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1．はじめに 

建設産業は建設副産物のリサイクルに取り組んでいます。

建設副産物は、いずれも工事現場から発生する、がれき

類や木くずなど（建設廃棄物）に土（建設発生土）を加

えたものをいいますが、平成17年度の工事を対象とした

国土交通省の調査によれば、建設廃棄物では発生量の92

％をリサイクルし、使用土砂ではその80％を建設発生土

でまかなっています。 

 

 

 

一方、同じ年度の環境省の調査によれば、産業廃棄物

の不法投棄量の83％を建設廃棄物が占めているという状

況にもあります。 

建設廃棄物については、昭和40年代以降に急増した建

築物が更新期を迎えることなどから、今後緩やかに増加

すると予測されています。 

  

2．建設リサイクルを支援する情報システム 

建設リサイクルは様々な法制度に基づき進められてい

ますが、その１つに国土交通省が今年の４月に策定した「建

設リサイクル推進計画2008」があります。 

この計画の中で、前計画の「建設リサイクル推進計画

2002」と同様、建設リサイクルの支援を目的に、JACIC

が運用・管理する「建設副産物情報交換システム」と「建

設発生土情報交換システム」の積極的な導入・活用が示

されています。 

 　 

3．システムの概要 

3.1　建設副産物情報交換システム（コブリス：COBRIS） 

このシステムは、建設副産物の需給バランスの確保、

リサイクルや適正処理の推進を目的としています。 

 

建設産業はリサイクルを推進しています 
（情報システムによる支援） 

ニュースと解説 

年度 

リサイクル率（％） 

H7 

58.2

H12 

84.9

H14 

91.6

H17 

92.2

建築廃棄物のリサイクル率 

建設副産物情報交換システムのイメージ 

建設副産物情報交換システムの利用機関数（H19） 

工　事　発　注　者 排　出 

事業者 

16,547

処理業者 

（施設数） 

2,003

国交省等 

317

都道府県 

204

市区町村 

76

その他 

15
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２００８.１１月号 

 

社会基盤情報標準化セミナー（旧建設情報標準化セミ

ナー）は、平成12年からJACICが推進している社会基盤

情報標準化委員会（旧建設情報標準化委員会）活動の紹

介と策定した標準の普及を目的として、東京と地方大都

市で年２回開催しているものです。これまで地方開催

としては16・17年度に大阪、18年度名古屋、昨年度は

福岡で開催しましたが、今年度は９月26日札幌市中央

区（KKRホテル札幌）で開催しました。 

工事発注者（国、独立行政法人、都道府県、市区町村、

民間公益事業者など）、建設副産物の排出事業者（工事

施工者など）及びこれを再資源化または処分する処理業

者がシステムの利用者となって、工事情報（建設副産物

の発生、再生材の使用などに関する情報）、施設情報（再

資源化施設、最終処分場に関する情報）及び調査価格情

報（工事発注者が積算に使用する処理単価など）を登録

して互いに利用するものです。 

平成19年度は19,162機関で利用されています。 

 

3.2　建設発生土情報交換システム 

このシステムは、建設発生土の有効利用のためその工

事間利用を促進することを目的としています。 

公共工事などの発注者（国、独立行政法人、都道府県、

市区町村など）がシステムの利用者となって、工事の

予定の段階から、土砂が発生する現場（搬出）とこれ

を必要とする現場（搬入）における土量情報（場所、

期間、土質、土量など）を登録して互いに利用するも

のです。 

平成19年度は1,266機関で利用されています。 

 

4．おわりに 

JACICでは、これら両システムの改良、普及促進な

どを通じて、引き続き建設リサイクルの推進を支援し

てまいります。 

 

　　  （システム高度化研究部　 

次長兼建設副産物情報センター長　田山成一） 

社会基盤情報標準化セミナー2008（札幌）開催報告 

 

JACIC便り 

建設発生土情報交換システムの利用機関数（H19） 

国交省等 

322

都道府県 

508

市区町村 

409

その他 

27

建設発生土情報交換システムのイメージ 
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標準化委員会は、社会基盤情報標準化推進三箇年計画に

基づいて実施しておりますが、現在は第三次推進計画に

基づいて社会基盤情報に関する標準化を推進しておりま

す。当セミナーでは、社会基盤情報標準化の概要、意義、

経緯等についてのご紹介と、今までに開発された電子納

品要領・基準、CADデータ交換標準等の主な成果の利

活用および標準成果の利用事例等を紹介し、標準化につ

いてのご理解を頂くことを目的としました。 

当日は、天候にも恵まれ、札幌を中心に北海道各地域

から145名の参加がありました。職種別では国土交通省、

自治体、コンサルタンツ、建設業、測量業およびシステ

ム関連等幅広い層から参加があり、最後まで熱心に聴講

して頂きました。 

主な内容は、初めに国土技術政策総合研究所高度情報

化研究センター情報基盤研究室金澤室長が「国土交通省

が進めるこれからのCALS/EC」と題して、CALS/ECを

推進する必要性、アクションプログラム2005の取り組み

状況、電子納品・保管管理システムの導入により、地方

整備局との連携による図面の共有化および新たなアクシ

ョンプログラム2008の紹介として、三次元データを利用

した将来の建設生産システムイメージ等幅広い内容の講

演がされました。　　　 

続いてJACIC秋山審議役兼標準部長が「社会基盤情報

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準化委員会と第三次標準化推進三箇年計画」と題して、

我が国における維持管理・更新費増大等の状況を踏ま

えての標準化の必要性・歩み、電子納品要領・基準、

二次元CADデータ交換標準等のこれまでの主な成果お

よび第三次計画の推進では、ライフサイクルを通した

データの再利用を目指すなど具体的に解説しました。 

セミナー３番目は、JACIC GIS研究部海津部長が「地

理空間情報と最近の動き」と題して、地理空間情報の

概要、平成19年に成立した地理空間情報活用推進基本法・

改正測量法の解説、基盤地図情報が整備されると経緯

度が与えられた多様な地理空間情報が共通の地図の上

に展開され新たなビジネスの可能性が膨らむ等夢のあ

る解説を行いました。 

３時の休憩後は、関西大学総合情報学部田中教授より、

「建設情報標準化の直近の動向・課題・そして展望」

と題して、日本のオリジナルSXFの開発を中心に解説

され、JACICを事務局として多くの機関・ベンダー等

が策定したSXF開発までの経緯、P21（国際標準STEP

規格を実装したCADデータ交換標準）とsfc（関係者間

でのデータ交換のための簡易仕様）の違い、ISOでは

ないsfcは使わないで欲しいこと、発注者は、P21で管

理して欲しいこと等熱弁を振るわれました。 

最後は、島根県土木部技術管理課企画調査グループ

石倉主任が「地域の実情に応じた電子

納品の段階的実施」と題して、標準化

委員会の成果である電子納品要領を活

用し、県の電子納品に適した工夫や発

注者が協力して受注者の効率化を支援

するなどの事例紹介がありました。参

加者の中からは新鮮で、実情がよく分

かり大変参考になったという意見が複

数ありました。今後のセミナーでもこ

のような事例紹介を取り入れていきた

いと思います。後半には質問も出て盛

り上がり成功裡に終了することができ

ました。 

 

２００８.１１月号 

 

 

門松理事長挨拶 
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２００８.１１月号 

1．はじめに 

CALS/EC資格制度事業は、「CALS/EC地方展開アク

ションプログラム（全国版）」（平成13年６月国土交通省

策定）に位置づけられた、地方公共団体等への

CALS/ECの導入・普及を支援する人材育成事業です。 

本事業の試験・登録事務は、（社）建設コンサルタンツ

協会に委任しています。 

資格には、CALS/ECインストラクター（RCI）と

CALS/ECエキスパート（RCE）の2種類があり、登録者

数はRCIが2,725名、RCEが352名となっています。（平成

20年９月１日現在）。 

2．平成20年度「CALS/EC資格試験」の受験状況と

結果 

平成20年度の受験状況と結果は下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

試験結果をみると、RCI・RCEともに、電子納品分

野の成績が良く、標準化や電子調達分野の知識不足が

みられました。万遍無い知識の習得が望まれます。 

合格者を地域別にみると、人口比率の割に、北陸地

域の合格者数が多く、資格取得への熱心さが窺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．おわりに 

合格された皆様には、RCI・RCEに登録していただき、

地方公共団体等への普及などCALS/ECに関する様々

な活動に携わり、適正かつ効率的な公共事業執行の一

翼を担われることを期待しています。 

（CALS/EC部　主任研究員　河野 雅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準部では、今後も社会基盤情報標

準の成果を利活用して頂くよう広報に

努めるとともに第三次推進計画の推進

に取り組んでいきます。講演の内容は、

JACICのホームページ  

http://www.jacic.or.jp/movie/hyojun

_semi/）で動画として公開しています

のでご覧下さい。 

 

　（標準部 次長 山本　翔） 

平成20年度「CALS/EC資格試験」合格者を発表 
 

200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0

人 

北海道 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 東北 

RCI　　ＲＣE

13
3

32

3

190

19 23

4

24

4

41

1

33

2
16
2

42

1

地域別合格者数 

CALS/ECコーナー 

試験 

RCI 

RCE

757名 

55名 

679名 

53名 

89.7％ 

96.4％ 

414名 

39名 

61.0％ 

73.6％ 

申込者 

（A） 

受験者 

（B） 

受験率 

（B/A） 

合格者 

（C） 

合格率 

（C/B） 

詳細は、http://www.cals.jacic.or.jp/　参照 

セミナー会場 
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２００８.11月号 

第6回研究助成事業成果報告会開催のご案内 

JACICでは、当センターの設立目的に適合した研究企画案に対し、研究助成を実施しています。平成1９年度は１２

件のテーマについて研究助成を行いました。 

この度、以下に示すプログラムで研究助成事業成果の報告会（参加費：無料）を開催いたします。当センターの賛助

会員の皆様をはじめ関係各位、また一般の皆様のご参加をお待ちしています。参加申込書はホームページ

（http://www.jacic.or.jp/）からダウンロードできますので、ご利用ください。 

また、「土木学会CPD」（4.5単位）及び「日本測量協会の測量CPD」プログラムとして認定されています。 

  

プログラム 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日時：平成20年11月11日（火）10：30～16：30 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催場所：はあといん乃木坂（東京都港区南青山1-24-4 ） 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ１Ｆ　フルール 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定　　員：200名 

10：30　挨　　拶 理事長　　門松　　武 

  

【平成19年度研究助成報告】 

  

10：35　GISを用いた道路景観計画支援システムに関する調査研究 

 埼玉大学大学院　理工学研究科　准教授　　深堀　清隆 

11：00　地質リスク分析のためのデータ収集様式の研究 

 高知工科大学　フロンティア工学教室　教授　　渡邊　法美 

11：25　柔軟な時間管理概念を導入した４次元GISによる大規模地下開発支援システムの構築 

 室蘭工業大学　情報工学科　教授　　板倉　賢一 

11：50　相互に影響する構造物間のトータルデザインへの3D-CADの適用に関する実証的研究 

 熊本大学大学院　自然科学研究科　教授　　小林　一郎 

 

12：15　――――――　休憩（６０分）　―――――― 

 

13：15　河道改変履歴を用いた宅地の地震危険度評価に関する研究 

 長岡技術科学大学　環境・建設系　教授　　大塚　悟 

13：40　GISを用いた地形改変地の震災土地条件評価 

 山形大学　地域教育文化学部　准教授　　村山　良之 

14：05　位置情報を利用した発災時建設現場のための災害情報システムの開発・実証実験 

 愛知工業大学都市環境学科　地域防災研究センター　教授　研究センター長　　正木　和明 

14：30　地理空間情報活用のためのGIS･GPS･ICタグを用いた高精度位置情報参照システムに関する調査研究 

 金沢工業大学　環境・建築学部　教授　　鹿田　正昭 

14：55　――――――　休憩（15分）――――――― 

 

15：10　紙面地盤情報電子化技術を利用する地盤情報DB構築システムの開発 

 茨城大学　工学部　講師　　村上　哲 

15：35　携帯電話を利用したオンライン工事記録写真自動整理システムの業務モデル標準化に関する調査研究 

 日本振興施工管理研究会　ＳＥ職　　森川　和芳 

16：00　場所・モノ・事象に対する共通識別子「Uコード」を用いた、建設分野における公物管理業務の情報化 

　　　　および業務支援システムの調査研究 

 東京大学大学院　情報学環　准教授　　石川　徹 

 

16：25　閉会挨拶 理事　　梅原　芳雄 

 

 （経営企画部　上席参事　落合清二 ） 
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２００８.１１月号 

１．はじめに 

近年、情報システムの発展と脅威の多様化に伴い、企

業等の組織において、内外からの攻撃や不正から情報資

産を守るための情報セキュリティ対策が重要となり、情

報セキュリティに対する意識が浸透してきたと考えられ

ます。2002年に第三者認証基準であるISMS（Ver.1.0）が

スタートし、2005年にJIS化され『JIS Q 27001：2006』

となったことで、企業においては情報資産の保護に対す

る情報セキュリティマネジメントシステムの構築が注目

されました。また同年に『個人情報保護法』が制定され

たことにより、一般社会においても個人情報の管理に対

する意識が高まったといえます。 

それに伴い、今日では情報セキュリティ対策として、

アクセス制御や管理、暗号化などのセキュリティ製品や、

セキュリティポリシー策定、セキュリティ教育などの情

報セキュリティサービスも充実し、様々なセキュリティ

製品やサービスが提供されるようになっています。 

こうした情報セキュリティ対策の多様化が進む一方で、

情報の漏洩という事件、事故が多発し後を絶たない状況

が続いています。 

今回、全５回にわたり、『情報セキュリティ』という

キーワードで情報漏洩の実情から対策等、また最近の情

報セキュリティ事情をご説明していく予定です。 

  

2．内部からの情報漏洩 

残念ながら情報漏洩による事件や事故の原因は、外部

からの攻撃よりも、内部の従業員による情報の持ち出し

や紛失、うっかりミスなどが多くなってきています。 

NPO日本ネットワークセキュリティ協会の調査報告グ

ラフ（右図）にもあるように、紛失・管理ミス・誤操作

による情報漏洩は、全体の半数以上の割合をしめていま

す。また、このグラフからわかることは、漏洩した情報

に対して正当にアクセス権限が許されている人が引き起

こしているという事実です。 

原因は様々あると思いますが、組織内からの情報漏洩

は、とても大きな脅威になりかねません。 

  

 

  

 　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．情報漏洩とは 

ここで、情報漏洩とは、どのようなことであるかの

用語の定義をおさらいしたいと思います。 

①　機密情報が第三者に知られてしまうこと。 

②　機密情報が自己の管理の届かない状態になってし

まうこと。 

とありますが、昨今では紛失も含め、②とお考えくだ

さい。 

情報が一旦外部に漏洩してしまうと、回収ができず

自己の管理外となるため、悪意のある第三者に渡って

しまった場合、取り返しのつかない事件や犯罪行為に

つながります。 

◇　　◇　　◇ 

今日では、ＩＴガバナンスとリスク管理の観点から、

情報漏洩を起こさないように努めるのは、企業の社会

的責任（CSR）となっていますので、やはり日頃の対

策が重要です。 

次回は、情報漏洩が起こる原因を中心に解説します。 

（システム高度化研究部　主任研究員　足田安司） 

情報セキュリティ（1） 
～　情報漏洩　～ 

連載 

情報漏洩の原因 

（引用）JNSA2007年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書 

誤操作 18.2％ 

管理ミス 20.4％ 

紛失・置忘れ 
20.5％ 

不明 0.7％ 

その他 0.6％ 

目的外使用 0.1％ 

不正アクセス 0.8％ 内部犯罪・内部 
不正行為 0.9％ 

不正な情報 
持ち出し 7.9％ 

バグ・セキュリティ 
ホール 1.2％ 

設定ミス 3.9％ 

ワーム・ウイルス 
8.3％ 

盗難 16.6％ 
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中国地方センターは、本部が展開する建設情報の提供、

情報化の啓発・普及活動等、建設分野の情報化に関する

諸事業について、地域に根差した活動を行っています。 

  

■講習会開催の支援、及び開催 

○「建設業のための電子入札実践講習会」 

国土交通省、広島県、広島市をはじめとする行政機関

において導入されている、電子入札（コアシステム）に

対応するため、広島地域の建設業者を対象に、パソコン

を利用した実践セミナーが開催されました。 

当センターより講師を派遣し、説明しました。 

開催日：６月５日（木）～11日（水）、計９回開催 

主　催：広島商工会議所 建設業部会・建設業委員会 

会　場：広島商工会議所 IT支援室（広島市中区） 

参加者：計57名 

内　容：電子入札の現状、電子入札の操作体験 

 ○「土木系CAD技術講座」第1回 建設CALS/EC 

高等専門学校等を活用した中小企業人材育成事業（中

小企業庁）に採択された「技術者人材育成講座」の内、

呉及び周辺地域における建設業、建設コンサルタント業

等の技術者を対象に開設された講座です。 

当センターより講師を派遣し、「建設CALS/EC」に

ついて説明しました。 

開催日：８月23日（土） 

管理法人：財団法人くれ産業振興センター 

実施主体：呉工業高等専門学校 

会　　場：呉工業高等専門学校 専攻科棟（呉市） 

参加者数：12名 

内　　容：建設CALS/EC、特に電子入札・電子納品

の現状と技術者に要求される知識・スキル 

 

 　 

 

  

 

 

 

 

 

 

○「RCCM資格試験受験準備講習会」 

国土交通省及び業務管理研究会より講師を招き、設計

業務等の実施における最近の課題や施策、問題演習等に

ついて解説しました。 

開催日：７月30日（水） 

会　　場：八丁堀シャンテ（広島市中区） 

参加者数：115名（昨年比29%増加） 

申込者多数のため満席となり、参加された方に窮屈な

思いをさせてしまいました事をお詫び致します。 

■CALS/EC体験コーナー（中国地方センター内） 

毎月、電子入札と電子納品の講習会を開催しています。

建設関連協会やホームページを通じてご案内します。 

○「電子入札（コアシステム）体験講習会」 

電子入札の一連の流れを本番さながらの環境で体験で

きます。これから電子入札に対応する企業だけでなく、

異動により電子入札のご担当になられた方の研修として

も、ご活用ください。 

○「知って得する　電子納品知恵袋」 

  

 

 
 

電子納品の決まりごとや、知っておくと便利な基本操

作などの「パソコン実習」を交えてご説明します。 

「できることから はじめよう」がコンセプトです。 

■コリンズ・テクリス 

○FD登録、お問合せ、各種申請窓口 

平成19年度実績 

登録件数：6,618件 

問合件数：9,730件 

（問合件数には電話、窓口、FAX、E-mailを含む） 

○新システムの説明 

公共発注機関や建設関連業界団体へ、新システムに関

する情報提供や説明を行っています。 

新システムへのご理解とご協力をお願い致します。 

■ホームページ 

講習会の開催案内や、CALS/EC及びコリンズ・テク

リス等の最新情報を掲載しています。 

http://www.jacic.or.jp/locality/chuugoku 

（中国地方センター長　齋藤実） 

中国地方センター活動報告 

２００８.１１月号 

地方便り 

講習風景（呉工業高等専門学校にて） 
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２００８.１１月号 

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。 

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

e-BISCコーナー 

JACIC news　平成２０年１１月１日発行　第三種郵便物認可 

■編集・発行　 
〒107-8416　東京都港区赤坂７丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル 
TEL. （03）3505-2981〈代表〉　FAX. （03）3505-2966 
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html 
JACICホームページ http : //www.jacic.or.jp/

ISO9001

国土交通省の電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せら

れた問い合せの主なものについて、紹介します。その他

の項目についても、ホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）

のＦＡＱ（よくある質問）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

 
回　　　答 

　説明要求機能における「入札説明書等・案件内容」に関する質問

及び回答は、電子入札システム側の『調達案件検索』画面で目的と

する調達案件の表示が可能であれば、当該案件への入札参加の有無

に関わらず閲覧が可能です。 

　ただし、入札方式によっては発注者が説明要求機能の利用を制限

している場合もあります。 

　説明要求機能での案件検索では『調達案件検索』画面の「検索年

月」に該当案件の公告日が含まれるよう設定する必要があります。 

　また、システムの利用者を限定する入札方式（指名競争入札方式

など）では、電子入札システム側の『調達案件検索』画面で目的と

する調達案件の表示が可能なICカードで案件検索する必要がありま

す。 

　なお、入札方式によっては発注者が説明要求機能の利用を制限し

ている場合もあります。この場合、案件名称は表示されません。 

質　　　問 

　説明要求機能において「入

札説明書・案件内容」に関す

る質問及び回答は、入札に参

加していない企業も閲覧可能

ですか。 

 

　説明要求機能で案件を検索

しましたが、案件名称が表示

されません。 

項　目 

 

 

 

 

 

工事・業務/ 

物品・役務 

共通 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

 

 

ニュースの詳細については、JACIC NETの「過去記事」を検索していただ 
くと記事内容が表示されます。 9月のニュースから 

【公募情報（国・独法等）】   305件　【公募情報（地方公共団体）】  3,037件 

【建設行政ニュース】 

２日　「１人１日１kgのCO2削減」応援キャンペーンの協賛

企業について　　　 （総合政策局） 

３日　国家機関の建築物等における吹付けアスベスト等の使

用実態に関する調査結果について　　　 （大臣官房） 

16日　赤川・加古川水系に係る河川整備基本方針の策定につ

いて　　　 （河川局） 

16日　平成19年度末都市公園等整備の現況について 

　　　 （都市・地域整備局） 

19日　皆様からのご意見・ご提案をお受けします～今後の道

路行政について～　　　 （道路局） 

19日　官庁施設の耐震診断結果等の公表について 

　　　 （大臣官房） 

29日　基盤地図情報の提供内容を拡充　－高密度な地形デー

タ（10m）の提供を開始－ （国土地理院） 

29日　平成19年度不動産デリバティブの可能性とその普及・

啓発に関する調査業務報告書の公表について 

 （土地・水資源局） 

30日　平成20年度「地域公共交通活性化・再生総合事業計

画」等の公募結果について　～全国で31件の計画を認

定しました～ （総合政策局） 

JACICnews10月号の地方便り「近畿地方センターの活動」にあるシビルコンサルティングマネージャ（RCCM）

の資格試験の期日を下記のように訂正し、お詫び申し上げます。 

 （正）平成20年11月９日（日）　（誤）平成20年11月20日（日） 

記事の訂正とお詫び 
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