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ニュースと解説 

 

JACICは、電子入札の国際標準策定を我が国主導です
すめるため、国連の下部組織であるUN/CEFACT※に平
成14年３月、国土交通省とともに参加し、電子入札コア
システムによる日本の電子入札の取り組みを紹介しまし
た。その結果、UN/CEFACT内で強い支持を得て、電
子入札国際標準化プロジェクトの幹事国を日本が担当す
ることとなりました。JACICは、国内における電子入札
国際標準の検討体制を構築し、国際標準案の原案を策定
するとともに、UN/CEFACT会議における標準案審議に
参加してまいりました。このたび、今年３月にマレーシ
アにて開催されたUN/CEFACT会議で電子入札の国際標
準・第１版（工事調達）が、正式文書として承認され、
６月に開催されるUN/CEFACT総会での承認を経て、正
式な国際標準として公開される見通しとなりました。 
※電子データ交換の国際標準の検討組織 
 

1． 国際標準案の検討 
電子入札の国際標準は、各国で実施される電子入札手

続きの標準を定めるもので、応札する企業がどの国の発
注機関にも同一の手続きで入札できるため、入札時の負
担軽減が期待されます。 
電子入札プロジェクトはUN/CEFACT内の建設・建

築分野を担当するTBG6で、日本が幹事国となり検討し
ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我が国が提案する電子入札の国際標準案は、国土交通

省が実施している入札プロセスを基にJACIC、SCOPE
が開発した電子入札コアシステムをベースとしており、
国際標準が制定されると、我が国の公共事業の電子入札
による発注手続きが国際標準に対応したものとなります。 

UN/CEFACT FORUMは年２回開催され、TBG6には、
フランス、オランダ、スウェーデン、デンマーク、ドイ
ツ、英国、チェコ、韓国、台湾、日本の10カ国（９カ国
１地域）が参加しています。電子入札プロジェクトでは、
全産業で適用可能な電子入札のプロセスとデータ項目の
策定を目的に活動をすすめています。 
電子入札の国際標準は、最初の検討範囲として、まず
「工事調達」を対象とし、さらに「サービス調達（業務）」、
「物品調達」へと順次範囲を拡大していくこととしてい
ます。 
 
2． 電子入札の国際標準・第1版の策定 
電子入札の国際標準案は、電子入札コアシステムで採
用する入札プロセスを基に、他業界（建設以外）や諸外
国の入札プロセスとの比較検討を行い、共通して用いら
れるプロセスおよび選択可能なプロセスに分けた標準案
としてまとめました。 
日本の提案した国際標準案は、各国からの修正意見を
反映し、TBG17（TBGの内部調整を行うグループ）に
おける調整などを経て、工事調達に関する国際標準案・
第１版として、TBG6内で承認されました。 
TBG6から提出されたこの国際標準案は、３月14～18
日に開催されたUN/CEFACT FORUMクアラルンプー
ル会議の総会で正式にUN/CEFACTの公式文書として
の承認を受けました。電子入札の国際標準・第１版は、
３月23日にUN/CEFACT事務局よりプレスリリースされ、
現在UNECEのホームページで公開されています。 
(URL：http://www.unece.org/press/pr2005/ 
　　　 05trade_p02e.htm) 
この電子入札の国際標準・第1版は、６月に開催され
るUN/CEFACT総会にて最終承認され、正式な国際標
準として公開される見込みです。 
 
3． 今後の展開 
工事調達を対象とした電子入札の国際標準・第1版が
完成したのを受け、電子入札プロジェクトでは、今年度
内にサービス調達（業務）及び物品調達を含めた第２版
をリリースすることを目標に検討を行っています。 
JACIC、SCOPEでは、電子入札の国際標準制定に伴い、
電子入札コアシステムの国際標準対応として、コアシス
テムに関するドキュメントを整備し、公開していきます。 

（CALS/EC部　電子入札コアシステム開発 
コンソーシアム事務局　主任研究員　菊地　修） 

電子入札の国際標準制定 

 

 

 

図　UN/CEFACTの組織 
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２００５.６月号 

　平成17年４月１日から個人情報保護法が施行されたの

に伴い、JACICでは、個人情報の保護を重要事項に位置

付け取り組むこととし、個人情報保護方針を作成しまし

た。 

1. はじめに 
　JACIC建設副産物情報センターでは、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、再資源化施設稼働状況等のリ

アルタイムな情報を提供する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」（以下「本システムという」）の

全国サービス提供を開始し、平成17年３月末で３年が過

ぎたところである。この間、本システムの利便性向上の

ためのシステム改良や加入普及活動を行って来たが、今

回はこの３年間の利用状況等を報告する。 

2. 加入状況及び登録工事件数の推移 
　年度別の本システムへの加入者数及び登録工事（実績）

件数の推移は表に示したとおりであり、３月末時点では

公共工事発注機関477件、処理業者1,766件、排出事業者

10,756件の加入をいただき、特に排出事業者が著しく増

加している。また登録工事（実績）件数は21,097件で、

各加入者のアクセスも約24万回を超えており、工事情報

登録による情報蓄積や建設リサイクル法等提出書類の作

成機能の活用、処理施設情報の利用が加入者に定着して

きたことがうかがえる。 

3．登録工事情報の活用 
　加入者が登録した工事情報は、各地方建設副産物対策

連絡協議会等の発注者の求めに応じて取りまとめて提供

することで、建設副産物実態調査（センサス）をはじめ

各種のリサイクル計画の策定や進捗状況を把握するため

のデータとして活用されている。当センターではこの３

年間で各地方建設副産物対策連絡協議会や都道府県に延

べ約120回、約４万６千件の登録工事情報を取りまとめ

提供している 

　今後とも、建設副産物の適正処理の推進と更なるリサ

イクル率向上の一翼を担うべく、本システムの普及と利

便性の向上を図って行く。 

表　加入状況及び工事登録（実績）件数の年度推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　（システム高度化研究部建設副産物情報センター 

　主任研究員　辺見元己） 

 

 

個人情報保護法に対する取り組み 

建設副産物情報交換システム利用状況報告 

財団法人　日本建設情報総合センター　個人情報保護方針 
 

　財団法人日本建設情報総合センター（以下「当財団」という。）は、個人情報保護に関する法令を遵守し、個人

情報保護方針を定め、これを実行します。 

１．当財団は、個人情報の取り扱いにあたっては、適切な情報の収集、利用、提供のため、厳重な管理を行います。 

２．当財団は、取り扱う個人情報の紛失、改ざん、漏洩などを防止するため、不正アクセス対策、コンピュータ・

ウィルス対策等、情報セキュリティ対策を講じます。 

３．当財団は、個人情報の管理を確実にするために、個人情報管理責任者を置きます。 

４．当財団は、個人情報の利用及び提供にあたっては、情報提供者から同意を得た利用目的の範囲内で行います。 

５．当財団は、個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口を設けます。 

６．当財団は、個人情報に関する以下のプライバシーポリシーを定めます。 

　（1）ホームページに関するプライバシーポリシー 

　（2）CORINS／TECRIS のプライバシーポリシー 

平成17年４月１日から適用する。 

JACIC便り 

（システム高度化研究部　主任研究員　三宅基裕） 
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２００５.６月号 

　JACICでは、平成14年度から建設分野の情報化を推進

するにあたり、技術開発目標の設定、開発戦略立案など

に広く知恵を集結するためのオープンセミナー「JACIC

セミナー」（無料）を開催しています。この度、下記の

要領でのセミナーを開催いたします。 

　つきましては、ご多忙とは存じますが、多くの皆様の

ご参加をいただきますよう案内申し上げます。お申し込

みは受付状況をお問い合わせ後、参加申込書に必要事項

をご記入のうえ、企画調整部（TEL : 03-3584-2404　FAX：

03-3505-2966）までご送付ください。なお、参加申込書

はJACICのホームページ（http://www.jacic.or.jp）から

ダウンロードできます。また、定員になりしだい締め切

りとさせていただきますので、予めご了承ください。 
（企画調整部 上席参事　落合清二） 

　平成17年６月22日（水）から24日（金）の３日間、東京

国際展示場（東京ビッグサイト）において「全国測量技

術大会2005」が開催されます（主催：（社）日本測量協会、

（財）日本測量調査技術協会他、後援：国土交通省他）。 

　大会期間中の主な催し物は以下の通りです。 

（１）応用測量技術研究発表会 

（２）測量調査技術発表会 

（３）学生フォーラム 

（４）講演 

（５）シンポジウム 

　① GNSS－新測位衛星の配備計画と現状－ 

　② 都市再生街区基本調査 

　③ みんなで発展させよう、測量系CPD 

　④ いつでも、どこでも、だれでも 

　　 空間情報が利用できる社会の実現 

　　 －測量が果たすべき役割が変わる－ 

　⑤ 知っ得く！測量時事情報セミナー 

　⑥ 私たちは災害にどう対処したか 

（６）関係機関・関係団体による技術展示 

（７）測量図書展示コーナー 

　大会の一環として「測量・設計システム展2005」が同

時開催されます。 

　JACICでは、このシステム展に以下の出展を予定して

います。 

・CALS/EC（電子入札、電子納品） 

・JACIC NET 

・建設総合案内所 

・教育用GISソフト 

・地方公共団体へのGIS普及ビデオ 

・その他のJACIC情報化支援活動 

　特に、平成16年度から全面導入されたCALS/ECの最

新事情について紹介します。また、JACICで作成した地

方公共団体GIS導入のためのビデオを上演いたします。 

　入場は無料ですので是非お越し下さい。 

（GIS研究部　主任研究員　小澤理晴） 

「全国測量技術大会2005／測量・設計システム展2005」へ出展 

平成17年度第1回JACICセミナー開催のご案内 

 

プ　ロ　グ　ラ　ム 
○開 催 日 時：平成17年７月28日（木） （13：00～16：30） 
○開 催 場 所：フォーラム８（新大宗ビル）　10Fロイヤルホール　渋谷区道玄坂2-10-7 
○募 集 人 数：200名 
○タ イ ト ル：ICタグの建設分野での適用への挑戦  
○プログラム：土木学会認定CPDプログラムとして申請予定 
　　１．開会挨拶 （13：00～13：05） 
　　　　　財団法人日本建設情報総合センター　理事長　　豊田　高司 
　　２．講　　演：ICタグ利用の現況と今後の展開 （13：05～14：00） 
　　　　　室蘭工業大学　工学部　建設システム工学科（構造工学講座） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助教授　矢吹　信喜　氏 
　　３．講　　演：JACIC研究会の活動報告 （14：00～14：20） 
　　　　　財団法人日本建設情報総合センター　標準部長　塚原　弘一 
　　　　　　　　　　　　////////  休憩 //////// （14：20～14：40） 
　　４．講　　演：会澤高圧コンクリートの事例 （14：40～15：30） 
　　　　　㈱会澤高圧コンクリート　　　　　　 IT事業部長　講屋スティーブ　氏 
　　５．講　演  建設分野における活用事例 （15：30～16：20） 
　　　　　㈱日建技術コンサルタント　　　　　技術顧問　益倉  克成　氏 
　　６．閉会挨拶 （16：20～16：30） 
　　　　　財団法人日本建設情報総合センター　理　事　　今岡　亮司 
 
　　その他：講演の模様は、Webセミナー（動画配信）で後日ホームページから配信予定。 
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２００５.６月号 

建設分野におけるICタグの活用（第3回） 

「ICタグの建設分野での活用に関する研究会」では、

建設分野での活用の参考のために、利用が活発に行われ

ている分野での活用事例の収集・分析を行った。ここで

は、この結果を基に紹介したい。 

1．一般分野での活用事例と今後の方向 

ICタグは、平成２年代から実用化されてきた技術では

あるが、平成15年頃から表－１に示した特徴を生かしバ

ーコードを高度化したものとして活用が活発化してきて

いる。 

また、表－２に調査で得られた建設分野以外での活用

事例を示した。 

 

・非接触、遠隔的な情報の読みとり／書き込みが可能 

・情報の保持、読み書きが可能 

・保持できる情報量が大きい（ID番号の桁数増など） 

・耐久性、対環境性が高い 

・同時に複数のタグの読みとりが可能 

・読み取り／書き込み速度（通信速度）が速い 

・小型化・軽量化が可能、形状が自由 

・センサー付きのものが可能 

活用されている分野は主に表－２の通りの６分野であ

るが、特にサプライチェーンの分野において実証実験や

そのためのICタグ・システムの開発が急速に行われ平成

17年中の実用化を目指しているものが多い。例えば、経

済産業省の主導によって、５円程度／個の「インレット」

（ICチップとアンテナからなるICタグの半製品）の開発

や、実際の流通・販売現場での実証実験などが行われて

いる。従来のバーコードによる管理では商品の種類毎や

ケース毎の管理であったものを、ここではICタグによ

り商品個体毎の管理を目指していている。このことに

より、商品のサプライチェーン管理のみから、商品個

体のトレーサビリティや購入された商品の家庭での情

報の活用までの可能性が語られている。しかし、一方

では購入後の商品の追跡等による個人のプライバシー

の侵害の面も危惧されており、どの範囲に活用される

かは今後の課題と考えられる。 

ICタグが付加されている対象は、商品や図書などの

「物」のほか、入場者などの「人」や交通案内におけ

る「場所」など広範に渉っている。 

2．事例の建設分野への適用 

表－２には、併せてこれらの事例の建設分野への応

用の可能性も示した。当然、建設分野においても一般

的な分野と同様な局面があり、そこではこれらがその

まま適用可能な場合もあるが、建設分野では、 

・屋外での使用が多くより対環境性を求められる｡ 

・構造物など対象物の耐用年数が永くより耐久性が求

められる｡ 

・利用環境に金属や水分が多いことが多く、これらに

影響されないものが求められる。 

など、分野特有の問題を解決するための開発や実証

実験が必要と考えられる。 

また、建設分野の特徴に対応し、より多くの効果を

得るための活用のアイデアを考えることも重要と考え

られる。 

（（株）日建技術コンサルタント　技術顧問 

前JACIC建設情報研究所近畿支所長　益倉克成） 

－ICタグの一般分野での活用事例－ 

分野 

入場者等の管理 

 

動物管理 

 

交通案内 

 

図書・文書管理 

 

トレーサビリティ 

 

サプライチェーン管理 

ICタグ添付対象 

入場者（入場券、交通

カード等)、入院患者等 

家畜、野生動物 

 

移動経路 

 

図書、文書 

食品、コンテナ、航空

貨物、廃棄物等 

販売商品、レンタル商

品 

利用方法 

交通機関、施設、催し物会場、競

技会や病院などの人の把握 

家畜管理、生態調査の実施 

ゴルフカートや車椅子などに情報

提供し移動の支援・管理を実施 

図書館の図書や事業所の重要文書

の持ち出し管理 

流通、移動や廃棄の過程の追跡 

出荷から販売までの管理や貸し出

しの管理 

建設分野への応用の可能性 

建設現場での作業員の入退場管理、

危険区域等への立ち入り制限 

建設事業実施に伴う野生動物の生

態調査 

道路管理、ITS等 

紙ベースの設計図書、工事記録、

工事・業務の成果品の管理 

建設現場での資材の追跡、建設廃

棄物の追跡 

建設資材の出荷・納入管理、機材

の管理 

表－１　一般的分野で活用されるＩＣタグの特徴 

表－２　建設分野以外での活用事例 
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電子入札説明会会場におけるシステム構成図 

２００５.６月号 

１．平成16年度　電子納品説明会 

　九州地方整備局では平成16年12月に「電子納品に関す

る手引き（案）（全国版）」に基づき、「電子納品に関する

手引き（案）（九州地方整備局版）」と、「電子納品実施の

ための当面の措置（案）（第２回改訂版）」を作成しました。 

　これらの内容を広く周知するため、平成16年12月に九

州各県８ヶ所で、九州地方整備局管内の発注者・受注者

の方、約3,000名を対象に「電子納品説明会」を開催し

ました。 

　JACIC九州地方センターは「電子納品に関する手引き

（案）」の内容について説明しました。出席者の方々は

電子納品の手順や、 

電子納品運用につい 

て九州地方整備局の 

当面の措置等を真剣 

に受講されていまし 

た。 

２．平成１６年度　電 

子入札（物品・役務） 

説明会 

　九州地方整備局は、平成17年２月から３月にかけて九

州各県４ヶ所（福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県）で、

九州地方整備局管内の発注者・応札者の方、約500名を対

象に「電子入札（物品・役務）説明会」を開催しました。 

　JACIC九州地方セ 

ンターは、電子入札 

の概要と準備すべき 

事項、体験用電子入 

札システムにより発 

注者・応札者双方の 

操作方法等について 

説明し、よく理解出 

来たとのご意見を多 

数頂きました。 

 

　JACICでは、財団の目的に合致した、情報技術を活用

し建設マネジメントの向上に資する調査研究に対し、研

究助成を行っています。 

 平成17年度の研究助成は、以下のとおり公募します。 

1．研究助成の対象 
【指定課題】 

 課題名・内容は、JACICのウェブサイトに掲載してい

ます。 

 URL  http://www.jacic.or.jp/ 

【自由課題】 

（１）建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関する

研究 

　①建設分野の情報化に関する企画、提案、標準化等の

調査研究 

　②建設情報の流通性の向上に関する調査研究 

　③建設分野のＢＰＲに関する調査研究 

（２）建設分野の各種業務の情報化に関する研究 

　①土木工事積算業務に関する調査研究 

　②河川・道路・都市等における業務の情報化に関する

調査研究 

　③防災業務の情報化に関する調査研究 

　④ＧＩＳを利用した業務支援システムの調査研究 

　⑤ＣＡＬＳ／ＥＣに関する調査研究 

　⑥建設副産物情報交換に関する調査研究 

　⑦その他 

2．助成対象者 
　上記研究項目に関心を有する大学、高等専門学校、民

間等の研究者とし、審査のうえ決定します。 

3．助成期間 
 助成期間は平成17年９月から１年間で、報告書の提出

は平成18年８月末となります。 

4．助成金額 
 １件につき、指定課題は300万円以内、自由課題は200

万円以内とします。 

5．申込み方法 
 助成を希望される研究者は、所定の申請書に必要事項

を記入のうえ、財団へ提出して下さい。研究助成要綱、

申請書及びこれまでの実績については、JACICのウェブ

サイトをご覧ください。 

 URL  http://www.jacic.or.jp/ 

6．応募期限 
 平成17年７月31日（消印有効） 

7．問い合わせ先 
 〒107-8416　東京都港区赤坂7-10-20 

 （財）日本建設情報総合センター 

 　　　　　企画調整部（柳沢） 

 TEL.03-3584-2404／FAX.03-3505-2966 

      　　　　     （企画調整部　参事　柳沢成一 ） 

平成17年度 (財)日本建設情報総合センター研究助成公募案内 

九州地方センター活動報告 

平成16年度　電子納品説明会 

平成16年度　電子入札（物品・役務） 
説明会 

地方便り 
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平成17年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内 

１．主　　催：財団法人 日本建設情報総合センター 

２．後　　援：国土交通省 

３．テキスト：「平成17年度ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会テキスト」 

　　　　　　　発行：財団法人 日本建設情報総合センター 

４．受 講 料：10,000円（税込み。テキスト代込み。昼食代含まず。） 

５．開催地・開催日・会場： 

７．講　　師：発注機関及び民間有識者 

８．受講申込方法等： 

　所定の申込書に必要事項を記入の上、郵便振替払込金受領証のコピーを同封し、下記申込先に郵送してください。

電話による申し込みは受け付けません。 

申込書用紙は当センターのホームページ（http://www.jacic.or.jp/）からダウンロードできます。 

９．受付期間：平成17年７月１日（金）～平成17年８月20日（土） 

10．申込先：財団法人 日本建設情報総合センター  ＲＣＣＭ講習会事務局 

              〒107-8416  東京都港区赤坂7ｰ10ｰ20 アカサカセブンスアヴェニュービル 

                       　 TEL 03-3584-2404　　FAX 03-3505-2966 

※当講習会は、ＲＣＣＭ資格試験に備えて開催する講習会です（受講希望者が対象です）。 

　講習会申込と試験申込は受付機関が別です。 

 

※ＲＣＣＭ資格試験は、社団法人建設コンサルタンツ協会が平成17年11月13日（日）に実施します（申込書の販売は７月

22日（金）まで、申込受付は７月１日（金）～７月31日（日）です）。 

　受験申込書の購入、手続き等、試験に関する事項は、下記へお問い合わせ下さい。 

　　社団法人 建設コンサルタンツ協会　ＲＣＣＭ資格制度事務局　TEL 03-3221-8855

６．プログラム： 

会場

№ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11

開催地 

札　幌 

仙　台 

東京１ 

東京２ 

新　潟 

名古屋 

大　阪 

広　島 

高　松 

福　岡 

沖　縄 

定員 

360 

240 

450 

450 

160 

600 

400 

220 

260 

390 

192

開催日 

9/22（木） 

9/16（金） 

9/12（月） 

9/13（火） 

9/12（月） 

9/13（火） 

9/21（水） 

9/15（木） 

9/20（火） 

9/16（金） 

9/９（金） 

ＴＥＬ 

011-747-1457 

022-225-8852 

03-3265-8211 

03-3265-8211 

025-281-1111 

052-731-7191 

06-6910-8500 

082-222-8510 

087-823-4550 

092-844-8111 

098-862-4120

会　　場　　名 

北 海 道 自 治 労 会 館  

宮 城 県 建 設 産 業 会 館  

日本都市センター会館  

日本都市センター会館  

新潟技術士センタービル 

名 古 屋 市 公 会 堂  

大阪府立女性総合センター 

メルパルクHIROSHIMA 

香 川 県 土 木 建 設 会 館  

シ ー ホ ー ク  

サ ザ ン プ ラ ザ 海 邦  

住　　　所　 

札幌市北区北6条西7丁目 

仙台市青葉区支倉町2-48 

千代田区平河町2-4-1 

千代田区平河町2-4-1 

新潟市新光町10-2 

名古屋市昭和区鶴舞1-1-3 

大阪市中央区大手前1-3-49 

広島市中区基町6-36 

高松市松福町2-15-24 

福岡市中央区地行浜2-2-3 

那覇市旭町7 

会　　　　　　　　場 

時　　間 

10：00 

10：10～12：00 

13：00～14：30 

14：40～15：40

内　　　　容 

挨　　　　拶 

資格制度の概要と建設コンサルタントの課題（業務関係） 

建設コンサルタント業務とその管理（契約関係） 

ＲＣＣＭ資格試験問題演習 

内　　　　容 
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