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平成27年度JACIC事業計画について
　平成27年3月30日に開催された理事会において、平成

27年度JACIC事業計画が承認されました。以下にその概

要を紹介します。

	

1．基本方針
　改正品確法等に基づく公共工事の発注関係事務の適切

な実施に向けて、JACICが開発・運用を担ってきた建設

情報システム群の利活用、さらにはそれらの改良を一層

推進し、市町村を含む地方公共団体に対する支援を行う

など、常に社会のニーズを的確に捉え、必要な情報技術

をもって積極的な社会貢献を実施します。

2．建設情報化推進事業
　当事業は、公益事業として実施する事業です。

　自主研究開発事業として、ICTを駆使した業務の効率

化、品質や安全・施工性の向上等を目的とする ｢CIMに

関する研究｣ を継続して行うほか、社会基盤情報標準化

委員会を運営し、情報の標準化を図ります。また。研究

助成事業については、JACIC創立30周年記念事業として、

引き続き枠組みを拡大して実施します。さらに、JACIC

セミナー、研究所発表会等の開催、機関誌の発行等の広

報事業を展開します。国際貢献に資する事業では、東京

で開催される土木建築情報学国際会議 ｢ICCBEI2015｣（4

月）に論文参加するとともに、平成25年と同様に

｢JACICセッション｣ を主催、運営します。

3．公共調達情報提供事業
　入札情報提供事業（統合PPI）を引き続き推進すると

ともに、コリンズ･テクリス事業では、公共機関が発注

した工事・業務の実績を登録、検索できるシステムを運

営します。実施にあたっては、利用者の意見・要望を踏

まえて事業改善を進めるとともに、さらなる利便性の拡

大を目指して関連情報との連携提供について、引き続き

検討を行います。

4．公共調達支援システム事業
　積算システム事業では、国土交通省が試行導入してい

る ｢施工パッケージ型積算方式｣ について、地方公共団

体への導入支援やシステム開発等を実施します。電子入

札コアシステム事業では、平成28年3月末にリリースを

予定しているコアシステムV6の設計及び開発を行いま

す。

5．建設情報提供サービス事業
　建設副産物情報サービス事業については、｢建設リサイ

クル推進計画2014｣（国土交通省）に基づき、さらなる普及

促進を図るとともに、総合情報サービス事業（JACICNET）、

RCCM資格試験受験準備講習会、CALS/EC資格更新手

続き等を実施します。

6．建設情報調査研究開発事業
　当事業は、主に受託して行っており、このうちCIMに

関する調査研究では、建設事業の海外展開にあたり不可

欠な技術になっていることから、各国の取組や標準化の

動向に関して、関係機関と連携した調査を実施します。

また、積算システムに関する調査研究、情報の高度利用

に関する調査研究、建設産業の海外展開支援に関する調

査研究、その他の建設情報システムの開発・改良を実施

します。特に、災害復旧効率化支援システム「Photog-

CAD」については、災害査定支援目的に限らず、維持

管理における日常点検での利用など、平常時利活用の拡

大及びさらなる利便性の向上等に関する検討を継続する

とともに、民間事業者との販売連携により一層の普及を

図ります。

　平成27年度JACIC事業計画の詳細については、JACIC

ホームページの下記URLを参照してください。

http://www.jacic.or.jp/about/gaiyo/gaiyo.html

	 　　　　　　　　　　　　　（経営企画部長　井山聡）

ニュースと解説

http://www.jacic.or.jp/about/gaiyo/gaiyo.html
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2015.5月号

JACIC便り

（一財）日本建設情報総合センターでは、財団の目的に合致した、情報技術を活用し建設事業の円滑化に資する調査

研究を対象に、研究助成を行っています。以下のとおり助成の対象を公募します。

平成27年度は、昨年度に引き続きJACIC30周年記念事業として研究助成要綱に定める〔指定課題〕及び〔自由課題〕

の助成額を記念枠として増額しました。また、重点助成として〔指定課題〕で、高度な研究または、早期に実用化が期

待できる研究に対してさらに拡大した助成を特別枠として行うこととしました。

　　　　　公募開始：平成27年4月15日

　　　　　公募終了：平成27年6月30日

1．研究助成の対象　　　　　

（1）【指定課題】

課題名
課題選択記号

特別枠 記念枠
指 1　建設生産システムにおけるCIM／ BIMに関するもの

A B指 2　建設生産システムにおけるデータベースに関するもの
指 3　海外における ICTを活用したプロジェクトマネジメントに関するもの

（2）【自由課題】

課題名
課題選択記号
記念枠

自 1　建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関するもの
C

自 2　建設分野の各種業務の情報化に関するもの

助成金額　　　　　　

課題別 課題選択記号 助成額 説明 助成件数

（1）指定課題

A 特別枠 1,000 万円以内

研究助成要綱の指定課題に特別枠として下記のいずれ
かの条件を満たす研究に助成する。旅費交通費は助成
金の 50％以内または、125 万円以内のいずれか小さい
費用とする。研究期間は 2年以内。
①	特に高度な研究と認められるもの。
②	早期の実用化が期待できるもの。

3件以内

B 記念枠 300 万円以内
研究助成要綱の指定課題助成額を 300 万円以内と読み
かえ助成する。旅費交通費は助成金の 50％以内また
は、125 万円以内のいずれか小さい費用とする。

未定

（2）自由課題 C 記念枠 200 万円以内
研究助成要綱の自由課題助成額を 200 万円以内と読み
かえ助成する。旅費交通費は助成金の 50％以内また
は、75 万円以内のいずれか小さい費用とする。

未定

	 （平成 26 年度は、指定課題 8件、自由課題 9件の助成を採択。）

公募案内の詳細については、JACICのウェブサイトに掲載しています。

URL		http://www.jacic.or.jp/josei/h27/

問い合わせ

　一般財団法人　日本建設情報総合センター

　　建設情報研究所　高橋忠

　TEL.03-3505-2924／FAX.03-3589-6258

平成27年度（一財）日本建設情報総合センター研究助成公募案内
－JACIC30周年記念事業として助成額・件数を拡大－

http://www.jacic.or.jp/josei/h27/
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今月号・来月号に渡って2回シリーズで、最近のCIM
および、これからのCIMを展望したいと思います。

1．はじめに
　国土交通省においてCIMが提唱されて、早くも二年を
経過しました。
　種々の場でCIMに関する検討が行われ、当初の試行工
事が10あまりであったのが、現在は80を超える箇所に
なってきました。試行工事以外でもCIMの活用を試みる
工事が出現し、その歩みは広範で確実なものになりつつ
あると思います。
　この時点で少し今の現状を振り返って、これからの展
望をしてみたいと思います。

2．CIMとは
　まずもともとCIMとは何かということです。
　まずCIMの言葉の意味です。
　初めはそれまで建築関係で使用されてきた「BIM（Building	
Information	Modeling）」を踏まえて「Construction	Information	
Modeling」としてCIMとされていました。しかしながら最
近ではむしろ「Modeling」と言うよりも「Management」
の方が言葉としては適切ではないかと言われています。つ
まり、CIMを「Construction	Information	Management」
の略と考えることが一般的になってきました。
　CIMのイメージの中核をなすのが、三次元CADのソ
フトを活用してコンピュータを使うことによって、三次
元のオブジェクトつまり三次元の造形物をコンピュータ
のディプレー上に作ることです。
　これによって何ができるかと言うことですが、最も三
次元オブジェクトの活用が進んでいる自動車などの工業
製品の開発においては、そのオブジェクトにより製品の
開発、シミュレーション、製造工程の検討、資材管理を
コンピュータによって、ディスプレー上で種々検討を
行っています。
　これによって開発の時間を飛躍的に減少させることが
でき生産性の向上を図っています。

3．土木におけるCIMの活用
　「CIMとは」をまとめてみます。
＜CIMの三つの特徴＞
　建設事業の全て過程において
1）	「構造物のデータモデル」は、建設事業の「情報共有
データベース」である。
2）	「構造物のデータモデル」は、必要なときに検討に活
用でき、しかもその結果をデータモデルに反映できる。
3）	「構造物のデータモデル」は、複数の担当者による並

行活用、並行変更が可能である。
　CIMはこのように従来の情報共有データベースに似て
いますが、活用の仕方によっては、従来のデータベース
と全く異なった活用の可能性があります。

4．フロントローディングの考え方
　図18を見てください。
　この図の真ん中にあるのは「構造物のデータモデル」
です。この「構造物のデータモデル」の中の右側にある
のは「構造物のデータベース」です。これに対して左に
あるのが対応する「構造物の3次元のオブジェクト」です。

フロントローディングの必要性

調査

計画

設計

積算

施工

維持管理

着
工
前

着
工
後

実施時の活用

実施時の変更

データモデル
のさらなる進化

従来の
流れ

図18

　このオブジェクトは実物と同様の形状をしていて、外
形だけでなく、見えないところの部材まで、さらに必要
なら実物の全ての要素（部材）を表現しています。この
「構造物の3次元オブジェクト」と右の「構造物のデータ
ベース」は各部材の段階まで連携しています。
　従ってこの「構造物のデータモデル」は、各部材の属
性として膨大なデータを含むだけでなく、データモデル
を活用した各種シミュレーションが可能です。さらにシ
ミュレーションの結果をデータモデルに反映させること
もできます。
　ところで図18に話を戻しますと、真ん中にあるのは、
今説明した「構造物のデータモデル」です。その下に破
線があります。これより上がその工事の着手前を示して
います。その波線の下が着手後です。つまり着手前にこ
の「構造物のデータモデル」を活用して、できるだけの
多くの検討をすることによって、着手後の施工段階での
手戻りや不具合が解消されます。
　この図は着手前の検討、つまりフロントローディング
の必要性を示しています。
	 　（次号に続く）
	 （建設情報研究所長　理事　坪香伸）

最近のCIM、これからのCIM（その1）
初心者コーナー
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公共工事の発注の際に公正で客観的な企業選定が行え
ることを趣旨として運用して参りましたコリンズ・テク
リスが、平成6年3月の請負金額5,000万円以上の工事実
績登録の受け付け開始から、皆様のご支援もあり20年を
超えるデータベースシステムとなりました。システムの
近況を以下に報告します。
1．運用体制
平成27年4月現在、60名を超える人員で運営していま
す。業務区分けは、システム改良及び検索グループ、デー
タをISDN等で配信する直接提供グループ、Web版コリン
ズ・テクリスの管理・運用グループ、登録企業に代わって
データ作成、登録を行う代行グループ、システム利用企
業の利用者登録、登録内容変更を行う審査グループ、各
種問い合わせ応対のヘルプデスクグループとなっており
ます。
2．工事・業務実績登録件数（平成26年度末）
発注機関	 コリンズ	 テクリス
①国、独立行政法人等	 70万件	 43万件
②都道府県	 180万件	 68万件
③政令市	 37万件	 9万件
④市町村（政令市除く）	 160万件	 30万件
⑤その他	 3万件	 1万件
　合計	 450万件	 150万件

3．最近の登録の多い工種、業務分野
　・コリンズ工種別	 ・テクリス業務分野別
①アスファルト鋪装工事	 ①測量
②土工事	 ②道路
③水路・管路工事	 ③河川、砂防及び海岸
④その他土木一式工事	 ④土質及び基礎
⑤建築一式工事	 ⑤鋼構造・コンクリート

4．登録企業数
　・コリンズ　14.6万社　　　・テクリス　1.4万社
5．登録技術者数
全登録者数169万人
　・26年度では、35万人
　・登録技術者が保有している主な資格（多い順）
　　・一級土木施工管理技士
　　・二級土木施工管理技士
　　・技術士
　　・RCCM
6．検索システムの発注機関利用数（平成26年度末）
（1）コリンズ、テクリス、JCIS＊利用数

　①国、独立行政法人等	 106団体
　②県	 47団体
　③政令市	 20団体
　④市町村（政令市除く）	 900団体
　⑤その他	 82団体
　　合計	 1,155団体
＊	JCISとはJACIC-CE協議会の「発注者支援データベース」

（2）地域別市町村（政令市除く）利用状況
　　・北海道地方	 28/178団体（15.7%）
　　・東北地方	 66/226団体（29.2%）
　　・関東地方	 258/415団体（62.2%）
　　・北陸地方	 42/63団体（66.7%）
　　・中部地方	 108/157団体（68.8%）
　　・近畿地方	 138/211団体（65.4%）
　　・中国地方	 75/105団体（71.4%）
　　・四国地方	 70/95団体（73.7%）
　　・九州・沖縄地方	 115/271団体（42.4%）
　　合計	 900/1,721団体（52.3%）

7．工事実績情報公開
コリンズに登録されている公共工事実績情報を、公共
工事の契約手続きの透明性、客観性、競争性の向上並び
に不良・不適格業者の排除などを目的としてJACICホー
ムページにおいて一般公開しています。
　・	提供項目は、公開に参加している国、地方公共団体
の発注工事のうち請負金額が2,500万円以上の工事件
名、工事請負金額、工事期間、発注機関名、請負会
社名等

　・	提供団体は、国、独立行政法人等7、都道府県19、
政令市6、市町村（政令市除く）135、その他1団体　
合計168団体

8．主な問い合わせ
　・初めて登録するが、方法を教えてほしい
　・実績データの作成方法がわからない
　・発注機関の内容確認後の処理の仕方がわからない
　・ログイン名、パスワードがわからない
　・技術者IDの所属企業変更方法を教えてほしい　等
9．終わりに
これからも、登録や検索に関して皆様の御意見御要望
を踏まえ、登録し易い、検索し易いシステムを目指して
参ります。
	 （コリンズ・テクリスセンター次長　山下　郁夫）

コリテクあれこれ
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1．はじめに
JACICでは、建設現場等で発生する副産物の有効利用

を支援するため、建設副産物情報交換システム（COBRIS：
コブリス、以下「副産物システム」という。）と建設発
生土情報交換システム（以下「発生土システム」という。）
を管理運用しております。ここでは、平成26年度の利用
状況について報告します。

2．副産物システム
副産物システムは、建設副産物の需給バランスの確保、
リサイクル・適正処理の推進を目的としており、公共工
事等の発注者（国、独立行政法人、都道府県、市区町村、
民間公益事業者等）、建設副産物の排出事業者（工事施
工業者等）、及びこれを再資源化・処理する業者がシス
テムの利用者となり、各々が登録した工事情報、施設情
報（中間処理・最終処分の価格情報等）、及び調査価格
情報（発注者が積算に適用する処理価格情報）を交換し
あうシステムです。（図-1）

図-1　副産物システムのイメージ図

システム利用者数の推移は図-2のとおりで、平成26年
度の工事発注者559機関の内訳は、国229機関、独立行政
法人4機関、都道府県224機関、政令市28機関、市区町村
69機関、その他5機関です。工事発注者数の推移は、近

年ほぼ横ばいであり、平成26年度は工事発注の影響によ
り排出事業者が約380機関減り、工事登録件数が約5千件
減少しましたが、約6万5千件が登録されました。

3．発生土システム
発生土システムは、建設発生土の工事間利用の促進を
目的としており、公共工事等の発注者が、建設工事の計
画から竣工に至る各ステージにおいて、土砂が発生する
搬出現場とこれを必要とする搬入現場との間で土量情報
（土質、土量、時期等）を交換するシステムです。

図-3　発生土システムのイメージ

利用者数の推移は図-4のとおりで、平成26年度の内訳
は、国212機関、独法7機関、都道府県335機関、政令市
35機関、市区町村79機関、その他6機関です。平成25年
度から有料化した市区町村の192減を除くとほぼ横ばい
であり、約3千件の工事が登録されました。

図-4　発生土システムの利用者数
＊CREDASとは国土交通省の「建設リサイクルデータ統合システム」

4．おわりに
JACICでは、両システムの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。
	 （建設副産物情報センター　参事　赤羽善和）

建設副産物・発生土情報交換システムの平成26年度利用状況

図-2　副産物システムの利用者数
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1．日本の不参加

日本がAIIB（The	Asian Infrastructure Investment 

Bank）に参加しないことは正しいです。日本が参加し

ないことで、我が国企業がビジネスチャンスを逸失する

のではないかとの批判が出ています。しかしながら、我

が国の建設分野の企業は、本邦企業タイドの本邦技術活

用型円借款（STEP）以外のアンタイドの円借款では、

受注を全くと言って良いほどできていません。中国主導

のAIIBで、表面上グローバル・スタンダードで入札・

契約手続きを行ったとして、価格競争力のない我が国企

業が受注できることは稀有でしょう。AIIB設立で逸失

するビジネスチャンスは、本邦企業にはそもそも現状で

は存在していない状況です。

2．AIIBの組織や運営方法

AIIBの組織や運営方法なども詳細は創設参加加盟国

の間で詰められていくものと承知しています。しかしな

がら、総裁は中国人、本部が北京に置かれることは動か

ないでしょう。中国政府の影響力は強大であることは間

違いありません。金融機関としては、世界銀行やアジア

開発銀行などと同様、主として対政府借款、融資が中心

の機関であることも間違いないところと言えます。PPP

（Public	Private	Partnership）案件への出資も行うかも

知れませんが、限定的になると考えられます。

3．新興国の借入能力

インドなどアジアの新興国では、政府の借入能力に対

してインフラ整備に係る資金需要が著しく大きく、政府

債務残高を借入能力の一定割合以下に抑制するために、

所謂、PPP方式が積極的に導入されています。AIIBが

借入国の借入能力に拘わらず、無制限に融資を行うこと

は、幾ら中国の影響力が大きく、国際金融市場が離反す

ることが予想され、実際には出来ません。仮にそうした

としても、その新興国へ民間資金が流入しなくなり、経

済的に立ち行かなくなります。その結果、PPP方式以外

でのインフラ整備が進まない現状には変わりがありませ

んし、PPP方式も進められず、インフラ整備が遅れるこ

とになるのです。

4．採算の良いPPP方式

仮にAIIBが融資に換えてPPP方式を積極的に推進す

る場合、中国主導の機関で果たして民間ビジネスの採算

確保を厳しく管理できるかどうかが大きな課題となるで

しょう。そもそも採算性の良い事業案件はAIIBに持ち

込む必要が無いので、AIIBは事業採算性の低い案件を

取り扱うことになり、厳しく事業評価を行うことを迫ら

れることは必定です。

5．我が国の方向

いずれにしても、AIIB設立を機に、アジアの新興国

ではPPP方式だけがインフラ整備の手法になる可能性が

高いのではないでしょうか。しかしながら、我が国企業

は、主導的にPPP案件を組成する力を殆んど持ち合わせ

ていません。我が国企業は、今からPPP案件をアジアの

新興国で展開する力を迅速に養成しなければならないで

しょう。

	 　　　（海外支援室長、審議役　藤森祥弘）

建設分野から見たアジアインフラ投資銀行（AIIB）について
初心者コーナー

設立メンバー　（WEDGE/infinity より転載
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/4566 ）

アジアインフラ投資銀行のロゴ

http://wedge.ismedia.jp/articles/-/4566
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地方便り

北海道地方センターは、全道179の市町村を担当地域
として、コリンズ・テクリスやPhotog-CAD、電子入札・
電子納品に代表されるCALS/ECの普及支援と、CIMな
どの広報活動を行っています。平成26年度の主な活動報
告と、平成27年度の活動予定を紹介します。

■コリンズ・テクリス
□コリンズ検索システムの利用状況
平成27年4月現在、北海道の全179市町村の内、約16.2％

でweb版の検索システムを利用されています（JCIS（ジェ
イシス）での利用を含む）。内訳は、市で51.4％、町村
では約7.6％となっています。平成27年度はシステム未
導入市町村への普及・利用拡大に向けた取り組みや導入
済み自治体へのフォローアップを実施します。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催
JACICでは、シビルコンサルティングマネージャ

（RCCM）の資格試験に先立ち、設計業務等の最近の課
題や施策を解説するとともに、RCCM資格試験のための
受験準備講習会を平成26年7月24日（木）、札幌市の北海
道経済センターに於いて開催しました。北海道地区では
約180名の方が受講されました。
平成26年度の資格試験の合格者が、平成27年2月27日
に建設コンサルタンツ協会から発表となり、札幌会場で
は529名が受験され、138名の方が合格しました、平均合
格率は26.1%（全国平均26.5%）でした。
平成27年度の講習会は平成27年7月24日（金）、札幌市
の北海道経済センターに於いて開催を予定しています。
（受講申込受付は平成27年6月1日（月）からの予定）

■広報活動
□北海道土木技術会建設マネジメント研究委員会活動
平成26年9月30日（火）、北海道における建設産業並び
に建設技術の進展、技術者の育成を図ることを目的とし
て民・学・官の各機関が連携し、公共工事における生産
性システムの課題や情報化施工とCIMの現状について情
報収集、共有化を図りました。

■情報提供
□北海道地方CALS/EC 推進協議会の活動
北海道開発局では北海道内の市町村におけるCALS/
ECの普及・推進を図るため、公共事業発注機関へのフォ
ローアップを図り、各関係機関が連携をしてCALS/EC
導入を推進するための活動を実施しています。
実施内容は、市町村向けの「電子納品の手引き（案）【市
町村版】」の作成及び電子入札の普及・教育等の活動と
して、各自治体への説明会などを実施しました。

□情報化施工とCIMシンポジウム北海道の開催
国土交通省北海道開発局等の主催、JACIC等の後援に
より、平成27年2月13日「情報化施工とCIMシンポジウ
ム北海道」が開催されました。
北海道の地域特性を踏まえた情報化施工の普及促進
や、CIMとの連携に関する今後の展開方策について、民
間事業者、公益法人、開発局職員等による意見交換を行
いました。

□北海道地方センターの人事異動
平成27年4月1日付で下記の通り人事異動となりました。
平成27年3月31日付退職　業務補助員　阿川且洋（4月
1日付で本社積算システムセンター参事に採用）
平成27年4月01日付採用　業務補助員　堀　治子
　	 　（北海道地方センター長　草開良視）

北海道地方センター活動報告

札幌でのRCCM講習会の様子

情報化施工とCIMシンポジウムの様子
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JACIC便り

1. みんなのプランツ図鑑
昨年11月に開催された当財団の研究発表会で、図鑑に
よる植生調査法を発表しました（図-1参照）。その調査
法で成功の鍵となるのが、ニューラルネットワークを用
いた認識技術です。今回、ニューラルネットワーク関連
技術で、最近注目され各種メディアでも取り上げられて
いる ｢深層学習｣ を紹介します。

図-1　図鑑を用いた植生調査法

2. ニューラルネットワーク
ご承知のとおり、ニューラルネットワークは、神経細
胞についてデジタルコンピュータ上でその働きを再現す
る技術です。デジタルのアルゴリズムですが、その元に
なっているのは神経細胞というアナログな動きをするも
のです。歴史的には、1940年代にニューロンモデルの考
案により研究が始まり、1980年代に誤差逆伝播法の考案
で下火になっていた研究が活発になり、2000年代後半に
深層学習法の考案で研究が再度活発化しました。また、
ニューロンモデルは一般に、図-2のように表現されます。

多層型ニューラルネットへの誤差逆伝播法の適応に
は、出力誤差の情報が入力層へ十分伝達しない現象が問
題となっていました（勾配消失問題と呼ばれています）。
その解決手法として、深層学習法が考案されました。
3. 深層学習
深層学習は多層ニューラルネットの勾配消失問題への
対応策のみならず、従来の認識技術では試行錯誤で行っ
ていた特徴量の抽出まで自動的に行うことも、実験結果
から明らかになってきました。さらに、認識率も飛躍的
に向上したという報告も数多くあります。
深層学習の手法は数多く提案されていますが、その中
で最も分かりやすいアルゴリズムを紹介します。学習前
に1層毎に自己符号化器という教師なし学習アルゴリズ
ムで事前学習し、全層が事前学習後に前述の誤差逆伝播
法により教師有り学習を行います。

図-3　自己符号化器の例

自己符号化器は、
①		図-3に示すように、単層のニューラルネットを折
り返し2層のニューラルネットを構成する。
②		結合係数 を誤差逆伝播法で学習する。その時
の教師信号は入力信号で、入力と同じ出力が得られ
るように学習していく。
③		入力層から順次①②を実施していくが、入力層で
は入力データを使用するが、2層目からは前層の出
力を入力データとする。
と言う手順で実施されます。

4. 終わりに
今回、深層学習法を紹介しましたが、この技術は汎用
性が高く、種々の認識や分類に活用できます。また、｢
深層学習｣ というタイトルの専門書もこの4月に発刊さ
れ、学習に不可欠なGPU（Graphics	Processing	Unit）
の価格も低下し、より身近な技術になったこともあわせ
てご紹介します。
	 （研究開発部　次長　髙津知司）

みんなのプランツ図鑑
～ 深層学習のお話 ～

■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/一般財団法人 

編集・構成　日本印刷（株）
　　 電話　03-3833-6971

対象範囲：本社

ISO9001

図-2　ニューロンのモデル例
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