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1．背景
岩盤および土質ボーリング柱状図の作成要領（案）の
策定から約30年が経過し、現在までにボーリングの削孔
技術が進歩するとともに地質図および工学地質図に関す
るJISが制定され、ボーリングコア写真の撮影もフィル
ム式カメラからデジタルカメラに変わ
るなど、ボーリング柱状図作成に関連
する環境には大きな変化があり、改訂
が急務となっていました。
2．改訂内容
改訂にあたって見直しおよび統合の
対象とされたのは、『ボーリング柱状図作
成要領（案）（昭和61年）』、『ボーリング柱
状図作成要領（案）解説書（改訂版）（平
成11年）』、『地すべり調査用ボーリング
柱状図作成要領（案）（平成14年）』です。
改訂のポイントは以下のとおりです。
1）「要領」を枠書き、「解説」を【解説】
と表示し、「要領」と「解説」を明確に
区分した。
2）これまで、ボーリング柱状図作成要
領は、「ボーリング柱状図作成要領（案）解説書（改訂版）」
（（財）日本建設情報総合センター発行、平成11年5月）と、
「地すべり調査用ボーリング柱状図作成要領（案）」（土
木研究所発行、平成14年6月）の2冊の書籍に分離してい
たが、今回、両者を統合した。
3）柱状図の標題欄を各ボーリングで共通とした。
4）各ボーリング柱状図の様式の見直しを行い、適宜、
削除、追加を行った。
5）土質ボーリング柱状図および地すべりボーリング柱
状図をそれぞれオールコアボーリング用と標準貫入試験
用とに区分した。
6）ボーリングコア写真の撮影に関する事項を今日のデ

ジタルカメラの性能を基に、新たに規定した。
7）ボーリング柱状図の品質確保のため、ボーリング削
孔、ボーリングコア鑑定などの関係者には、地質調査技
士の登録番号を明記するようにし、電子納品に当たって
は地質情報管理士の関与を推奨した。

8）上記の統合、土質ボーリング柱状図
および地すべりボーリング柱状図の区
分に伴い、今回作成した原案は、「第1
編　総則」、「第2編　標題欄」、「第3編　
岩盤ボーリング柱状図」、「第4編　土質
ボーリング柱状図（オールコアボーリ
ング用）」、「第5編　土質ボーリング柱
状図（標準貫入試験用）」、「第6編　地
すべりボーリング柱状図（オールコア
ボーリング用）」、「第7編　地すべり
ボーリング柱状図（標準貫入試験用）」、
「第8編　ボーリングコア写真」、「第9編　
簡略柱状図」、「第10編　ボーリングコ
アの取扱い及び保管」および「第11編　
参考資料」の構成とした。
9）要領の題名を「ボーリング柱状図作

成要領（案）解説書」・「地すべり調査用ボーリング柱状
図作成要領（案）」から「ボーリング柱状図作成およびボー
リングコア取扱い・保管要領（案）・同解説」に変更した。
3．公開及び今後の展開について
本成果については、広く関係者に対して活用を推奨す
るものであり、自由に閲覧・利用いただくべく、その内
容を公開することとし、（一社）全国地質調査業協会連
合会及び（一財）日本建設情報総合センターの標準化委
員会ホームページにおいて公開しています。
　○全地連HP：http://www.zenchiren.or.jp/
　○委員会HP：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

（研究開発部　主任研究員　児玉直樹）

「ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・
保管要領（案）・同解説原案」の公開

～ 社会基盤情報標準化委員会成果の公開 ～
　社会基盤情報標準化委員会（委員長・柴崎亮介東京大学教授、事務局・JACIC）では、平成25年10月から平成27年6
月に活動を行ったボーリング柱状図標準化小委員会（小委員長・福江正治東海大学教授、事務局・全国地質調査業協会
連合会）の成果について、委員会規約第9条3項に基づく推奨を行うこととしました。これを受け、平成27年10月1日に
以下に示す成果を公開しました。

ニュースと解説

要領（案）のイメージ
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平成27年度第3回JACICセミナーは、10月8日（木）東
京港区芝の「東京グランドホテル」にて以下のプログラ
ムで開催されました。参加者は、建設会社・コンサルタ
ント・財団社団等から計112名でした。
ロボット利用に関しては、UAVとしてのドローンが
マスコミを中心に話題になっていますが、建設分野に
とってもこれが大きな潮流になっていることは間違いあ
りません。JACICセミナーは時宜を得たテーマとして建
設分野のロボットに着目しました。
開催概要
○日　時：平成27年10月8日（木）13：00～16：30
○場　所：東京グランドホテル
○テーマ：建設分野のロボット革命
○定　員：150名。無料。CPDポイントあり。

1．セミナーのプログラム
開会挨拶（門松武　JACIC理事長）
⑴ロボットの建設分野進出
（油田信一　芝浦工業大学SIT総合研究所特任教授）

⑵�次世代社会インフラ用ロボットの開発・導入の推進に
ついて
（岩見吉輝　国土交通省総合政策局施工安全企画室長）�
⑶建設会社におけるロボットの開発�

（古屋弘　㈱大林組技術研究所　主席技師）
⑷人工筋肉で重機操作

（豊田晃央　コーワテック㈱営業開発部部長）
⑸UAⅤ（無人機）を用いた３次元計測・構造物調査

（渡辺　豊　ルーチェサーチ㈱　代表取締役）
閉会挨拶（山下章　JACIC理事）

（司会進行：井山聡　JACIC経営企画部　部長）

2．ロボットの定義について等
芝浦工業大学の油田信一特任教授からは、ロボットに
係る日本人のイメージの変遷や開発動向の話を聞きまし
た。昔の人から見れば、現在の全自動洗濯機はまさに「夢
のロボット」であるとのことです。しかし実用化・普及
化したものは「ロボット」とは呼ばないとのこと。また
20世紀型のロボットは「鉄腕アトム」のような人間がと
ても出来ない超能力を持った機械というイメージが主流
でしたが、21世紀に入って原発事故や火山噴火などの事
件があったため、「人間が入って行けないところで活躍

する機械」という風に開発目標の主眼が変わりつつある
とのことでした。

3．インフラ用ロボットの開発
国土交通省公共事業企画調整課の岩見室長からは、国
土交通省が経済産業省と共同で平成25年度から取り組ん
でいる「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討
会」の話を詳しく聞きました。26年度・27年度の検証実
験でも、「すぐ現場で使える」という意味での「合格」
製品はなかなか出て来ないというレポートでした。

4．民間会社の開発の事例
㈱大林組技術研究所の古屋主席技師からは、10年も前
から、運転者なしでの重機操作に取り組んでいるという
話を伺いました。コーワテック㈱の豊田部長からは、空
気圧を使った人工筋肉を開発し、この応用で重機を遠隔
操作出来る「アクティブロボSAM」なる製品の説明を
聞きました。また、ルーチェサーチ㈱の渡辺社長からは
UAVの機械製造から操作・画像処理までを含む作業委
託の仕事を次々に行っているという話を伺いました。

5．JACICホームページにおける公開
今回の講演については、以下のJACICホームページで
関係資料を公開していますので、是非ご参照ください。
http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html　
今後もJACICは、時宜を得たテーマで無料のセミナー
を開催していきたいと考えています。

（経営企画部　次長　河内康）

セミナー会場の様子

JACICセミナー「建設分野のロボット革命」開催報告
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既にJACICnews９月号・10月号でもお知らせしてお

りますが、JACICは今年設立30周年を迎えます。そのた

め、平成27年11月11日（水）と12日（木）に、2日間で

記念セミナーを行う予定です。会場は、すべて「グラン

ドアーク半蔵門」の3F「華」の間です。参加無料、

CPDポイントあり。

1． 設立30周年記念「建設情報研究所研究報告会及び
ユーザーの声を聞く会」
11月11日（水）は、毎年開催しております「建設情報

研究所研究発表会」を30周年記念として内容を少し拡充

したものとして、これまでのJACICの変遷やユーザーの

声を聞くセミナーとして、以下のようなプログラムを考

えております。

11月11日（水）10：00～17：00

１．JACIC 研究活動の概要と将来　
２．JACIC 各システムの変遷と将来
⑴コリンズ・テクリスの変遷と将来
⑵電子入札コアシステムの変遷と将来
⑶積算システムの変遷と将来

　　　（昼食休憩）
３．各システムユーザーの講演
⑴積算システムユーザーから
⑵建設副産物システムのユーザーから
⑶電子入札コアシステム市町共同利用について
⑷コリンズ・テクリス検索ユーザーから
⑸コリンズ登録ユーザーから
⑹テクリス登録ユーザーから

４．社会基盤情報標準化委員会の成果から

11日は、この後　17：30～「意見交換会」を予定して

おります。誰でも参加出来ます。会費2,000円です。

2．設立30周年記念「研究助成事業成果報告会」
12日（木）は、毎年開催しております「JACIC研究助

成事業成果報告会」を、30周年記念イベントとして、お

二人の先生に記念講演をして頂くほか、昨年度から始め

た特別枠の助成研究の中間報告等も加え、以下のような

プログラムとなっています。

11月12日（木）10：00～17：30

１．基調講演　　　　　　東京大学教授　柴崎亮介
２．講演「JACIC 研究助成に期待するもの」
	 中央大学教授　大橋正和
　　　　　　（昼食休憩）
３．30周年記念特別枠研究成果報告・中間報告（３件）
　　⑴地方公共法人日本下水道事業団
　　⑵東北学院大学工学部
　　⑶一般社団法人　全国地質調査業協会連合会
４．平成 26年度完了分研究成果報告（７件）
　　	　函館工業高等専門学校、愛媛大学、大阪大学、

立正大学、㈱ｱｰｸ情報ｼｽﾃﾑ、東北大学、熊本
大学

これら、2日間のプログラムの時間割・申込みついては、

下記のサイトをご覧ください。

http://jacic.or.jp/anniversary/jacic_30th.html  

両日とも建設系CPDポイントを用意しています。

3．「JACIC30」と地方イベントの開催も予定
これらの30周年事業は、JACICの過去30年を振り返り、

将来の30年に思いをはせるという意味で「JACIC30」の

ロゴを使います。

またJACICには賛助会員という制度があり、全国600

以上の企業の方々に支えられてきました。地方所在の賛

助会員の皆様のためにも、記念の地方セミナーも随時実

施していきたいと考えております。ご期待下さい。

（JACIC設立30周年記念事業PT　河内康）

昨年の研究助成事業成果報告会

JACIC設立30周年記念イベント「JACIC30」開催予定
－11月11日（水）・12日（木）セミナー参加者募集中－
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1．はじめに
平成27年9月8日に京都工芸繊維大学准教授の澤田祐一
先生と同大学助教の東善之先生による「学生のものづく
り活動を通した工学教育」と題した、3D-CAD教育とロ
ボットに関する講演会がJACIC本部内で開かれました。
両先生とも、工学教育に3D-CADを積極的に導入され、
その実践として、NHKの大学ロボコンにも参戦され、
コンスタントに優秀な成績をあげられております。3D-CAD
は、JACICで取り組んでいるCIMにおいて、中心的役割
を果たすのはご承知のことと思います。また、JACICは
3D-CADをはじめとするCIMの教育についても取り組ん
でおります。今回ご講演いただいた機械工学分野は
3D-CADの利用が進んでおり、日頃我々がなじみの少な
い分野ですので貴重なお話をお伺い出来ました。また、
この講演会には外部からも4名の参加もあり、聴講者26
名と盛会に終了しました。

 2．講師の紹介
澤田祐一（さわだ　ゆういち）先生：京都工芸繊維大学�
機械工学系　准教授。ご専門は、確率システム理論（カル
マンフィルタや金融工学の基礎理論）に基づいた制御問
題や信号処理問題に関する研究で、柔軟構造物の振動制
御理論、柔軟マニピュレータの制御理論、画像に基づく
コンクリートクラックの検出などを研究されています。
東�善之（ひがし�よしゆき）先生：京都工芸繊維大学　
機械工学系　助教。飛行ロボットを中心として、移動ロ
ボットに関する研究に従事されております。また、東先
生は、本年度、｢鉄製橋梁等構造物へ吸着可能なUAVと
CIM（3D-CAD）データに基づく自律型点検システムお

よび維持用CIM（維持管理用DB）との連携に関する研
究｣ でJACICの研究助成を受けていただいています。
3．講演の内容　
⑴ロボコン関係
①ロボコン参加は、正規の教育プログラムである。
②参加学生は、
・��ロボコン活動での3D-CAD、制御理論等の事前体
験→授業での学習
・��授業での関連講義→競技ロボット製作への応用
　�という経験を通して学習効果が上がる。
　�また、マネージメント力等も他の学生に比べて高い。
　・�ものづくりに対する意欲は十分ある
③�競技ルールの拘束が緩くなり、問題解決力を養えな
くなっている。（安易な方向へ流れる）
④�マネージメント手法、ロボットの耐久性向上、動作
速度の向上等課題は多い。

⑵研究紹介
①柔軟構造物の制御問題
②画像処理によるクラック同定問題
③UAVを用いた点検ロボットの開発（研究助成）
④羽ばたき翼型飛行ロボット
⑤陸空複合環境下の移動ロボット（レスキューロボ）
⑥�太陽の偏光現象を利用したナビゲーションシステム
（地磁気がない惑星探査等）

4．おわりに
今回ご講演いただいた、澤田先生と東先生に紙面を借
りて感謝の意を表します。

　　　　　　　　　（研究開発部　次長　髙津知司）

CIMの動向（その13）
～3D-CAD教育とロボットに関する講演会～

JACIC便り

図1　澤田先生の講演スライド
写真1　講演会の様子
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1．はじめに
平成27年9月20日～27日に宮城大学蒔苗教授を団長と
するCIM調査団（表-1）を組織し、米国の公共発注機関
等（表-2）におけるBIM/CIMへの取り組み状況や教育
訓練の実施状況等を調査しましたのでご報告します。

表-1　調査団名簿
役　職 氏　名 所　　属
団　長 蒔苗�耕司 宮城大学教授
副団長 小路�泰広 JACIC

団　員

影山�輝彰 JACIC
川島�宏人 JACIC
橋爪�宏之 JACIC
藤澤�泰雄 シビル・ユーザー・グループ
福地�良彦 シビル・ユーザー・グループ
笠井�厳祐 ㈱建設技術研究所

表-2　訪問先一覧
訪問日 訪　問　先

9月20日（日）（移動）

9月21日（月）
ニューヨーク市デザイン・建設部（NYCDDC）
ロードアイランド州交通局（RiDOT）

9月22日（火）マサチューセッツ州空港港湾局（Massport）
9月23日（水）（移動）　MIT、市内見学
9月24日（木）ウィスコンシン州交通局南東地域（WisDOT�SE）
9月25日（金）同上　Zoo�IC 建設現場、交通管制センター
9月26日（土）（移動）
9月27日（日）（移動）

2．調査結果の概要
⑴ニューヨーク市デザイン・建設部（NYCDDC）
NYCDDCでは、数年前より大規模プロジェクトを対
象にBIMの導入を開始し、2012年には建築物を対象とし
てBIMガイドラインを定め、BIM実行プランの提出を受
注者に求めている。�2016年春に発行予定のガイドライ
ン2.0ではインフラ構造物や施設管理への拡張を予定し
ている。教育訓練プログラムは市独自には有しておらず、
受注各社が独自で行っている。大学でのBIM教育も盛ん
になってきている。
⑵ロードアイランド州交通局（RiDOT）
RiDOTでは、�BIM導入を段階的に進めてきており、測
量、道路設計、地下埋設物の情報定義を行っている。今
後は職員への教育訓練プログラムも含めて検討する予定
である。3次元設計の有用性や道路交通管理における日
米での権限の違い等について意見交換が行われた。
⑶マサチューセッツ州空港港湾局（Massport）
Massportでは3年前からBIMを導入、2015年にはガイ

ドラインを策定し、実行計画の作成方法やLOD（level�
of�development）を定めた。また2020年までのロードマッ
プを作成し、目標を段階的に示している。

⑷ウィスコンシン州交通局南東地域（WisDOT SE）
WisDOT�では2013年にウィスコンシン大学と共同で3
次元技術実装プランを作成し、3次元モデリング、干渉
評価、可視化、仮想現実（VR）・拡張現実（AR）の導
入などを対象に2015年までのロードマップを作成した。
また、ビデオ教材を用いたオンライン教育を導入し、作
業分野ごとにカリキュラムを設定している。
管内の大規模工事であるZoo�ICではCIMを積極的に
導入し、大量の設計図書が不要となること、異なる工種
間での干渉検出が極めて有効であること、文書、予算、
スケジュールやリスクを含めた工程管理が重要であるこ
と、CIM全体の調整役として“CIMコーディネータ”が重
要であることなどが示されている。

3．おわりに
今回の調査で得られた米国の発注機関等における取組
み状況や課題に関する貴重な情報は、今後のガイドライ
ン作成や人材育成等に活かしていきます。

（研究開発部　次長　小路泰広）

写真-1　マサチューセッツ州空港港湾局訪問

写真-2　ウィスコンシン州交通局南東地域訪問

CIMの動向(その14)
～米国CIM調査報告～

JACIC便り
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JACICは今年京都で行われる第5回世界工学会議（国

際会議）に以下のように参加します。

1．世界工学会議とは
世界工学会議（World�Engineering�Conference�and�

Convention）とは、世界中のエンジニアの団体が参画

している「世界工学団体連盟�（WFEO）」という組織が

中核となり、およそ4年に一度開催してきた、工学のあ

らゆる分野を横断し技術の進化と社会への貢献について

議論をする国際会議です。今回で5回目になります。こ

れまでの開催は以下のようになっており、日本での開催

は初めてです。

第 1回　2000 年　ドイツ・ハノーバー
第 2回　2004 年　中国　上海
第 3回　2008 年　ブラジル　ブラジリア
第 4回　2011 年　スイス　ジュネーブ

今回日本での第5回大会は、「公益社団法人日本工学会」

と「日本学術会議」が共同主催となっております。日本

における東北地方の大震災後も、日本の科学技術はしな

やかな復元力を持って活動しているということを世界の

人たちに見せることによって、日本の技術力と文化をア

ピールすることが目的だそうです。　

そのため、建設分野に限らず「持続可能な活動」「ビッ

グデータの活用」などのテーマが多くなっています。

2．WECC2015の大会概要
○日程：平成27年11月30日（月）～12月2日（水）

○会場：国立京都国際会館　

○形態：開会式、基調講演、パラレルセッション

　　　　技術展示会、関連会議の開催

○参加：�世界90ケ国からの500人の外国人を含め約

2000人。

○日本か�らの参加：建設分野の参加団体は社団・財団・

企業を含め約30団体

○参照サイトhttp://www.wecc2015.info/jp/index.html

3．JACICの参加概要
JACICには、主催者から参加要請がありました。その

ため、技術展示会にブース出展するとともに、7名の論

文参加を含め計10名を派遣することになりました。日程

は以下の通りです。

11 月 29 日（日）登録および交流会
11 月 30 日（月）開会式および特別基調講演
12 月��1 日（火）パラレルセッション
12 月��2 日（水）パラレルセッション、閉会式

4．JACICの展示とその意議　
「技術展示会」において、JACICは3日間のブース出展

を行い、ここでは、「コリンズ・テクリス」「電子入札コ

アシステム」といった世界的にも誇るべきシステムを英

文化して発信するとともに、「積算システム」「建設副産

物システム」「Photog-CAD」などを展示・説明する予

定です。

コリンズ・テクリスは、登録件数600万件以上という、

現在の日本の建設分野公共発注システムの中では圧倒的

な存在を誇っている情報システムですが、これは外国人、

特に発展途上国の政府関係者には非常に驚くべき内容と

なっています。また電子入札コアシステムは、2015年現

在47都道府県20政令都市のほとんどすべてにサポートし

ていただいているシステムですが、これも外国人には驚

愕のシステムです。「国が決めたスタンダードではない

ものをどうしてそのように徹底出来るのか？」という疑

問です。技術展示では、これらのシステムについての質

疑応答に応えたいと考えています。

　　　　　（国際交流・貢献PT　河内康）

会場の国立京都国際会館

第５回世界工学会議（WECC2015）へJACIC参加
JACIC便り
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地方便り

四国地方センターは、四国４県を担当管内として、
JACICの各種システム等の普及促進活動を行っていま
す。本年度の現在までの主な活動をご紹介します。

■コリンズ・テクリス
平成27年4月現在、管内全95市町村のうちコリンズで
74%、テクリスでは51%の導入率で、微増傾向にありま
す。企業を指定しての工事（業務）実績検索や、エリア、
工種等条件を指定しての企業検索のほか技術者の実績検
索等にも有効です。未利用機関等の訪問活動を通じて、
利用方法や操作説明等も行っています。

■電子入札コアシステム
四国地方では、国や4県と23市町で運用しており、単
独利用の自治体においては、県との共同利用に移行する
動きがあります。
6月18日には、「平成27年度四国地方ブロックコアユー
ザー会議」を高松市内で開催しました。国、県、市から
10団体、20名が出席し、システムの運用等について活発
な意見交換をいただきました。今後も管内ユーザーの積
極的な参加をお願いします。

■積算システム
JACIC積算システムは、四国地方では県関係で利用さ
れています。現在、地方自治体向けのWeb積算システ
ムについて、訪問活動を通じて利用ニーズの把握ととも
に、要望に応じて説明会等も開催しています。
�

■Photog-CAD
本ソフトは災害査定申請作業や被災箇所等の調査にお
いて、迅速かつ安全な作業に有効で、四国地方では地方
自治体を主体に普及促進活動を推進しています。
6月には、高知県土地改良事業団体連合会のご要望を
踏まえて、県、市等から7団体、18名が参加し、被災箇
所の現地講習並びに室内講習を開催しました。このよう
に農林分野での利用も期待されています。
�

■RCCM資格試験受験準備講習会
平成27年度の講習会（高松会場）は、7月31日に香川
県土木建設会館で開催しました。当日は例年より約5割
増の138名の方が受講されました。
講習会では建設コンサルタント業務とその管理、最近
の課題、事前準備対策等について、講習会テキスト等に
基づいての解説を行いました。なお、平成28年度も7月
下旬に同会場で開催する予定です。
�

平成27年度RCCM資格試験受験準備講習会

○�　JACICシステムの試用サービス、操作説明、講習会
の開催等のご要望がありましたら、お気軽に四国地方
センターまでお問い合わせ下さい。

（四国地方センター長　横山嘉夫）

平成27年度四国地方ブロックコアユーザー会議

Photog-CAD講習会の現地講習の様子

四国地方センター活動報告

自治体への積算システム説明会の様子
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JACIC便り

JACICホームページでは、平成25年度からJACIC内各
情報システムで得られた分析を「マス」データとして一
部公開しています。
各情報システムに登録された「個々のデータ」は「秘
密情報」という位置づけですが、全体として見ると公共
工事の推移や傾向が分かることがあり、その情報をホー
ムページで毎月公開しています。
これが以下に示す「JACICデータから読む」のページ
です。（赤い部分のボタンをクリックする）

URL http://www.jacic.or.jp/jacicdata/index.html

1．コリンズデータの網羅性
コリンズ（COnstruction�Records�Information�System

工事実績情報システム）は、公共工事などを受注した企
業が受注時に工事情報等を登録していただいているデー
タベースシステムです。このシステムには日本中で発注
された公共工事の80％以上が登録されていると言われて
おります。
そのように捕捉率が高くなると、コリンズシステムに
登録された「受注額」の合計金額は、公共工事の予算執
行の傾向をほぼ捉えていることになります。したがって、

コリンズに毎月登録された工事の発注額を合計した数字
を、丹念に追っていくことで、公共事業全体の推移や傾
向を把握することが出来ると考えられます。あるいは逆
に、建設分野の業界内にいる人にとっては「何となく感
じている業界の情勢」を、現実のデータを以って検証す
ることが出来るとも考えられます。
2．東日本大地震の影響を見る
下の図は、東北大震災後に「福島県・宮城県・岩手県」
の三県の地区で発注された工事の登録発注額を合計した
数字の推移グラフです。

これによりますと、震災後2年たった平成25年4月～6
月（緑色のグラフ）でも、復興のための工事がなかなか
増えなかったことが示されています。
現在の「JACICデータから読む」では、コリンズの
データの他に、テクリス（Technical Consulting Records 
Information System 業務実績情報システム）のデータ・
建設副産物システムのデータ・入札情報サービスのデー
タなども公開しています。
3．データの速報性
これらのデータは毎月更新されています。前月のデータ
が、早い時には1週間程度で公開されます。これは同種の
統計データと比べると驚異的に早い公開時期と言えます。
4．今後の「JACICデータから読む」
「JACICデータから読む」のコリンズデータは、この3
年間は「東北三県」をテーマにして追ってきましたが、
今年度は新しいテーマに挑戦する予定です。マスデータ
を加工することによって、地方における公共事業の動向
に関連したテーマを表現できないかと検討しています。
「JACICデータから読む」の今後にご期待下さい。

　　　　　　（経営企画部次長　河内康）

「JACICデータから読む」JACICホームページの紹介
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