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１．はじめに

　JACICが平成12年10月に設置した「社会基盤情報標準

化委員会（旧称：建設情報標準化委員会）」では、平成

13年6月に第一次推進計画を策定して以来、3年ごとに推

進計画を策定し、計画的な標準化を進めてきました。平

成22年6月に開催された第21回委員会では、第三次計画の

期間が満了することから、平成25年6月までを計画期間と

する「社会基盤情報標準化推進計画2010-2012」が審議さ

れ、原案通り決定しました。

　そこで、今回は本計画の骨子について、次回は具体的

な標準化課題について紹介します。

２．標準化活動方針

　標準化委員会とCALS/ECの取り組みにより、電子納

品は着実に普及し、膨大な電子成果が毎年蓄積されてい

ます。しかし、CALSが意図した電子成果の共有・再利

用によるコスト縮減や品質向上の効果は必ずしも目に見

える形になっていません。そこで、本計画では、　

1）データや情報の標準化指針だけでなく標準化された情

報の管理方法、利用方法まで視野に入れた一貫性のあ

るEnd to Endな検討を行う。

2）確実に標準化すべき部分、標準化が推奨される部分な

どの区別が明確な、柔軟な適用を可能とする標準を開

発する。

3）標準などを新規に開発するだけでなく、既存のデータ

標準、情報利用･管理環境を柔軟かつ積極的に利用す

ることで、円滑な移行、効果のすばやい見える化を実

現する。

4）地方自治体や民間のニーズを一層積極的に取り入れる

一方で、普及状況や現場での課題・問題点のモニタリ

ングを通じて、確実にフィードバックを得て活動内容

を見直す。あわせて、普及活動も積極的に行う。

ことを、3年間の標準化活動方針としました。

３．社会基盤情報の利活用効果

　このような方針に沿って標準化を推進することで、そ

れぞれの関係者には下記のような効果が期待できます。

1）社会基盤情報が蓄積・活用されることで、国民の安心

安全が向上したり、民間の新ビジネスが創出されます。

2）標準類が実務のニーズに沿って柔軟に適用されること

で、受注者の負担が少ない電子化が達成されます。

3）行政担当者も、蓄積された情報の利用環境が整備され

ることで、アセットマネジメントや災害対応などで、

透明性の高い高度な行政が行えます。

4）蓄積された情報の管理のアウトソーシングや、基盤デー

タを活用したクラウドサービスなど、システム事業者

の活躍の場が広がります。

４．標準化推進体制

　標準化委員会は、これまで中村英夫東京都市大学学長

に委員長としてご指導頂きました。第21回委員会では、

委員会が10年を経過したことから中村委員長から辞意が

表され、後任には柴崎亮介東京大学空間情報科学研究セ

ンター教授にご就任頂くことになりました。また、委員

会傘下には２つの小委員会が設けられ、それぞれの小委

員長も一新しました。

本計画における標準化推進体制は下図の通りです。

推進計画の本文は下記URLからダウンロードできます。

http://www.jacic.or.jp/hyojun/suisinkeikaku2010-2012.pdf

（標準部　部長　秋山実）
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社会基盤情報標準化委員会「第三次成果報告会」開催報告

JACIC便り

報告会の模様

     演題 等    講演者 等 

 開催挨拶 JACIC 門松 武 理事長  

１ インフラの維持管理と情報化 東京都市大学 中村英夫 学長 

２ 電子成果高度利用小委員会活動報告 日本大学 島崎敏一 教授  

３ 図面/モデル情報交換小委員会報告 関西大学 田中成典 教授 

４ 情報連携基盤小委員会活動報告 東京大学 柴崎亮介 教授 

５ 社会基盤情報標準化推進計画2010-2012 JACIC 秋山実 審議役兼標準部長 

 閉会挨拶 JACIC 坪香 伸 理事

成果報告会のプログラム

平成22年７月８日（木）にホテルフロラシオン青山にて、

JACICセミナー「社会基盤情報標準化委員会　第三次成

果報告会」が開催されました。社会基盤情報標準化委員

会（新委員長：柴崎亮介東京大学空間情報科学研究セン

ター教授、事務局：JACIC標準部）が平成22年6月で第

三次推進計画の３年間が終了したため、その成果を報告

するセミナーを開催しました。以下はその報告です。　

　

１．プログラムと各講演の内容

　  講演者は下表の５名です。　

　

１）中村英夫前委員長の講演

　中村前委員長(東京都市大学学長)の講演では、長年の

CALS/ECと標準化の取り組みにもかかわらず、実際の

効果が目に見える形になっていないとして、分野を絞っ

てより具体的な成果を出すべきというお話でした。特に

今後重要となる維持管理分野では、民間の電力会社やガ

ス会社が地中埋設菅の管理に、情報技術をフルに活用し

ていることを事例にあげ、これを参考にすべきであると

いう内容でした。

２）島崎敏一教授の講演

　日本大学島崎教授には、標準化委員会の中で電子納品

の要領基準に関わる小委員会委員長を３期９年間務めて

頂きましたが、その最初の頃の話から経緯を追って話

して頂きました。島崎先生も今回標準化委員会の委員

を退任されることになりましたが、その引退記念に相

応しい９年間のまとめになる講演でした。

３）田中成典教授の講演

　第三期「図面/モデル情報交換小委員会」の寺井達夫

小委員長の代理として、関西大学田中教授に講演をし

て頂きました。田中先生はＣAD製図基準や交換標準

SXFに関連して活動してきた３期９年間の解説をされ

ました。土木の分野で三次元の実用化までには、あと

15年くらい掛かるかも知れないが、検討を続けること

は重要であるとのお話もありました。

４）柴崎亮介教授の講演

　東京大学柴崎教授は、データ利活用における検索機

能の重要性と、その検索機能を支えている技術につい

て説明したあと、第三次の情報連携基盤小委員会の検

討内容を解説されました。

　

５）JACIC秋山実審議役の講演

　平成22年からの３年間に関する委員会の新しい計画

である「社会基盤情報標準化推進計画2010-2012」に関

する説明をおこないました。委員長が交代し新しい体

制になったことや、自治体や受注者のニーズに一層配

慮し、柔軟な要領案を作成するなどの方向性が紹介さ

れました。

　

２．参加人数および参加者の反応

　標準化委員会で活躍された先生方４人の講演が同時

に聞けるというセミナーのためか、当日の参加者は120

名強と会場が満席になりました。講演のあとの質問も

毎回出るなど、充実した内容であったかと思います。

参加者のアンケートからは、大半の方が「参考になった」

「分かりやすかった」という評価を頂きました。

　なお、講演の内容は下記のJACICホームページから

ウェブ・セミナーとして動画が見られます。

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

　また、講演のスライドは下記サイトよりダウンロー

ドできます。ご参照ください。

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

　　　

 　　　　　　（標準部　主任研究員　河内康）
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平成22年度（財）日本建設情報総合センター研究助成決定
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（財）日本建設情報総合センターでは、平成10年度か

ら財団の事業目的に合致した研究企画を対象に研究助成

事業を行っています。平成22年度の研究助成は、応募期

限の6月30日までに33件のご応募をいただきました。学識

経験者を含めた委員で構成される審査会を7月22日に開催

し、18件（内継続2件）を対象に研究助成を実施すること

を決定しました。

　審査会の委員：伊理正夫、大橋正和、月尾嘉男、門松武、

有木久和、梅原芳雄、坪香伸
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 No. 平成21年度研究助成対象者（敬称略） テ　ー　マ　名

芝浦工業大学　工学部　建築工学科
教授　渡辺　洋子

関西大学　総合情報学部
教授　伊藤　俊秀

埼玉大学　地圏科学研究センター
教授　渡邉　邦夫

株式会社大林組　技術研究所　生産技術研究部
　主任技師　古屋　弘　

日本大学　理工学部　社会交通学科
教授　佐田　達典

筑波大学大学院　人文社会科学研究科　
経済学専攻　　　　　　 助教　中林　純　

京都大学大学院　地球環境学堂
准教授　須崎　純一

神戸大学大学院　工学研究科　市民工学専攻
教授　芥川　真一

アジア航測株式会社　総合研究所
技師　山田　秀之

岩手県立大学　ソフトウェア情報学部
講師　窪田　諭　

茨城大学　工学部
教授　横山　功一

金沢工業大学　環境・建築学部　
教授　鹿田　正昭

千葉大学大学院　工学研究科
准教授　平沢　岳人

大阪大学大学院　工学研究科　環境・
エネルギー工学専攻   　 教授　矢吹　信喜

室蘭工業大学大学院　工学研究科
教授　板倉　賢一

立命館大学　理工学部　都市システム工学科
教授　深川　良一

筑波大学大学院　システム情報工学研究科
学長補佐　教授　大澤　義明

東京大学　
准教授　野口　貴文

３D-CADおよびVRによる文化財建造物の復元・再生活用支援

オープンソースGISを用いた地表・地下情報の作成・表示手法及びデータ
ベース化に関する調査研究

人工知能理論を適用した写真測量の精度向上による建設工事及び建設物変
形モニタリング技術の開発研究

シールド工事をモデルとした３次元データを用いた施工管理の研究（特に工
程・コスト管理におけるプロダクトモデルの適用実験）

センサ情報の標準化及び利活用に関する研究

公共工事等の入札データから、入札者の工事積算原価を推計する手法に関
する研究とその応用

写真測量を用いた密集市街地の3次元建造物モデリングのための自動標定
システムの構築

自立型防災監視システムの開発に関する研究

時空間軸をベースとした多様な図面データの効率的な管理モデルの構築に
関する研究

道路維持管理における道路データモデルを核とする時空間情報ポータルの
開発

構造物健全度診断の効率化のための加速度センサＩＣタグ多点観測システ
ムの開発

地上型レーザースキャナーデータ計測の標準化に関する調査研究

Ｄ－ＧＰＳを利用した建築・都市スケールでの拡張現実感システムの開発

３次元レーザースキャナとプロダクトモデルを用いた高精度の建設分野用
屋外拡張現実感技術の開発

トンネルのライフサイクルマネージメントに供するプロダクトデータモデ
ルの研究

全球パノラマ画像を用いた土砂災害情報収集支援ツールおよびその利用に
関する調査研究

道路景観の歴史的再現による快適性の追求
―道路地図データによる山アテ道路の発掘―

温度センサ・姿勢感知センサ付きICタグを搭載した再生樹脂型枠によるコン
クリートの品質管理および型枠の運用管理に関する研究

（経営企画部　上席参事　落合清二）
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コンピューターウイルスの脅威
～ 続 Gumblar（ガンブラー） ～

１． はじめに

　前回、Gumblar（ガンブラー）の概要についてご説明

しましたが、ご理解頂けましたでしょうか。　　　

　今回は、どのような対策をとればGumblar（ガンブラ

ー）の攻撃からサイトを守ることができるかを、WEB

サイト管理者の立場から解説させて頂きます。

２． 管理者情報を守ること

最も基本的かつ重要なことは、WEBサイトの管理者

情報を盗まれないようにすることです。管理者情報とは、

FTPツール等のアプリケーションを利用する際に必要と

なる、「管理者用 ID」、「パスワード」、「IPアドレス」の

ことです。WEBサイトの管理方法として、FTPツール

等のアプリケーションを介して作業するのが一般的ですが、

アクセスを簡略化するために、FTPツール内に管理者情

報を保存しているケースが非常に多いようです。

Gumblar（ガンブラー）の攻撃は、この保存されている

管理者情報を悪意のプログラム可『Kates』注）によって

搾取されてしまうので、FTPツール内には保存しないこ

とが一番の効果的な対策です。

３． アプリケーションの脆弱性をなくすこと

　WEBサイトの管理者が使用するパソコンは、「定期的

なウイルスソフトウェアのアップデート」はもちろんの

こと、「Adobe Acrobat Reader、Flash、IEなどのセキ

ュリティパッチをあてて使用すること」、「WEBブラウ

ザー等にも管理者情報を保存しない」などの対応を施し

て、脆弱性をなくさないといけません。悪意のプログラ

ム『Kates』は、このようなアプリケーションの脆弱性

を利用してプログラムを実行します。常時、最新パッチ

を適用していれば、プログラムの実行を防ぐことができ

ます。また、悪意のプログラム『Kates』はレジストリ

に埋め込まれたりもしますので、レジストリのバックア

ップを定期的に実施しておくことも重要です。

４． サーバ側で対策すること

　サーバ側の対策で基本的なものは、複数のファイルの

正常な状態をバックアップして別のどこかに保存しておき、

定期的にファイル数やファイルの中身を比較する方法です。

管理者が更新していないにもかかわらず変化があった場

合は、詳細にファイルの中身を調査します。Linux OS

の場合は、diff コマンド等比較するのに便利なコマンド

がありますので、これらを使用するといいでしょう。　

次に、FTPアカウントにアクセス制御を施す対策もあ

ります。これは、サイト管理用アカウントを利用したア

クセス制御です。方法はいろいろとありますが、ファイ

ルを直接上書きできないよう、トップフォルダやファイ

ルにアクセス制御を施します。これにより、WEBサイ

トのページを直接上書きされたり、管理フォルダに悪意

のスクリプトファイルが置かれることを防ぐことができ

ます。運用面では、更新作業の度にパーミッションを許

可することになりますが、Gumblar（ガンブラー）の攻

撃以外にも、ファイルの改ざん等を防ぐ意味で一番確実

な方法と言えます。

　

５． まとめ

　Gumblar（ガンブラー）対策としましては、これら以

外にもいろいろな対策方法があり、市販ソフトウェアも

販売されていますが、一番大事なことは、普段管理者が

使用しているパソコンの運用面を見直すことです。まず、

この基本的な対策を実施することによりサイトを守るこ

とはできるはずです。

注)　Kates (カテス )：トロイの木馬型の感染不正プログラム

　（システム高度化研究部　主任研究員　足田安司）

FTPツールを利用したサイト管理の仕組み
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コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成22年5月～7月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年 5月～7月）は次のとおりです。

第12回建設情報研究所研究発表会開催のご案内

● コリンズ 
コリンズの登録件数（契約額500万円以上） 

国の機関 

地方公共団体 

国の機関 

地方公共団体 

● テクリス 
テクリスの登録件数（契約額500万円以上） 

 5月 6月

（　）：前年同月比

（経営企画部　参事　矢田敬）

（　）：前年同月比

コリンズ登録件数前年同月比較(契約額500万円以上) テクリス登録件数前年同月比較(契約額500万円以上) 
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1.0
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0.6
5月 6月 7月

前
年
同
月
比

国の機関 地方公共団体 国の機関 地方公共団体

5月 6月 7月

前
年
同
月
比

645
(0.75)

1,029
(0.72)

6,805
(0.95)

15,126
(0.96)

 5月 6月

949
(0.66)

994
(0.69)

1,476
(0.83)

2,819
(0.86)

7月

1,430
 (0.65)

21,152
(0.93)

7月

1,263
(0.67)

3,862
(0.96)

JACICでは、当センターの研究活動等の成果について、

賛助会員の皆様をはじめ関係各位、また広く一般の皆様

を対象に毎年発表会を開催しており、本年は第12回建設

情報研究所発表会として下記のとおり開催いたします。

つきましては、多くの皆様のご参加をいただきますよ

うご案内申し上げます。尚、参加費は無料です。

記
開催日：平成22年 10月 27日（水）13:00～ 17:00

場　所：ホテルはあといん乃木坂　フルール（Ｂ１Ｆ）

参加申込方法その他詳細につきましてはJACICホームページ（http://www.jacic.or.jp/）
をご覧下さい。

部署名  発表テーマ （案）

標準部 

・社会基盤情報標準化推進計画2010-2012 
・自治体における電子納品要領の相違の分析 
（JACIC/LCDMレジストリの活用事例として） 
・アジア建設IT円卓会議とデータブック 

建設コスト研究部 ・地方公共団体向け積算システムの現状 

システム高度化研究部 ・建設副産物情報交換システムの改良 

CALS／EC部 
・工事情報共有システムの普及促進 
・３次元データの利活用展望  

コリンズ・テクリスセンター ・新しいコリンズ・テクリスの紹介（特別発表）

（経営企画部　参事　矢田敬）

1,430
0.65
21,152
0.93

1,263
0.67
3,862
0.96
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「Ｇ空間ＥＸＰＯ」に出展します 
2010年9月19日（日）、20日（月・祝）、21日（火）の3日間、

パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい1-1-1）にて、

「G空間EXPO“いつ・どこ情報”で暮らしが変わる、未

来を創る」が開催されます。JACICは、この「G空間EXPO」

に出展し、GISやCALS/ECへの取組みなどを紹介し、来

場される方々へ「JACICが支える“G空間”」の理解を深

めていただこうと思います。

さて、「G空間」や「G空間社会」とは、どういう空間、

社会なのでしょうか。現在、ほとんどの方は携帯電話を

お持ちです。携帯電話ひとつ持っていれば、自分の今い

る場所や、自分の周りのさまざまな情報を知ることがで

きます。このように、「いつでも、どこからでも、場所（位

置）に結びつけられた必要な情報を自由に使える社会」、

また、「この場所（位置）に結びつけられた情報に、さ

まざまな情報を組み合わせることによって、便利で有益

なサービスを受けることができる社会」、これを「G空間

社会」といいます。

例えば、“電車に乗り遅れてしまった。友達との待合わ

せ場所に間に合うかな？”と思ったとき、携帯電話の路

線検索を使って、電車の「いつ、どこ」情報から、最適

な乗換えを知ることができます。また、“空の雲行きが悪

いな。雨が降るかな”と思ったら、天気予報の人工衛星

や観測所のデータから、雲の「いつ、どこ」を予測する

ことができます。このように、「いつ、どこ情報」、つ

まり、｢地理空間情報｣は、あらゆる場面で利活用されて

います。

では、「G空間」とJACIC事業のコアである「建設情報」

とはどのようにと結びついているのでしょうか。国土交

通省では、組織間、事業段階間で公共事業に関する情報

の交換、共有、連携を図り、コスト縮減、品質確保、事

業執行の効率化を目指すため「CALS/ECアクションプ

ログラム」を策定しています。このプログラムの実現に

向けて、道路、河川、港湾、空港等の公共事業において、

設計・工事成果の高度利用や、情報化施工などが進めら

れています。

JACICはG空間EXPOへ次に示す内容を展示する予定

です。

●CALS/EC

最近、進展の著しい3次元技術に力点を置いた

CALS/ECの現状を紹介します。

●災害復旧効率化支援ソフト『Photog-CAD』

公共土木施設災害復旧事業は、二次災害防止や地域活

動の早期復旧等の観点から、迅速かつ効率的に進めるこ

とが求められています。

近年の写真測量やCADのコンパクト化・効率化は目

覚ましいものがあり、電子化も急速に普及されてきてい

ることから、デジタルカメラを用いた写真測量技術と

CADを融合したシステムをご紹介します。

　

●建設副産物情報交換システム

JACICは、工事発注者、排出事業者、処理事業者の声

を聞き、建設副産物の適正処理・再利用に係る情報提供

及びシステム改良、普及活動を行っている唯一の機関と

して、建設リサイクルに関するリアルタイムな情報を効

率的に利用できるシステムをご紹介します。

「G空間EXPO」では、こども達にも分かる、楽しい

展示が紹介されます。皆様、奮ってご参加ください。

G空間EXPO公式Webサイトへはwww.g-expo.jpまたは、

JACICのホームページの以下のバナーをクリックしてく

ださい。

（システム高度化研究部 主任研究員 大谷弘泰）

GISコーナー

http://www.g-expo.jp/inquiry.htmlより

G空間社会のイメージ

Photog-CADの対応点計測画面



２０１０.９月号

東北地方センタ－活動報告

－7－

　JACIC東北地方センタ－ではコリンズ・テクリスの

登録等における問い合わせや操作講習会、CALS/EC推

進のための電子納品講習会等を実施しております。

　今回は「ＥＥ東北 '10」、「東北地方コアシステム会議」

などについて紹介いたします。

■「ＥＥ東北 '10」への出展

建設事業に係わる新材料・新工法その他、時代のニーズ

に対応して開発された新技術を公開し、その普及を図る

ことにより、技術開発を促進するとともに、良質な社会

資本の整備を通じて地域の発展に寄与することを目的に

「EE東北 '10」（主催：ＥＥ東北実行委員会）が6月2, 3日

の2日間夢メッセみやぎ（仙台市宮城野区）で開催され

ました。

　東北地方センターでは災害復旧業務の効率化・迅速化

を目的とした「災害復旧効率化支援システム（Photog-

CAD）」、資源リサイクルの推進や資源の循環活用を図

るための「建設副産物情報交換システム」並びに

「CALS/EC理解度チェックソフト」を展示しました。

　

展示ブースの状況

当ブースへは２日間で190名の来場者があり、各システ

ムの操作を体験していただきました。来場者からはシス

テムの概要、導入のメリット及び導入実績などについて

の質問をお寄せいただきました。

■「東北地方コアシステム会議」の開催

　この会議は電子入札コアシステムを採用、又は採用を

予定している東北地方の公共機関間で、コアシステムに

関する情報交換を行い、より利便性の高い開発や運用に

資する事を目的に設立されております。

　前回までは北海道と合同で開催しておりましたが、参

集範囲が広いことなどから、今年度より北海道及び東北

地方においてそれぞれ開催することにしたものです。　

　第6回目の会議となった今回は7月21日に仙台市内にて

開催され、東北地方の県、市など７団体が参加しました。

会議では、各団体から電子入札システムの運用状況の紹

介、各種の質問並びに情報交換などを行いました。

コアシステム会議の状況

■「平成22年度RCCM資格試験受験準備講習会」の開催

　この資格制度は、平成3年に創設されたもので、試験

に合格した後、５年以上の実務経験によって設計業務等

共通仕様書で規定している ｢管理技術者｣ となる道が開

かれております。

　昨年度に引き続きRCCM資格試験受験者のための講

習会を平成 22年８月３日に東京エレクトロンホール宮

城（仙台市青葉区）で開催しました。　

（東北地方センター　センター長　田中正人）

地方便り
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会員情報の変更は下記のURLにアクセスして下さい。
http://www.jacic.or.jp/henkou.htmlお知らせ
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■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
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JACIC news　平成２２年９月１日発行　第三種郵便物認可

JACIC情報99号のご案内

登録部門：電子入札施設管理センター

e-BISCコーナー

項　目 質　問 回　　　答

システム
共通

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

国土交通省電子入札システ
ムの画面を表示したまま放置
し、しばらく経ってから操作し
ようとしたところ「ログインされ
ていないかセッションタイムア
ウトしました。セッションから必
要な情報を取得できませんで
した。再度処理を実施してく
ださい。」と表示されました。

認証局より提供される「環境
設定ツール」ではどのような
設定が行われるのですか。

国土交通省電子入札システムではサーバへ最後に通信を行ってから1時間以上操作をし
なかった場合にログイン状態が解除されます。このときに操作を続行しようとすると当該メッ
セージが表示されますので、ブラウザを再起動し国土交通省電子入札システムにログイン
し直してから引き続きの操作を行ってください。

環境設定ツールでは、接続先の発注機関アドレスに関するJava環境ファイル（.java.policy）
の設定を行います。国土交通省電子入札システム向けの設定を行う場合には、下記の4つ
のアドレスの追加と環境設定が行われます。
 https://e2odw.e-bisc.go.jp/CALS/　　 http://e2opn.e-bisc.go.jp/CALS/
 https://e2acc01.e-bisc.go.jp/CALS/     http://e2opc01.e-bisc.go.jp/CALS/ 
認証局の仕様によっては、発注機関アドレスの入力を求められる場合があります。その場
合には上記アドレスを入力し、その各々について環境設定を行ってください。

なお、環境設定ツールの詳細についてはご利用の認証局にご確認ください。

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
応札者からの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

特集：グリーンイノベーション

　昨年12月に閣議決定した「新成長戦略（基本方針）」

では、グリーンとライフの 2つの分野での戦略的なイ

ノベーションによって、輝きのある日本を取り戻す成

長戦略を掲げています。この一つ目の「グリーンイノ

ベーションによる環境・エネルギー大国戦略」では、

蓄電池や次世代自動車、火力発電所の効率化、情報通

信システムの低消費電力化など、我が国のトップレベ

ルの環境技術を普及・促進し、世界ナンバーワンの「環

境・エネルギー大国」を目指すとしています。

　本特集では、「グリーンイノベーションによる環境・

エネルギー大国戦略」について解説するとともに、建

設分野での環境関連の取り組み、JACICの建設リサイ

クルへの取り組み等を紹介します。

主な内容

①巻頭言：（独）国立環境研究所　安岡 善文　理事

②特別寄稿：内閣府

③国の取組み：文部科学省 ,総務省 ,経済産業省

④国土交通省の取組み

⑤各組織の取組み：豊田市　他

⑥JACICの取組み

　JACIC情報は、1冊1,050円（税込,送料別）です。ご購読

のお申し込み、お問い合わせは、総務部（Tel.03-3505-2981）

までお願いいたします。

（経営企画部　参事　矢田敬）


