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１月号の理事長挨拶の中で予告されたとおり、また新

しいプロジェクトが立ち上がりました。 

JACICは（社）土木学会情報利用技術委員会（委員長：

高田知典）と共同で、本年度から「アジア建設IＴ円卓

会議」を発足させ、平成18年１月28日に第一回会議を開

催しました。 

日時：平成18年１月28日（土）9：30～16：00 

場所：赤坂プリンスホテル別館３Ｆ 

議長：柴崎亮介東京大学・空間情報科学研究センター

教授 

参加：中国・韓国からの海外招聘者５名、土木学会学

識経験者５名、国土交通省国土技術政策総合研

究所山田晴利センター長、（財）日本建設情報

総合センター豊田高司理事長など計15名。他に

オブザーバー等28名、計43名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同会議は電子調達・電子入札・GISなど近年アジア各

国でも活発になっている建設分野へのIＴの利用について、

アジア各国の建設分野に共通に存在する問題を議論して

連携の基盤を構築しようとするものです。アジア各国の

建設ITに関わるキーパーソンが一堂に会し、技術開発や

技術政策のあるべき方向に関する議論を継続的に行うこ

とにより、アジアにおける建設IＴの人的ネットワークを

構築することを目的としています。キックオフとなる初

年度の今年は一般公開のワークショップも、CALS/ECメ

ッセ開催時に同時開催し、中国・韓国の招聘者等から最

新事情の講演をいただきました。（次項で紹介） 

28日の円卓会議では、日本の公共事業、建設ITに対

する取り組み、JACICの活動を紹介した後、日中韓それ

ぞれの建設ITの状況を分野別に比較検討し、議論のベ

ースとなる情報を共有しました。 

またアジアとしての連携、協力について活発な討議が

行われ、個別の技術分野では具体的な協力の可能性も議

論されました。特に標準化活動等に関しては、ISOなど

の国際標準化の枠組みに従いながらも各国が独自に標準

化を進めている部分も少なくなく、今後、アジア域内で

のインタオペラビリティ（相互運用性）の確保が不可欠

との認識で一致しました。 

最後に、来年度以降（平成18年８月を予定）も継続的

に「アジア建設IT円卓会議」を開催していくとともに、

協力の輪をさらに広げていくこと、定常的な意見交換の

ためのポータルサイトを設けることなどが提案され、こ

れらをとりまとめた「東京宣言」を採択しました。 

 

アジア建設IT東京宣言 

情報技術を通じたアジアの建設産業の連携を目指して 
 
第一回アジア建設IT円卓会議は、アジアにおける建設分野

のIT化に関し、各国の現状と課題、未来のビジョン、その実

現に向けた域内での各機関、専門家の連携の方法について議

論をした。日本、中国、韓国の15名の建設IT分野の専門家及

び28名のオブザーバーが2006年１月28日に東京で会合した。

熱心な議論を通じて、本円卓会議は以下の点について合意した。 

１．世界経済の中で、近年のアジアの高度成長は群を抜いて

おり、これに伴う社会基盤の整備と管理がますます重要

となっている。 

２．社会資本整備・管理の効率化、適正化のためには、情報

技術の一層の活用が不可欠である。 

３．建設分野における情報技術の活用には、技術面、制度面、

運用面において未解決の課題も多く、その解決にはアジ

ア地域における経験の共有と連携が重要である。 

４．日本の建設エンジニアは、高度成長期から安定成長期へ

の移行を通じて得たさまざまな経験をアジアの建設エン

ジニアと共有し、各国での問題解決に貢献することを希

望する。 

５．アジア建設IT円卓会議は、このような域内の連携の母体

として、意義深いものであり、今後も継続して開催され

ることが望まれる。 

６．第一回アジア建設IT円卓会議で生み出された連携の輪を

広げるため、今後アジア域内の他国にもこの活動への参

加を呼びかける。 

アジア建設IＴ円卓会議の発足 

 

 

 

ニュースと解説 

円卓会議の冒頭挨拶する豊田理事長 
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２００６.３月号 

 

７．第一回アジア建設IT円卓会議の参加者一同は、この会議

を計画し、ホストした、土木学会と（財）日本建設情報総

合センターに対し、時宜を得た交流の場を設定していた

だいたことに関して、深い感謝の意を表する。 

 

これらの内容は以下のサイトにも関連資料を載せてお

りますので、是非ご覧ください。 

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

　　　 ait-roundtablemeeting.htm 

　　　　　　（標準部　主任研究員　河内　康） 

 

 
「アジア建設ＩＴワークショップ」開催報告 

―アジア建設業からの情報発信― 

 　　　　　　　　　　　　　　　アジア各国の建設IT 

　　　　　　　　　　　　　　に関わるキーパーソン 

　　　　　　　　　　　　　　の方々を招聘した、ア 

　　　　　　　　　　　　　　ジア建設ITワークショ 

　　　　　　　　　　　　　　ップ（土木学会情報利 

　　　　　　　　　　　　　　用技術委員会とJACIC 

　　　　　　　　　　　　　　共催）がCALS/EC ME 

 　　　　　　　　　　　　　　　SSE2006と同時開催で 

　　　　　　　　　　　　　　　平成18年１月27日東京

有明のTFTホールで行われました。 

このワークショップは、経済発展著しいアジア各国に

おける建設業界のIT化状況を紹介するとともに、アジア・

建設・ITをキーワードとする今後の技術開発・技術政

策の方向性について考えていこうとするもので、韓国・

中国からIT推進に関わる大学・研究機関より５名の講

師を招聘して行われました。会場となったTFTホール

では前日からメッセが開催されており、会議の始まった

午後１時にはメッセの参加者も多く詰めかけ会場周辺は

大変な熱気でした。 

開会にあたり、共催となった土木学会の高田知典　情

報利用技術委員会委員長よりワークショップに期待を寄

せる挨拶がありました。

基調講演では、東京大

学の柴崎亮介教授より、

IT化の推進におけるア

ジア各国で協力する事

の重要性、具体的な提

案などが行われました。

引き続き、中国清華大

学の安教授、馬教授よ

り日本語による講演が

あり、休憩をはさんで韓

国慶熙大学の金教授、

KICTの禹部長、中国武

漢大学の朱教授より講

演がありました。熱心

な講演は午後５時近く

まで続き、JACIC豊田 

 

 

―プログラム― 
開会挨拶　社団法人土木学会 情報利用技術委員会　委員長　高田知典 
基調講演　イントロダクション；建設ITにおけるアジア諸国の連携 
　　　　　　東京大学 空間情報科学研究センター　センター長　柴崎亮介 教授 
講演１　　中国における建設ITの状況 
　　　　　　中国　清華大学　　安　雪暉 An Xuehui 教授 
講演２　　建設工事関係者協調作業システムに関する研究 
　　　　　　中国　清華大学　　馬　智亮 Ma Zhiliang 教授 
講演３　　韓国における建設ITの成功と失敗：情報モデリングの観点からのアプローチ 
　　　　　　韓国　慶熙大学　　金　仁漢 Kim Inhan 教授 
講演４　　韓国における建設ITの概要と将来像 
　　　　　　韓国建設技術研究院（KICT）　禹　濟潤 Woo Je-Yoon 氏 
講演５　　国土管理におけるRS・GIS活用 
　　　　　　中国　武漢大学　朱　慶 Zhu Qing 教授 
閉会挨拶　財団法人日本建設情報総合センター　理事長　豊田高司 

理事長の閉会挨拶により全てのプログラムを終了しました。 

このITワークショップには約160名の参加者があり、

最後まで熱心に聴講されていました。ご参加頂きました

講師、聴講者の皆様大変ありがとうございました。 

開会挨拶　土木学会高田委員長 
基調講演　東京大学柴崎教授 

（標準部　主任研究員　森田一幸） 

第一回円卓会議参加者 

中国清華大学　安教授 
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JACIC NET　ヘルプデスクに寄せられた 
ユーザーの声を紹介します 

「JACIC  20周年の歩み」のご案内 

はじめに 

JACIC NETは、国土交通省、地方公共団体、民間企

業が保有するさまざまな建設情報を収集・整理・蓄積し、

広くユーザーに提供するものです。昭和63年11月よりサ

ービスを開始し、その後幾度かのバージョンアップを行

って今日に至っています。 

今回はJACIC NETのヘルプデスクに寄せられた問い

合わせや要望を紹介します。 

 

JACIC NETの状況 

JACIC NETは、表に示すように平成18年１月末のユ

ーザー数は1,874、平成17年４月から平成18年１月末まで

のアクセス数は約324,000件、電話とメールによる問い合

わせ数は、約1,100件です。 

これは前年同時期と比較すると、ユーザー数は3.2％減、

アクセス数は7.2％増、問い合わせ数は12.0％増となって

います。 

ヘルプデスクには、建設副産物情報など他システムに

関する問い合わせもあり、そのつど担当部署を紹介して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせの内容 

平成17年４月から平成18年１月末までに寄せられた

主な内容は以下のとおりです。 

○ID、パスワードを忘れた、またログインの方法は？ 

○地方公共団体の発注情報を掲載願うのに必要な送

付資料は？ 

○国土交通省の職員名簿はどこを見れば良いか？ 

 

寄せられた問い合わせや要望を集計・分析し、今後

ともユーザーの皆様にとってより一層有用なシステム

となるように改善して参ります。 

　　　　　（情報管理部　参事　立花修二） 

　JACICは、設立以来、行政の情報化およびITの活用を

推進するため、産官学と連携を図りながら、情報システ

ムの研究開発、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を展開してきま

した。 

　設立20周年を新たな出発点として位置づけ、「新たな

挑戦へ」をモットーに事業をより一層推進して参ります。 

　平成18年３月末に設立20周年を記念して「JACIC　20

周年の歩み」をとりまとめ発刊の予定です。 

主な内容：①JACICの事業概要 

　　　　　②調査研究活動 

　　　　　③普及促進活動（広報事業） 

　　　　　④各部、地方センターの概要 

　　　　　⑤20年の歩み 

　　　　　⑥JACIC設立20周年記念講演会 

　　　　　　●設立20周年記念講演 

　　　　　　●パネルディスカッション 

 

お客様の声コーナー 

  表　ユーザー数、アクセス数、問い合わせ数 

  

　　入会・請求 

　　データベース 

　　その他 

　　合　計 

ユーザー数 

（１月末時点） 

302,356 

301 

9 

683 

993 

1,936

324,135 

261 

5 

846 

1,112 

1,874

107.2 

86.7 

55.6 

123.9 

112.0 

96.8

前年同月比 

（％） 

平成17年度 

４月～１月 

平成16年度 

４月～１月 
内　容 

問
　
合
　
せ
　
数 

JACIC通信 

アクセス数 
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JACICはSCOPE（（財）港湾空港建設技術サービスセ

ンター）と共同で、１月26日、27日の２日間にわたり東

京・TFTホールにおいて、「CALS/EC MESSE 2006」

を開催しました。 

第５回目となった今回は、『受発注者を強力にサポー

トする最新のCALS/ECと建設ITを体感する２日間』を

テーマに、CALS/ECに関する技術情報の提供を目的と

した展示会とセミナーを行いました。 

開催初日は4,224人、２日目は3,978人と２日間合計で

8,202人の皆様方にご来場いただきました。 

展示会 
－CALS/EC＆建設ITの展示会－ 

 

展示会では、公共事業全般にわたるCALS/EC導入の

推進や建設産業におけるITの普及等を目的として、「建

設IT&CALS/ECのソリューション展示ゾーン（出展者

展示ゾーン）」、「CALS/EC体験ブース（主催者展示ゾ

ーン）」を設けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展者展示ゾーンでは60社の企業や団体と２大学の出

展があり、熱心な活動が行われました。 

「CALS/EC体験ブース」に設けた、CALS/ECに関す

る理解度が把握できる「CALS/EC理解度チェックコー

ナー」では、パソコンに向かって真剣にテストを受けら

れている方々の列が途絶え 

ませんでした。 

「保管管理システム体験コ 

ーナー」では、多くの発注 

者の方々にお越しいただき、 

実際に保管管理システムを 

体験していただきました。 

セミナー 
－５つのセミナー、36の講演－ 

 
セミナーイベントでは、「今後のCALS/ECの取り組

みと展望」と題した「CALS/ECシンポジウム」をはじめ、

「導入事例セミナー」、「先進事例セミナー」、「実務者

セミナー」、「テクニカルフォーラム」を開催しました。 

「CALS/ECシンポジウム」では、JACIC及びSCOPE

理事長の開会挨拶に続いて、国土交通省 中島威夫大臣

官房技術審議官から来賓のご挨拶をいただきました。 

また、特別講演として「ITが変革する建設産業」を

テーマに、東京大学 月尾嘉男名誉教授より建設産業の

今後の変化や対応について、講演していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き行われたパネルディスカッションでは、「受

発注者双方のメリットを生むCALS/ECの仕組みと運用

のゆくえ」と題して、各団体でのCALS/ECへの取組み

や課題の紹介を受け、熱心に議論していただきました。 

「導入事例セミナー」、「先進事例セミナー」及び「実

務者セミナー」では、前回より倍以上の席を設けたにも

かかわらず、立ち見の出る講演があるなど、来場者の関

心の高さが伺えました。 

また、13社のベンダーと2団体による「テクニカルフ

ォーラム」においても、満席となる講演があり、大好評

でした。 

RCI・RCEの継続ポイント 
－活動ポイント、受講ポイント－ 

 
今回は、出展者の中でCALS/EC資格のRCI・RCEを

お持ちの約80名の方々に、RCI・RCEのバッジを付けて

展示会場内での活動を行っていただきました。 

出展者の方々には、「CALS/ECの専門家である事を

アピールできる」、来場者からは「出展者の製品だけに

留まらず、CALS/EC全般について気軽に質問すること

ができる」と、両者から喜びの声をいただきました。 

また、４つのセミナーをCALS/EC資格の継続教育対

象講座とし、有資格者の方々に対して、より有意義な機

会を提供することが出来ました。 

次回の開催におきましても、皆様よりいただきました

アンケートを参考に、より充実したイベントとなるよう

改善していく所存です。 

最後になりましたが、今回のイベントを後援いただい

た国土交通省並びに協賛いただいた関連業界団体の方々

に心より謝意を表します。 

（CALS/EC部　主任研究員　水田雅邦） 

「CALS/EC MESSE 2006」の開催報告 

CALS/ECコーナー 

CALS/EC体験ブース 

理解度チェックコーナー 

CALS/ECシンポジウム 
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1．相手の言葉を理解することの難しさ 

鈴木さんという同じ名前の人がいる職場で会話する場

面を想像してください。「どちらの鈴木さんのことか」

という前提を理解していなければ、話の輪に入れないと

感じるのではないでしょうか。お互いのメッセージを伝

え、会話を成立させるためには、言葉とその意味を共通

に理解している必要があります。 

現代のような情報社会では、人間がコンピュータに情

報を処理させることが多くあります。コンピュータは行

間を読むことができませんので、人間なら何となく分か

りそうな区別も、明確に示さないと分かってくれません。 

Googleなどの検索サイトで入力するキーワードを考え

てみます。ホームページ作成について調べようと思って

“HP”を検索すると、Hewlett Packardとホームページ

に関する検索結果が無秩序に表示され、一つ一つ読みな

がら目的の記事を選び出さなければなりません。【同音

異義語】 

また逆に「箱型函渠」と「ボックスカルバート」とい

う言葉について、人間は同じような意味で用いることが

ありますが、コンピュータは全く別のものとして扱いま

す。意味が同じデータを探し出したい場合、「箱型函渠」

「ボックスカルバート」「矩形函渠」などの言葉をすべ

て検索しなければ、意図する結果が得られません。【類

義語・同義語】 

 

2．JCCSの必要性 

建設情報標準化委員会（委員長：中村英夫 武蔵工業大

学学長）では、コード/分類体系検討小委員会（小委員長：

寺井達夫 千葉工業大学助教授）を設置し、建設分野にお

ける情報交換の標準的な用語体系として「建設情報分類

体系（JCCS：Construction information Classification 

System in Japan）」の検討を進めています。 

JCCSは、同音異義語や類義語を整理するための前提

となる枠組み（スキーマ）と用語リスト（基本テーブル）

から構成され、国際規格（ISO12006）に準拠した形で

定義された用語体系です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．JCCSの利用 

たとえばXMLを利用した情報交換システムにおいては、

JCCSに基づいてタグの名称を定義することで意味が明

示的になります。その結果、人とコンピュータや、コン

ピュータ同士の意思疎通が容易になり、異なる組織間で

の情報交換などの情報高度利用にJCCSが役立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．今後の活動予定 

JCCS Ver1.0は、JACICのホームページ（http://www.jacic. 

or.jp/hyojun/jccs.htm）で公開しており、現在の検討結

果はVer2.0としてとりまとめた後、公表する計画です。 

また、今後はこれにあわせてJCCS利用ツール開発や

広報などの普及活動も展開する予定です。 

（標準部　研究員　木全知子） 

標準化委員会の成果及び効果（第7回） 

─ 建設情報標準分類体系（JCCS）に関する検討報告 ─ 

JACIC便り 
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２００６.３月号 

JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す

る研究企画に研究助成を実施しています。平成16年度に

は10件の研究助成を実施し、平成16年12月に「第３回研

究助成事業成果報告会」を開催しました。この報告会で

発表されなかった５件の研究について、３月号から順次

研究助成成果概要を掲載します。本号では、広島工業大

学の菅先生の研究を紹介します。 

なお、平成16年度の研究助成成果をまとめた報告書を

ご希望の方は、企画調整部（03-3584-2404）まで連絡く

ださい。 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

第２００４－２号 
地球観測衛星情報を導入したリアルタイム環境・災害

監視用データモデルの構築 

広島工業大学　教授　菅　雄三 

（１）目的 
広島工業大学では、ENVISAT-1/ASAR、 

EROS-A1/NA-30、LANDSAT-7/ETM+、TERRA・ 

AQUA/MODIS、NOAA-15,16,17/AVHRRを対象とした

複数の地球観測衛星データの直接受信処理を実施してい

る。 

本研究では、地球観測衛星情報の特性（空間分解能、

スペクトル分解能、時間分解能、放射量分解能）を考慮

したリアルタイムでの環境・災害監視用データモデルの

構築ならびに国土空間情報としての構築と適用事例につ

いて検討を行った。 

（2）内容 
光学センサ衛星及びマイクロ波センサ衛星データを用

いて、航空写真及び地上での電子平板測量のデータとの

統合処理を試み、広域・地域規模から局所規模に至る多

段階リモートセンシングデータモデルを構築し、データ

特性を生かした画像の生成及び判読について実証した。

その利用分野として環境・災害監視に関する国土空間情

報の構築を行った。 

①広域規模での国土空間情報 

TERRA/MODISによる、2330km観測幅の広域観測に

基づき、雪氷指標画像を生成し、時系列データセットを

構築した。また、流氷の観測にはENVISAT-1/ASARと

の併用が有効であった。 

TERRA・AQUA/MODISデータによる植生の監視で

は、西日本地域の正規化差植生指標画像を生成し、時系

列データセットを構築した。 

②地域規模での国土空間情報 

LANDSAT衛星（185km観測幅）の時系列データを使

用して、土地被覆変化検出画像の生成を行った。変化検

出画像から、海岸線の埋立てや河川の護岸整備、宅地開

発などの土地被覆変化を定量的に計測することが可能で

あった。 

ENVISAT-1/ASARによる水稲のモニタリングでは、

偏波モード（VV/VH）による定期的な観測が生育モニ

タリングに有効であった。 

新潟県中越地震における被災地検出では、全天候型の

マイクロ波センサであるASARの有効性を実証すること

ができた。 

光学衛星によるスマトラ沖地震の被災地検出では、地震・

津波による被災地域を災害後１～３日のデータを用いて

解析し、迅速な被災地情報の提供の可能性を実証した。 

光学系・マイクロ波衛星データによる融合化複合情報

生成では、それぞれの特性を生かしたデータフュージョ

ン処理を行い、視覚的に地表面の判読を容易にすること

ができた。 

③局所規模での国土空間情報 

高分解能衛星画像EROS衛星のステレオ画像による精

密マッピングの可能性について実証した。 

土砂災害や山腹崩壊などの災害現象に対する防災対策

に資するため、実際に被害が発生した地域を対象にして、

衛星リモートセンシングとGISによる災害モニタリング

システム開発を行い、その有効性を実証した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）まとめ 
地球観測衛星データの直接受信処理に基づく、時系列

衛星データセットを構築し、各衛星データの各種分解能

特性を生かした広域・地域規模から局所規模に至る多段

階衛星リモートセンシングデータモデリング手法を提案

し、国土空間情報の構築に関する有効性を明らかにする

ことができた。これにより、地上測量・航空写真・衛星

画像を有機的に統合化した多段階リモートセンシングに

よるデジタルマッピング手法を提案し、リアルタイム電

子国土情報整備のための適用事例について実証を行った。 

平成16年度研究助成成果概要（その1） 

図　斜面崩壊危険度推定・被災地検出・土地被覆変化の３次元 
　　合成画像 
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２００６.３月号 

JACIC　ホームページ　トップ画面　リニューアルオープン 
～更なる情報の活用（使いやすさ）に向けて～ 

JACIC情報81号のご案内 

いつも JACIC ホームページのご利用ありがとうござ

います。 

この度、サービスご利用者様からのご要望として以下

の３点を重点的に踏まえ、平成17年10月１日からリニュ

ーアルオープンしました。 

・JIS X 8341-3に準拠する。 

・現状のメニューをなるべく残すように整理する。 

・ノートパソコンの画面に入る大きさを目指す 

 （800×600ドット）。 

1．はじめに 
平成16年６月20日に「高齢者・障害者等配慮設計指針

－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス－

第3部：ウェブコンテンツ」（JIS X 8341-3）が制定され

ました。 

JIS X 8341-3は、主に高齢者、障害のある人及び一時

的な障害のある人が、ウェブコンテンツを利用する時の

情報アクセスビリティを確保し、向上させるために配慮

すべき事項について規定しています。また、近年「電子

自治体」の進展に伴い、身体の不自由な人や高齢者が社

会への積極的な参加を図るうえで、公共機関のウェブサ

イトは非常に有用な手段になっています。 

現状として、平成17年4月1日以降、JIS規格に準拠し

たホームページにリニューアルした公共機関が急増して

おり、そこで公共の利益を優先する立場にあるJACICも、

JIS規格に準拠したホームページを提供する必然性があ

ると考え、トップページのデザインを作成しました。 

2．デザイン作成にあたって 
ユーザビリティに関して、ユーザビリティ工学の開拓

者として世界的に著名なJakob Nielsen（ヤコブ・ニール

セン）博士の言う「ウェブサイトはデザイン標準に従う

べきである」との提言をもとに、以下のことを心がけ、 

・ページ左上にロゴを配置している。 

・ホームページに検索窓を設けている。 

・訪問済みリンクの色を変化させている。 

・ヘルプ、検索窓はページ右上。 

更に、いち早くJIS対応を実施した各社ページデザイン

も参考としてメニューや各部品を配置しました。 

画面の大きさは、800×600ドットを目指しましたが、

「最新ニュース」が多くなることを考慮し、横幅800ド

ットのみを固定し、縦幅は情報量に応じて変化させる

ようにしました。 

全体デザインはデザイナーのアドバイスを基に、JIS

規格を満足するトップページに仕上げました。 

3．現状分析 
このデザインは完全にJIS規格に準拠しており、「高

齢者・障害者」にとってはアクセシビリティに優れた

デザインとなっています。 

また、最近のウェブサイトの傾向を考慮に入れてい

るため、健常者にとっても違和感を感じさせない画面

となっていると自負しております。 

引き続き、ご利用者様のご要望に沿えるよう、サー

ビスを向上させていく所存でございます。今後とも

JACICホームページのご愛用をお願いします。 

（情報管理部　参事　立花修二） 

データベースは、行政、経済活動、国民生活を支える

重要な情報基盤として確固たる地位を築きつつあります。

国においても「国土建設」から「国土マネジメント」へ

の転換が進められる現状において、国土に関する情報を

マネジメントの対象として捉えモニタリングするととも

に、その成果をデータベース化し効率的な判断に資する

システムがインフラとなって整備が進んで行くと考えら

れます。 

JACIC情報81号では、建設及び他の分野におけるデー

タベースを特集し、これに関する各組織およびJACICに

おける取組みを紹介するとともに、今後を展望します。 

主な内容：①国土交通省におけるＤＢの現状 

　　　　　②国立国会図書館ＤＢ 

　　　　　③科学技術ＤＢ 

　　　　　④検索技術の概要（テキスト、画像） 

　　　　　⑤「データモデル」（新規連載） 

JACIC情報は、１冊1,050円（税込み、送料別）です。

ご購読のお申し込みやお問い合わせは、企画調整部ま

でお願いします。 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 
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２００６.３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。 

■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/

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

ISO9001 登録 

MSA－QS－2368

JACIC news　平成1８年３月１日発行　第三種郵便物認可 

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。 

【公募情報（国・公団等）】   185件 

　【公募情報（地方公共団体）】  739件 

1．はじめに 
　現在、石綿（アスベスト）に起因する健康等に係る被
害が全国的に大きな社会問題となっています。また、今
後、アスベストを使用した建築物の老朽化に伴う立て替
え等により、建築物の解体に伴い発生するアスベスト廃
棄物が増加することが予測されています。 
　こうした背景から、アスベストの処理施設等について
の情報提供が望まれており、JACIC建設副産物情報セン
ターでは、当センターの運営・管理する建設副産物情報
交換システム（COBRIS）での情報提供について検討を
行いました。その結果、COBRISに登録されている処理
事業者の中において、アスベストを取り扱っている処理
事業者のご協力をいただき、昨年10月17日から、
COBRISの加入機関（工事発注者、排出事業者）を対象に、
アスベストの処理施設情報を試験的に提供・掲載するこ
ととしました。 
 
2．情報登録状況 
　掲載開始当時、COBRISに登録されている建設系廃棄
物の処理施設数は、全国で1823施設、この内、アスベス
トを取り扱っている処理施設数は15施設でした。その中 
で、今回の情報提供にご協力をいただいたアスベスト処理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設は9施設となっております。この情報掲載のフォー
マットは図のとおりです。 
 
3．アクセスの状況 
　平成17年10月17日の情報提供開始以来、アスベスト
処理施設情報へのアクセス数は、平成18年１月末現在、
工事発注者で262件、排出事業者（施工業者・解体工事
業者）で515件、合計777件となっております。 
 
 
 
 
 
 
4．おわりに 
　COBRIS登録の中でアスベストを取り扱っている処
理施設が少なく、今回の情報提供も全国で９施設と少
ない中、アクセス数をみると多くの方々にご利用いた
だいております。今後はCOBRISの処理施設だけでなく、
未加入の処理施設にも幅広く情報提供を呼び掛け、情
報登録の充実を図りたいと考えております。 
　また、当センターでは、アスベストの他、土質改良
プラントや建設発生土受入地の情報も試験的に情報提
供しておりますが、社会的ニーズが高いと考えられる
建設副産物の処理施設につきましては、積極的に取り
組んで参ります。 
　今後とも建設副産物情報交換システムを通して、建
設副産物のリサイクルの向上と建設資源循環の推進に
寄与して参りたいと考えておりますので、多くの皆様
のご要望や情報の提供をお願いします。 
 
　（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） 
 
■本件に関する問合せ先 
TEL.（03）3505-0410　FAX.（03）3505-8872 
E-Mail.recycle@jacic.or.jp 
 
■建設副産物情報センターホームページ 
　　http://www.recycle.jacic.or.jp/

石綿（アスベスト）処理施設情報の提供 

図　情報掲載のフォーマット 

組織 
工事発注者 
排出事業者 

合　計 

 
45 
111 

156

 
96 
161 

257

 
57 
101 

158

 
64 
142 

206

 
262 
515 

777

10月 11月 12月 １月 合計 

アクセス数 

2月のニュースから 
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