
ＪＡＣＩＣでは、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しリサイクルに寄与

するため、再資源化施設稼動状況等のリアルタイムな

情報を提供すべくインターネットを利用した情報交換

システムとして、平成14年4月から「建設副産物情報交

換システム」の全国的なサービス提供を開始してこの

３月末で１年が過ぎました。この間システムの利便性

を高め、皆様のご要望に対応するため、普及促進活動

や各種の改良を進めてきました。今回はこの１年間の

普及活動や改良内容などについてご紹介します。

1. 普及活動とユーザ加入の推移

システムは、①公共工事発注者（省庁、公団・事業

団、都道府県、市区町村等）、②排出事業者（建設工

事の施工者等）、③処理業者（再資源化施設等）を利

用者としています。

昨年度はサービス開始初年度であることから、各利

用者にシステムの重要性を理解して利用してもらうた

め計32回（約5,500名）の説明会を行うなど、普及活動

を実施してきました。

３月末時点での加入者数は公共工事発注機関429、

排出事業者3,708、また工事登録件数は7,419件に達し

ており、ユーザの加入状況を考えると本システムの必

要性が十分認識されてきたことがわかります。今後は

システムの重要な情報となっている処理業者（現加入

数1,386）への普及を促進し本システムの充実を図るこ

ととしています。

2. システムの改良

システムの利便性向上、公共工事発注者・排出事業

者の利用拡大を図るため、平成14年度は以下のような

改良を行ないました。

①各種書類の印刷機能追加

②搬出先調査票提出用ファイル作成機能追加

③工事登録証明書発行機能追加

3. 各種書類の印刷機能

排出事業者が利用する建設リサイクルデータ統合シ

ステム－CREDAS－を充実し、各種書類作成の負担軽

減を目的としてシステムに以下の様式の印刷機能を追

加しました。

4. 搬出先調査票等（提出用ファイル）作成機能

発注者が半期毎に行う建設副産物実態調査（センサ

ス）の際に、システムに登録された搬出先調査票等

（提出用ファイル）の情報を建設副産物情報センター

が一括して取りまとめ、各地方の建設副産物対策連絡

協議会に提供するサービスを開始しました。
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表－1：加入状況及び工事登録件数の推移

 
計画時 
 

変更後 

 

工事完了時 

 

導入済 

再生資源利用（促進）計画書 
建設リサイクル法第１１条様式（国交省様式） 
建設リサイクル法第１０条様式 

建設リサイクル法第１０条様式 

再生資源利用（促進）実施書 
搬出先調査票　公共・民間公益工事用 
搬出先調査票　民間工事用（民間公益企業発注工事除く） 

提出時期 

表－2：印刷可能な様式及びその提出時期



２００３.６月号

１．はじめに

国土交通省の推進する公共事業分野のＣＡＬＳ／Ｅ

Ｃにおいて、工事施工プロセスは、受発注者間でやり

取りされる情報が多く、情報共有システムの導入効果

が大きいプロセスの一つと考えられます。

ＪＡＣＩＣでは国土交通省ＣＡＬＳ／ＥＣアクショ

ンプログラム実現に向けて、工事施工中における受発

注者間の情報共有システムについての検討を進めてい

ます。

２．情報共有システム導入によるメリット

「情報共有システム」は、ＩＴの活用により場所や

時間の制約を受けずに情報を共有するしくみを提供す

るものです。導入により期待できる効果は以下の通り

です。

（１）電子納品の効率化

施工中の文書のやり取りから完成図書の電子納品に

至る業務を円滑に実施することが可能となります。

将来的にはシステムに蓄積されたデータについてはＣ

Ｄ－Ｒによる納品対象から外すことも考えられます。

（２）時間（移動時間等）の短縮

書類の授受のみを目的とした事務所訪問等の回数を

低減でき、移動を含む時間を短縮して業務の効率化に

貢献できます。

（３）文書管理の効率化

登録された最新のデータが一元管理され、文書管理

を効率化できます。

これにより、各発注者の行う調査票作成作業及び集

計作業の負担軽減や迅速化が図られることとなりまし

た。

5. 工事登録証明書発行機能

排出事業者が建設副産物情報交換システムに工事情

報を登録したことを発注者に書面で証明するための機

能として工事登録証明書の発行機能を追加しました。

6. 今後の課題

この1年間の運用を通してユーザから寄せられた要

望やシステム運営上、得られた課題は以下の通りです。

①システムの高速化

②処理業者への普及促進

よって今年度はこの２点を柱としてシステムの運用

を行ないユーザの使いやすいシステムとして利便性の

向上を図り、今後の更なる建設副産物のリサイクル率

向上の一翼を担うべく努力します。

（建設副産物情報センター　首席研究員　渋谷昇一）

工事施工中における受発注者間の情報共有システム

CALS/ECコーナー

３．情報共有システム機能要件策定の意義と効果

国内には既に、建設分野を対象とした情報共有シス

テムが複数存在しています。これらは各ベンダが独自

のニーズ分析に基づいて構築したものです。

今後、情報共有システムの利用が本格化するに伴い、

システムの乱立による混乱を招くことが懸念されるこ

とから、ＪＡＣＩＣでは、情報共有システムが共通し

て有すべき機能要件等の検討に取り組んでいます。こ

れによるメリットの第一はシステムが提供する機能の

統一を図ることにより、機能の違いに起因する混乱を

避けることにあります。

また、異なる情報共有システム間のデータ交換を可

能とすることにより、ユーザにとって最適なシステム

の選択が可能となり、データ再利用の可能性が広がる

ことも意義が大きいと思われます。

４．機能要件（案）の概要

ＪＡＣＩＣでは「工事施工中における受発注者間の

情報共有システム機能要件（案）（Rev0.9）」をＨＰ上

図１．情報共有システムのイメージ



２００３.６月号

で公開し、関係者から広く意見を聴取しました（～平

成15年2月）。情報共有システムに求めるべき主な機能

として現在想定している項目は下記のように整理でき

ます。

（１）基本データ登録・表示

施工中に発生する情報(文書,図面,写真など)をインタ

ーネット経由で登録し、表示します。

（２）工事関係書類作成支援

受発注者が提出する工事打合せ簿等の情報をインタ

ーネット経由で登録・参照できます。

（３）ワークフロー

受発注者間（発注者間、受注者間）で電子化された

文書の提出、受領、回付、承認等を実現できます。

（４）電子納品支援

登録されたデータを利用して、電子納品用の成果物

作成を支援します。

５．今後の予定

平成１５年度には情報共有システム標準化に向け

て、地方整備局の協力のもと、平成１４年度成果を反

映させたシステムにより、実証実験を実施します。ま

た、実験結果等をベースに交換データ要件の詳細化、

検査対応機能の検討、情報共有システム運用の検討と

いう観点から機能要件（案）を充実させる予定です。

(CALS/EC部　研究員　望月義明)

河川基幹ＤＢシステムと水利使用情報システムを統合化

JACIC便り

河川基幹ＤＢシステムは、平成13年12月に国土交通

省河川局河川計画課が定めた「河川基幹ＤＢシステム

標準仕様（案）第2.1版」に準拠し、河川ＧＩＳの基本

となる標準ソフトとして平成13年度にJACICが開発し

たもの（現在のバージョンは２．１．２）であり、８地

方整備局、北海道開発局（以下、「地方整備局等」と

いう）で利用されています。

このシステムは、河川基盤地図ＤＢ、河川現況台帳

ＤＢ、河川構造物台帳ＤＢ、河川整備状況ＤＢ、河川

被災履歴ＤＢ、河川縦横断測量ＤＢ、全体管理ＤＢの

７つのＤＢにより構成されており、基本的には各河川

事務所にサーバを設置し、地方整備局本局及び河川事

務所職員は、ネットワークを介してこのサーバを利用

する仕組みになっています。

このＤＢでは、ベクタデータである河川基盤地図の

他、国土地理院で提供しているラスタデータ、

衛星データ、JPEG、BITMAP、TIFF等の

イメージデータ及びSXFフォーマットの

CADデータなども取り扱いが可能です。

一方、水利使用情報システムは、水利使用

に関する許認可事務手続きや情報管理の効率

化を目的にJACICが開発したもの（現在のバ

ージョンは２）であり、地方整備局等で利用

されています。

このシステムは、申請書作業ＤＢ、申請書

マスタＤＢ、共通コードＤＢの３つのＤＢに

より構成されており、基本的には、地方整備

局等の本局にサーバを設置し、ネットワークを介して

地方整備局本局、河川事務所職員が利用する仕組みに

なっています。

このＤＢを活用して水利権の協議資料の作成や協議

工程管理を行う他、許可された水利権に関する水利台

帳、水利使用規則のＤＢとして利用することができま

す。

従来、これらのシステムは別々に開発・利用されて

きましたが、連携させることにより河川業務支援シス

テムとしてより有効に活用するとともに、システムの

運用管理を効率化することが可能になります。

そのため、両システムを統合化するものであり、そ

れにより河川基幹ＤＢシステムのうちの河川基盤地図

データと水利使用情報システムの水利台帳データをネ

統合化イメージ図
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ＪＡＣＩＣの電子入札施設管理センター（e-BISC）

は、国土交通省の電子入札システムを運用しています。

国土交通省では、平成15年度から電子入札を全面導

入することになり、４月21日本格的にスタートさせま

した。

５月２日までの入札案件登録は、735件あり、その

うち25件が開札されました。最も多かった登録数は、

24日の132件でした。

電子入札施設管理センターでは、トラブル防止のた

め万全の体制で臨みました。

管理センターに設置されているヘルプデスクの利用

状況は、２週間で発注者側から302件、応札者側から

2,584件の問い合わせがあり、最も多かったのは、それ

ぞれ46件（23・24日）、435件（21日）でした。

次に、問い合わせの多かった内容とその対処方法を

記載しますので、これから利用される皆様の参考にし

ていただければと思います。

①　発注者から「応札者から申告された企業ＩＤで検

索すると、異なった応札者名が表示される」の質問

では、「応札者が接続確認等の別環境で取得したＩ

Ｄを申告している可能性があります。応札者に本番

環境で操作したかの確認」をお願いします。

②　応札者から「本番及び接続確認にて、PIN入力後

システムエラーが出る」の質問では、「ご利用の認証

局とブリッジ認証局がまだ相互認証していない可能

性があります。ご利用の認証局へ相互認証の有無を

確認して下さい。

③　応札者から「本番での利用者登録は、どのように

操作すれば良いのか？本番前に何を実施しておけば

良いのか？」の質問では、「e-BISCセンターホームペ

ージからの本番利用者登録の実施方法」をそれぞれ

答えています。

（e-BISCセンター　次長　池田　護）

JACIC情報70号を近日発刊
特集「情報セキュリティ」

JACIC通信

インターネットの普及が産業界に大変革をもたらし

ている中、情報システムへの不正アクセスの増大、ホ

ームページの改竄、情報システムに保存されているデ

ータの改竄、ワーム被害による情報システム全体のダ

ウン、あるいは機密情報や個人情報の外部への漏洩等

が増加の一途をたどり、情報セキュリティに関する被

害も増大しています。これは、個人情報の漏洩による

人権損害、また企業情報や機密情報の漏洩による経済

的損害という、個人や組織にとって重大な損失に繋が

ることもあり、情報セキュリティ対策の重要性が益々

高まってきています。

このような状況から、わが国における電子商取引や

電子政府、国土交通省で推進している電子入札をはじ

めとしたCALS/ECの信頼性・安全性を確保するため

には、情報システムによる事故を未然に防ぎ、より一

層組織全体での情報セキュリティ対策を講じる必要が

あるところです。

JACIC情報では「情報セキュリティ」について取り

あげ、国、各組織及びJACICでの取組み等について紹

介しています。

JACIC情報のご購入および定期購読を希望される方

は、当センター企画調整部（03-3584-2404）までご連

絡下さい。定価は1,050円/冊（税込み、送料別）です。

（企画調整部　参事　徳重政志）

電子入札コーナー

ットワークを介して連携させるなど、河川基幹ＤＢシ

ステムと水利使用情報システムを地方整備局本局、河

川事務所の職員が共通の環境で一体的に利活用できる

とともに、Oracle 9 i、Linuxにも対応させることによ

り、より高機能で低コストのシステムになります。

（研究第一部　首席研究員　白鳥昭浩）
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北海道地方センター活動報告

地方センターコーナー

北海道における電子入札は、平成14年10月から北海

道開発局で一部の工事において実施してきました。ま

た、平成15年４月から建設工事及び建設コンサルタン

ト業務等においても全面的に実施しています。

北海道庁では、「公共工事の電子入札は04年度に基

本設計とシステムを構築し、05年度から運用を始める」

と平成15年4月に新聞発表されています。

この様な状況を踏まえ、北海道地方センター内でコ

アシステム対応電子入札模擬体験講座を、4月より週3

～4回の割合でサーバ1台、受注者用PC4台、発注者用

PC1台を用いて開催しています。

内容は、公募型競争入札方式では、参加表明書の提

出から再入札、通常型指名競争入札方式では、指名通知

書の受理から再入札までの流れを体験できるようにな

っています。写真のように受注者側と発注者側の画面

を表示し、相互の関係を確認しながら進めていきます。

模擬体験中及び終了後に、講師と受講者の活発な質

疑応答が行われ、より深く理解することができます。

なお、この電子入札コアシステム体験機器は、5月

下旬より8月中旬まで外部に貸し出されますが、その

間は、現在e-BISCセンターのホームページに掲載され

ている電子入札システムWeb版チュートリアルを使用

した体験講座を開催します。

当センターでは、電子入札がスムーズに行えるよう

に皆様方に参加し、体験していただけるような練習環

境を整備しておりますので、是非、ご利用ください。

また、この講座の説明は、当センター担当職員が行っ

ており、参加者からはすこぶるよいと評価を受けてお

りますので、一度講座を受けてみてはいかがでしょうか。

（北海道地方センター　副参事　米谷　悟）

受注者側と発注者側の画面を表示しながら説明

四国地方センター活動報告

国土交通省では平成15年4月21日より電子入札を本

格運用しています。

四国地方整備局はこれに先立ち本年１月末から２月

上旬にかけて管内各県毎に全４箇所の会場で

CALS /EC説明会を開催しました。当日は、

・ 電子納品の概要と成果物作成留意点

（技術管理課）

・ 電子入札準備手順（JACIC）

・ 四国地整総務部契約課、経理調達課の運

用（各課）

について、説明いたしました。４会場で延べ

1300人余の参加者が熱心に聴講いただき、質

問も多数いただいています。本説明会テキス

トや会場でのQ＆Aについては、JACIC四国地

方センターのHPからダウンロードできますの

で是非入手してみてください。

この説明会は大会場におけるプレゼンテーシ

ョン形式での講習であったため、実際の体験による講

習を受けたいとの御要望をいただいていました。

このため四国地方センターではCALS/EC推進室に
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標準叢書
JACICが発行する建設情報標準叢書の一覧表を掲載します。

新たに、「営繕工事電子納品要領（案）」「建築設計業務等電子納品要領（案）」「建築CAD図面作成要領（案）」

が発行されます。

販売は大成出版社(TEL03-3321-4131、url:http://www.taisei-shuppan.co.jp)で行っております。

JACIC NETについてのお問い合わせ・ご意見等はお気軽に当センターにご連絡ください。
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No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

書　　名

土木設計業務等の電子納品要領（案）

工事完成図書の電子納品要領（案）

CAD製図基準（案）

地質調査資料整理要領（案）

河川基盤地図ガイドライン（案）

河川基盤データベースシステム標準仕様（案）

デジタル写真管理情報基準（案）

測量成果電子納品要領（案）

営繕工事電子納品要領（案）

建設設計業務等電子納品要領（案）

建設CAD図面作成要領領（案）

版

平成13年8月版

平成13年8月版

平成14年7月改訂版

平成14年7月改訂版

第2.1版

第2.1版

平成14年7月改訂版

平成15年3月版

平成14年11月改定版

平成14年11月改定版

平成14年11月改定版

発行日

平成13年9月20日

平成13年9月20日

平成14年8月10日

平成14年8月10日

平成14年5月15日

平成14年5月15日

平成14年8月10日

平成15年3月31日

平成15年5月予定

平成15年5月予定

平成15年5月予定

1,470円

1,890円

2,625円

2,940円

1,260円

1,260円

945円

2,310円

1,260円

1,050円

945円

監　　修

国土交通省大臣官房技術調査課

国土交通省大臣官房技術調査課

国土交通省大臣官房技術調査課

国土交通省大臣官房技術調査課

国土交通省河川局河川計画課

国土交通省河川局河川計画課

国土交通省大臣官房技術調査課

国土交通省大臣官房技術調査課、国土地理院

国土交通省大臣官房官庁営繕部　営繕計画課

国土交通省大臣官房官庁営繕部　営繕計画課

国土交通省大臣官房官庁営繕部建設課、設備課

定　価
（消費税込み）

3月のニュースから ニュースの詳細については、JACIC NETの「掲示板」の「今日のニュース」を
検索していただくと記事内容が表示されます。

【建設行政ニュース】

２日　平成14年度国土交通白書について（総合政策局）

２日　最近のETCの普及状況について（お知らせ）

（道路局）

７日　「合同庁舎３号館屋上庭園」の公開について

（都市・地域整備局）

15日　入札契約適正化の徹底のための当面の方策につ

いて（平成15年度） （大臣官房）

21日　平成15年度　環境負荷の小さい物流体系の構築

を目指す実証実験応募要領について

（政策統括官）

【地方建設情報】

31日　平成15年度における「施工体制を考慮したアス

ファルト舗装技術審査基準（案）」の試行拡大

について （近畿地整）

10日　平成15年度の発注予定工事・業務情報の公表に

ついて （中部地整）

15日　十和田地方合同庁舎建設工事に伴う～高齢者・

障害者団体との意見交換会（バリアフリーワー

クショップ）の開催について～ （東北地整）

【公募情報（国・公団等）】86件

【公募情報（地方公共団体）】538件

おいて、「電子入札コアシステム練習環境」を設置導

入して“電子入札“の体験学習をしていただくことが

出来ます。

JACIC担当者が発注者役になり、工事・業務の擬似

案件を参加者に4台のパソコンを利用して擬似案件に

ついて受注者の操作を体験していただきます。入札準

備－再入札処理－落札者決定まで、受発注者の基本的

な操作が学べます。体験研修の予約状況確認や申込み

はHPから出来ますので是非御参加ください。

また本年度からは直轄工事では6000万円以上が電子

納品の対象となります。CALS/EC推進室ではソフト

ウエアベンダー数社からの貸与協力を得て、電子納品

支援ツールやSXF対応CADの試用もできます。

・体験コーナーの詳細は以下のHP参照

http://www8.ocn.ne.jp/̃jacicsk/taiken.htm

予約状況を確認してからお申込みください。

（四国地方センター　参事　後藤良夫）


