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The staff members who were active in the forefront of the administrative field at the Ministry of Land, Infrastructure 
and transport used an electronic delivery information, and researched on the business process improvement. 

The business process improvement which uses electronic delivery information was effective in the following areas: 
1)Reuse of the drawing data, 2)Management of the completed work documents delivered electronically and efficiently, 
3)The construction management and the inspection using electronic information. 

This research was edited newly together with reports of "Research on Business Process Re-engineering Using the 
Electronic Delivery of Completed Work Documents" which was took place at the Society of land technology from 
2003 to 2004. 

CALS/EC, business improvement, CAD, the Electronic Delivery, Information Interchange 

CALS/EC、業務改善、CAD、電子成果品、情報共有 

本研究は、国土交通省における行政の第一線で活躍する職員による電子納品情報を活用した業務改善

に関する研究である。本研究により、電子納品情報を活用した業務改善は、図面データの有効利用、電

子成果品の保管管理と利活用、受発注者の情報共有、電子データを活用した工事監督検査において効果

があることがわかった。 
本研究成果は、平成 14 年度から平成 16 年度にかけて行われた国土技術研究会指定課題「電子納品

情報を活用した業務改善に関する研究」の成果をとりまとめて、新たに編集し直したものである。 
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