
平成14年５月30日に完全施行される「建設工事に係る

資材の再資源化等に関する法律｣（以下、｢建設リサイク

ル法｣）により、対象建設工事において分別解体等及び再

資源化等が義務付けられることになります。JACICにお

いては、建設副産物の計画的な有効利用と再資源化及び

再生材の利用を推進するため、｢建設発生土情報交換シス

テム｣、「建設副産物情報交換システム」の運営・サービ

ス提供を実施しています。

今回は、建設リサイクル法完全施行を前に、建設産業

のリサイクル促進を図る上で一助を担う両情報交換シス

テムの概要についてご紹介いたします。

１．情報交換システムの特長
①全国共通の標準化仕様に基づいたシステム

②インターネットを利用したシステムであるため、リ

アルタイムの情報交換が可能

③全国のデータをJACICで一元的に管理運営

④視認性の高いデジタル地図を利用した使い易いシス

テム

２．建設副産物情報交換システムの概要

本システムは、建設副産物の適正処理の推進、リサイ

クル向上を目的とし、再資源化施設が廃棄物を受け入れ

ることが可能かどうかといった再資源化施設の稼動状況

や、再生資源の供給場所・量等に関するリアルタイムな

情報を工事発注者、排出事業者（建設工事の施工者等）、

処理事業者（再資源化施設等）の間で効率的に利用でき

るインターネットを利用したシステムです。

□　システムの主な機能

本システムは、工事の設計、積算、発注、施工から完

了までの事業の各段階において利用され、基本的に以下

の５段階により構成されています。

①処理業者（再資源化施設等）が施設情報登録を行う。

②工事発注者が工事の設計・積算時に、処理施設情

報検索を利用して建設副産物の発生材の処理先、

再生資材の購入先を確認する。

③排出事業者が施工計画立案時に、処理施設情報検

索を利用して建設副産物の発生材の処理先、再生

資材の購入先を確認、および工事情報登録する。

④排出事業者は、施工完了時に処理施設利用実績情

報として、建設副産物の発生材の処理先、再生資

材の購入先の実績を登録する。

⑤工事発注者は、排出事業者の登録した工事の施設

利用実績情報検索から、適正処理、再生資材の利

用を確認する。

また、排出事業者の工事情報登録機能には、建設リサ

イクル法の様式と必要な各種データの共有化が可能とな

り、提出・報告に必要な様式に整えた帳票出力が付加さ

れています。

３．建設発生土情報交換システムの概要

本システムは、建設残土が発生する、また埋土等土砂

を利用する建設工事を対象に、設計、積算、発注、施工

から完了の事業の各段階において建設発生土の工事間利

用に関する情報を、工事発注担当者にリアルタイムに提

供するインターネットを利用したシステムです。

平成11年４月より運営・サービスを開始し、現在まで

約600の工事発注者機関（国土交通省、農林水産省、その

他省庁、公団、事業団、都道府県、政令市、市区町村）

で利用されています。

2002
5月号/No.１56

財団法人　日本建設情報総合センター 

平成14年5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

建設副産物情報交換システム・建設発生土情報交換システムの整備
／平成14年5月30日「建設リサイクル法」完全施行を前に

ニュースと解説

処理業者 
（再資源化施設） 

建設副産物 
排出実績情報の検索 

施設情報の検索 

施設情報の登録・更新 

施設情報の検索 
建設副産物排出実績情報の確認 

工事発注者 

システムの活用による提出書類の省力 

提出・報告 

建設副産物 
排出計画・実績情報の登録 

排出事業者 
（施行業者・解体工事業者） 

・建設リサイクル法届出通知様式 
・再生資源利用｛促進｝計画書（実施書） 
・建設副産物実態調査様式 

建設副産物情報センター 

登録工事番号発行 

調整申込み依頼 

工事情報登録 

調整依頼回答 

登録工事番号発行 

登録工事番号の貸与 

工事情報登録 

工事情報検索 

調整申込み 

調整実績入力 

工事情報の更新 

工事情報の更新 

工事請負者 

（財）JACIC 
建設副産物情報センター 

工事発注者B

電話や FAX 打ち 
合せによる『調整』 

工事発注者A

調整申込み回答 



平成13年２月に「公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律」が施行され、入札・契約の適正化の

基本原則が明示されました。

この適正化法に基づき「公共工事の入札及び契約の適正

化を図るための措置に関する指針」が決定され、全ての

公共工事発注者が取り組むべきガイドラインに入札・契

約のIT化の推進が盛り込まれました。

国土交通省においては、平成13年度から業務・工事の

電子納品を開始し、平成13年10月からは電子入札につい

ても一部案件で運用を開始したところです。

この電子入札が国土交通省の直轄事業において全面的

に実施された場合、年間約260億円の経費縮減になるとの

試算がされています。

しかしながら，公共事業費の面からみてみると直轄事

業費は全公共事業費の３割を占めるにすぎず、地方公共

団体が執行する公共事業費が７割を占める状況にありま

す。

この地方公共団体を含め全ての公共工事発注者が電子

入札を実施することによる経費縮減効果は全国で年間約

2,000億円から3,000億円と試算されており、電子入札実施

による経費縮減効果を最大限発揮させるためには地方公

共団体が電子入札システムを導入することが不可欠です。

また、電子納品についても全国的に混乱なく導入され

るためには「業務報告書の電子納品要領（案）」等各種要

領・基準に基づいて整合のとれた形で進められることが

望まれます。

こうしたことから、国土交通省は全国の地方自治体が

CALS/ECを整合性のとれた形で導入するための目安とし

て、昨年６月「地方展開アクションプログラム（全国版）」

を策定しました。

このアクションプログラムには「平成13年度に地方整

備局が管内都道府県・政令指定都市との連携を図り地方

展開アクションプログラム（地方版）の策定を行う」こ

とが盛り込まれており、地域毎に設置されたCALS/EC推

進協議会の議論を経て地方版アクションプログラムが策

定されたところです。

CALS/EC推進協議会には、地域毎に多少の差はありま

すが協議会設置者である国土交通省地方整備局をはじめ

国・県・主要市・受注者代表等が参加しており、計画的

なCALS/EC導入に向けての調整が図られています。

この他、各地方自治体においても平成13年度に17自治

体が整備基本構想やアクションプログラムを策定し、平

成14年度には29自治体が策定する予定となっています。

（CALS/EC部　次長　表　次雄）
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□　システムの主な機能

本システムの主な機能は下記のとおりです。

①工事情報登録（工事発注担当者）

②工事情報検索・工事間利用調整（工事発注担当者）

③施工時の情報更新（工事発注担当者及び請負会社）

④施工時の再検索（工事発注担当者）

⑤実績情報登録（工事発注担当者）

また、本システムは利用者のアンケート調査結果に基

づき下記項目のシステム改良を行い、本年度４月よりバ

ージョンアップしています。

・Internet Explorerへの対応

・視認性の高い地図の採用、ルート距離検索機能付加

・省庁再編に伴う発注機関コードへの対応

４．情報交換システムの利用方法
両情報交換システムの利用方法は、インターネットを

利用する方法とJACIC NET EXTRAを利用する方法とが

あります。利用にあたっては、ホームページ上のインタ

ーネット利用申請書を作成した後、本運営センターを通

じてデジタルIDを取得する必要があります。

（URL） http://www.recycle.jacic.or.jp

（E-mail） recycle@jacic.or.jp

（建設副産物情報センター　研究員　下坂賢二）

JACIC便り

身近で使われているXML～JaMaPS
－ XMLコラム【第２回】－

XMLコラムの２回目です。

第１回では、インターネットでニュースを配信する

NewsML（ニューズエムエル）を取り上げましたが、い

かがでしたでしょうか。このコラムでは皆さんにXMLに

対して興味を持っていただけるよう、今後もXMLを使っ

た身近な話題を提供していきたいと考えています。

今回は、インターネット上の電子地図システム、

JaMaPS（ジャマップス）を取り上げてみます。



１．はじめに

国土交通省直轄事業を対象に2001年10月から電子入札

が既に開始されています。2002年度には対象案件を工事

については公募型以上の全案件、業務については簡易公

募型以上の全案件とし、対象案件が約2000件に拡大され

ます。さらに国土交通省直轄事業全案件を対象とし電子

入札を実施する年次を、当初予定だった2004年度から１

年前倒しし2003年度とすることが公表されています。

一方、地方公共団体等においても、具体的な電子入札

に対する取り組みが始まっていることから、特に中小企

業等への電子入札の普及が急務となっている状況です。

２．電子入札チュートリアル

こういった急速な対象案件及び対象となる企業の拡大

に対応するため、電子入札を始めるにあたっての具体的

な準備事項・操作説明に関する講習会を全国各地で開催

していますが、電子入札の導入を円滑に進めるためには、

発注者・受注者とも実際に電子入札システムを操作し、

電子入札システムの操作方法に慣れていただくことが重

要です。

そこで（財）JACICではインターネットを通じて誰で

もが電子入札の疑似体験が出来る、ＷＥＢ版の電子入札

チュートリアル（自主学習ソフト）を開発しています。

このチュートリアルはインターネットに接続可能な環境

のパソコンであれば、だれでも使用が可能なもので、入

札方式については、代表的な入札方式として一般競争入

札方式、公募型競争入札方式、通常型指名競争入札方式

に対応しています。

操作内容は、現在運用されている国土交通省版電子入

札システムと同じ画面、手続きで発注者側の調達案件の

登録から再入札を含む開札まで、受注者側の競争参加資

格確認申請書（参加表明書）の提出から再入札を含めた

落札決定通知書の受理までを体験出来るものです。

（図１　一般競争入札の手続きの流れ）

３．おわりに

現在、チュートリアル作成作業を進めており４月中に

はWeb上に公開する予定です（e-BISCセンターホームペ

ージ URL http://www.e-bisc.go.jpからアクセスすること

ができます）。

このチュートリアルを通じて、国土交通省直轄事業を

対象とした電子入札の普及はもちろん、今後、地方公共

団体等で実施される電子入札についても円滑な普及が期

待されます。

（CALS/EC部　研究員　山野道昭）

JaMaPSは、KDD研究所が開発したインターネット上

に分散しているいろいろな用途の電子地図を重ね合わせ

て利用するシステムです。電子地図を表示するグラフィ

ックデータの形式としてSVG（Scalable Vector Graphics）

を採用しています。SVGは、XML技術の標準化を推進し

ているWWWコンソーシアム（略してW３Cといいます）

が仕様を策定したグラフィック用XMLです。

JaMaPSのホームページ（http://www.jamaps.org/

JaMaPS/JaMaPSindex.html）にアクセスして［TRY！］

をクリックしますと、新宿や銀座の地図を見ることができ、

さらに地図上のビルの絵や店の記号をそれぞれ表示したり

消したりということが自在にできます。これは、複数のグ

ラフィックデータの位置を合わせて重ねているためにでき

ることです。この重ね合わせの技術に、SVGで記述された

グラフィックのXMLデータが使われています。

前回XML関連の書籍をご紹介しましたが、今回も１冊

の本をご紹介いたします。

『ステップアップXML活用法』（田中成典　監修、池

辺正典　他　編集　I/O別冊　工学社）です。これは関西

大学の田中成典助教授が監修されたもので、この３月に

発売されたばかりの本です。

XMLの最新技術が豊富な実例を使って説明されており、

これ１冊で「XML通」になれる本です。今回ご紹介した

SVGについても詳しく記載されており、SVGを用いた

Webサイトの構築や、グラフを表示する方法について丁

寧に説明されています。一度ご覧になってみてください。

（標準部　XMLチーム　深澤芳雄）
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インターネットによる電子入札体験
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【公募情報（国・公団等）】28件　　【公募情報（地方公共団体）】219件

電子入札の国際標準化プロジェクトが始まります
UN/CEFACT EWGバルセロナ会議参加報告

平成14年3月18日から22日の５日間、スペイン・バルセ

ロナで開催された「国連による行政、商業、運輸のため

の実務と手続き簡易化センターのED I作業部会

（UN/CEFACT EWG）」に参加したので報告します。当

会議は、国連の下部組織として、電子データ交換(EDI)の

標準化を推進しています。

今回の出張目的は、我が国においてJACICが中心とな

って進めているコアシステムを用いた電子入札の国内標

準化の取り組みを参加国の間に周知させるとともに、今

後予想される電子入札の国際標準化に適切に対応するこ

とでした。

参加者は、国交省から大臣官房技術調査課の乙井補佐、

JACICからは喜多河理事を筆頭に標準部の富田と

CALS/EC部の西岡、民間からは開発ベンダーを代表して

NECの高浜部長と高橋マネージャという顔ぶれでした。

現在UN/CEFACT EWGは産業分野等で１５部門に分か

れて議論が行われていますが、我々が参加したのは第７

部門（D7:建設）でした。フランス代表のLonghi議長のも

とで、３日間有意義な議論が行われました。第１部門

（D1:製品管理）と第２部門（D2:商取引）の合同会議にお

いてもわが国の電子入札の説明を行った上で、D7発議の

部門を越えたプロジェクトとして、電子入札の国際標準

化作業をスタートすることが提案され、全体会議で了承

されました。

プロジェクトの中心になるのは、提案者である日本で

す。今後の活動手順は次のようになります。まず、４月

末を目途に、Longhi議長がプロジェクト参加者をD7内か

ら募集します。６月末までには、プロジェクト概略案を

D 7 内部で諮り、参加表明者の意見を整理の上

UN/CEFACTのプロジェクトとして認知を受けます。そ

の後、UN/CEFACT全体からプロジェクト参加者が募ら

れます。９月初めまでに、日本がプロジェクトの一次原

案を作成して参加表明者に送付し、９月中にジュネーブ

で開催される次回会議でその案について論議されます。

それ以降、平成１５年１２月までのプロジェクト期間内

に標準策定のための議論を本格化させることになります。

電子入札コアシステムの開発は、国内標準化プロジェ

クトとして昨年７月にスタートしましたが、以上のよう

な経緯の下、今後は世界標準を議論する際のベースとし

ての性格も併せ持つことになります。いよいよ重要な役

割を担うこととなったコアシステムの行く末にご注目下

さい。

（CALS/EC部　次長　西岡誠治）

この度JACICでは、当センターが実施している業務に

関係する情報技術に関する基調講演と解説講演を

「JACICセミナー」として開催いたします。

開催の概要は下記に示すとおりです。聴講料はいただ

きませんので、多くの皆様の御参加をお待ちしておりま

す。なお、詳細な開催案内と申込要領は、ホームページ

や機関誌等に掲載いたしますのでご覧下さい。また、講

演内容は、講演後ホームページでも映像とともに配信す

る予定です。

JACICセミナーに関する問い合わせは、企画調整部

（電話：03－3584－2404）までお願いします。

JACICセミナー開催概要

開催日：平成14年６月19日（水）

会　場：砂防會舘別館　木曽

（東京都千代田区平河町2-7-5）

時　間：13：30～16：30

定　員：100名（無料）

内　容：BPR（Business Process Reengineering）につい

て２講演

（企画調整部　参事　徳重政志）

JACICセミナー開催のご案内

JACIC通信


