量的効果の測定も可能となります。 

また、発売中の「－公共事業受発注者のための－ガ

イドブック」（（財）経済調査会発行）との併用で、

CALS/ECに関する知識の習得の促進が期待されます。 

 

3．購入にあたって 

本ソフトは営利目的の購入はお断りしております。

本ソフトに関する質問または購入を希望される方は

CALS/EC部までお問い合わせください。 

（CALS/EC部　研究員　新良京子） 

CD（操作マニュアル付き） 

Microsoft Windows 2000 / Microsoft Windows XP 

Microsoft Net Framework 1.1（CDに含む） 

五肢択一　20問　/　制限時間　30分 

CALS/ECに関する最新の問題4分野※100問か

らランダムに出題 
※「CALS/ECの概要」、「公共事業のライフサ

イクルと建設情報の標準化」、「電子調達」、「電

子納品・工事施工中の情報共有」 

50,000円（税抜） 

媒体 
利用環境 
必要ソフト 

テスト 

 

 

 

 

 

販売価格 

表　CALS/EC理解度チェックソフト 2006年度版 

図1 　受験者の表示（左）／受験者別の受験履歴と成績の表示（右） 
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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 
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html 
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1８年７月１日発行　第三種郵便物認可 

1．平成17年度　電子納品説明会（受注者及び発注者向け） 

「電子納品運用ガイドライン（案）」の改訂（平成17年

８月）に伴い、九州地方整備局では、「電子納品に関す

る手引き（案）（九州地方整備局版）」及び「電子納品実

施のための当面の措置（案）（工事・業務）」を改訂しまし

た。 

九州地方整備局では、これらの内容を広く周知し、電

子納品への理解及び普及促進を図るため、平成18年２月

に福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県の５ヶ所

で、九州地方整備局管内の受注者及び発注者の工事・業

務の実務担当の方、約2,000名を対象とした電子納品説明

会を開催しました。 

JACIC九州地方センターは、説明会の講師として「電

子納品に関する手引き（案）（九州地方整備局版）」の内容

について説明しました。出席者の方々は電子納品の流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れや、電子納品の運用について九州地方整備局の当

面の措置等を真剣に受講されていました。 

 

2．現場での電子納品、情報共有及び電子検査の実態調査 

九州地方整備局Ｎ事務所の受発注者に対して、現場

での電子納品、情報共有及び電子検査について知識、

経験及び取り組み状況等についてアンケート調査を実

施しました。 

電子納品に関しては、実際に電子納品を経験したこ

とがあると答えた受注者の人は、約６割で、残り４割

も未経験だが電子納品しなければならないことはご存

じでした。 

CAD図面については、SXF（P21）形式の図面を作

成したことのある人は、受注者で約２割弱、発注者は

ゼロで誰も作成したことがないという結果でした。 

CADソフトの操作については、閲覧等の操作が出来

る人は受注者で９割以上、一方発注者は約５割、しか

も閲覧等の操作も分からない人が約４割もいることが

分かりました。 

情報共有の取り組みに関しては、受発注者間で情報

共有を行っている人は、メール活用・一部活用の人で、

受注者は４割弱、発注者は約５割という結果になって

います。 

電子検査に関しては、受発注者ともに、電子検査を

行っている人が約２割、工事写真等、一部を電子デー

タで行っている方が約３割、電子検査を行っていない

方が約５割という結果で受発注者ともに同様な認識です。 

今回の調査結果を踏まえて、今後もより現場に即し

た電子納品の普及・浸透に向けて少しでも役立てるよ

う九州地方センターとしても頑張っていきたいと思っ

ています。 

（九州地方センター長　日吉信介） 

九州地方センター活動報告 

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。 5月のニュースから 

【公募情報（国・公団等）】   200件　【公募情報（地方公共団体）】  1035件 

平成17年度　電子納品説明会　熊本会場 

平成17年度　電子納品説明会　福岡会場 

地方便り 
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