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来年4月23・24日の両日、東京の京橋スクウェアガー
デンにて、国際会議ICCBEI2015（第2回）が開催されま
す。JACICは「JACICセッション」という一般向け無料
セッション（同時通訳あり）を、その中で運営・担当す
る予定です。
1．ICCBEIとは、

ICCBEI（International Conference on Civil and 
Building Engineering Informatics;土木建築情報学国際
会議）とは、アジアの研究者と一緒に「土木建築情報学」
の必要性について広くアピールしていこうという趣旨に
基 づ き2013年 に 設 立 さ れ た 国 際 会 議 で す。 主 催 は
AGCEIというグループと日本の土木学会土木情報学委
員会の共同です。このAGCEI（Asian Group of Civil 
Engineering Informatics）には、6人の東アジア各国地
域の大学教授が参加しており、委員長には日本の大阪大
学大学院の矢吹信喜教授が選ばれ、JACIC理事長もその
メンバーとなっています。

また　「土木情報学」とは土木の世界に必要な情報技
術を学問的に体系化し教科書を作り、大学での新しい講
座開設を目指す新しい学問領域です。
2．JACICセッションとは、

ICCBEI国際会議は、アカデミックな世界をベースに
していますが、現実の建設産業や行政との接点を考え、
日本の建設産業関係者が国際会議の場で活躍できるよう
にサポートすることも、JACICは使命のひとつと考えて
います。そのため国際会議の中で、ひとつインダストリ
アルセッションを持ち、それを提供・運営することで
JACICの役割を果たしたいと考えています。これが

「JACICセッション」です。そのため日本の現状を紹介
することも多くなっています。このJACICセッションは、
通常英語だけで行われる国際会議の中で一般の聴講者も
参加出来るように、この部分だけ無料で同時通訳も入れ
た形にしようと計画しています。
3．会議のプログラム概要

2015年のICCBEIも昨年の第1回の会議同様以下のよう
なプログラムになる予定です。

○第一日　　開会セレモニー
　　　　　　基調講演
　　　　　　「JACICセッション」
　　昼食　
　　　午後は3つのパラレルセッション

　　　夕方は、バンケット
○第二日
　　　基調講演
　　　午前のパラレルセッション
　　昼食
　　　午後のパラレルセッション
　　閉会式（論文表彰も行う）
4．JACICの論文参加

JACICでは、職員の国際会議への論文参加を奨励して
おり、今回も6名程度が参加する予定です。
5．スポンサー募集中

会議事務局では、会議に賛同し、あるいはブース展示
を目指す人をスポンサーとして募集しています。

詳しくは、以下のサイトを参照下さい。
http://www.iccbei.com/pages/sponsors.html
JACICセッションに関しては、今後もお知らせしてい

く予定です。
※ICCBEIに関連するサイト

http://www.iccbei.com/　
http://www.jacic.or.jp/kouryu/index.html　
※ICCBEIに関する、JACICのこれまでの記事

・JACIC情報109号
http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
・JACICnews 2013年12月・10月・6月号
http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/

昨年第１回のJACICセッションの模様

　（国際PTメンバー、経営企画部次長　河内康）

2015年4月東京で国際会議（ICCBEI2015）
～JACICセッション（無料聴講）もあり～

ニュースと解説

http://www.iccbei.com/
http://www.jacic.or.jp/kouryu/index.html
http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/
http://www.iccbei.com/pages/sponsors.html
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JACICセミナー広島「建設情報分野の新しい動き2014」
開催報告

平成26年度第1回JACICセミナーは、平成26年9月4日

（木）広島市の「KKRホテル広島」にて以下のプログラ

ムで開催されました。テーマは「建設情報分野の新しい

動き2014」で、現在話題になっている国土交通省のCIM

（Construction Information Modeling）をはじめ社会基

盤情報標準化委員会の活動、JACICが開発した災害査定

申請用のソフトPhotog-CAD（フォトジーキャド）など

を題材に選びました。中国地域の地方公共団体や、測量

会社・コンサルタント・建設会社等から125名の方にご

参加いただきました。

セミナーのプログラム

開会挨拶（坪香　伸　JACIC　理事）

1．�国土交通省におけるCIMの取組みについて（本村信

一郎　国土交通省大臣官房技術調査課　係長）

2．�東日本大震災における施工確保対策と積算システム

の対応について（千葉勝義　仙台市都市整備局技術

管理室　係長） 

3．�写真を使った3次元測量についてPhotog-CAD 

 （満田広司　JACICシステムエンジニアリング部　参事）

4．�Photog-CADによる災害査定（錦織豊　国土交通省中

国地方整備局企画部　工事品質調整官）

5．�社会基盤情報標準化委員会の最近の活動について 

（小出正則　JACIC審議役）

閉会挨拶（小出正則　JACIC審議役）

（司会進行：井山聡　JACIC経営企画部　部長）

1．国土交通省のCIM

国土交通省の本村係長からは、CIMの制度検討会およ

び技術検討会の活動状況や、CIMモデル事業とその試行

効果、検証結果についてご報告いただくとともに、新たな

動向等を踏まえた課題検証について解説いただきました。

2．�東日本大震災における施工確保対策と積算システム

の対応

仙台市の千葉係長からは、仙台市発注工事における入

札状況の報告、ならびに施工箇所が点在する工事、労働

者確保、復興歩掛など震災に対応した積算方法の紹介が

ありました。

3．Photog-CADについて

Photog-CADは、JACICが開発した災害査定申請用の

ソフトで、デジタルカメラを利用することにより簡易に

土量等の数量が出せるものです。この基本的な機能につ

いてJACIC満田参事から解説があり、これを受けて中国

地方整備局の錦織工事品質調整官から、いくつかの事例

紹介とともに、災害査定の流れの中でのPhotog-CADの

適用可能性の提言をいただきました。

4．社会基盤情報標準化委員会

最後にJACIC小出審議役から、JACICが事務局を務め

る社会基盤情報標準化委員会のこれまでの活動経緯や、

2013年度からの活動方針、2014年度の6小委員会を含め

た活動内容について説明がありました。

セミナー会場の様子

5．今後のJACICセミナー

今回の講演については、以下のJACICホームページで

も関係資料を公開していきますので、是非ご参照ください。

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

今後も地方開催を含め、時宜を得たテーマでセミナー

を開催していきたいと考えています。

（経営企画部　参事　米田晴彦）

JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/
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１．はじめに
APECインフラ開発・投資に係るキャパシティ・ビル

ディングセミナーが経済産業省主催で8月初めに東京の
三田共用会議所で開かれました。このセミナーの開催は、
2013年のAPEC首脳宣言で、インフラプロジェクトの調
達時に、調達価格だけではなく「インフラの質」が重要
であり、これを踏まえたインフラプロジェクトを計画す
る政府能力の向上が確認されたことに拠ります。筆者は、
このセミナーは投資事業を推進することに焦点が置かれ
たプログラムでしたが、「インフラの質」を確保する観
点から「インフラ開発及び投資に関する民間企業の実績
データベース」と題して、当センターのコリンズとテク
リスについてプレゼンテーションをする機会を得ました
ので、その際に、気付いた点を述べたいと思います。

２．プレゼンの概要と参加者
筆者のプレゼンは70分が与えられ、14の国と地域から

26名の参加がありました。セミナーが主としてPPPに主
眼を置いて企画されたため、参加者は殆んど各国・地域
のPPP担当者でした。

筆者のプレゼンの構成は、以下のようなものです。
①　 世界銀行のコンサルタント・データベース（DACON）
②　 コリンズ・テクリスの歴史及びスキーム
③　 コリンズ・テクリスの登録データの内容と量
④　 コリンズ・テクリスのサービス内容と料金
⑤　 コリンズ・テクリスの利用例
⑥　 国土交通省の評価点の付け方
⑦　 コリンズ・テクリスのAPEC地域への適用可能性
プレゼンの後に約15分の質疑応答がありましたが、10

人を超える参加者から質問や意見陳述がありました。
その中で興味深い質問をご紹介したいと思います。

① 南米のエネルギー関係のPPPを担当されている複数の
参加者から、コリンズ・テクリスがインフラ整備する上
で実績のある建設会社やコンサルタントを選定するこ
とに役立ち、インフラの品質確保に重要であることは
理解できたが、自国では道路などの基本的なインフラ
の整備及び維持管理もPPPで行われており、請負の工
事や業務の実績ではなく、PPPを担う投資家やSPCな

どのデータベースが必要ではないかと考えるが、どう
考えるのかとの質問がありました。
 　筆者は、①PPP全体を担う企業や投資家のデータ
ベースも重要ですが、事業を担当するSPCが選定する
建設会社やコンサルタントの実績を確認するためには、
コリンズ・テクリスのシステムが必要、②PPPの投資
家やSPCのマネージャー経験者の国際的なデータベー
スは商業ベースで既にあるが、PPPの投資家などを評
価する立場でのデータベースが必要となるでしょうと
回答しました。

図２　コリンズ・テクリスのスキーム

② 東南アジアからの複数の参加者から、自国には既に同
様の実績登録・検索システムがあるが、どのように
PPPに利用すれば良いのか指導してくれないかとのご
要請がありました。
 　筆者からは、基本的にコリンズ・テクリスの活用方
法と同様ですので、JACICとしてご要請があれば、日
本政府とご相談の上で前向きに対応したいとお答えし
ました。

③ さらに、複数の参加者からAPEC加盟の国・地域全体
を対象としたコリンズ･テクリスを構築するためには
どうすれば良いのかと質問がありました。
 　筆者からは、アイデアとして、①先ずAPEC加盟の
国・地域で情報交換する実績データの内容を決め、②
そのデータを登録するシステムを構築、③相互の検索
する条件などを規定して、相互利用するようにするこ
とで可能ではないかと回答しました。なお、JACICと
しても、ご要請があれば、積極的に参画したいことも
申し添えました。

３．おわりに
今回のAPECセミナーでお話をする機会を得て、南米

各国では、世界銀行の強い指導力の下、基幹的なインフ
ラの整備が主としてPPPで実施されており、PPP実施者
のデータベースの需要が存在することを知り得たことは
大きな収穫でした。また、今後、南米でのPPPの普及が、
東南アジアや南アジアに展開していくことを確信するこ
とができました。

　　　　　　（審議役　海外支援室長　藤森祥弘）

海外インフラビジネスの課題（6）
初心者コーナー

図１　世界銀行DACON　スキーム
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情報セキュリティへの脅威（8）
～情報漏洩に対する対応～

1．はじめに
大手教育会社に派遣されていた社員が、個人情報を

USBメモリーにコピーして、外部の名簿業者に販売して
いた事件は、記憶に新しいと思います。この事件は、セ
キュリティ管理を強力に推し進めている大企業でも、い
とも簡単に個人情報や社内情報を持ち出すことが、出来
た点に注目する必要があります。

情報の漏洩は、IPA（独立行政法人　情報処理推進機
構）の調べでも人的な要素が60%以上占め、技術的によ
る漏洩は、10%以下です。ウイルス対策ソフトを最新に
しておくことも重要ですが、人的脅威に対するセキュリ
ティ強化に重きを置く必要があります。

2．情報漏洩に対する対応
（1）紛失、盗難

先の漏洩事件は、派遣社員が権限を得て、情報を持ち
出したことにより発生した盗難事件です。

また、パソコンやUSBメモリーの入った鞄等を電車の車
内や店舗に忘れる、事務所や自宅に保管されていたパソコ
ンが盗難にあうといった事件により、情報の紛失や漏えい
をしてしまうケースがあります。情報の持ち出しは禁止です。

 

（2）メールの誤送信
メールの送り先を間違った誤送信による情報漏洩に、

注意しなければなりません。また、本来のファイルとは
別なファイルを添付して送信してしまう情報漏洩も数多
くあります。送り先、添付ファイルは、再確認をしてか
ら、メールを送信しましょう。

（3）適切なアクセス権限付与
アクセス権限は、限定した必要な社員にしか与えては

なりません。誰もが重要情報を参照することを防ぐ必要
があります。

尚、権限を与えた社員に対して、会社側が、管理をす
ることも必要です。

（4）媒体の暗号化
記録媒体に情報を書き込む時、暗号化をしていれば、

たとえ情報が持ち出されても、読み取られることは、あ
りません。特にメールの添付ファイルは、パスワード付
きのZipファイルで送ることが賢明です。

 

（5）情報の廃棄
重要書類の破棄は、必ずシュレッダーにより行う必要

があります。簡単に破って、ゴミ箱に捨てるのは、情報
漏洩につながります。しかし、一番重要なことは、むや
みにプリントアウトしないことです。

また、電子媒体（DVD・CD-R）の破棄も、再生でき
ないようにして破棄する必要があります。

3．JACICの対応
JACICでは、情報漏洩等を防止するために情報の持ち

出しの禁止、適切なアクセス権の付与、各フロアーへの
シュレッダーの設置、全てのPCに最新のウイルス対策
ソフトのインストール等を行うと共に、情報セキュリ
ティに対する意識の向上を図るため、毎年、情報セキュ
リティに対する基本的な事柄や最新の情報セキュリティ
の脅威や対応について講習会を開催しています。

情報資産を守るために、情報漏洩の対策を講じること
は重要なことです。JACICでは、今後も情報セキュリティ
に対する取り組みを進めて行きます。

参考文献：「IPA（独立行政法人　情報処理推進機構）」
　　　　　「対策のしおり」より

システムエンジニアリング部　参事　三宅基裕

連載第8回
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RCCM講習会使用のテキスト・問題集の有償配布

1．RCCMとは

RCCMとは、公共機関から発注される業務（調査・計

画・設計等）の管理技術者・照査技術者になるための資格

で、Registered Civil Engineering Construction Manager

（シビルコンサルティングマネージャー）の略です。

平成3年に創設されて、計22部門で既に合計26,000人

が資格登録されておりコンサルタント業界他で日々活躍

をしています。受験資格は大学卒業の場合は実務経験10

年（平成23年度改訂）となっています。

「技術士」という資格が、建設分野だけでなく、機械・

電気・科学などの分野でも存在する国家資格であるのに

対して、RCCMは建設やインフラ部門に焦点を当てた民

間の技術資格となっています。　

2．JACICの講習会

RCCM資格の試験を実施しているのは、一般社団法人

建設コンサルタンツ協会ですが、受験のための準備講習

会をJACICが行って来ました。

今年度もJACICは7月下旬に全国10地域で1日だけの講

習を開催しましたが、RCCM資格試験の受験者全体が約

6000人に対して、この講習の受講者は2,200人を上回る

という高い比率で、推移しています。

3．使用テキストの高品質

その人気を支えているのが、講習会で使用されている

「テキスト」です。これは専門家10名で構成されている「業

務管理技術研究会」で毎年内容を検討し、改訂している

ものです。RCCM資格制度に関するものから建設コンサ

ルタント技術者が知っておくべき最新の情報など満載

で、目次内容は以下です。

「受験準備講習会テキスト」目次
第Ⅰ編　建設コンサルタント
　第 1 章　建設コンサルタント業務とその管理
　第 2 章　建設コンサルタントの課題
　　第 1節　建設生産システムの変化と
　　　　　　建設コンサルタントの役割
　　第 2節　品質の確保
　　第 3節　社会資本整備の方向性
　　第 4 節　建設コンサルタントが対応すべき課題
　　第 5 節　参考：建設コンサルタントに係る
　　　　　　動向の経緯
第Ⅱ編　RCCM
　第 1章　RCCM資格制度
　第 2章　RCCM資格試験
第Ⅲ編　関係資料
　 1 ．推薦図書
　 2 ．参考資料
　 3 ．付録［RCCM規定］

公共発注に関する基礎知識がよく纏められており、

RCCM受験者以外の方にも役にたつ参考書であると自負

しております。JACICでは毎年講習会で使用したテキス

ト・想定問題の残部を、7,200円（税込）で有償配布し

ています。以下のサイト参照。

http://www.jacic.or.jp/topics/20140801/rccm_h26text_

yusyohaifu.html

4．平成26年度の試験日程等

資格試験について今年は11月9日（日）に全国8ケ所で

行われる予定です。あと1ケ月余りになりました。受験

者の皆さまにおかれましては、JACIC発行のテキスト・

問題集を活用して、是非合格していただきたいと思います。

　　　　

　（経営企画部参事　福島康博）

JACIC通信

http://www.jacic.or.jp/topics/20140801/rccm_h26text_yusyohaifu.html
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「 GISを用いた社会資本台帳の構築と活用による震災復
興支援に関する研究」

宮城大学　事業構想学部　助教　物部寛太郎

1．はじめに
平成23年3月11日に発生した東日本大震災による大津

波は、東北地方の太平洋沿岸部に多大な被害をもたらし
た。今後の復興に向けて、多様な要素を地図上で統合的
に分析できるGISの利用は、非常に有効となる。また、
GISの高度な空間分析能力は、浸水域や高台の情報等、
多様な空間情報を考慮する上でも効果を発揮する。

しかし、GISを活用するには、GISの概念やシステム
の利用技術等の教育機関や教材が体系的に整備されてお
らず、技術者が不足している現状がある。また、GISソ
フトウェアが比較的高価であることもあり、被災自治体
で有効に活用されているとは言えない。 

そこで、本研究では、フリーで提供されている地図ソ
フトウェアとして、Google MapsとGoogle Earthに着目
し た。 被 災 自 治 体 と のKML（keyhole markup lan-
guage）による社会資本台帳等のデータ共有によって、
GISソフトウェアとGoogle Mapsの並行利用を目指した。
また、GISソフトウェアを用いた分析結果をKMLに変換
することで、Google Earthにおいて可視化を行った。そ
して、宮城県山元町における、社会資本台帳、復興計画
や防災情報等の情報をGoogle Earth上で表現することに
よって、震災復興に向けての支援を目指した。

2．GISを用いた被災自治体支援
GISソフトウェアを利用して、自治体、企業、大学等

の研究機関が共同作業を行う際、例えば、自治体側で
GISソフトウェアの利用が困難な場合、Google Mapsを
利用して、地図上に必要な情報を入力し、それをKML
データとして出力して、GISソフトウェアを利用可能な
企業や研究機関にデータを送る。そして、企業や研究機
関側では、KMLデータをGISソフトウェアに読み込み、
Google Mapsでは困難な、高度な空間分析処理を行う。

この手法によって、宮城大学と山元町で共同して、
GISソフトウェアとGoogle Mapsの並行利用によって、
新規のバス路線計画を行った。路線計画の手法としては、
山元町側では、Google Mapsを用いた作業を行い、宮城
大学側では把握が困難な、バス停の正確な位置の入力作
業等を行った。そして、KMLデータとして出力して、
宮城大学側へメール等で送信する。一方、宮城大学側で
は、 受 け 取 っ たKMLデ ー タ をGISソ フ ト ウ ェ ア の
ArcGISに入力して、ルート探索や主題図作成等の空間
分析を行った。

3．GISを用いた震災復興情報の可視化
KMLデータをGoogle Earthで読み込み、可視化する

ことによって、GISソフトウェアのみでは困難な、復興
計画のより分かりやすいイメージを表現することができ
る。また、Google Earthは、GISの利用技術がなくても
容易に操作ができるため、住民自らがGoogle Earthを操
作して、空間情報を様々な視点で確認することにより、
復興計画のイメージの共有を支援することができる。

この手法によって、Google Earthを利用して、山元町
営バスの新規路線の表示を行った。

また、津波の浸水域を可視化することで、防災意識の
向上を促すことも目的とした。さらに、復興計画に関す
る情報を合わせて表示することによって、復興計画のイ
メージの共有を支援することを目指した。 

4．おわりに
本研究では、KMLを用いて自治体と研究機関の共同

によるGIS分析の効率化を実現し、山元町営バスの路線
計画を行った。また、GISを用いた分析結果をKMLに変
換して、Google Earthにおいて、復興計画や防災情報等
の可視化を行うことで、震災復興に向けてのイメージ共
有の支援を実現した。今後も、本研究によって考案した
手法によって、GISによる復興支援を継続的に行う予定
である。

 

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25年度に
は8件の研究報告があり平成25年11月に「第11回研究助
成事業成果報告会」を開催しました。2月号から順次研
究助成成果概要を掲載しています。

なお、報告書は、以下のURLに掲載しています。
　http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html

（経営企画部　上席参事　落合清二）

JACIC研究助成事業成果より（３）
JACIC通信

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
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関東地方センターでは、関東地区を対象として、主に

ホームページによりJACIC事業の広報を行うとともに、

9都県と5政令市を含む管内の市町村を対象に、コリンズ、

Photog-CAD、建設副産物・発生土情報交換システム等

の普及促進を図るべく活動しています。

普及促進においては、モバイルによるデモンストレー

ションを中心として、実際的な説明を行っています。

1．ホームページによる広報

関東地方センターのホームページでは、JACICの事業

やシステムを紹介するリンクに加え、「メンテナンス情

報」、「お知らせ」及び「関連情報」により、最新の情報

を提供しています。

「メンテナンス情報」・「お知らせ」はJACICに関する

情報ですが、「関連情報」においては、国土交通本省と

関東地方整備局から発信される情報の中から抽出してい

ます。　　　　　　

いずれも公表の翌日までには掲載するよう努めていま

すので、一度、ご覧いただければ幸いです。

関東地方センターのホームページ

2．コリンズの普及促進

コリンズの検索システムについては、比較的規模の大

きい人口5万人以上の市を中心に普及促進の活動を行っ

ています。

3．Photog-CADの普及促進

Photog-CADについては、災害申請手続きの中心的な

役割を担っている、都県・政令市レベルに対して、既に

導入していただいている機関に対する再説明を含め、普

及促進を図っています。

4．副産物・発生土システムの普及促進

建設副産物・発生土情報交換システムについても、国

土交通省ではほぼ導入していただいており、都県・政令

市レベルに対して活動しています。

5．その他の活動

JACICでは、各地方整備局等で開催される建設技術展

に出展しており、説明要員として派遣された際に、JACIC

の事業やシステムの広報を行っています。

また、JACICが主催するRCCM資格試験受験準備講習

会の東京地区開催において講習の一部を担当するほか、

電子入札コアシステムの関東地方ブロック会議にも参加

しています。

電子入札コアシステム 関東地方ブロック会議

システムの普及促進に関しては、各機関にお伺いする

中で、様々なご要望等もお聞きしています。より利便性

のあるシステムとなるよう努めるととも、引き続き普及

促進を図ってまいります。

ご依頼があれば、説明等にお伺いしますので、よろし

くお願いいたします。

（関東地方センター長　田山成一）

地方便り

関東地方センター活動報告
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JACIC図書販売におけるロングセラー
JACICの図書販売としては、機関誌の「JACIC情報」
の他に「災害復旧効率化支援システム�Photog-CAD」や
「100mメッシュ延床面積データ」等があります。詳しく
は下記サイトを参照下さい。
http://www.jacic.or.jp/books/
これらのなかでも、特にロングセラーの商品があるの
で、ご紹介します。右図の「ボーリング柱状図作成要領
（案）解説書（改訂版）」です。
旧建設大臣官房技術調査室監修のこの「作成要領（案）」
は、平成11年5月に発行されて以来、未だに需要があり
年間30冊以上売れています。
その後、平成16年6月には「地質・土質調査成果電子
納品要領（案）」が出ておりますが、その考え方や柱状
図の表現方法については、「作成要領（案）」のものが踏
襲されています。
15年以上も使用されているこの「作成要領（案）」は、
現状では、他の基準類とも整合性が取れていないなど、

少し改訂する必要
があります。
近年漸くこの事
実が認識されるよ
うになり、地盤工
学会は、JACICの
協力のもと、社会
基盤情報標準化委
員会において、改
訂協議されており
ます。来年度くら
いには、その要領
案をもって新しい
基準として認めら
れれば、また新し
い出版物になると期待しています。

　　　　　　（広報グループ長　河内康）

　JACICはセンター内の研究内容を広く公開するため、
「研究発表会」を毎年行って来ましたが、今回が第16回
になります。昨年同様「研究助成事業報告会」と同日開
催で以下のように行います。

○日時：平成26年11月13日（木）10：00～12：30
○場所：乃木坂「乃木會舘」4F豊明の間
○定員：160名。事前登録が必要
○申込：10月1日よりHP上で行います。
http://www.jacic.or.jp/seminar/kenkyuukai2014.html

★「研究助成事業報告会」は同会場にて
 13：30～17：10を予定しています。発表予定者は、
 平成26年度報告書提出の6組です。

　また、「意見交換会」も同日17：30頃より開催予定と
なっています。

平成26年度JACIC研究発表会・研究助成事業報告会は
11月13日（木）開催

～今年度も同日開催、夕方に意見交換会～

http://www.jacic.or.jp/seminar/kenkyuukai2014.html
http://www.jacic.or.jp/books/
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