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1. イノベーション25 

「イノベーション推進大綱」については、中間報告の

内容を本年５月号のJACIC newsでご紹介したところで

すが、その後５月25日に政府の長期戦略指針「イノベー

ション25」と、国土交通省の「国土交通分野イノベーシ

ョン推進大綱」が相次いで策定されましたので、改めて

その内容をご紹介します。 

 

1）イノベーション 

「イノベーション」とは通常技術革新と訳されること

が多いのですが、技術だけではなく社会システムや制度

も含めた革新・刷新、飛躍した新方式の導入のことです。

イノベーションが国の競争力であるという認識から、世

界各国で科学技術長期戦略が「イノベーション｣の名を冠

して策定されています。例えば、｢イノベート・アメリカ｣

（2004）、「競争力イノベーションイニシアティブ」（EU，

2006）、「科学・イノベーションフレームワーク」（英，

2004）、「イノベーション支援政策」（仏，2002）、「イ

ノベーティブ・スウェーデン」（2004）、「イノベーテ

ィブ・オランダ」（2003）などです。 

安倍前総理の就任時の所信表明演説で、2025年を視野

に入れた先端技術分野でのイノベーションを取りまとめ

る「イノベーション25」が提唱されました。これを具体

化するため、内閣官房に「イノベーション25戦略会議」（黒

川清座長）が設置されるとともに、高市早苗担当大臣が

指名され、集中的に検討が重ねられました。 

検討の成果として、本年２月26日に発表された「中間

取りまとめ」に続いて、５月25日に最終報告となる長期

戦略指針「イノベーション25」が取りまとめられました。

この指針は、６月１日に閣議決定され、同時に、イノベ

ーション施策の総合的かつ効果的推進を目的として、内

閣に全国務大臣を本部員とする「イノベーション推進本部」

が設置されました。 

 

2）基本的考え方 

指針の中では、まず基本的考え方として、①未来に向

けての高い目標設定と挑戦、②グローバル化と情報化の

進展への的確な対応、③生活者の視点の重視、④多様性

を備えた変化と可能性に富む社会への変革、⑤「出る杭」

を伸ばす等人材育成が最重要という5点を挙げています。 

 

3）イノベーションで拓く2025年の日本の姿 

指針の第５章では、「21世紀の世界のモデルとなる日本」

を2025年の姿と捉え、イノベーション立国に向けた政策

ロードマップとして、具体的な課題を挙げています。 

早急に取り組むべき課題としては、①イノベーション

創出・促進に向けた社会環境整備、②次世代投資の充実

と強化、③大学改革、④環境・エネルギー等日本の科学

技術力による成長と国際貢献、⑤国民の意識改革の促進

の5点を挙げ、中長期的に取り組むべき社会システムの改

革では、①生涯健康な社会形成、②安全・安心な社会形成、

③多様な人生を送れる社会形成、④世界的課題解決に貢

献する社会形成、⑤世界に開かれた社会形成を挙げてい

ます。 

 

4）社会基盤分野 

2006年３月に総合科学技術会議から発表された「分野

別推進戦略」を基本に、上記5つの社会形成を実現する研

究開発ロードマップを策定しています。この中で、社会

基盤分野では、②安全･安心な社会及び③多様な人生を送

れる社会との関連で、減災を目指した国土の監視・管理

技術、現場活動を支援し人命救助や被害拡大を阻止する

新技術、大更新時代・少子高齢化社会に対応した社会資本・

都市の再生技術、新たな社会に適応する交通・輸送シス

テム新技術などが挙げられています。 

 

2. 国土交通分野イノベーション推進大綱 

「イノベーション25」検討の動きに呼応して、国土交

通省では昨年10月に事務次官を本部長とする「国土交通

分野イノベーション推進本部」を設置して検討を進めま

した。省幹部に６名の学識経験者を加えた検討委員会を

中心に、2025年までに実現されるべき国民・企業にとっ

ての施策目標と、実現に向けた具体的な工程表について

の検討を行い、特に施策目標については、国土交通省内

の各部局からの提案のほか、これまでの行政的発想を超

えたイノベーションにふさわしい内容を目指して民間か

らの提案も募集しました。これに対して、JACICからも

４件の提案を行いました。 

イノベーション推進大綱 
ニュースと解説 
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検討の結果、本年２月22日に発表された「中間報告」に

続いて、5月25日に「国土交通分野イノベーション推進

大綱」が発表されました。 

 

1）共通基盤の整備 

大綱では、提案された個々の施策目標を実現する上で、

まずイノベーションのブレイクスルーとなる共通基盤の

構築が重要であるとし、以下の３つの共通基盤を挙げて

います。 

①　位置に関する情報を含んだ情報の幅広い共有化や高

度な活用を可能とする、地理空間情報基盤の整備。 

②　ICタグやセンサーの設置、ICカードの高度化やITS

の推進等を通じ、あらゆる場所、ヒト、クルマ、モノ

と情報を結びつけ、現在の位置や状況を自動的に把握

することを可能とする基盤の整備。 

③　大容量データの安定かつ迅速な伝達を可能とする光

ファイバ網や無線網など、国土交通省が保有している

全国を網羅するネットワーク基盤の利活用の促進。 

 

2）国土交通分野の将来像と今後の戦略 

続いて、共通基盤の構築と一体的に進める６つの重点

プロジェクトと、具体的なICT化プロジェクトを、以下

の９つの分野に分けてまとめています。 

①誰もが円滑に快適に移動できるモビリティ社会の実現 

②効率的、安全で環境に優しい物流の実現 

③世界一安全でインテリジェントな道路交通社会の実現 

④災害時への備えが万全な防災先進社会の実現 

⑤良質で豊かな生活環境の実現 

⑥テロ・大規模事故ゼロ社会の実現 

⑦知恵と工夫にあふれた活力ある地域社会の実現 

⑧ホスピタリティあふれる観光先進国の実現 

⑨社会資本整備・管理の効率化、生産性の向上 

 

3）社会資本整備・管理の効率化、生産性の向上 

民間提案としてJACICから応募した内容は、上記の９

番目に挙げられた社会資本整備・管理の効率化と生産性

の向上の中に生かされています。 

建設生産プロセスは、調査･計画、設計、施工から維

持管理までのサプライチェーンが長く、各段階での情報

が他の段階で有効に活用しきれていないことから、ライ

フサイクル全体の効率化、高度化を図るため、情報共有、

調査･計画、設計の高度化、情報化施工、維持管理の効

率化などが挙げられています。 

情報共有では、国土交通省及び関係機関が持つ各種の

情報を地理空間情報として整理し、広く共用するための

仕組みを構築することと、CADをはじめとした情報基

盤の整備や、入札等の調達段階から最終的に情報を保管

する納品段階までデジタルデータでやりとりする環境を

構築して、CALS/ECを促進するとしています。 

調査･計画、設計の効率化、高度化に関しては、ICT

の活用により、より具体的なイメージの共有、コミュニ

ケーションの具体化、遠隔地からのリアルタイムな参加

を通して、事業者、住民等の広範囲な関係者の合意形成

を加速していくこととされています。 

施工の効率化、高度化については、ICTの活用で製造

業と比べても遜色ない生産管理を実現し、建設生産性の

大幅な向上を図ることとされています。具体的には、ラ

イフサイクルを通じて各プロセスの情報を有効に利用す

るため、誰もが情報交換できるようにXMLで記述され

たオブジェクトデータによる情報共有のルール化を図る

とともに、様々な主体が分散管理しているデータベース

を統合的に検索・利用できるメタデータレジストリなど

の環境を整備することとされています。また、プロダク

トモデルを活用し、設計データを現場の作業段階で有効

に活用することや、自動車産業等の製造業で取り入れて

いるプロジェクト管理手法の導入を図るとされています。 

施工の情報化の推進及び資材調達等の高度化に関して

は、施工現場の生産管理や品質管理ならびに監督・検査

の効率化を図るため、作業員・建設機械の位置や作業状

況、構造物の仕上がり形状等のリアルタイムな把握や、

生産管理の基本ソフトの開発ならびにデータ交換のルー

ル化等を進めることと、資材の調達や管理の高度化・効

率化ならびに施工現場の安全性向上のため、ICタグ・セ

ンサー等の活用が挙げられています。 

維持管理の効率化、高度化に関しては、高度経済成長

期に大量に整備・蓄積され、今後、急速に老朽化が進展

する社会資本の維持管理を、ICTの活用により効率化、

高度化することとし、具体的にはセンサー等による監視

システムや、新たな点検機器等の開発により、省力化を

図りつつ「常時監視」、「迅速な発見」、「適切な対応」

を目指すとしています。また、施設情報や、その利活用

情報、市民からの情報等の共有化により、施設のより効

率的な運用管理を行うほか、計画的・予防的な補修で、

ライフサイクルコスト（LCC）の最小化、施設の延命化

等を図ることや、膨大な建築物ストックの効率的かつ適

正な管理のため、公共建築物に係るライフサイクルマネ

ジメント（LCM）の高度化を図るとされています。さら

に、点検・補修に係る無人化技術を開発し、安全性の向

上や施工の迅速化、低コスト化を図ることとしています。 

 

3. 参照URL 

・イノベーション25戦略会議（首相官邸） 

　http://www.kantei.go.jp/jp/innovation/index.html 

・国土交通分野イノベーション推進大綱（国土交通省） 

　http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010525_3_.html 

（標準部長　秋山　實） 
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中国清華大学土木工学科の馬智亮教授は、JACICが土

木学会と共催して毎年開催している「アジア建設IT円卓

会議」における中国側のキーパーソンです。今回、関西

大学に３ケ月ほど客員研究員として招聘されておられる

ので、その機会を捉えてJACICでも９月12日に、JACIC

技術セミナーとして講演をして頂きました。 

馬教授は、1988年国費留学生として名古屋大学に来ら

れ、ここで学位を取得するなど、日本語が堪能です。そ

のため早くから日本の土木学会との交流を重ねて来た貴

重な人材です。中国は現在北京オリンピックを来年に控

え、これを契機として建設分野の情報化を一気に進めよ

うとしており、先生はそのプロジェクトのリーダーでも

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演は「中国の建設業：その変化と日本との比較」と

題して、先生の日本における調査研究の中間報告も兼ね

ておりました。 

1．中国建設業の発展 

中国の建設市場は、2000年以降急激な伸びを示してお

り、2005年度における建設投資額は、日本円で約80兆円

に達しています。いまや完全に日本より大きな市場とな

っています。労働従事者は2700万人、建設会社の数は登

録で６万社を記録しています。この勢いは暫く続くもの

として馬先生も見ているとのことです。 

 

2．中国の公共工事等の仕組み 

中国国内における建設投資は、数年前までは完全に許

可制であったのが、現在は登録制であるものの、政府に

よる投資管理体制が図１のようになっているとのことで

す。また政府の組織も34の部（日本の省にあたる）に分

かれており、建設関連では、「建設部」という情報収集

や企画・調整等を担当している部と、「水工部」「交通部」

「鉄道部」といった実際に事業を持っている組織の２つ

があり、機能を分けているとのことです。 

3．北京オリンピックと各種 

　　システム 

北京オリンピックに使用す 

る新しい競技場の建設には、 

特徴的な２つのシステムを導 

入しているとのことです。ひ 

とつは大規模な「会場建設モ 

ニタリングシステム」です。 

これは「オリンピック建設委 

員会」の会議にも使用されています。 

　もうひとつは図２の建設業者間で使用する「多参与者

協調分散システム」（eＰMS）というものです。これは「現

場における情報共用システム」と「書類作成システム」

を合体したようなシステムで、馬教授の研究室で開発さ

れました。これをオリンピック主会場となる「国家体育

場」の建設に適用しており、ここの建設に携わった100

以上のサブコンが共用しているとのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．日本の文献調査とヒアリング 

先生の関西大学での研究のメインテーマである日中

の建設業の比較論では、手法が違う両国のやりかたを

研究することにより、お互いに参考になる部分を見つ

けたいとのことでした。先生はまず日本における文献

として「国立情報学研究所」のデータベースから、

1251件の文献を調査・分析されています。その結果「情

報化施工」というキーワードによる論文が一貫して一

番多かったとのことです。この理由をさらに追求する

ため、今後日本の各機関にヒアリング調査をされると

のことでした。先生の調査分析された結果のレポート

は土木学会を通じて、日本語でも出される予定ですので、

期待したいと思います。 

関連サイト：アジア建設IT円卓会議 

http://www.jacic.or.jp/acit/round3_j.html 

 

（標準部　主任研究員　河内　康） 
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清華大学　馬智亮教授　講演会報告 
－JACIC技術セミナー「中国の建設業」－ 

 

JACIC便り 

図１　中国における投資管理体制 

図２　多参与者協調分散システムePIMS+概念図 
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はじめに 

現在、JACICでは、工事カルテ／業務カルテの改ざん

防止・信頼性向上の取り組みの一環として、コリンズ／

テクリスの既に登録されたデータ（工事カルテ／業務カ

ルテ）に関して、発注機関に登録内容の確認をしていた

だいています。 

  

１．概要 

平成17年４月１日から、「公共工事の品質確保の促進

に関する法律」（公共工事品質確保法）が施行されまし

た。この法律では、価格と品質に優れた契約を公共工事

の契約の基本に位置付け、この基本が守られるよう全て

の発注者に対して、 

１）個々の工事において、入札に参加しようとする者の

技術的能力の審査を実施しなければならないこと。 

２）民間の技術提案の活用に努めること。 

３）民間の技術提案を有効に活用していくために必要な

措置。（技術提案をより良いものにするための対話、

技術提案の審査に基づく予定価格の作成等） 

等について規定されています。 

発注機関では、技術的能力の審査の中で、登録企業や

登録企業の技術者に関する工事や業務経験の審査につい

ては、コリンズ／テクリスのデータベースの活用がされ

てきており、JACICでは、今後、その信頼性の確保が益々

重要になると考えています。 

登録企業・発注機関の方々のご協力のもと、コリンズ

では223万件、テクリスでは56万件のデータ（工事カル

テ／業務カルテ）が登録されています。（件数は、平成

19年９月末時点の実績工事・実績業務と施工中工事・手

持ち業務の件数です。） 

登録企業の方が、入力した内容（工事カルテ／業務カ

ルテ）を発注機関に確認していただき、その後、JACIC

に登録することになっています。 

しかし、残念なことに、 

 　 

◆『発注機関に内容を確認しないで登録。』 

◆『発注年度を改ざんして登録。』 

◆『橋脚の躯体の高さを改ざんして登録。』 

◆『カルテ受領書に記載されている登録日を改ざん

して登録。』 

◆『架空の工事・業務を登録。』 

◆『竣工後・完了後の訂正に必要となる発注機関確

認書の署名捺印を偽造して登録。』 

 

等、コリンズ／テクリスの不正な登録がありました。 

いずれも、不正に登録した登録企業に対しては、発注

機関から指名停止措置等の処分がされており、コリンズ

／テクリスのデータも訂正または削除されています。 

JACICでは、工事カルテ／業務カルテの改ざん防止や

信頼性向上という観点からコリンズ／テクリスの既に登

録されたデータ（工事カルテ／業務カルテ）に関して、

発注機関に登録内容の確認をしていただいています。 

  

2．JACICでの取り組み 

今回実施しました結果に関しては、JACICnewsやＨ

Ｐ等で公表します。 

確認したデータに誤りがあった場合、発注機関と協議

の上、コリンズ／テクリスのデータを訂正していただく

か、または削除します。 

今後、JACICでは、定期的な登録内容の確認と改ざん

防止・信頼性向上に関するシステム的な対策に関して、

検討をしていきます。 

 　 

3．登録前のお願い 

故意による虚偽内容での登録は勿論のこと、誤入力等

の人的ミスによる間違ったデータの登録をなくすため、

登録企業、発注機関の方々に以下のことを徹底して下さ

るようお願い致します。 

 

【登録企業の方】 

・入力後、内容の再確認をして下さい。 

・不明な点は、発注者または、CORINS/TECRISセン

ターに確認して下さい。 

・登録前の発注者確認を必ず行って下さい。 

・登録後、速やかに工事（業務）カルテ受領書（コピー）

を発注者に提出して下さい。 

 

【発注機関の方】 

・登録前の確認を入念に行って下さい。 

・登録された内容の確認は、工事（業務）カルテ受領書

（コピー）で行って下さい。 

・検索システムを利用されている場合は、検索システム

での確認も併せて行うようにして下さい。 

  

（CORINS/TECRISセンター　参事　藤森　修） 

コリンズ／テクリスの既登録データ確認 
―工事カルテ／業務カルテの改ざん防止・信頼性向上の取り組み― 
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２００７.１１月号 

公共の発注機関からCORINSの工事カルテ受領書の提

出を求められていた建設業者が、工事実績の訂正に必要

となる発注機関確認書（竣工時工事カルテの訂正）を大

阪府下の発注者に確認を受けたと変造し、JACICへ提出

していました。 

当該業者は、既に登録してある工事実績を、存在しな

い架空の発注担当者の氏名を記載する形によって技術デ

ータについて訂正し、大阪府下の公共の発注機関が発注

しようとする工事に類似の実績であると偽り、当該機関

における業者選定の過程でこのことが発覚しました。 

当該業者は発注者の調査により、改ざんを認めたため

発注者が５ヶ月の指名停止の行政処分を行っております。 

発注機関のみなさまにおかれましては、より一層の注

意・確認をお願い致します。 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（CORINS/TECRISセンター） 

CORINS提出書類を変造し、指名停止の処分 

JACICでは、当センターの事業目的に適合した研究企

画案に対し、研究助成を実施しています。平成18年度は

12件のテーマについて実施をいたしました。 

この度、以下に示すプログラムで研究助成事業成果の

報告会（参加費：無料）を開催いたします。当センター

の賛助会員の皆様をはじめ関係各位、また一般の皆様の

ご参加をお待ちしています。参加申込書はホームページ

（http://www.jacic.or.jp/）からダウンロードできます

ので、ご利用ください。 

なお本報告会は、「日本測量協会の測量CPD」認定、

「土木学会CPD」認定予定です。 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

第5回研究助成事業成果報告会開催のご案内 

プ ロ グ ラ ム 
 

開催日時：平成19年11月14日（水）13：30～16：50 

開催場所：はあといん乃木坂（東京都港区南青山1-24-4） 

定　　員：200名 

  

プログラム 

13：30　　挨　　拶 理事長代行　大石　久和 

  

平成18年度研究助成報告 

13：35　　Web3DとRDBMを援用した大規模地下開発支援システムの開発 

 室蘭工業大学工学部情報工学科　教授　板倉　賢一 

14：10　　100年前の土地利用図の作成および地表空間の立体的定量化方法の開発 

 九州大学大学院工学研究院建設デザイン部門　教授　江崎　哲郎 

 　　　　　　 

14：45　　休憩　（15分） 

  

15：00　　拡張DMデータとそれを利活用した、道路の最適線形検索システムの構築 

 株式会社横河技術情報ソリューションサービス部　部長　小林　　明 

15：35　　デジタル写真改ざんチェックシステムを利用しての電子成果品の「工事写真」に関する調査研究 

 日本振興株式会社情報ソリューション部　SE職　森川　和芳 

16：10　　VR技術を用いた施工支援ツールの開発 

 熊本大学大学院自然科学研究科　教授　小林　一郎 

16：45　　閉会挨拶 理事　　今岡　亮司 
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２００７.１１月号 

１．はじめに 

JACICは、平成18年度に熊本大学大学院自然科学研究

科小林一郎教授の「VR技術を用いた施工支援ツールの

開発」に対し研究助成を行いましたので、その研究成果

を紹介します。 

 

2．ICTを用いた施工支援ツールの開発の背景 

公共事業の施工段階における監督・検査業務の主な目

的は、工事状況の確認及び把握等を行うことで契約の適

正な履行を確保することです。しかし、監督職員数の減

少や集中投資等により、担当する工事件数が増加し、効

率良く全ての臨場を行うことが困難となってきています。

また、監督職員と施工業者間の情報交換が円滑に進まな

いことで、工事進捗や品質にも影響を与える可能性があ

ります。監督・検査業務の改善が施工段階におけるコス

ト縮減や品質向上に期待されます。 

そこで、さらなるコスト縮減や品質向上を図るために

は、受注から完成検査に至る施工一連の流れに係わる監

督・検査業務を円滑に行えるICTを用いたシステム開発

が必要とされています。 

 

3．Web3D技術を用いた施工支援システムの概要 

本システムは工事中における発注者と受注者で相互に

交換する各種書類、設計図書等の作成・交換・管理を支

援する目的として開発し、機能としてはファイル管理、

写真管理、工程表、決裁の４つの機能を備えています。

そして本システムに蓄積された工事情報を利用した工程

管理シミュレーションや段階・出来形確認等の監督業務

を支援することを目的とし、Web3D技術を用いた工程

管理機能と段階・出来形確認機能を組み込んでいます。 

 

4．実証実験 

本システムを用いて、道路土工、舗装工を対象に実証

実験を行いました。本実験による評価項目としては、a)

３次元設計情報の可視化の効果、b)業務効率の改善の２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つとしました。 

その結果、監督・検査業務である設計図面の照査、施

工状況の確認、把握、工程把握、工事施工の立会いにお

いて、従来の施工計画書や工事関係書類とともに併用す

ることで、２次元情報では理解不能な箇所が明確になる

ことや、不可視部分の構造物の設計形状と実測値を確認

できるという効果が得られました。また、業務改善の効

果としては、本システムの導入による工事施工の立会い

を行うことで、遠隔立会いが実現可能となり、現行手法

の３分の１の時間で業務を行うことができるという成果

も得られました。 

本研究により、工事情報を利活用した施工段階の監督・

検査業務の改善に、Web3Dシステム運用の有効性が示

されました。また、施工ばかりでなく、設計や維持管理

にもWeb3D技術の導入が可能であり、広範な建設産業

へのICT技術の適用が期待されます。 

（建設コスト研究部　主任研究員　鈴木信行） 

研究助成『VR技術を用いた施工支援ツールの開発』の紹介 

図２　Web3Dデータの企業内部での流れ 

図１　段階・出来形確認機能の構成（左図）と段階・出来形確認機能メイン画面（右図） 
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1．はじめに 

CALS/EC資格制度事業は、「CALS/EC地方展開ア

クションプログラム（全国版）」（平成13年６月国土交通

省策定）に位置づけられた、地方公共団体等への

CALS/ECの導入・普及を支援する人材育成事業です。 

本事業の試験・登録事務は、（社）建設コンサルタン

ツ協会に委任しています。 

資格には、CALS/ECインストラクター（RCI）と

CALS/ECエキスパート（RCE）の２種類があり、登録

者数はRCIが2,582名、RCEが350名となっています。（平

成19年９月１日現在）。 

 

2．平成19年度「CALS/EC資格試験」の受験状況と結果 

平成19年度の受験状況と結果は下表のとおりです。 

試験結果をみると、RCIでは公共事業・標準化分野で

の得点率が低く、RCEでは公共事業執行プロセスの理解 

 

 

 

 

不足により、合格基準に満たない受験者が多くみられ

ました。 

合格者を地域別にみると、人口比率の割に、中国地域

の合格者数が多く、資格取得への熱心さが窺えます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3．おわりに 

合格された皆様には、RCI・RCEに登録していただき、

地方公共団体等への普及などCALS/ECに関する様々な

活動に携わり、適正かつ効率的な公共事業執行の一翼を

担われることを期待しています。 

 

（CALS/EC部　主任研究員　河野 雅） 

平成19年度「CALS/EC資格試験」合格者を発表 

２００７.１１月号 

地域別合格者数 

e-BISCコーナー 

電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せられた問い合せ

の主なものについて、紹介します。その他の項目につい

ても、ホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）のＦＡ

Ｑ（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 

 
回　　　答 

　本現象は認証局提供ソフトウェアの動作に起因して発生している

と考えられます。端末の再起動をお試し頂き、現象が改善しない場

合は、ご利用の認証局へお問合せください。 

　なお、ご使用されている端末とネットワーク環境につきましては、

e-BISCセンターホームページ左MENUの事前準備「電子入札準備手

順書一覧【共通】」から、「電子入札参加に当たって準備を行なう

もの」の①、②、③をご参照ください。 

 

 

e-BISCセンターホームページ左MENUの「インターネット環境の確

認【工事・業務】または【物品・役務】」から、「Ⅰ.インターネッ

ト環境の確認」をクリックし、LDAPの通過確認環境へ接続して確

認してください。詳しい操作確認手順はe-BISCセンターホームペー

ジ左MENU「電子入札準備手順書一覧【共通】」の「インターネッ

ト環境確認手順書」をご参照ください。 

　なお、LDAPを通過する方法はお客様のインターネット環境によ

り異なりますので、ネットワーク管理者にご相談ください。 

質　　　問 

　PIN番号を入力し「OK」

ボタンをクリックすると「署

名検証が失敗しました」と表

示され、「了解」ボタンをク

リックすると「署名検証が行

なわれませんでした。 

Java.Lang.RuntimeException:

署名検証が不正に終了」と表

示されます。 

　LDAPの通過確認はどの様

に行なえばよいでしょうか。 

項　目 

 

 

 

 

 

 

工事・業務 

物品・役務 

共通 

 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

 

試験 

RCI 

RCE

申込者 
（A） 

793名 

  68名 

受験者 
（B） 

705名 

  66名 

受験率 
（B/A） 

88.9％ 

97.1％ 

合格者 
（C） 

552名 

  39名 

合格率 
（C/B） 

78.3％ 

59.1％ 

詳細は、http://www.cals.jacic.or.jp/　参照 

表　RCI試験・RCE試験の受験状況と結果 

180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0
北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 

人 

5

76

0355 421
21

51

163

14
23

33

73
83

29

RCI     RCE

CALS/ECコーナー 
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２００７.１１月号 

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。 

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

JACIC news　平成1９年１１月１日発行　第三種郵便物認可 

■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/

ISO9001

JACIC中部地方センターではCORINS、TECRISの登録、

問い合わせ等の業務やCALS/ECの促進のための電子入札、

電子納品などの支援を行っています。 今回は、電子入

札と電子納品についての中部４県の取り組み状況を紹介

します。 

  

■中部地方4県における電子入札の状況 

入札契約の透明性の確保、競争性の向上、行政コスト

の縮減の観点から各県が電子入札を実施しています。 

システムの統一性により受発注者双方の利便性の向上

を目指したコアシステムが採用されています。 

また、県と市町村間での電子入札システムの共同利用

が愛知県、岐阜県、静岡県で実施されています。三重県

内市町では共同利用を目ざした電子入札ワーキングを設

置し、検討が進められています。 

各自治体の電子入札の実施状況は以下のとおりです。 

 

■中部地方4県における電子納品の状況 

電子納品はCALS/ECの中でも情報を電子データ化す

る最も基本となるものです。 

当面は大幅な省資源、省スペース、技術情報の共有化

など今後の経営革新を目指した取り組みが中部４県でも

実施されています。 

愛知県では16年度から一部工事でデジタル写真管理を

スタートさせ、18年度からは原則として全ての工事で実

施されるなど中部各県でも順次対象を拡大させてきてい

ます。また、市町村でも県に準じた取り組みが始められ

ています。 

各自治体の電子納品の実施状況は以下のとおりです。 

 　　　　　　　（中部地方センター長　松本良一 ） 

中部地方センター活動報告 

 

 

地方便り 

中部地方4県における電子入札の状況 

中部地方4県における電子納品の状況 

愛知県 

 

岐阜県 

 

静岡県 

 

三重県 

愛知県 

名古屋市 

岐阜県 

岐阜県市町

村共同 

静岡県 

静岡市他 

三重県 

システム方式 

コアシステム 

コアシステム 

コアシステム 

コアシステム 

コアシステム 

コアシステム 

コアシステム 

        H19年度の状況 

運用中（あいち電子調達共同システム） 

運用中 

運用中 

運用中（岐阜県市町村共同電子入札システム） 

 

運用中（静岡県共同利用電子入札システム） 

 

運用中 

備　考 

県内61市町村が共同利用に参加

うち26市町村が運用中 

17年開始、18年全面実施 

16年全面実施 

県内27市町が運用中 

16年開始、19年全面実施 

県内42市町が共同利用に参加 

うち６市町が運用中 

17年全面実施 

工事 

委託業務 

工事 

委託業務 

工事 

委託業務 

工事 

委託業務 

全案件実施 

17年度全案件実施 

15年度全案件実施 

16年度全案件実施 

完成写真全案件対象 

文書関係2000万円以上対象 

500万円以上対象 

全案件実施 

17年度全案件実施 

同左 

同左 

同左 

同左 

全案件実施 

全案件実施 

同左 

同左 

18年度 19年度 
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