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ニュースと解説

『平成26年度 電子入札コアシステム地方ブロック会議』
開催報告
今回の会議では、本年9月に政府の暗号アルゴリズム
移行が予定されており、GPKIやLGPKI、民間認証局等
の関係機関のスケジュールや対応方法等が決定したこと
をふまえて、暗号アルゴリズム移行の全体スケジュール
の再確認及び各団体において実施いただく事項、テスト
実施等について、説明をおこないました。

電子入札コアシステム開発コンソーシアム事務局は、
地方ブロック会議（以下、
「ブロック会議」という）を
全国9ブロックで開催しました。
1．会議の位置づけ、目的
ブロック会議は、毎年1月下旬に東京で開催されるコ
アシステムユーザ会議の地方版として位置づけられ、ブ
ロック毎の多くのユーザの参加機会を確保し情報・意見
交換等を行うことにより、円滑な電子入札の開発・運営
に寄与することを目的として平成17年度から開催してい
ます。
2．各ブロック会議の日程と参加状況（122団体）
・北海道（札幌市）
：平成26年 7 月11日（ 3 団体）
・東北（仙台市） ：平成26年 7 月23日（ 8 団体）
・関東（中央区） ：平成26年 7 月25日（20団体）
・北陸（富山市） ：平成26年 7 月 8 日（11団体）
・中部（名古屋市）
：平成26年 6 月27日（ 7 団体）
・近畿（大阪市） ：平成26年 6 月26日（41団体）
・中国（広島市） ：平成26年 7 月 3 日（ 7 団体）
・四国（高松市） ：平成26年 7 月 1 日（10団体）
・九州（福岡市） ：平成26年 7 月 4 日（15団体）
※（前年度参加団体：138団体）
3．主な議題
【参加団体における情報交換】
ブロック会議では、各団体における電子入札の現状報
告と合わせて、
他の団体に聞きたい事項を募集し、
ブロッ
ク内で意見交換を行っています。本年度は、コアシステ
の質問回答機能の利用や使い勝手等について意見交換が
なされました。

【コアシステムV6の検討】
コアシステムV6の検討にあたり先に利用団体からい
ただいていた要望について、アンケート調査を実施し、
重みづけを行うとともに、上位20項目を検討の候補とし
て選出しました。また、これらの項目を実現するにあたっ
ての課題や懸念事項を整理し、実現性等を考慮した画面
イメージのドラフト版を提示しました。
【セキュリティ関連の情報提供】
IPA（情報処理推進機構）やJPCERT（Japan Computer
Emergency Response Team）から注意喚起がなされた
OpenSSLやInternet Explorerの 脆 弱 性、 ま たJavaア プ
レットの署名等に関する調査結果と対応等について情報
提供を行いました。
【電子入札に関わるアンケート調査】
JACICでは、電子入札が550以上の団体で実施されて
いることから、今後のコアシステム検討の参考にさせて
いただくため、関東ブロックにおいて、各団体における
調達全体及び電子入札に係る発注額、発注件数について
調査させていただき、多くの団体から回答をいただきま
した。引き続き、他のブロックにおいても調査を実施し
たいと考えています。
4．終わりに
利用団体における暗号アルゴリズム移行作業がスムー
ズに行われるように引き続き情報提供及びサポートを
行っていきます。
コアシステムV6については、要件定義を固めるとと
もに、開発にむけた検討を行ってまいります。
また、お忙しい中での会議参加、及びアンケート調査
へご協力いただいた皆様には、お礼を申し上げるととも
に、皆様からの意見等を活用し、より良いシステム、よ
り良いサービスを目指して努めていく所存です。

【暗号アルゴリズム移行】
電子入札システムでは、情報を通信する際に暗号化す
ることで、通信中の情報が解読されないようにしていま
す。暗号アルゴリズム移行は、パソコン等の飛躍的な性
能向上により、現在利用している暗号の危殆化（解読さ
れるおそれ）が懸念されており、暗号をより複雑なもの
に移行するための取り組みで、政府機関の暗号アルゴリ
ズムに係る移行指針の決定
（情報セキュリティ対策推進会
議8回会合
（H24.10.26）
）がなされています。
JACICでは数年前から暗号アルゴリズム移行に対応す
るための準備をお願いしてきました。

（システムエンジニアリング部
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参事

菊地修）
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JACIC便り

Photog–CADVer.2の改良点
Photog-CADは、平成18年2月に開発を開始し、平成

同一対応点の入力作業は、左側写真である点を指定し

20年2月に初版をリリースしました。その後何度か改良

た後、正面写真ではここ、右側写真ではここ、と対応点

を行い、現在のバージョンはPhotog-CADVer.2として、

を写真ごとに指定します。この作業は、入力する対応点

去年（平成25年）の11月5日にリリースしました。Ver.2

の数だけ（前の写真では18点を入力）繰り返します。下

のリリースと同時に、Ver.1のユーザには無償でVer.2を

図の追従機能を使うと、1枚の写真に対応点を指定する

お送りしました。

と、同時に他の2枚の写真に同一対応が自動的に表示さ
れる、とても便利な機能です。

ここでは、Photog-CADVer.2の改良点を紹介します。
更なる利便性向上と、
「災害手帳」及び「公共土木施設

Photog-CADVer.2は、「追従機能」の精度が大幅に向

災害復旧の災害査定添付写真の撮り方」に名前が載った

上しましたので、左側写真で対応点を指定すると、正面

ことを機に、益々災害復旧事業を支援できることを期待

写 真、 右 側 写 真 で の 同 一 対 応 点 は こ の 点 で すか、と

しています。

Photog-CADが候補の点を見つけてくれます。この候補

Photog-CADVer.2の16項目の改良のうち、主なもの

点の抽出精度が向上しましたので、ほとんど1枚の写真

は以下です。Ver.2の操作性は大幅に向上しましたが、

に対応点を指定し、他の2枚は目で確認するだけで済み

Ver.2の最大の特長は以下の⑤と⑥です。

ます。

①工事名の変更が可能に
②工事データのインポート・エクスポートの操作性
③64ビットパソコンへの対応
④三次元地形モデルのファイル出力
⑤同一対応点入力時の追従機能の精度向上
⑥災害現場を正面から撮影できない場合の対応
（1）同一対応点入力時の追従機能の精度向上

（2）災害現場を正面から撮影できない場合の対応

Photog-CADでは、現場を3方向（左側、正面、右側）

現場によっては、現場の正面にPhotog-CAD用の撮影

から撮影した3枚の写真を読み込ませ、3枚の写真に同一

スペースが確保できず、現場を斜め方向からしか撮影で

対応点を入力します。

きない場合があります。

次の写真は、Photog-CADに取り込んだ3方向写真の

Photog-CADのマニュアルには30度程度が限界と書い

うちの1枚で、現場を正面から撮影したものです。

てありますが、Photog-CADVer.2では現場と基線の角
度が大幅に改善されています。30度程度を超えた斜め方
向からの撮影でも現場の横断図を描きます。

緑色の点が同一対応点として入力した点です。点1と
点2を結ぶ、赤い線がPhotog-CADの基線です。
（システムエンジニアリング部
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参事

満田広司）
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JACIC便り

CIMの動向
（その6）

～ CIM技術検討会報告書と普及・啓発活動 ～
1．CIM技術検討会報告書

しては、情報の収集、蓄積において情報基盤（DB）の

※1

整備により、効率的かつ効果的な維持管理にCIMを活用

CIM 技術検討会は、平成24年7月に11の関係団体に

することが提唱されています。

より設置され、国土交通省のCIM制度検討会と有機的に

詳細については、報告書をご一読頂ければ幸いです。

連携し、両輪となってCIMの実現に向けた検討を進めて

なお、この報告書はホームページ掲載日から4日間で約

います。そのCIM技術検討会の平成25年度報告書が5月
※2

19日にJACICのホームページで公開されました 。また、

2600ダウンロードを記録しており、CIMへの関心の高さ

平成25年度ではCIM技術検討会は、8月と3月の2回開催

が伺えます。

されました。検討会開催に当たり、ワーキンググループ
2．CIMに係る普及・啓発活動

において情報の収集や事前検討がなされました。
8月の第5回CIM技術検討会では、平成25年度の検討方

研究開発部では、 CIMに係る人材育成にも重点を置

針を再確認し検討課題として維持管理に関するCIMに係

き、積極的な普及・啓発活動を行っています。主な活動

る動向、設計～施工でのデータの流れと維持管理モデル

には、業界団体雑誌への寄稿、講習会講師の派遣等があ

の利活用や現場に即した利活用の検討などが提起されま

ります。講演会は全国11都市延べ33回派遣し、受講者約

した。そして、幅広い視点でモデル事業（試行業務・工

2000名です。
直近では、「建設マネジメント技術2014.6」への寄稿、

事）のフォロー体制を維持することを確認しました。
3月の第6回CIM技術検討会ではCIM制度検討会への報

「CIM×GISによる建設業の未来 2014.6」等に協力して

告書の取りまとめ、それを第5回CIM制度検討会（平成

います。同講習会では、CIM／GISをとりまく社会的状

26年3月27日）で報告しました。制度検討会において報

況や技術的な背景、国際動向等を紹介するとともに、国

告した内容を骨子として、平成25年度CIM技術検討会報

土交通省が試行しているモデル事業の状況、CIM制度検

告書（以下、報告書）が作成されました。

討会およびCIM技術検討会における制度・基準・技術開
発等に関する検討状況について報告しています。
3．最後に
JACICは、「これからの建設業を元気にする『CIM』
」
をスローガンに、あるべき姿を提案し、寄稿・講師派遣
でCIMの普及・啓発に努めていきます。

図1

平成25年度報告（巻頭言：小林教授）

一方、
平成25年は政府の「世界最先端IT 国家創造宣言」
や「社会資本メンテナンス元年」を受け、関係省庁では
委員会や検討会が設立されて幅広い視点で種々の専門的
な検討がなされました。報告書ではこれら委員会等の動
向を収集すると共に、その論点、方向性などCIMに関連

写真1

するポイントを抽出し掲載しています。これらの論点と
1
2

Construction Information Modeling/Management
http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/Contents/H25report_0519.pdf

講 演会の様子（写真提供：日本ヒューレット・
パッカード株式会社）
（研究開発部

-3-

次長

髙津知司）

2014.9月号

初心者コーナー

海外インフラビジネスの課題（5）
1．はじめに
先日、国土交通省の国土交通大学校で「海外インフラ
ビジネス研修」が催行され、筆者が課題研究の講評者と
して研究成果の発表会に参加する貴重な機会を得まし
た。その際に、共通の課題として気付いた点を述べたい
と思います。
2．課題研究と研修生
課題研究の課題は、
「ある新興国政府から、片側2車線
の延長20Kmの高速道路をBOT事業で整備して運営して
欲しいとの要請がありました。この要請に対して提案書
を作成する上で留意するべきことを述べて下さい。」と
言うものです。
研修生は33名で、国・地方公共団体・独立行政法人及
び高速道路会社から13名、商社及び銀行から5名、建設
会社及び建設コンサルタント会社等から15名が参加しま
した。課題研究は4班に分かれて実施されました。
各班の研究成果は、それぞれの班内での議論をリード
したメンバーの特徴が如実に表れていました。
ODAの円借款事業での作業手順をベースにしたり、
金融関係の条件などを上手く纏められた成果や、また、
建設工事の請負工事契約をベースとしたものもありまし
た。さらに、政府間協議の有効性を強調されたものもあ
りました。
3．共通の課題
筆者は、
講評として、
各班の発表はそれぞれ特徴があっ
て、成果を取りまとめられたことは有意義だったと思いま
したが、
次のような共通の課題があったことを述べました。
① 相手の誰からの話か？
新興国政府の誰からの話なのか、信憑性があるのか、
高速道路だけの案件なのかなど相手国政府の要望を確認
し、さらに沿道地域開発の可能性などを探らないと、収
益性の高い事業案件を組み立てられません。
特に、新興国の政府高官は、実務的なことをよく理解
されていない場合も多く、提案を段階的に続けながら案
件を具体化していくことが不可欠です。図-1に示す道路
BOT事業の案件形成の流れで、
「文書で関心表明」の前
の段階なのか、他の投資家と事業内容の具体化のための
協議を進めて行く途中で引き合いが来たのかなど段階に
応じて、対応方法は大きく異なってきます。
② チーム作業の重要性
投資事業の1つの形態であるBOT事業の立ち上げに際
しては、プロジェクト・マネジメント・チームは、顧客ニー
ズに対応して投資家ニーズにも対応できるような専門コ
ンサルタントを選定することが不可欠です。
（参照 図-2）
専門コンサルタントの誤った選択をしたり、専門コンサ
ルタント同志の連携や調整が不十分な場合、顧客ニーズ
に対応できず、事業の案件形成ができなくなります。
③ 投資家配慮
図-1に示すように、顧客である相手国政府と投資家が
案件形成の最初のプレーヤーです。プロジェクト・マ
ネージャーは投資家から信任されて選ばれます。案件形
成にさいしては、投資家の利益を最重要視する必要があ
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図-1

道路BOT事業立ち上げの流れ

ります。
④ 契約に盛り込むべき要件
外貨送金保証など投資家や金融機関向けの要件は、
図-1の提案書の中に記述する必要があり、投資確約書や
金融機関から融資確約を提案書に添付を義務付けられる
と、相手国政府から予め了解を引き出しておく必要があ
ります。競合する他国企業に時間を与えないためにも、
トップレベルでの協議では即断即決で案件形成を進めて
行くことが不可欠です。
⑤ 施工管理の3者構造
どの班も新設工事や維持管理工事の施工管理につい
て、日本において一般的な「発注者-受注者」の2者構造
を前提としていました。海外では「発注者-第3者技術者受注者」の3者構造が一般的ですので、提案書の中で施
工管理体制」についてはこの3者構造を記載することが
不可欠です。特に、第3者技術者の選択方法も品質管理
上の重要事項です。

図-2

投資事業立ち上げのプロジェクト・マネージャー

4．おわりに
国土交通大学校の研修講師を担当させて頂いて、投資
事業の案件形成が、投資家と顧客のニーズを汲み取りコ
ミュニケーションを通じて創造的に実施していく関係者
の協働作業であり、改めて人材次第であることを実感す
ることができました。
（審議役 海外支援室長 藤森祥弘）

2014.9月号

JACIC便り

平成26年度（一財）日本建設情報総合センター研究助成決定
（一財）
日本建設情報総合センターでは、平成10年度か

23日に、学識経験者を含めた委員により審査会を開催し

ら財団の事業目的に合致した研究企画を対象に研究助成

17件を対象に研究助成を実施することを決定しました。

事業を行っています。平成26年度の研究助成は、応募期

審査会の委員：大橋正和、門松

限の6月30日までに50件のご応募をいただきました。7月
No.
1
②

嘉男、坪香

平成 26 年度研究助成対象者（敬称略）
広島大学大学院
准教授
一井
東北学院大学
教授
櫻井

工学研究院
康二
工学部
一弥

環境建設工学科

伸、山下
テ

ー

マ

武、島崎敏一、月尾

章
名

区分

写真画像から形状復元した 3 次元点群データによる構
造物の変状把握

自由 2

BIM を用いた文化財建造物の修繕 ･ 利活用計画策定
と維持管理に関する研究

指定 1

3

山梨大学大学院 医学工学総合研究部
教授
鈴木 猛康

河川巡回情報共有システムの開発

自由 2

4

東洋大学 理工学部
教授
鈴木 信行

オリンピック後の持続可能な都市経営のあり方に関す
る研究 －水辺景観の構築について－

自由 1

5

高知工科大学
准教授
関

積算方法の妥当性を施工者の利潤等から確認する方法
の研究

自由 2

下水道施設におけるプロダクトデータモデルの構築お
よび 3 次元 CAD データの効率的な利活用 －本格的
な維持管理時代到来における情報共有に向けて－

指定 1

都市環境デザイン学科

システム工学群
健太郎

⑥

日本下水道事業団
主査
辻 幸志

技術戦略部

新技術推進課

⑦

一般社団法人全国地質調査業協会連合会
専務理事
土屋 彰義

CIM に対応するための地盤情報共有基盤ならびに三
次元地盤データモデル標準の検討

指定 2

8

広島工業大学
教授
中村

工学部
一平

新興国での実情を考慮した ICT 活用による道路橋の
実用的な維持管理手法の普及に関する研究

指定 3

9

芝浦工業大学
教授
中村

工学部
広幸

防災教育に資する AR 災害映像データベースの開発

自由 2

都市デザイン工学科

10

香川大学 工学部 安全システム建設工学科
教授
長谷川 修一

既存のため池ハザードマップを活かした ｢ため池氾濫
避難安全マップ｣ の作成に関する研究

自由 2

11

秋田工業高等専門学校
助教
長谷川 裕修

交通関連ビッグデータ活用に向けたデータの前処理 ･
クリーニングに関する研究

自由 1

12

株式会社アーク情報システム
技師
半田 沙里

属性ベース暗号による建設業務のセキュアな情報共有
の実現のための研究

指定 2

13

大阪大学
特任助教

幾何学的類似性を利用した土木構造物点群データの形
状モデリング

指定 1

14

東京都市大学
教授
皆川

社会基盤プロジェクトの計画性向上のための BIM 活
用に関する研究

指定 1

15

北海道大学大学院 工学研究院
准教授
森 太郎

都市計画基礎調査データを利用した札幌市内全ての建
物の日射利用データベースの構築

自由 2

16

函館工業高等専門学校
准教授
山﨑 俊夫

社会基盤工学科

Google Earth に代替する実用的な景観シミュレータ
を構築するためのデータ活用に関する研究

指定 1

17

愛知工業大学 工学部
准教授
山本 義幸

都市環境学科

高密度三次元点群データによる地下街のバリアフリー
情報の構築

自由 2

IT ソリューション部

環境イノベーションデザインセンター
道川 隆士
工学部
勝

都市工学科
建築環境学研究室

※対象者氏名の五十音順で掲載。②⑥⑦の 3 件は、特別枠（金額が大きい）助成。
※区分について
指定 1：CIM ／ BIM に関するもの
指定 2：データベースに関するもの
指定 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
自由 1：建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関するもの
自由 2：建設分野の各種業務の情報化に関するもの

（経営企画部
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上席参事

落合清二）

2014.9月号

JACIC便り

平成26年度RCCM資格試験準備講習会終了
なお、平成26年度版RCCM資格試験受験準備講習会テ

シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の資

キスト等の残部について有償配付しております。

格制度が、平成3年度に創設され、今年度で24年目とな
りました。JACICは昨年に引き続き、国土交通省の後援

希 望 さ れ る 方 はJACICホ ー ム ペ ー ジ（http://www.

を受け、
「平成26年度RCCM資格試験準備講習会」を7月

jacic.or.jp/topics/20140801/rccm_h26text_yusyohaifu.

下～8月上旬に全国11会場で開催しました。

html）からお申し込み下さい。
RCCM資格試験は、（一社）建設コンサルタンツ協会

本年度は「テキスト」を最新の内容に改訂するととも

が平成26年11月9日（日）に実施します。

に、
「想定問題・解答」の問題Ⅰ「業務経験」論文解答
例の充実、問題Ⅱ、問題Ⅳ（1）の4肢択一問題の年度別

試験に関する内容は、同協会のホームページ（http://

出題数を取り入れ、巻末には平成23～25年度の3ヵ年度

www.jcca.or.jp/qualification/rccm/index.html） を 参 照

の問題と問題Ⅱ、問題Ⅳ（1）の4肢択一問題の解答を掲

してください。

載しました。また、講習会当日には、平成26年4月以降

平成26年度

の新たな動き、問題Ⅲ解答論文構成例を配布するなど、

開催地

講習内容の充実を図ってきました。

申込者数と出席者数

開催日

申込者数

出席者数

札

幌

7/24（木）

180

176

仙

台

8/01（金）

228

212

東京１

7/23（水）

333

322

東京２

7/28（月）

274

260

新

潟

7/25（金）

97

96

名古屋

7/31（木）

216

206

大

阪

7/29（火）

279

268

広

島

7/29（火）

116

108

高

松

8/01（金）

108

105

JACICでは、今後も、建設コンサルタント技術者の技

福

岡

7/30（水）

324

312

術力向上とRCCMの普及を目指し、講習内容の充実に努

沖

縄

7/24（木）

72

70

2,227

2135

右表・グラフに示すように本年度の申込者数は2,227
名、出席者2,135名（出席率95.9％）となっており、申込
者数では昨年比で13名増となっています。また、平成15
年から今年度までの申込者数をみると、ほぼ2,300名前
後で推移していますが、平成23年度はRCCM資格制度の
改定により受験する際に必要とする業務の経験年数が短
縮されたこと等により2,700名を超える申込みがありま
した。

めていきたいと考えております。

合

計

申込者数の推移（平成15年度～平成26年度）
4,500
4,000

申込者数(人）

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

（経営企画部

名古屋会場の様子
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参事

福島康博）

2014.9月号

地方便り

東北地方センターの活動報告
東北地方センターがJACIC本部の方々と共同で、平成

いて開催されました「EE東北’14」において、JACICは

26年4月以降に実施しました主な活動を日付順で紹介い

後援するとともに、Photog-CAD、建設副産物・発生土

たします。

交換システム、及びCIMを出展いたしました。

■（一社）
東北測量設計協会技術講習会で講演
◇平成26年5月8日（水）に、仙台市内の「安全教育セン
ター」において、次の講演を行いました。
①Photog-CADの概要と活用事例
②CIMの概念と現在の取組み状況

写真-4

Photog-CADの技術プレゼンテーション

■【東北地方コアシステムブロック連絡会議】
◇平成26年7月23日（水）に、仙台市内の「安全教育セ
写真-1

ンター」において、電子入札コアシステムをご利用いた

技術講習会の様子

だいている発注機関の皆様と、電子入札の現在状況と今
後のシステム改良等について、議長（仙台市契約課の赤

■Photog-CADの講演会等開催

間康晴主査）のもと、活発な意見交換を行うことができ

◇水土里ネットいわて
（岩手県土地改良事業団体連合会）

ました。

の依頼を受け、①5月21日（水）に説明会、②同29日に
写真-2に示す現地検証、③（一社）岩手県土地改良設計
協会主催の「写真測量にかかる災害担当者研修会」に、
それぞれ講演及び現地指導を行いました。

写真-5

連絡会議の様子

■【RCCM資格試験受験準備講習会の開催】
写真-2

現地検証の様子（岩手県紫波町の災害現場）

◇平成26年8月1日（金）に、フォレスト仙台において
「RCCM資格試験受験準備講習会」を開催しました。
今年度は228名が受講者いたしました。

■【EE東北’14に出展及びプレゼンテーション】
◇平成26年6月4日（水）
、5日（木）に夢メッセ宮城にお

写真-6

講習会の様子

■昨 年の受託業務関係では、JACIC情報110号に前胆沢
ダム工事事務所長の横山喜代太様執筆の「胆沢ダム管
理移行へのCIMの取組み」が掲載されました。
写真-3

JACICのブースの様子

（東北地方センター長
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葛西敏彦）

2014.9月号

JACIC便り

JACICセミナー
（平成26年度第二回）は東京開催9月25日
参加者募集
JACICは、
「海外インフラ輸出に関する情勢」という
テーマで、以下のように9月にJACICセミナーを開催す
る予定で、参加者を募集しています。
○日時；平成26年9月25日（木）13：00～16：30
○場所：東京平河町「海運クラブ」
○定員：180名。事前登録が必要
○申込：以下のサイトから
http://www.jacic.or.jp/jseminar/2014kaigai.html

開催の趣旨
政府の成長戦略の一環として、産業構造審議会貿易経
済協力分科会インフラ・システム輸出部会は、平成25年
3月「海外インフラ輸出戦略」を策定している。
鉄道や原子力、水関連プロジェクトが次々と実績を上
げている情勢を前に、周回遅れのわが国建設業は如何に
戦略を立て直して世界に出てゆくべきか？各界の最先端
の情報を集めてJACICは問題提起をしたいと思います。
プログラム（予定）
１．国土交通省の施策から
国土交通省海外プロジェクト推進課長
２．ミャンマーの情勢から
高知工科大学 草柳俊二教授
３．プラント業界グローバル化の50年
重化学工業通信社 丸田敬編集長
４．トルコボスポラス海峡プロジェクト
大成建設㈱ 近江秀味顧問
５．JACICの取組について
JACIC海外支援室長 藤森審議役

平成26年度JACIC研究発表会は11月13日（木）開催予定
平成26年度「研究助成事業報告会」と同日開催、夕方に意見交換会

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」を毎年行っており、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上で受付開始。
★なお「研究助成事業報告会」は同会場にて
13：30～17：00に開催を予定しています。
また、
「意見交換会」も同日18：00より開催予定となっ
ています。
（広報グループ長

河内康）

■編集・発行
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