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1．はじめに
施工パッケージ型積算方式は、平成24年10月から試行
導入され、既に5年5ヶ月が経過しています。同方式は全
国各地の公共工事の積算業務に用いられ、受発注者双方
の関係者には既に定着した感があります。JACICでは積
算制度に関する調査研究等を従来から国土交通省より受
託し、施工パッケージ型積算方式の導入に関しても支援
を行っています。
本稿では、施工パッケージ型積算方式の導入効果や「施
工パッケージ単価」の作成上の工夫点等を紹介するとと
もに、今日までの適用状況を踏まえた調査等から得られ
た適用上の課題等についても紹介します。

2．施工パッケージ型積算方式の適用状況
施工パッケージ型積算方式は、「施工パッケージ単価」
を用いて直接工事費を算出する積算方式です（図1）。「施
工パッケージ単価（標準単価）」は、積上げ型積算方式
で用いている「歩掛」をベースとし、機械経費、労務費、
材料費をひとまとめに（パッケージ化）して国土交通省
が公表している「単価」です。積算者は、工事地区、発
注時期に応じて、「施工パッケージ単価（標準単価）」を
用いて、公表されている補正式により算出した「積算単
価」により直接工事費を算出します。
平成24年10月に63施工パッケージが試行導入されて以
降、毎年追加され、現状では合計416施工パッケージが
適用され、積算での使用頻度は、施工パッケージ型積算

方式が約65％1）と言われています。
平成30年度以降は、ICT関連の追加を除いては、適用
済み施工パッケージの積算条件区分や機労材単価等の変
更に伴う改定が中心になると考えられます。
なお、施工パッケージ型積算方式に移行した工種（種
別）は、積算基準書から「歩掛」が削除されています。
一方で、一般土木工事においては現状でも、約1700の
歩掛が積算等に用いられていることも事実です。表1に
示すように、積算基準書第Ⅱ編共通編の第3章基礎工、
第5章仮設工、第Ⅳ編道路編の第5章トンネル工、第6章
道路除雪工では、すべて歩掛が用いられ、第Ⅲ編河川編
第3章砂防工、第Ⅳ編道路編第7章橋梁工、等では歩掛に
よるものが多数となっています。
これは、①使用頻度が相対的に少ない、②施工現場の
土質条件等の影響で積算条件の組み合わせ数が相当多く
なる、③新しい工法のため歩掛制定からの年数が浅い、
等の理由から、後述する施工パッケージ化の検討・分析
が困難である、又は、歩掛の性質や条件が施工パッケー
ジ化に馴染み難い等の事情があったためと思われます。

3．�施工パッケージ型積算方式の導入効果と単価作成上
の工夫点
施工パッケージ型積算方式の導入により期待される効

果は、①受発注者間及び元下間の契約や価格の透明性の
向上、②積算業務等の負担軽減（特に発注者）があると
言われています。積算業務の負担軽減（簡素化、時間短縮）

施工パッケージ型積算方式の素顔 ～試行導入から5年が経過して～
ニュースと解説

図1　施工パッケージ型積算方式の概要
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については、運転経費を算出する下位単価表の作成が不
要となる等、国土交通省国土技術政策総合研究所が行っ
たフォローアップ調査結果2）では、受発注者共に、導入効
果について概ね良い評価が得られたと報告されています。
「施工パッケージ単価」作成に当たっては、機械経費、
労務費、材料費をひとまとめにする（施工パッケージ化
検討・分析）過程で、積算業務の簡素化を狙い、①単価
差の小さい条件区分を大括り化したもの（例：施工パッ
ケージ「重力式擁壁」での目地材の有無等の条件削除）、
②歩掛で実数入力としていたものを条件区分化したもの
（例：施工パッケージ「基礎砕石」）、③複数の歩掛を組
み合わせて1つの構造物単位の施工パッケージとしたも
の（例：施工パッケージ「踏掛版」）、等があります。
また、通常は機労材費全てをひとまとめにしています
が、流通が少なく又はブランド品などのため材料費が物
価資料等に掲載されておらず代表とする材料規格が設定
できない場合には、材料費を別の施工パッケージ（例：「平
石張（材料費）」）として、材料費を含まない施工パッケー
ジ（例：「平石張」）と合算して積算できるようにしてい
ます。

4．適用上の課題等
上述のフォローアップ調査結果によると、適用上の課
題として、「歩掛廃止による影響」をあげる意見が受発
注者共に多くなっています。これは、施工パッケージは
歩掛と異なり、内訳が機労材構成比で示されるため、そ

の数量構成が不明瞭となり機労材の投入量や単価の妥当
性が確認しづらいとの意見があるとのことです。
しかし、上述のとおり「積算の簡素化、時間短縮」等、
導入効果を支持する意見も多いことから、課題への対応
として、積算基準書等の記載内容の充実や標準単価の条
件区分の新設拡大と細分化、実数入力の復活等、使い易
さ、分かり易さを求めて、継続的に仕組みの改善が図ら
れていくものと思われます。
また、標準単価は条件区分それぞれに価格が設定され、
現在の単価総数としては、1万1千個以上有り、これらが
実勢単価と乖離しないよう適宜見直しを行っていく必要
があります。
JACICとしても、施工パッケージ型積算方式が今後と
も建設生産システムの中で有効、有益に利用されるよう
支援を行っていくこととしています。

（参考文献）

1） �国土交通省国土技術政策総合研究所：施工パッケー
ジ型積算方式について，平成29年5月，http://www.
ni l im.go . jp/lab/pbg/theme/theme2/sekop/
sekopsetsumei29.pdf

2） �牧野，関，森，吉田，内山：施工パッケージ型積算
方式のフォローアップ調査結果について，第35回建
設マネジメント問題に関する研究発表・討論会講演
集，2017年12月

（積算システムセンター長　渡部秀之）

ニュースと解説

ニュースと解説
表1　施工パッケージ化された種別数
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『平成29年度電子入札コアシステム特別会員会議』開催報告
JACIC便り

2018年1月19日（金）に平成29年度電子入札コアシス
テム特別会員会議を大手町サンケイプラザにおいて開催
しましたので報告します。

1．会議の位置づけ
本会議は、電子入札コアシステムに関する情報提供と
意見交換を行う場として、電子入札コアシステム開発コ
ンソーシアムの会員（正会員、賛助会員、特別会員）及
び業界団体を対象に毎年開催しています。ⅰ

（会議の様子）

2．会議概要
本会議では、コアシステムを利用している発注者及び
受注者の意見・要望を幅広く拝聴するとともに、コアシ
ステムに関する情報提供等を行いました。主な議題は以
下の通りです。

1）コアシステム事業の状況
今年度における事業改善方針の対応状況として、Java�

Plug-in廃止に向けた対応や自治体セキュリティ対策等
に関するアンケートの実施など、主な活動についての報
告を行いました。
2）コンソーシアムの継続について
電子入札コアシステム開発コンソーシアムは、2001年
度に設立され、2003年度以降2年毎に事業期間を見直す
こととなっています。現事業期間は2018年3月末に期限
を迎えるため、2017年6月に開催した統括会議（規約の
改廃、重要事項の決定を行う会議）において2020年3月
末までコンソーシアムを継続することが決定されたこと
を報告しました。
3）�クライアントPCにおいてJREを使用しない方式の
開発
JACICでは、これまでクライアントPCでのJREの利
用を前提にJRE9への対応とJavaプラグイン廃止対応と
を段階的に実施する方法を検討してきました。しかし、
昨年9月に米国オラクル社が公表したJREに関するポリ

シーの変更によりJRE9においてJavaプラグインを利用
できなくなることが判明したため、これまで検討してい
たJRE9対応とJavaプラグイン廃止対応を段階的に実施
することが困難になりました。このような状況を踏まえ、
JACICでは、コアシステム利用PCにおいてJava（JRE）
を使用しない方式の開発を行っており、2019年内の対応
完了（利用団体様への提供）を目指して検討、検証を進
めていることをお知らせしました。
4）Java関連のセキュリティ対策案
上記の対応完了までのJavaの利用に関し想定される
セキュリティリスクへの対策案について、運用面、技術
面から検討していることやセキュリティリスクの回避策
となり得る案について引き続き調査・検討を進めていく
予定であることを説明しました。
5）コアシステムのサポートについての検討案
「クライアントPCにおいてJREを使用しない方式の開
発」に伴い、現行コアシステムのサポート期間の変更等
を行う検討案を説明しました。本件については引き続き
検討を行い、今年度末を目途に方針決定する見通しです。
6）ユーザ会議
当日は、特別会員会議に引き続いて、保守・利用契約
団体様を対象とした「第16回電子入札コアシステムユー
ザ会議」を開催しました。ここでは、JRE8（Java実行
環境バージョン8）に関わる今後の対応やコンソーシア
ムへの要望事項などの確認結果を説明するとともに、保
守・利用契約団体様間での情報共有や意見交換が行われ
ました。また、アンケートの調査結果の報告などを行い
ました。

3．まとめ
本年度も、115団体、164名（中央省庁6、独法・機構
等16、都道府県62、市町村等45、コンソーシアム正会員・
賛助会員29、業界団体6）と多くの皆様にご参加いただ
きました。
今後も「クライアントPCにおいてJREを使用しない
方式の開発」をはじめ、利用団体様からの要望を踏まえ
た改善・開発やIT環境の変化に応じたシステムの安定
運用のための対応など、利用者の皆様が電子入札コアシ
ステムを円滑に運用していただけるようサポートに努め
ていく所存です。

（システムエンジニアリング部　参事　堀　喜一）

ⅰ�　昨年度は電子入札コアシステム利用者会議との合同会議を開
催しました。今年度は事業の改善方針案の説明を行わないため、
電子入札コアシステム利用者会議設置要領（平成29年1月20日改
定）に則り、特別会員会議のみの開催になりました。
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平成30年1月26日（金）に、幣財団が運営するコリンズ・
テクリス（工事・業務実績情報システム）に関して、利
用者（発注者、受注者）からの意見・要望をお伺いし今
後のシステム改良等に反映する事を目的とした「平成29
年度コリンズ・テクリス利用者会議」を開催しました。
会議では、事前に実施した利用者意見募集（アンケー
ト調査）結果を報告するとともに、コリンズ・テクリス
バージョンアップ版のリリースに関して主な改良項目や
現在の進捗状況、今後の予定を説明し、意見交換を行い
ました。

1．出席者
（1）発注者：国、地方公共団体
（2�）受注者：建設業関係団体、建設コンサルタント関係
団体、測量設計業関係団体、地質調査業関係団体、補
償コンサルタント関係団体

2．利用者アンケート結果
（1）募集期間
　平成29年12月6日（水）～20日（水）

（2�）対象：システムを利用している発注者（公共発注機
関）及び受注者（企業）

（3�）項目：システム全体の満足度、システム運営の満足
度、コリンズ・テクリスホームページのよく利用する
メニュー等、その他コリンズ・テクリスに関する意見
等について

（4）回答数：発注者292、受注者661
（5）主な結果
・システム運営の満足度
�　ヘルプデスクの対応については、発注者（検索シス
テム）、受注者（登録システム）とも9割以上の方から
「ふつう」以上の評価をいただきました。（図-1参照）

3．コリンズ・テクリスのバージョンアップ
現在運用中のコリンズ・テクリスのハードウェアの更
新時期を踏まえ、現行システムの課題に対応したシステ
ムのバージョンアップを行っています。
会議では、バージョンアップの主な改良項目及び現在
の作業の進捗状況について説明を行い、発注者および受
注者から貴重なご意見をいただきました。また、バージョ
ンアップ版のリリース予定時期とリリースに向けた情報
提供の時期についてお知らせしました。

	 �バージョンアップ版のリリース予定時期：�
　平成31年1月頃

	 �バージョンアップ版の情報提供予定時期：�
　平成30年7月頃からホームページ等で順次
情報提供� �
（操作方法の留意点、項目定義ファイル等）

当日の資料及び議事概要は、JACICホームページ� �
http://www.jacic.or.jp/meeting/coritec/index.htmlをご
参照ください。

4．今後の取り組み
コリンズ・テクリスのバージョンアップ版のリリース
に向けた作業を進めるとともに、アンケート調査でいた
だいたご意見、ご要望を踏まえ、ヘルプ機能の強化やホー
ムページのリニューアルを行い、更なるサービスの向上
を図ってまいります。

（コリンズ・テクリスセンター　副参事　川口　玲）

「平成29年度コリンズ・テクリス利用者会議」開催報告
JACIC便り

利用者会議の様子

図-1　システム運営の満足度

27701351 JACIC news_3月号.indd   4 2018/02/28   10:16:35

http://www.jacic.or.jp/meeting/coritec/index.html


- 5 -

2018.3月号

JACICnews ｢NO.344｣（2018.1月号）にて事前案内し
ました平成29年度JACIC研究発表会での発表テーマから
「土木工事積算の効率化に向けた基礎的研究」の概要を
報告します。なお、本研究テーマの詳細はJACICホーム
ページに掲載しています。

1．研究の背景と目的
積算システムセンター（以下「当センター」という）
では、国土交通省・地方公共団体に対する積算業務支援
として、国土交通省が毎年改定する積算基準書の改定内
容を限られた期間内に公共土木工事の予定価格等を算出
するための積算システム・積算基準データに適確に反映
させる年度改定作業が、主要な業務となっています。
現在、これら業務支援実施にあたり、以下の積算業務
を取り巻く状況変化への対応が求められています。
①先般の改正品確法の改定により、特に、地方公共団
体に対して最新の積算基準書の適用を求ており年度改定
作業の迅速化が求められています。
②昨今の入札公告の中止・訂正等を背景に年度改定作
業の正確性保持が求められています。
③政府の働き方改革やI-Constructionを背景に適正な
工期設定支援システムへの対応等、新たな業務場面への
対応が求められています。
本研究は、上記の背景を踏まえて、積算分野に係わる
複数の業務場面で国土交通省が毎年改定する積算基準書
の改定内容を反映させたコンピュータシステムが利用さ
れることに着眼し、紙媒体の積算基準書自体をコン
ピュータシステムによる最適な制御が可能となるインテ
リジェント化の可能性を検討したものです。

2．研究の内容
積算基準書のインテリジェント化により、積算システ
ム・積算基準データの年度改定作業を含め、複数の業務
場面で活用することで、積算関連業務の品質向上に繋が
るものと考え、次の基礎的な研究を実施しました。①イ
ンテリジェント化の有用性の事前確認、②インテリジェ
ント化のケーススタディ。

3．研究の結果
研究内容のうち、積算基準書のインテリジェント化に
よる有用性については、約800頁から構成されている積
算基準書をインテリジェント化するには時間とコストが
必要です。そこで、ケーススタディに先がけて、インテ
リジェント化の有用性を判断する四つの要件（新たな業
務場面での活用も想定されることなど）に対して検討し
た結果、全ての要件が満足することを確認しています。
詳細は割愛しますが、右図にインテリジェント化した積

算基準書の活用イメージを示します。

ケーススタディでは、当センターの主要業務である積
算基準データの年度改定作業を取り上げ、研究の背景と
目的でも述べた年度改定作業の迅速化・正確性保持の定
性的な評価を行うとともに、技術的な可能性を評価する
ために積算基準書で規定している年度改定前の単価表を
XML形式でインテリジェント化し、それに対して年度
改定情報を修正することで年度改定後の積算基準データ
が自動生成できることを試行しました。
ここでは、前者の評価結果の概要を下図で整理します。
年度改定作業の迅速化は、現行の改定手順の手順2から6
迄が、積算基準書をインテリジェント化したXMLデー
タの修正に相当することからその効果が期待されます。
正確性保持に係わるチェック作業は現行の改定手順のそ
れと同じ手法を考えます。

区 分 改定手順

現行の改
定手順

新たな改
定手順

手順1：改定情報の入
手

手順2：当該施工歩掛
の入力ﾃﾞｰﾀﾘｽﾄ出力

手順3：入力ﾃﾞｰﾀﾘｽﾄ
に改定内容を朱書き

手順4：手順3の結果を
専用ﾂｰﾙにﾃﾞｰﾀ入力

手順5：手順４を反映し
た入力ﾃﾞｰﾀﾘｽﾄ出力

手順6：手順3と手順5
の突き合わせﾁｪｯｸ

手順7：入力ﾃﾞｰﾀの文
法上のエラーﾁｪｯｸ

手順8：積算ｼｽﾃﾑ上で
の金額ﾁｪｯｸ

手順9：積算ｼｽﾃﾑ上で
の動作検証

手順1：改定情報の入
手

手順3：入力ﾃﾞｰﾀの文
法上のエラーﾁｪｯｸ

手順4：積算ｼｽﾃﾑ上で
の金額ﾁｪｯｸ

手順5：積算ｼｽﾃﾑ上で
の動作検証

手順2：積算基準書の
ＸＭＬﾃﾞｰﾀ修正

左記は、上記の手
順2～手順6に相当

※手順2～6は作業の「迅速化」、手順7～9は「正確性保持」

4．最後に
本研究では行政ニーズの高い積算基準書の年度改定対
応作業の迅速化・正確性保持が可能であることを明らか
にしましたが、今後、それを実現するためにはインテリ
ジェント化が容易となるよう積算基準書の記載方法等の
統一化や各業務場面での活用を考慮したデータ構造の標
準化が不可欠と考えています。

（建設情報研究所首席研究員
積算システムセンター次長　村椿良範）

平成29年度JACIC研究発表会
「土木工事積算の効率化に向けた基礎的研究」の概要

JACIC便り
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1．はじめに
平成29年10月にイギリス・フィンランドを対象に
BIM/CIMに関連する最先端の技術動向について海外調
査を行いました。今回は、フィンランドのBIMのツール
として利用されているInfrakit�について紹介します。

2．フィンランドでのBIMの概要（InfraKitの紹介）
フィンランドでは10年ほど前からBIM化に取り組んで
います。2015年にガイドラインを発表し、InfraModelと
いうファイルフォーマット（LandXMLをカスタマイズ
したもの）を使用しています。
ガイドラインには情報共有システムを用いてデータを
集約することが示されており、フィンランド交通局
（FTA）では高速道路のプロジェクトでInfraKitをBIM
のツールとして採用しています。

図-1　導入状況

（1）InfraKitの概要
InfraKitは、日本の「情報化施工の土工編」に対応した
OpenBIMのクラウド環境（AWS（Amazon�Web�Serv-
ice））のブラウザ上で動作する情報共有システムです。
また、ライフサイクル全体にわたってモデルを統合する
ことができます。

1）機能全般
主な機能は、①IoT、②統合モデルを表示、③出来形
管理です。しかし、InfraKit上では、データの編集はで
きず、データの作成・編集は、Civil�3D、Bentleyなど
で行うことになります。
さらに、マップ機能がついており、GoogleMap等で表
示できます。また、LandXMLの土工形状と写真、重機
を表示することができます。なお、重機は稼働状況に応
じて色分けすることもできます。

図-3　統合モデルの表示例

2）Initial�Data
プロジェクトが開始されると、地図情報のレジストリ

（日本の国土地理院の基盤地図情報に相当するもの）に、
ドローンで取得したデータや測量データが取り込み可能
となります。ただし、点群データの表示はできません。
3）Design
設計データとしては、LandXML、DWGに対応して

います。なお、IFCに対応していますが、マシン施工に
は使用されていません。
4）Construction
施工段階では、Trimble、Topcon、Leicaなどの各社
のハードウェアでデータを読み込みすることでき、ネイ
ティブフォーマットに変換することができます。また、
出来形機能もあり、任意断面での作成やピッチの設定が
可能となっています。
5）Digital�Handover�Operation�Maintenance
竣工データは、レジストリに登録されます。

3．おわりに
InfraKitは、日本では一部の建設会社で試験的に導入

されている模様です。InfraKitの詳細については、日本
の代理店であるジオサーフ社にお問い合わせください。

（研究開発部　次長　徳重政志）

CIMの動向（その26）
―フィンランド交通局におけるBIMにInfraKitを利用―

CIMコーナー

図-2　InfraKitの全体像
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北海道地方センターは、全道179市町村を担当地域と
してCIMの定着と普及、i-Constructionの支援、地方公
共団体の支援を主体にJACIC事業の地方活動を行ってい
ます。本報告では平成29年度の主な活動を紹介します。

●CIMの定着と普及
講演会『CIMと建設マネジメント（熊本大学　小林一
郎�教授）』が、北海道土木技術会・建設マネジメント研
究委員会の中の公共調達・生産システム小委員会による
主催で平成29年12月21日（木）に開催されました。官民
から約80名の方々が受講しCIMに関する理解を深め、活
発な質疑が行われました。北海道地方センターは受講さ
れた方々に「CIMを学ぶⅢ」を配布しました。

小林教授によるCIM講演会

●i-Constructionの支援
『平成29年度�ICT施工講習会』が、（一社）日本建設
機械施工協会（JCMA）北海道支部による主催で平成30
年1月29日（月）札幌市、30日（火）旭川市で開催され
ました。両会場とも約130名の方々が受講し、最新の
ICT施工の情勢、施工事例等について知識と理解を深め
ました。北海道地方センターは後援として参加しました。

●地方公共団体に対する支援
□コリンズ・テクリス検索システムの普及活動
北海道の公共機関を対象に、導入済み機関へのフォ
ローアップやシステム未導入機関への普及・利用拡大に
向けた取り組みを実施しています。

□第8回�北海道地方コアシステム連絡会議の開催
関係団体の参加により、平成29年6月23日（金）に札
幌市で開催しました。事務局からの情報提供、新たな自
治体情報セキュリテイ対策の抜本的強化に関する説明を
行った後、各団体の対応状況や、現在の課題、改善要望
など情報交換を行い、電子入札コアシステムの機能向上
や運用について意見交換を行いました。

北海道地方コアシステム連絡会議

●RCCM資格試験受験準備講習会の開催
北海道経済センター（札幌市）で平成29年7月28日（金）
約130名の方々に受講を頂き開催しました。講習会では
資格取得に向けて設計業務等の最近の課題や施策を解説
しました。

RCCM資格試験受験準備講習会

（北海道地方センター長　田村順一）�

北海道地方センター活動報告
地方便り

ICT施工講演会
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社会基盤情報標準化委員会（以下、標準化委員会とい
う）は2000年に設置されて以来、建設分野の情報化を進
めるため、情報の標準化に関する活動を行ってきました。
2013年度からはCIM（Construction�Information�Mod-

eling/Management）やビッグデータの活用等、ICTの
先端技術を取り入れた近年の新たな社会情勢への機動的
な対応や、広範囲にわたるテーマへの取り組みを実施す
るため、標準化委員会発足の目的である「建設情報に係
る標準化ビジョン」に沿った検討テーマを公募し、活動
しております。
現在、2018年度小委員会検討テーマの募集を以下のと
おり行っています。

■期間：平成30年3月1日（木）～4月27日（金）

1．小委員会の活動期間
活動期間は、小委員会検討テーマ採択決定の翌日から
2020年6月末（2ヵ年）とします。
標準化委員会にて活動成果の報告を行い、標準化委員
会の承認を経て小委員会活動は終了となります。

2．小委員会への活動支援金
一つの小委員会に対して、上限を300万円とする活動
支援金を交付します。
活動支援金は、原則として着手時に検討費用予定額の
50%を、標準化委員会が活動の終了を認めた後に残額を
交付します。

3．小委員会検討テーマの募集内容
検討テーマは、以下に示す「標準化に係わる検討テー
マ」に合致するものとします。

《標準化に係わる検討テーマ》
建設情報に係る建設情報に係る標準化ビジョン」
に示された「①円滑な電子データ流通基盤の構築、
②統合的な電子データ利用環境の創出を実現し、
もって建設分野全体の生産性向上を図る」趣旨に
則った、社会基盤情報標準化活動に関連した検討
テーマ

＜検討テーマの例＞
円滑な電子データ流通基盤の構築に係るテーマ
◦建設関係データのコード体系の標準化

◦契約形態とCIMの活用に関する標準化
◦土木構造物の3次元データモデルの標準化
◦�土木構造物の3次元データを他分野のデータと連携す
るための標準化
◦3次元地盤データモデルの標準化
◦3次元データの取得技術に関する標準化、等

統合的な電子データ利用環境の創出に係るテーマ
◦�クラウド等新たな技術を活用した3次元データ管理シ
ステムの標準化
◦建設プロセスを跨いだデータ連携方法
◦3次元電子納品データの活用
◦�IoT/AIの社会インフラ分野への適用方法（AIとCIM
の連携方法など）
◦�土木構造物の4D、5Dデータによる管理に関する標準化
◦�CIMデータの維持管理段階での活用に関する標準化、等

その他建設生産プロセスの標準化に資するテーマ
また、2013年度は5件、2014年度は3件、2015年度は3件、
2016年度は1件、2017年度は2件の検討テーマが採択され、
小委員会として活動しています。2017年度の標準化委員
会の体制は、図1のとおりです。

図1　2017年度の標準化委員会の体制

4．応募に関するご案内
JACICホームページで申請方法、申請書類など詳細を
掲載しています。ご参照いただきご応募ください。

○小委員会検討テーマの公募案内に関するHP：
http://www.jacic.or.jp/hyojun/2018shouiinkai_oubo.html

（研究開発部　研究員　田中直樹）

社会基盤情報標準化委員会 ～小委員会検討テーマの公募～
JACIC通信
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