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国土交通省は、令和2年9月30日、社会資本整備審議会
環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会　建
設リサイクル施策検討小委員会の審議を経て、「建設リ
サイクル推進計画2020〜「質」を重視するリサイクルへ
〜」を策定しました。本文では、その概要を紹介します。

1．建設リサイクル推進計画の概要
（1）建設リサイクル推進計画とは

建設リサイクル推進計画は、建設副産物のリサイクル
や適正処理等を推進するため、国土交通省における建設
リサイクル推進に向けた基本的な考え方、目標、具体的
施策をとりまとめた計画です。

これまで1997年、2002年、2008年、2014年の4回策定
され、今回は5回目の計画となります。
（2）建設リサイクル推進計画2020のポイント
①維持・安定期に入ってきた建設副産物のリサイクルに
ついて、今後は「質」の向上が重要な視点です。推進計
画では、より付加価値の高い再生材へのリサイクルを促
進するなど、リサイクルされた材料の利用方法も記載さ
れています。
②建設副産物の再資源化率等に関する2024 年度達成基
準値を設定して、建設リサイクルを推進することとして
います。
③新規施策として、「廃プラスチックの分別・リサイク
ルの促進」、「リサイクル原則化ルールの改定」、「建設発
生土のトレーサビリティシステム等の活用」に取り組む
こととしています。
④これまでの推進計画では本省と地方で分かれていまし
たが、計画を統廃合して一つの計画となっています。
（3）計画期間・目標設定

計画期間は、最大10年とし、必要に応じて見直しする。
2024年を目標設定年度とし、今後5年間を目途に施策を
推進することになっています。

2．「質」を重視するリサイクルへ
（1）背景

国土交通省では、これまで建設リサイクルや建設副産
物の適正処理を推進するため、建設リサイクル推進計画
を定期的に策定し、各種施策を展開した結果、建設廃棄
物のリサイクル率は、1990 年代は約60％程度だったも
のが、2018 年度は約97％とほぼ100％に近い数字となっ
ています。

1990 年代から2000 年代のリサイクル発展・成長期か
ら、維持・安定期に入ってきたと考えられ、今後は、リ
サイクルの「質」の向上が重要な視点となります。
（2）リサイクルの「質」の向上に係る具体例

より付加価値の高いものへのリサイクルの一事例とし
て、アスファルト・コンクリート塊を再生砕石としてリ
サイクルするのではなく、再生アスファルト合材に再生
することが挙げられています。

3．各品目の目標設定
これまでの推進計画では建設廃棄物の再資源化率等は

大幅に向上しており、より高い数値目標の設定は困難で
す。

ニュースと解説

建設リサイクル推進計画2020
〜「質」を重視するリサイクルへ〜

品目 指標 2018
目標値

2018
実績値

2024
達成基準値

アスファルト・
コンクリート塊 再資源化率 99％以上 99.5％ 99％以上

コンクリート塊 再資源化率 99％以上 99.3％ 99％以上

建設発生木材 再資源化
・縮減率 95％以上 96.2％ 97％以上

建設汚泥 再資源化
・縮減率 90％以上 94.6％ 95％以上

建設混合廃
棄物

再資源化
・縮減率 60％以上 63.2％ －

排出率 3.5％以下  3.1％ 3.0％以下

建設発生土 有効利用率 80％以上 79.8％ 80％以上
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ニュースと解説
したがって、本計画からは平成30年度副産物実態調査

の実績が95％を超える品目については再資源化率等の維
持を目指すことを基本とし、これまでの「目標値」にか
えて「達成基準値」を設けることとされました。

4．主要課題
主要課題と取り組むべき施策は以下の通りです。

①建設副産物の高い再資源化率の維持等、循環型社会形
成へのさらなる貢献
・建設混合廃棄物の現場分別の徹底
・廃プラスチックの分別・リサイクルの促進
・官民マッチングシステムの利用
②社会資本の維持管理・更新時代到来への配慮
・建設リサイクルガイドラインの改定
・リサイクル原則化ルールの改定
③建設リサイクル分野における生産性向上に資する対応
等
・建設副産物に係る情報交換システム（COBRIS）と電
子マニフェストの連携
・建設発生土のトレーサビリティシステム等の活用

5．�電子マニフェストと建設副産物情報交換システム
（COBRIS）との連携
推進計画では、再生資源利用計画書・実施書及びマニ

フェスト届出情報の活用により、毎年の建設副産物物流
のモニタリングを民間も含めた受発注者と連携して実施
することとしています。

国土交通省では、平成29年度から関係機関からなる勉
強会を開始し、電子マニフェストとJACICが運営してい
るCOBRISとの連携方策を検討しています。今年度は、
電子マニフェストデータを変換ツールによりデータ変換
し、COBRISに入力する試行を行っており、JACICはこ
の取り組みに協力しています。

6．建設発生土の官民有効利用
建設発生土は、JACICが運営する建設発生土情報交換

システムを活用して、発注機関間の有効活用が図られて
きました。

推進計画では、これらの取り組みに加えて、官民一体
となった発生土の相互有効利用のマッチングを強化する
ためのシステム（建設発生土の官民有効利用マッチング
システム）へ、民間も含めた受発注者の参画を働きかけ
ることとしています。

このシステムは、平成27年度に試行を開始して以来、
JACICが運営を担当しています。

（出典：建設リサイクル推進計画2020シンポジウム概要集）

7．おわりに
JACICでは、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運用等を通じて、建設リサイクル
の推進に務めてまいります。今後とも、皆様のご支援・
ご協力をお願いいたします。

（参考文献）
・国土交通省記者発表資料　建設リサイクル推進計画
2020〜「質」を重視するリサイクルへ〜の策定について　
令和2年9月30日
・建設リサイクル推進計画2020　国土交通省
・建設リサイクル推進計画2020シンポジウム概要集

（建設副産物リサイクル広報推進会議HP）
 （建設副産物情報センター長　石川　浩）

（出典：建設リサイクル推進計画2020シンポジウム概要集）
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BIM/CIMコーナー

1．はじめに
国土交通省は、2017年3月に「第4期国土交通省技術基

本計画」として、国土交通省における技術政策の基本方
針と2017〜2021年度の5年間で実施すべき重要な取り組
みを公表しました。その中で、計画の3本柱のひとつと
して「人を主役としたIoT、AI、ビッグデータの活用」
が謡われています。数回に渡ってAIについて紹介して
きましたが、今回は「ビックデータ（Big Data）」に視
点を当てて紹介します。

2．ビッグデータとは
（1）定義

ビッグデータに明確な共通定義がないのが現状です
が、一般的には、インターネットの普及とIT技術の進
化によって生まれた、これまで企業が扱ってきた以上に、
より大容量かつ多様なデータを扱う新たな仕組みを表す
ものと定義されているようです。

デジタル化の更なる進展やネットワークの高度化、ま
たスマートフォンやセンサー等IoT関連機器の小型化・
低コスト化によるIoTの進展により、スマートフォン等
を通じた位置情報や行動履歴、インターネットやテレビ
の視聴・消費行動等に関する情報、また小型化したセン
サー等から得られる膨大なデータ、すなわちビッグデー
タを効率的に収集・共有できる環境が実現されつつある
ことには間違いはないでしょう。
（2）特性

ビッグデータは、データの「量（Volume）」「種類
（Variety）」「発生頻度・更新頻度（Velocity）」の3つの
Vから表されます。換言すると、多様性、多種性、リア
ルタイム性という特徴があるとも言えます。

2000年初頭に定義された3 Vですが、最近になって新
たなVとして「価値（Value）」が追加されました。
データには固有の価値があります。その価値が発見さ
れなければ意味がなく、信頼性の高いビッグデータに価
値を見出すことが重要となります。そのためには、蓄積・
活用・組み合わせ等により新たな価値を創造することが
必要です。

3．知識獲得の基盤となるビッグデータ
（1）ビッグデータとAI

ビッグデータとAIは互いに密接な関係にあります。
AIは大量のデータや知識があって初めて価値を生むこ
とができることから、ビッグデータとAIはセットで考
える必要があります。

従来の技術では、膨大なデータの管理や保管は難しい

ものがありました。しかし、AIの中でも機械学習や
ディープラーニングの発展により、従来不可能とされた
膨大なデータの管理や解析が可能になったことにより、
企業が持っている大量のデータも効率よく分析し整理
し、有用なデータのみを抽出できるようになっています。
特に、2012年にディープラーニングが登場して以来、画
像認識の精度が向上し、従来だと人が手を動かしていた
画像や音声などのビッグデータの分析・整理もコン
ピュータにより実施できるようになっています。
（2）サイバーフィジカルシステム

情報のサイバー空間が拡大する一方で、2000年代には
データ増大に関して別の動向も顕在化しました。IoTや
サイバーフィジカルシステム（Cyber-Physical System：
CPS）と呼ばれる物理空間とサイバー空間の情報を連携、
融合させる動きです。これにより物理空間の多種大量の
センサー計測データがサイバー空間へともたらされ、新
サービスに使われるようになってきています。また、実
世界（フィジカル空間）にある多様なデータをセンサー
ネットワークで等で収集し、サイバー空間で大規模デー
タ処理技術等を駆使して定量的な分析・知識化を行い、
そこで創出した情報・価値によって、より高度な社会を
実現するために「あらゆる社会システムの効率化」「新
作業の創出」「知的生産性の向上」を図っていくものです。

これまで実現できなかった「部分最適」から「全体最
適」へ向かうアプローチであり、データの収集・蓄積・
解析により得られた解析結果を実世界へフィードバック
する一連のサイクルについて社会規模での実現を目指す
サービスおよびシステムです。

4．ビッグデータの活用
インフラ関係でのビッグデータの活用は、橋梁にセン

サーを取り付けて振動や歪の計測データにより劣化を早
期に検知する、道路に設置したセンサーやETCなどか
ら得られた交通量データから渋滞緩和を図る等、様々な
場面で取り組みが始まっています。

BIM/CIMにおいても3次元モデルや属性データ、各プ
ロセスに纏わる各種データがビッグデータとしての有効
活用として期待できるところです。

主な参考資料
・平成25年度版、平成29年度版　情報通信白書
・AI白書2017
・OCF CIMセミナー2017資料

 （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その58）
―�ビッグデータの活用�―
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社会基盤情報標準化委員会（以下、「委員会」といい
ます。）は2000年に設置されて以来、建設分野の情報化
を進めるため、情報の標準化に関する活動を行ってきま
した。

2013年度からはCIM（Construction Information 
Modeling/Management） や ビ ッ グ デ ー タ の 活 用 等、
ICTの先端技術を取り入れた近年の新たな社会情勢への
機動的な対応や、広範囲にわたるテーマへの取り組みを
実施するため、建設生産・管理システムの標準化に係わ
る検討テーマに合致する検討テーマを公募し、小委員会
として活動していただいています。

現在、2021年度開始の小委員会活動として、以下のと
おり公募しています。

■�公募期間：2021年2月5日（金）〜2021年4月28
日（水）

1．小委員会の活動期間
活動期間は、小委員会検討テーマ採択決定（2021年6

月下旬〜7月上旬ごろ）の翌日から2023年6月末（約2年）
とします。なお、委員会が小委員会検討テーマを採択し
てから1か月以内に実施活動計画書を提出してください。
また、委員会にて活動成果の報告を行い、委員会の承認
を経て小委員会活動は終了となります。

2．小委員会への活動支援金
一つの小委員会に対して、上限を300万円とする活動

支援金を交付します。
活動支援金は、原則として着手時に検討費用予定額の

50％を、委員会が活動の終了を認めた時点で残額を交付
します。

3．小委員会検討テーマの応募事項
検討テーマは、以下の①、②又は③を実現し、もって

建設分野全体の生産性向上を図る趣旨に則った、社会基
盤情報標準化活動に関連した検討テーマです。
① 「円滑な電子データの流通基盤の構築」に関するテーマ
　⇒ データ流通のためのデータ交換標準の整備に関する

テーマを指します。
（例）・建設関係データのコード体系の標準化
　　・契約形態とBIM/CIMの活用に関する標準化
　　・ 土木分野の3次元データを他分野のデータと連携

するための標準化
　　・3次元データの取得技術に関する標準化

　　・3次元データ納品形式に関する標準化
　　・オンライン電子納品に関する標準化
　　・2次元図面の3次元データ化に関する標準化
②「統合的な電子データ利用環境の創出」に関するテーマ
　⇒データの利活用に関するテーマを指します。

（例）・ クラウド等新たな技術の3次元データ管理システ
ムへの活用方法

　　・建設プロセスを跨いだデータ連携・活用方法
　　・3次元電子納品データの活用
　　・ IoT/AIの土木分野への適用方法（AIとBIM/CIM

の連携方法など）
　　・土木分野での4D、5Dデータの活用方法
　　・BIM/CIMデータの維持管理段階での活用方法
　　・ 360度カメラやAR・VR等の映像技術の建設生産・

管理システムの活用方法
③その他、建設生産・管理システムの効率化・高度化に
資するテーマ

これまでの採択状況は、2013年度は5件、2014年度は3
件、2015年度は3件、2016年度は1件、2017年度は2件、
2019年度は4件採択、2020年度の採択はありません。

昨年度（2020年度）の社会基盤情報標準化委員会は、
下図のとおり委員会、特別委員会のほか、4つの小委員
会を設置して検討を進めて参りました。

4．応募に関するご案内
JACICホームページで申請方法、申請書類など詳細を

掲載しています。ご高覧いただき、ご応募ください。
2021年度　社会基盤情報標準化委員会　小委員会検討

テーマに対する公募案内：
https://www.jacic.or.jp/hyojun/2021shouiinkai_oubo.html

 （建設情報研究所　総括首席研究員　下山泰志）

2021年度社会基盤情報標準化委員会 
小委員会検討テーマの公募

JACICからのお知らせ

https://www.jacic.or.jp/hyojun/2021shouiinkai_oubo.html


■編集・発行
〒107-6114　東京都港区赤坂5丁目2番20号　赤坂パークビル14階
TEL.（03）3505-2981〈代表〉　FAX.（03）3505-0414
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/about/syozai/syozai.html
JACICホームページ　 一般財団法人 

編集・構成　日本印刷㈱
電話　03-5911-8660

http://www.jacic.or.jp/
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はじめに
九州地方センターは九州7県及び沖縄県のエリアを担

当し、JACICが提供している建設関係のシステムに関す
る受発注者への利用促進及びフォローアップを行ってい
ます。今回は、九州地方センターが関係した主要な取組・
支援など、最近の活動についてご紹介します。

■「九州建設技術フォーラム2020」への出展
令和2年10月20・21日、福岡国際会議場において「九

州建設技術フォーラム2020」が開催され、6月1日からサー
ビスの提供を開始した「JACICクラウド」についてブー
ス展示及びプレゼンテーションを行いました。

JACICのブースでは、JACICクラウドに関するパネル
展示、パンフレット配布、モニターでの動画展示ととも
に自身のスマートホンを用いてサイバー空間での仮想実
体（VR画像）である統合モデルや360°カメラで撮影し
た画像を体験して頂き“DX 時代の新しい仕事の仕方の
提案”について紹介しました。

また、JACICクラウドを活用し、プレゼンテーション
会場からのブースのモニターへの映像配信、フォーラム
会場とJACIC本部（東京）間で展示を見ながらの意見交
換など、新たな取り組みも行いました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として、例
年より出展ブース数が約半分になるなど、密を避ける対
応をとりながらのフォーラムの開催ではありましたが約
2,500名の来場者がありJACICのブースにも多くの方に
ご来場頂き、ありがとうございました。

【JACICの展示ブースの様子】

■九州地方整備局主催の「BIM/CIM研修」の支援
建設プロセスにおいてBIM/CIMを活用・普及するた

めには、発注者のBIM/CIMへの理解とクラウド技術等

に関するICTの知識等の習得が求められており、その支
援の一環として、九州地方整備局主催の「BIM/CIM研修」
の講師を行いました。

令和2年9月23日に開催さされたⅠ期研修は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の対応として、JACIC本部か
らリモートでの講義となりました。また、11月30日に開
催されたⅡ期研修は、九州技術事務所の研修所で行われ、
受講生と対面し反応を直接感じ取ることができ、改めて
コミュニケーションをとる上での対面の優位性とともに
リモートの利便性を感じました。

【尾澤理事による研修の様子】

■「令和2年7月豪雨」の被災地の対する支援
7月3日から7月31日にかけて、熊本県を中心に九州や

中部地方など日本各地で発生した集中豪雨では、球磨川
流域等を中心に甚大な被害を受けました。

JACICでは、被災地域を対象に①工事・業務実績情報
システム、②建設副産物情報交換システム、③建設発生
土情報交換システム、④JACICクラウド（ルーム機能）
による情報共有システム、⑤360°画像情報共有システム
の無料提供を行う支援メニューを策定し、九州地方整備
局の協力を得て被災地の地方公共団体へお知らせを行い
ました。引き続き、被災地の支援に取り組むとともに災
害復旧等が進み、一日も早い復旧復興を願っています。

おわりに
JACICでは、国土交通省のi-Construction推進の支援

の一環として、「JACIC i-Conチャレンジ戦略」に基づ
き仕事の仕方の改革を提案し、令和2年6月から「JACIC
クラウド」のサービスの提供を開始しています。興味の
ある方は、是非お問い合わせください。

 （九州地方センター長　村上　博）

九州地方センターの活動
地方便り
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