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近年のIT技術の急速な発展により、職場のみならず家
庭でもインターネット環境に急速な変化が生じています。

本稿では、家庭のインターネット環境にターゲットを当て、
環境の変化やインターネット利用における不安や実際の被
害、そして被害を受けないための日々の情報セキュリティ
対策について述べます。

ここでは、総務省のホームページ（統計調査データ）で
公開しています ｢通信利用動向調査報告書｣ および ｢通
信利用動向調査 統計表一覧｣（以降,調査と記す）のデー
タを用いて整理しています。

H18年、H23年、H28年の3年を対象に、インターネッ
ト環境がどのように変化しているかをざっくりと見てみる
ことにします。10年前、5年前を思い出しながら、見てい
ただければ幸いです。

調査は、各年のインターネット状況を踏まえた内容となっ
ているため、H18年、H23年、H28年がすべて同じ調査内
容ではありません。そのため、各年のデータを単純に比較
できない場合や、著者の判断で類似データと判断している
場合があることをご容赦願います。
1．インターネットを取り巻く環境の変化

現在、家庭等でのインターネットを利用するツールとし
ては、パソコン以外にも、スマートフォンやタブレット等
が多く普及しています。

表-1では、家庭にあるインターネットを利用する通信機
器の保有率の経年変化を見てみます。

ここでの ｢世帯｣ とは世帯単位での保有率を、｢個人｣
とは個人単位での保有率を示します。H18年の調査データ
に関しては、H23年及びH28年とアンケート内容が異なっ
ていたため、一部のデータがありません。

同表より、明らかに、ここ5年間で携帯電話が激減し、替わ
りにスマートフォンやタブレットの保有率が大幅に増加してい

ます。スマートフォン
（個人）に関しては、
H28年 で5割 以 上 の
方 が々保有しています。

今後も、携帯電話
やパソコンに替わり、
スマートフォンやタブ
レットを利用する家庭
が多くなることが予想
されます。

表-2には、50歳 以

上の年代別に、年
間にインターネットを
一度以上利用した割
合を示しています。

50歳代の利用率
は、10年前から全年
齢の平均値を上回っ
ています。60歳代、
70歳代の利用率は、
増加傾向にあり、80
歳以上でもここ5年
間では増加傾向にあ
ります。今後も、この傾向は更に顕著に表れることが予想さ
れます。

H18年の50歳代の利用率と10年後のH28年の60歳代の
利用率がほぼ同じであり、H18年の60歳代も同じ傾向に
なっています。これは、若い年代で一度インターネットを
利用した方は、その後も継続し利用し続けるのではない
かと考えます。因みに、Ｈ28年の調査では、20歳代,30歳
代,40歳代は全て100%近い利用率となっており、今後、50
歳代以上の年代も、この値に近づくものと考えます。

主なインターネットの利用目的を整理し、表-3に示します。
同表は、H28年の調査で利用目的が多い順に示します。各年
により調査内容が異なるため、比較できないものは記載してい
ません。H18年、H23年とH28年とを比較すると、｢電子メー
ル｣ ｢SNSや動画サイト｣ の利用頻度が明らかに増えている
ことがわかります。

10年前は、｢ホームページ・プログの閲覧｣ が中心でしたが、
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表-3 インターネットの利用目的・用途（複数回答）
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最近の情報提供サービスサイトの充実により ｢天気予報｣ 
｢地図・交通機関の提供｣ や ｢ニュースサイト｣ の利用が中
心に変わってきていることが伺えます。調査データにはあり
ませんが、メールや通話を楽しむコミュニケーションアプリ等
の利用も最近多くなってきているのではないでしょうか。
2．インターネット利用での不安と被害

調査では、インターネットを利用する上での不安及び利
用していて受けた被害内容を整理していますので、その結
果を表-4, 5に示します。

インターネット利用者は、10年前から、「個人情報等が
外部に漏れていないか」及び ｢ウィルスへの感染｣ ｢セキュ
リティ対策｣ 等に不安を持っており、個人情報の漏えいへ
の不安については、最近になるほど増える傾向にあります。

これは、最近ニュース等で話題になっている｢個人情報の
漏えい｣に関する事件等も影響しているのではないでしょうか。

インターネットを利用し何らかの被害を受けた世帯の割
合（複数回答）は、H23年の約9割をピークに、H28年は約
8割と減少していますが、現在も多くの利用者が被害を受
けています。H28年の最も多い被害は、「迷惑メール・架空
請求メールを受信」で約7割の世帯で被害を受けています。

「ウィルスを発見又は感染」に関しては、H28年の被害は約
3割となっており、H23年と比べ約15%少なくなっています。

同表より、不審メールに注意するとともに、減少傾向
にありますがパソコン等へのウィルス侵入を防止する対策
は、引き続き必要と考えます。インターネット利用への不
安や被害に対し、利用者が対応を講じているかを表-6に
示します。同表より、H28年の ｢対策を行った｣ は、
H18年及びH23年に比べ約2割減少し、ウィルス対策ソフ
トの導入はH23年に比べ約1割減少しています。表-5のウィ
ルスの被害件数とは整合の取れない結果となっています。

また、H28年度は ｢対策を行っていない｣ 世帯も、約1
割増えています。

この要因として、H28年にスマートフォンやタブレットの
利用率が急激に増加しているにも係わらず、これらに対し
ウィルス対策ソフトを導入していないのではないでしょうか。
3．日常における情報セキュリティ対策

前項での ｢対策を行った｣ との回答は、何らかの対策
をひとつでも行った場合も含まれています。

それでは、家庭等でインターネットを利用するにあたり、
被害を受けないために何をすべきでしょうか。

情報処理推進機構のホームページに公開されている家庭
利用者向けの ｢日常における情報セキュリティ対策｣ では、

・ 利用するパソコン等のOSやソフトウェアを最新バー
ジョンに更新する。

・ セキュリティソフトを導入するとともに定義ファイル
の最新にしておく。

・ データのバックアップを定期的取っておくこと。
・ パスワードを適切に設定するとともに、使い回しをせ

ず、定期的に更新する。
・ メール等の不審なファイルやURLに注意する。　等
が述べられています。
セキュリティを確保するには、セキュリティソフトの導

入のみでなく、様々な対策を複合的に行う必要があります。
また、万が一、ウィルスに感染しパソコン等を初期化

せざるをえない状況になった場合を想定し、OSや重要デー
タのバックアップは必ず取っておくことも重要です。

内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）では、｢ネッ
トワークビギナーのための情報セキュリティハンドブック

（2017.2.8発行）｣ を電子書籍として無料で配布しています。
セキュリティに関する基礎知識やインターネット上のト

ラブルから身を守るための方法を分かりやすく解説してい
ます。以下のWebサイトで公開していますので、是非、
一読をおすすめします。

https://www.nisc.go.jp/security-site/index.html
ハンドブックでは、自宅ＰＣが何かおかしいと気づいた

時の対応として、｢有線の場合にはLAN回線を抜く、無
線の場合にはルータの電源を切るなどネットと繋がる回線
を切断して本体の電源はそのままにして証拠保全を図る
ように｣ と記載されています。

｢マルウェアがセキュリティソフトなどで駆除できない場
合はPCを初期化してバックアップから復元し、再びネット
に接続して使用し始める前に、まずは感染や乗っ取りの
原因と思われるものをクリアにします。｣ 等が記載されて
いますので、参考にしてください。

本稿では、家庭でのインターネット環境の10年間の変
化を見てきましたが、今後、インターネットを利用するに
当たり一助となれば幸いです。

（システムエンジニアリング部　部長　高橋忠）
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表-4 インターネット利用で感じる不安の内容

H18年
ﾊﾟｿｺﾝ,携帯電
話(n=3,633）

H23年
ﾊﾟｿｺﾝ,携帯電話,
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ（ｎ＝

7,730）

Ｈ28年
ﾊﾟｿｺﾝ,携帯電話,
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ、その
他（ｎ＝1,928）

何らかの被害を受けた 69.5 88.5 75.7
ウイルスを発見又は感染 31.7 40.0 24.3

ウイルス発見したが感染なし 20.4 27.6 19.3
ウイルスに１度以上感染 14.1 12.7 5.1

迷惑メール・架空請求メールを受信 46.7 74.8 69.9
フィッシング 0.6 1.3 5.1
不正アクセス 2.5 2.0 3.1
その他（個人情報の漏洩、誹謗中傷など） 2.9 1.8 1.7

特に被害はない 30.5 11.5 24.3

表-5 インターネットを利用して受けた被害
 （単位：％）
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土木電算連絡協議会第49回全国会議（報告）
1．会議の概要

平成29年11月1日（水）、2日（木）の両日、福井市に
おいて、土木電算連絡協議会第49回全国会議が開催され
ました。

土木電算連絡協議会は、昭和47年に設立され、全国47
都道府県、20政令指定都市で構成されており、積算シス
テムを始めとする、公共事業の執行プロセスへのICT導
入を通じて、業務の公平性、透明性、効率性等を向上さ
せることを目指しており、毎年1回全国会議が開催され
ています。

2．第49回全国会議
第1日目には、国土交通省大臣官房技術調査課　竹下

事業評価・保全企画官から「i-Constructionに関する最
近の動向について」と題して、施策の背景、i-Construc-
tionの概要、平成28年度の実施状況、拡大に向けた取り
組み等について講演がありました。

分科研究会では、第1分科会「CALS/EC電子納品・
情報共有について」、第2分科会「積算システム関連」、
第3分科会「生産性の向上について」の3テーマに分かれ
て、発表、意見交換が行われました。

第2日目には、（一財）経済調査会　芳賀参与から「公
共工事と会計検査（積算・施工の指摘事例）」と題して、
具体的な会計検査の指摘事例を例題に、その対策につい
ての講演がありました。

3．JACICによる講演
例年、JACICには講演の場を与えていただいておりま

す。本年度は「CIMの最新動向（CIM導入ガイドライン
を中心に）」と題して、昨年（第48回）に引き続きCIM

（Construction Information Modeling / Management）
に関して講演しました。

特に今回は、平成29年3月に公表された「CIM導入ガ
イドライン（案）」を中心にCIMの動向について説明し
ました。

なお、公表された「CIM導入ガイドライン（案）」は、
平成28年6月に国土交通省が設置した「CIM導入推進委
員会」で産学官（JACIC含む）が一体となり検討の上、
策定されたものです。

（1）CIM導入ガイドライン（案）策定までの経緯
国土交通省が平成24年度から開始したCIM試行事業等

の取り組みや、平成28年度からのCIM検討体制である
「CIM導入推進委員会」、i-constructionとCIMの関係、
CIMの導入効果等について説明しました。

（2）CIM導入ガイドライン（案）の概要
CIM導入推進委員会での検討を踏まえ、国土交通省は、

平成28年度末に5つの要領・基準類を公表しました。本
講演では、この中から「CIM導入ガイドライン（案）」と、
CIM成果を電子納品する際に使用する「CIM事業におけ
る成果品作成の手引き（案）」について、概略を説明し
ました。

CIMモデルの分類・構成
出典　国土交通省　CIM導入推進委員会　CIM導入ガイドライン（案）

（3）話題提供「デジタル工事写真小黒板の電子化」
「小黒板の電子化」とは、デジタルカメラで工事写真

を撮影する際に、小黒板等の情報を埋め込むことで、現
場作業の省力化や写真整理の効率化を図るものです。

本講演の最後に「小黒板の電子化」に関するJACICで
の取り組みや中央省庁・都道府県での運用状況等につい
て紹介しました。

（研究開発部　主任研究員　阿久澤孝之）
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平成29年度全国自治体版標準土木積算システム等担当者会議開催報告
平成29年11月10日（金）に平成29年度全国自治体版標

準土木積算システム等担当者会議（以下「積算担当者会
議」という）が岩手県合同庁舎において開催されました
ので報告します。

1．はじめに
積算担当者会議は、JACICが提供しているWeb版土木

積算システムを導入している地方自治体等（以下「ユー
ザー」という）が、効率的にシステムを維持・運用するため
に必要な情報の収集・交換等を行うため、平成5年度より、
毎年度1回 開催されています。会議は2日間に亘って行わ
れ、初日は、ユーザーのみで会議を行い、2日目はユーザー・
JACICを交え、事前に提示された各要望事項について
JACICより回答、またJACICからの情報提供を行いました。

本年度は、県・政令市・県建設技術センター等、12団体が
参加し、JACICも交えて、活発な意見交換が行われました。

2．JACIC担当者会議の内容
①要望事項に対する回答

本年度は44件の要望事項があり、積算ミス防止の為の
改良要望、利便性を高めるシステム改良要望等、多くのご
意見がありました。特に今年度から地方公共団体へ活用
が推奨されている工期設定支援システムとの連携要望が
あり、下記にJACICの回答について主な内容を纏めました。

工期設定支援機能は昨年度から国土交通省積算システ
ムに導入されており、その改良版として今年度から工期
設定支援システムが国土交通省発注工事において利用さ
れ、また、地方自治体等にも提供されています。このた
め、JACICではWeb版土木積算システムで作成した設
計書から工期設定支援システムと連携ができるファイル
を出力する改良を行うこととしました。

この改良により積算と工期設定に使う工種毎の数量の
不整合を防ぐことができ、積算者の作業負担の軽減が見
込まれ、さらに統一された工期設定支援システムとの連
携であることから工期の設定表様式等の標準化が将来的
に可能となる利点があり、年明け早々にWeb版土木積
算システムの標準機能として対応すると回答しました。

また、その他の要望についてJACICで必須機能と判断
したものは標準機能として改良を行い、また、一部要望
は全ユーザーの要望度調査を実施し、評点化した結果を
考慮した上で改めて検討を行うと回答しました。
②JACICからの情報提供

地下埋設物の３Ｄ化に向けた現状把握と今後の方向性
について情報提供を行いました。

内容は平成28年11月に起きた、福岡市地下鉄七隈線延
伸工事の道路陥没事故を受けて審議された、地下埋設物
位置情報の3次元データ化のイメージおよび今後の役割
等を具体的に紹介するというものでした。

属性情報とモデルのリンクイメージ　下水道（雨水）の例

情報提供後には、記憶に新しい陥没事故がきっかけで
ある取り組みであるということで、ユーザーの高い関心
を得ることが出来ました。

3．おわりに
積算担当者会議では、工期設定支援システムの活用に

ついて特に関心があることが分かりました。
このような貴重な意見を取り入れつつ、使いやすいシ

ステムにしていく必要があると感じています。
今後も積算システムの品質向上のため、全ユーザーが集

まる積算担当者会議を貴重な意見交換の場にできればと思
います。 （積算システムセンター　研究員　中園孝広）
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JACIC便り

平成30年度にCOBRISの無料利用サービスを実施します 
1．無料利用サービスの背景

国土交通省が配信している建設リサイクル法の帳票作
成システム「CREDAS入力システム」については、セキュ
リティ上の観点から、平成29年度末をもってシステムを
廃止することが決定されました。また、平成30年度には
センサス（建設副産物実態調査）の実施が予定されてい
ます。

JACICでは、現在CREDASを利用されている方に対
して、「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」をご
利用頂きたく、平成30年度の無料利用サービスを実施す
ることとしました。COBRISは、CREDASと同様の帳票
作成機能があり、センサスにも有効なシステムです。

2．COBRISの特長
COBRISには、以下の特長があります。
★CREDASと同様の操作性
　・データの登録は、CREDASと同様の画面で、同様
　　の操作性で行うことができます。
　・受発注者間において、登録したデータのチェッ
　　クのやりとりを行うことができます。
★帳票保存によりセンサスの回収手間が不要
　・帳票の保存ができ、センサス等の集計調査で、
　　改めて集計作業をする必要がなくなります。
★処理施設情報・調査価格情報で設計者の実務軽減
　・処理施設の検索や調査価格の登録ができ、閲覧
　　することで設計積算において有効です。

COBRISの画面（工事概要入力）

CREDASの画面（工事概要入力）

3．無料利用サービスの内容

今回のサービスは、CREDASを多く利用されている
都道府県・市区町村の工事発注者・受注者を対象に、以
下の条件のもと、COBRISの機能全ての利用を無料とす
るものです。

・ サービスの対象期間は 平成30年度の1年度間。
・ 平成29年度にCOBRISに加入していない者。
・ 平成30年度に都道府県市区町村工事を契約した

発注者・受注者。

詳細については、JACIC建設副産物情報センターへお
問合せください。（直通：03-3505-0410）

集計調査、帳票のチェックにおいて、作業手間や別途
業務発注を行うよりも負担軽減となりますので、今回の
サービスで、一度システムをお試しください。

（建設副産物情報センター　参事　小関喜晴）
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国土交通省では、建設生産システムの労働生産性を向
上すべく建築分野におけるBIMの広がりを踏まえ、土木
分野にBIMの概念を取り入れたCIMの試行を平成24年度
から開始されました。平成28年度末にはCIM事業（業務・
工事）を通じて得られた知見や利活用事例等を取りまと
めた「CIM導入ガイドライン（案）」が公表され、平成
29年度から本格的にCIMが導入されつつある状況です。

JACICでは、BIM/CIMに関する海外調査を継続的に実
施してきました。今年度は、平成28年度に英国BIM Task 
Groupと 締 結 し たMoU（Memorandum of Understand-
ing）をもとに、平成28年度から義務化された英国における
BIMの方向性に関する情報を収集するとともに、JACOBS
＊1やWaterman＊2などの英国コンサルタントに対しBIM義
務化の状況についてヒアリングしました。さらに、ケンブ
リッジ大学（英国）やオウル大学（フィンランド）におけ
るBIMの先進的な事例についても調査したところです。

このたび、今回の調査結果について報告を行うととも
に、オウル大学のRauno Heikkilä教授を招聘しフィンラ
ンドにおけるBIM/CIMの取り組み状況について講演を
行っていただくこととしました。

Handbook for the introduction of BIM by the European 
Public Sector（EUBIM Task Group）

Rauno Heikkilä教授

セミナーの内容は下記のとおりです。年末のお忙しい
時期ではありますが、多くの皆様のご参加をお願い致し
ます。

○開 催 日 時：平成29年度12月12日（火）
　　　　　　　13：30～17：00
○開 催 場 所：TKP赤坂駅カンファレンスセンター
　　　　　　　ホール14C
　　　　　　　東京都港区赤坂2丁目14-17
　　　　　　　国際新赤坂ビル　東館
○募 集 定 員：160名（先着順）

お申し込み方法は、JACIC研究開発部ホームページに
掲載しておりますのでご覧ください。

 （http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/international/
jacic_seminar20171212.html）

○プログラム：

時間割 内　容

13：00～13：30 受付

13：30～13：40
・開会挨拶
・シンガポールの取り組みについて
　JACIC理事　坪香　伸

13：40～14：10 ・欧州海外調査の概要及びbSIの動向
　大阪大学教授　矢吹　信喜

14：10～15：10
・海外におけるBIMの先進的研究事例
・BS-1192シリーズの実施状況
　JACIC研究開発部

15：10～15：20 休憩

15：20～16：50
・ フィンランドにおけるBIM/CIMの取

り組み※

　オウル大学教授　Rauno Heikkilä

16：50～17：00 質疑応答

17：00 閉会

※：同時通訳あり

＊1： JACOBS（ジェイコブス）は、北米、南米、ヨーロッパをはじめ世
界に250以上のオフィスを構え、2016年10月現在、5万人の技術者を
要するエンジニアリング会社。

＊2： Waterman（ウォーターマン・グループ）は、英国、オーストラリア、
ヨーロッパの各地にオフィスを構え、財産、インフラ、環境、エネル
ギー市場の計画、エンジニアリング設計等を行うコンサルタント。

 （研究開発部　次長　徳重政志）

JACICセミナー開催案内　― BIM/CIMに関する海外調査に関するセミナー ―

JACIC便り
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中国地方センターは、今年もリーグ優勝で街中を真っ
赤に染めた広島カープの本拠地広島市にあり、中国５県

を担当エリアとして、本部と共に
JACICが提供する各種システム等
の普及とフォローを行っています。
←（広島駅前歩道のマンホール蓋）

前回報告（2017.3月号）以降、中
国地方センターの主な活動につい
てご紹介します。

■CIMの普及拡大に向けた取り組み
中国地方センターでは、様々な機関や団体とも協力し

ながらCIMの普及に取り組んでいます。

◎i-Constructionセミナーin広島、米子
日本建設機械施工協会中国支部と全測連中国地区協議

会の主催により、平成29年4月11日に広島市、12日は米
子市で開催され、両会場合わせて約700名が聴講されま
した。この中でJACIC研究開発部から「CIMの動向と今

後の展開」と題し
て講演を行いまし
た。

広島会場での講
演 は ビ デ オ 収 録
し、その後ビデオ
セミナーコンテン
ツとして活用され
ています。

◎全測連中国地区協議会定例会
平成29年5月18日に出雲市で開催された協議会の定例

会にJACIC本部から坪香理事が招かれ、「CIMと建設生
産システムのダイナミックス」と題して講話を行いま
した。

◎CIM体験セミナー
広島・鳥取両県の測量設計業協会主催、川田テクノシ

ステムの協力により、6月19・20日は広島市で2日間、7
月6・7日は米子市と鳥取市において、Photog-CADと3
次元CADの操作体験セミナーが開催されました。セミ
ナーには測量設計会社の方をはじめ、鳥取では自治体の
職員も含め、延べ約100名の方が参加されました。

◎i-Construction講習会
平成29年7月から9月にかけて、鳥取・島根・岡山・山

口各県の建設技術センター主催の講習会の中で、ビデオ
「CIMの動向と今後の展開」を用いて講習を行いました。

■RCCM資格受験準備講習会の開催
平成29年度の「RCCM資格受験準備講習会」を、8月1

日にメルパルク広島（広島市中区）で開催し、約70名の
方に受講していただきました。

■中国ブロックコアユーザー会議の開催　
台風接近により延期した会議を、10月25日に下関市生

涯学習プラザで開催しました。初めて広島市内以外で開
催しましたが、5県2政令市、地元下関市のほか、電子入
札未導入の近隣自治体の担当者にも出席していただくこ
とができ、現状報告や課題・改善要望など活発な意見交
換・情報交換の場となりました。

■「建設技術フォーラム2017in広島」への出展
11月10日（ 金 ）、11

日（土）の2日間、広
島中央公園（広島市中
区）で「建設技術フォー
ラム2017in広島」が開
催され、中国地方セン
タ ー か ら は、CIM・
Photog-CADの デ モ ン

ストレーションを中心としてJACICのシステム全般の紹
介を行いました。

昨年に続き野外でテントを張っての開催でしたが、天
候にも恵まれ、2,300人の来場者で賑わいました。

CIM・Photog-CADの講習会等をご検討の方は、お気
軽に中国地方センターまでお問い合せ下さい。

（中国地方センター長　田尾和也）

中国地方センター活動報告
地方便り
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JACIC通信

JACICでは、海外からの来訪者に向けて、また職員が
海外へ渡航した際に現地でお会いする外国人に向けて、
JACICの事業を紹介するために、英文の「事業概要パン
フレット」を作成しております。毎年度定期的に、また
増刷の際に適時改定をしております。今年度も改訂を行
いましたので、その概要をご紹介いたします。

1．全体の構成
ページ数は日本語版より少なく、全体で16ペー

ジです。事業項目の分類は５つの分野（標準化活動、
研究開発、情報サービス、海外向けサービス、公
益事業）に分けて説明しております。

2．編集の方針
英文パンフレットは、日本語の事業概要パンフレット

とは大きく内容を変えております。特徴としては、「外
国人の立場から見て分かり易くする」という視点で作成
していることが挙げられます。これは、日本の背景事情
への理解がないままに、単に日本の技術を説明しても、
外国人には理解しにくいことに配慮したもので、職員が
話し合って、強調すべきところやそうでない部分とのメ
リハリをつけるとともに、相手の関心に応じてページ構
成を変えるなど多くの工夫を行って編集しています。

とくに前回の改定後に、ベトナム研修団を迎えての議
論や、台湾でJACICセミナーを経たことで、参加した職
員全員が、「JACICの事業の中で、外国人が関心を持つ
部分」について、直接触れる機会を得ました。

具体的には、台湾でのセミナーで会場での質疑応答の
様子やアンケートの結果から、電子入札関係への関心が
高いことがわかり、今回の改訂では、従来の１ページか
ら見開き２ページに拡張しました。

3．JACICホームページからのダウンロード
今回は2017年9月版として100部印刷しました。改訂し

た英語版事業概要パンフレットは、JACICホームページ
の以下のURLからダウンロード出来ます。

http://www.jacic.or.jp/english/count31.html

（国際グループ　横山善行）

英語版JACIC事業概要パンフレット改定

0．OVERVIEW (概要)
1．Board Member & Organization （組織）
2．Outline of Business & Research （事業分類）
3． Standardization for Infrastructure 

Information（標準化活動）
4．Research and Development （研究開発）
5．Information Service （情報サービス)
6．International Service （海外向けサービス）
7． Public Benefit Service （公益事業）
Office & Access Map （アクセスマップ）

27701242 JACIC news_12月号.indd   8 2017/11/29   18:04:16

http://www.jacic.or.jp/english/count31.html

	「家庭におけるインターネット環境の変化とセキュリティ対策」
	土木電算連絡協議会第49回全国会議（報告）
	平成29年度全国自治体版標準土木積算システム等担当者会議開催報告
	平成30年度にCOBRISの無料利用サービスを実施します
	JACICセミナー開催案内
	中国地方センター活動報告
	英語版JACIC事業概要パンフレット改定

