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１.ＣＡＬＥ／ＥＣについて
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公共事業支援統合情報システム
国土交通省では

公共事業支援統合情報システム
紙で交換されていた工事情報を電子化するととも
に、ネットワークを活用して情報の共有・有効活
用を図ることにより公共事業の生産性向上やコス用を図ることにより公共事業の生産性向上やコス
ト縮減等を実現するための取り組み。
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２.『CALE/EC』の実現ｲﾒｰｼﾞについて

【【主な取組主な取組】】
・電⼦⼊札・電⼦⼊札
・情報共有・情報共有

納納・電⼦納品・電⼦納品
・情報化施⼯・情報化施⼯
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０
(年度)

３.CALE/EC取組の変遷(国土交通省/北海道開発局)

建設CALS/EC
アクションプログラム

Ｈ８ Ｈ１４Ｈ９ Ｈ１７ Ｈ２０ Ｈ２３

建設CALS整備基本構想

(年度)

アクションプログラム

港湾CALS整備計画

空港施設CALS
グランドデザイン

2002年
建設省と運輸省が統合

⇒ 国土交通省に

国土交通省CALS/EC
アクションプログラム

国土交通省CALS/EC
アクションプログラム2008

国土交通省CALS/EC
アクションプログラム2005

2001.6 CALS/EC地方

2001.11
北海道地方CALS/EC推進協議会

地方
展開アクションプログラム（全国版）

2004.3 CALS/EC地方
展開アクションプログラム
（北海道地方版）

2008.4 CALS/EC地方
展開アクションプログラム
（北海道地方版）改訂

2012.3 CALS/EC地方
展開AP（北海道地方版）の
現状と今後の取組 策定

電子入札(H15～)

電子納品(H16～) ※保管管理システムはH16より運用

情報化施工(H20～)

TRABIS(H19～)

工事情報共有システム(H21～)

CIM(H24～)※各システムの運用期間に試行期間も含む
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４.北海道地方CALS/EC推進協議会の取組について

北海道地方の公共事業発注機関への北海道地方の公共事業発注機関へのCALS/ECCALS/EC導入促進導入促進

北海道地方CALS/EC推進協議会
【構成団体】
・国⼟交通省北海道開発局
・北海道
・札幌市
・国⼟交通省東京航空局

社 海道建 協会CALS/ECアクションプログラム ・(⼀社)北海道建設業協会
外13団体

CALS/ECアクションプログラム
（北海道地方版）策定

※）北海道開発局 北海道および

情報提供 導⼊⽀援
※）北海道開発局、北海道および

札幌市が道内地方公共団体へ
の円滑な展開に寄与するため、
先導的な役割を担う。

メール
配 信

資 料
提 供

（公表）

電⼦納
品導⼊
⽀援

説明会
等の
開催

各種シス
テム導⼊
の⽀援
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（１）活動内容
４.北海道地方CALS/EC推進協議会の取組について
（１）活動内容
市町村向け説明会

H24：滝川市、旭川市、ニセコ町、置⼾町
H25：檜⼭地⽅CALS/ES説明会：【7町9⼈】H25：檜⼭地⽅CALS/ES説明会：【7町9⼈】

ｵﾎｰﾂｸ地⽅CALS/ES説明会（遠軽会場） 【9市町村16⼈】
ｵﾎｰﾂｸ地⽅CALS/ES説明会（網⾛会場） 【9市町16⼈】

実績実績
H23 上ノ国町で電⼦納品導⼊開始（委託・⼯事）
H24 美幌町、置⼾町で電⼦納品導⼊開始（委託・⼯事）
H25 網⾛市、斜⾥町で電⼦納品導⼊開始（委託・⼯事）

CALS/EC導⼊効果とは？
国、道、各⾃治体すべての受発注者が⼀定の
基準により電⼦化を推進する事が、より効果を
発揮する発揮する。

全体の公共事業発注の約７割が地⽅公共団体
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北海道の電⼦納品拡⼤は北海道の電⼦納品拡⼤は
オホーツクから！オホーツクから！

５.ＣＡＬＳ／ＥＣの３要素

（1）情報の電⼦化

これまで紙で提出していた図⾯や書類を電⼦化

 省資源・省スペース化

 検索時間の短縮

 住⺠への説明能⼒の向上
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（2）通信ネ トワ クの利⽤
５.ＣＡＬＳ／ＥＣの３要素
（2）通信ネットワークの利⽤

インターネットなどの通信ネットワークを活⽤するインタ ネットなどの通信ネットワ クを活⽤する

 移動コスト等の削減 移動コスト等の削減

 現場作業の安全性向上現場作業 安全性向上

 住⺠情報サービスの向上

 防災・維持管理への活⽤
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（3）情報の共有
５.ＣＡＬＳ／ＥＣの３要素
（3）情報の共有

CALS/EC導⼊により、情報の共有化が促進CALS/EC導⼊により、情報の共有化が促進

 コスト縮減 コスト縮減

 品質の向上品質の向上

 社会資本の有効活⽤

 官⺠技術レベルの向上
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（1）-① 電⼦⼊札
６.ＣＡＬＳ／ＥＣの主な取組

これまで発注機関に赴き、紙により⾏っていた
⼊札情報の⼊⼿から⼊開札まで⼊⼿から⼊開札までの⼀連の⾏為を、

（1）-① 電⼦⼊札

⼊札情報の⼊⼿から⼊開札まで⼊⼿から⼊開札までの 連の⾏為を、
インターネットを利⽤して電⼦的に実施インターネットを利⽤して電⼦的に実施すること
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（1）-② 北海道内における電⼦⼊札の普及状況
６.ＣＡＬＳ／ＥＣの主な取組
（1）-② 北海道内における電⼦⼊札の普及状況

電⼦⼊札電⼦⼊札 北海道の普及率北海道の普及率 1 7%1 7%電⼦⼊札電⼦⼊札 北海道の普及率：北海道の普及率：1.7%1.7%

全国平均：全国平均：22.022.0％％全国の市町村普及率
（対団体数 都道府県含まず）（対団体数：都道府県含まず）

岩⾒沢市
⽯狩市

札幌市

※発注⾒通し、⼊札公告、⼊札結果等をホーム
ページで公表している市町村はこの限りでは無い。

12◆都道府県別順位 36位



（2） ① 電⼦納品
６.ＣＡＬＳ／ＥＣの主な取組

公共事業の企画、調査、計画、設計、⼯事企画、調査、計画、設計、⼯事に⾄る

（2）-① 電⼦納品
公共事業の企画、調査、計画、設計、⼯事企画、調査、計画、設計、⼯事に⾄る
各段階で発⽣する⽂書や図⾯等の情報を体系化体系化
された規程に従い、電⼦成果品として納品された規程に従い、電⼦成果品として納品すること

【 従 来 】 【 電⼦納品 】【 従 来 】

膨⼤な紙資料・・・
検索も保管も⼤変！！

電⼦媒体で
検索も保管も効率的♪
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（2）-② 北海道内における電⼦納品の普及状況
６.ＣＡＬＳ／ＥＣの主な取組

電⼦納品電⼦納品

（2） ② 北海道内における電⼦納品の普及状況

北海道の普及率：北海道の普及率：2.8%2.8%

全国平均：全国平均：3.33.3％％

都道府県別順位：都道府県別順位：2323位位都道府県別順位：都道府県別順位：2323位位

私たちと⼀緒に
取り組みを進めていきましょう！

具体的な⽅法は 後ほど説明します！具体的な⽅法は、後ほど説明します！
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（2）-③ 【【参考参考】】電⼦電⼦納品保管管理システム納品保管管理システム
６.ＣＡＬＳ／ＥＣの主な取組

電子納品・保管管理システムの概要
・電子成果品の情報の共有化

成 検索性 向上

（2）-③ 【【参考参考】】電⼦電⼦納品保管管理システム納品保管管理システム

・電子成果品の検索性の向上
・電子成果品の利活用

納

電子納品保管管理システムへ
登録し保管

従来 紙 納品 電子納品CD

電子納品

登録し保管

次工程へＣＤを受け渡して使用

（設計→積算）

従来の紙で納品
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（3） ① 情報共有システム（ASP）
６.ＣＡＬＳ／ＥＣの主な取組
（3）-① 情報共有システム（ASP）
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開発局Ｈ２３受注者（3）-② ＡＳＰの効果について
６.ＣＡＬＳ／ＥＣの主な取組

4%0%

ASP満足度

開発局Ｈ２３受注者
アンケート結果

協議・承諾等の行為の効率化

（3）-② ＡＳＰの効果について

13%
19%

4%0%

非常に満足している

少し満足している 21%20%

3% 0%

非常に効率化した

少し効率化した

64%

少 満足 る

あまり満足していない

全く満足していない

未回答

約 割が Ｓ
56%

20%
あまり効率化しなかった

全く効率化していない

未回答

約８割がＡＳＰ
に満足している

56%
約８割が従来よりも工事手続きが
効率化したと感じている

17

（4） ① 北海道開発局の情報化施⼯実施⽅針
６.ＣＡＬＳ／ＥＣの主な取組
（4）-① 北海道開発局の情報化施⼯実施⽅針
●● 情報化施⼯技術の⼀般化・実⽤化の実施⽅針情報化施⼯技術の⼀般化・実⽤化の実施⽅針

○⼀般化（使⽤原則化）技術
TSによる出来型管理技術（⼟⼯）

○使⽤原則化⼯事
１０，０００ｍ3以上の⼟⼯を含む「TSを⽤いた出来形管理要領(⼟⼯編)」が
適⽤できる⼯事
使⽤原則化⼯事の考え⽅
【河川・道路部⾨】

① 「ＴＳを⽤いた出来形管理要領（⼟⼯編）」が適⽤できる道路⼟⼯における掘削⼯、路体盛⼟⼯、路床盛⼟⼯、
河川・海岸・砂防⼟⼯における掘削⼯、盛⼟⼯等の各施⼯数量の合計が、当初発注数量で１０,０００m3以上
であること。

②⼟⼯の施⼯区間が連続しておらず複数に分かれている場合であっても、⼯事全体でＴＳを⽤いた出来形管理要領
（⼟⼯編）」が適⽤できる⼟⼯の施⼯数量が、当初発注数量で１０,０００m3以上であること。

③河川・道路⼯事における使⽤原則化の対象⼯事で、軟弱地盤箇所の⼟⼯に係る情報化施⼯技術の適⽤は対象外と
する。ただし、軟弱地盤の沈下が安定した状況においては情報化施⼯技術を活⽤しても良い。※

※北海道独⾃運⽤。

○３次元設計データの作成
使⽤原則化⼯事については、３次元設計データの作成は、受注者が⾏う。
発注者は、３次元データ作成に必要なＣＡＤデータを受注者へ貸与する。

詳細 計等 作成 有効 考 成 貸与

○３次元設計データの作成
使⽤原則化⼯事については、３次元設計データの作成は、受注者が⾏う。
発注者は、３次元データ作成に必要なＣＡＤデータを受注者へ貸与する。

詳細 計等 作成 有効 考 成 貸与また、詳細設計等で作成された有効と考えられる成果品も貸与する。また、詳細設計等で作成された有効と考えられる成果品も貸与する。

ＣＩＭデータＣＩＭデータＣＩＭデータＣＩＭデータ 18



ＧＮＳＳ： 全地球衛星測位システム（GPS（米国）、
GLONASS（ロシア）などの総称（4）-② 情報化施⼯とは

６.ＣＡＬＳ／ＥＣの主な取組

オペレータ用

のモニタ

ＴＳを用いた出来形管理技術ＴＳを用いた出来形管理技術 ＴＳ･ＧＮＳＳによる締固め管理技術ＴＳ･ＧＮＳＳによる締固め管理技術

GLONASS（ロシア）などの総称

施

（ ） ② 情報化施⼯とは

のモニター施
工
管
理
技

作業履歴・状況

技
術

を表示

マシンコントロール（ＭＣ）技術マシンコントロール（ＭＣ）技術

ＴＳ： トータルステーション

マシンガイダンス（ＭＧ）技術マシンガイダンス（ＭＧ）技術

GNSS受信機

施
工
技
術 敷均し目標術

オペレータ用の

モニター

敷均し目標

データ
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（4）-③ 情報化施⼯の効果
６.ＣＡＬＳ／ＥＣの主な取組

丁張りの削減丁張りの削減 手元作業の安全性向上手元作業の安全性向上

（4）-③ 情報化施⼯の効果

トンボ周辺の転圧不足解消トンボ周辺の転圧不足解消 CO2CO2の排出量抑制の排出量抑制

夜間作業夜間作業

GNSSGNSS

夜間作業夜間作業

20



（4）-④ 開発局における情報化施⼯の活⽤状況
６.ＣＡＬＳ／ＥＣの主な取組

111120
情報化施⼯件数の推移【件】【件】

（4）-④ 開発局における情報化施⼯の活⽤状況

41

85

60

80

100

3

27

0

20

40

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 H24 【年度】【年度】Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 H24

【情報化施⼯の推移】【情報化施⼯の推移】

平成24年度 情報化施⼯導⼊技術別内訳

3
30

5
1

⑦TS技術（その他）
⑧TS・GNSS締固め
⑨TS出来形（舗装）

⑩その他

17
0
1

15
1

③ＭＣ技術（ブルドーザ）
④ＭＣ技術（その他）

⑤ＭＧ技術（ブルドーザ２D）
⑤ＭＧ技術（バックホウ３D）
⑥ＭＧ技術（バックホウ２D）

26
66

0 10 20 30 40 50 60 70

①ＭＣ技術（グレーダ）
②TS出来形（⼟⼯）
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【参考１】 国土交通省の取り組み

 国土交通省CALS/ECの基本構想 国土交通省CALS/ECの基本構想

 アクションプログラム作成状況

北海道地方CALS/EC推進協議会



参考1-1.国土交通省CALS/ECの基本構想

短期
(1996～1998)

中期
(1999～2005)

長期
(2006～2010)

全体目標
実証フィールド実験の開始と
一部電子データ交換の実現

統合ＤＢの構築と電子化に
対応した制度の確立

２１世紀の新しい公共事業
執行システムの確立

（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｻﾎﾟｰﾄの実現）

・実証フィールド実験の開始 ・窓口業務の電子化 ・成果品の電子化

1.情報交換
(主に発注者・受注者間)

実証フィ ルド実験の開始
・電子メールの活用促進
・窓口業務の一部電子化
・電子調達ルールの確立

窓口業務の電子化
・設計図書の電子化
・成果品の一部電子化
・図面交換の一部電子化
・物品調達の一部電子化

サ ビス調達の 部電子化

成果品の電子化
・図面交換の電子化
・調達の電子化

・サービス調達の一部電子化

2.情報共有
・連携

・実証フィールド実験の開始
・一部のDB間連携
・技術基準類の電子化

・プロジェクトＤＢの構築
・保有図面・図書の一部電子化

・統合ＤＢ環境の確立
・転記作業の完全撤廃
・保有図面・図書の

継続的電子化継続的電子化

3.業務プロセス
の改善

・一部業務の電子化対応 ・新たな業務プロセスの制度化と
導入

・電子マニュアルの一部導入

・電子データ環境における
新たな業務執行システムの
確立

4 技術標準
・CALS標準の導入開始 ・国内で利用する技術標準の選定 ・技術動向を踏まえた

4.技術標準 新たな技術標準の選定

5.国際交流
・連携

・国際連携のフレームづくり
（国際会議出席・
ネットワークづくり）

・諸外国との情報交換体制の確立
（Internetの活用等）
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出典：平成21年度CALS/EC登録更新講習会資料

参考1-2.アクションプログラム作成状況

 都道府県レベル

97 9％策定97.9％策定

北海道は策定北海道は策定

 政令指定都市レベル

63 2％策定63.2％策定
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出典：ＪＡＣＩＣホームページ http://www.cals.jacic.or.jp/trend/ 2011/9/30 現在



【参考２】 北海道内の取り組み

 北海道開発局の取り組み 北海道開発局の取り組み

 北海道の取り組み

 札幌市の取り組み札幌市 取り組み

 その他の市町村の取り組み

 北海道地方CALS/EC推進協議会の取り組み

北海道地方CALS/EC推進協議会

参考2-1.北海道開発局の取り組み
出典：CALS/EC地方展開AP（北海道地方版）に加筆

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23)(H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23)

電子入札
一部

全面運用
運用＊1

電子納品
一部 一部

全面運用電子納品 全面運用
運用＊2 運用＊3

情報共有 実証実験 一部運用

入札情報サービス 全面運用

入札説明書等の 準備
全面運用

ダ ﾞ
面 用

ダウンローﾄﾞ 期間

電子納品・ 準備
一部運用

保管管理システム 期間

＊1：一般競争入札、公募型指名競争入札にて実施。

＊2： 2.5億円以上の工事と全ての業務にて実施。
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＊3： 1億円以上の工事と全ての業務にて実施。



出典：CALS/EC地方展開AP（北海道地方版）に加筆

参考2-2.北海道の取り組み
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23)

電子入札 準備期間 一部運用 全面運用

電子納品 実証実験 部運用 本運用電子納品 実証実験 一部運用 本運用

情報共有 実証実験 一部運用

入札情報サービス 全面運用

出典：CALS/EC地方展開AP（北海道地方版）に加筆

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

参考2-3.札幌市の取り組み

(H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23)

電子入札 準備期間 一部運用 全面運用

電子納品 検討 一部運用 本運用

情報共有 検討 部運用情報共有 検討 一部運用

入札情報サービス 運用

参考2-4.その他の市町村の取り組み
 岩見沢市：電子入札（H14.8～）

 旭川市：電子納品（H15.3～）

参考2 4.その他の市町村の取り組み
 上ノ国町：電子納品（H23.4～）

 美幌町：電子納品（H25.3～）
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 石狩市：電子入札（H21.10～）  置戸町：電子納品（H25.3～）

参考2-5.北海道地方CALS/EC推進協議会の取り組み

北海道の市町村に対する北海道の市町村に対する北海道の市町村に対する北海道の市町村に対する
CALS/ECCALS/EC推進を図る推進を図る推進を図る推進を図る

北海道内の各市町村を対象に北海道内の各市町村を対象に

「電子入札・電子納品導入支援」「電子入札・電子納品導入支援」の

取り組みを実施
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