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災害査定時に使用する総合単価が、平成26年度に改定
されました。Photog-CADでは、総合単価改定に対応し
たバージョン（Ver.2.1.2）を平成27年7月にリリースす
る予定です。

ここでは、総合単価改定によるPhotog-CADの変更箇
所について説明します。

1．総合単価改定の概要
従来の総合単価は、「単位あたりの工事費」が用いら

れていましたので、総合単価に数量を掛ければ工事費と
なりました。総合単価改定後は「単位あたりの直接工事
費」が用いられますので、総合単価とは別に「間接費（共
通仮設費、現場管理費、一般管理費等）」と「消費税」
を求めなければならなくなりました。（上図）

従って、災害査定設計書の工事費内訳書の様式も大幅
に変更されました。

2．「数量編集」画面の変更
Photog-CADの「数量編集」画面（下図）と災害査定

設計書に描画される「工事費内訳書」（内容は「数量編集」
と同じ）を改良しました。

従前は「工事費内訳」（下図の上段（背面が白色））と
なっていた箇所が「直接工事費内訳」となっています。

直接工事費が求まりましたら、次に「間接工事費」を
求めます（下図の下段（背面が薄緑色））。
「共通仮設費（率分）」「現場管理費」「一般管理費等」は、

自動的に計算されます。算出根拠も表示されます。

3．その他の改良
展開図に「小口止工」と「雑工」を追加できるように

も改良しました。
※問い合わせ先（03）3505-2924 JACIC システムエンジニアリング部

（システムエンジニアリング部　参事　満田広司）

ニュースと解説

災害総合単価改定に対応したPhotog-CADのリリース
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1．EE東北’15
6月3日、4日の2日間、「EE東北’15」が夢メッセみやぎ

において開催されました。EE東北は、建設技術に係わ
る新材料・新工法その他、時代のニーズに対応して開発
された新技術を公開し、その普及を図ることにより、技
術開発を促進するとともに、良質な社会資本の整備を通
じて地域社会の発展に寄与することを目的としていま
す。平成2年度から開催されており、今回が25回目の開
催となります。

JACICではEE東北’15に出展するとともに後援しまし
たので、その概要を報告します。

2．今年度の開催状況
EE東北’15は「東北の明日を支える新技術」をキャッ

チコピーに掲げ、①復旧・復興、②建設段階、③維持管
理・予防保全、④建設副産物・リサイクル等、⑤防災・
安全等、⑥その他共通の技術分野の6つのジャンルに分
かれ、出展社数310社（出展技術数845技術）と、多くの
建設関連の新技術が展示公開されました。技術分野にお
いては、「復旧・復興」に関する新技術をはじめ、「維持
管理・予防保全」関係が260技術で、一番多い分野でした。

各出展者ブースでは各社の新技術についての説明・実
演が行われました。会場には、行政や企業、学校関係者
も多く見学に訪れていました。大学展示もあり、産学官
一体となった技術展でした。

また、展示だけではなくマルチロータヘリコプターを
使った空撮・測量技術を競うUAV（Unmanned Aerial 
Vehicle）競技会、東北地方の高校生が製作した「橋梁
模型」の展示なども行われていました。

二日間で過去最多の延べ14,000人の方が来場し、盛況
のうちに終了しました。

3．JACICの出展状況
JACICは、次の3つのシステムについて、パネル展示

やパンフレット配布によって紹介しました。さらに、災
害現場の模型や実際にパソコンから各システムの操作、
解説するなど、分かり易い説明を行うよう心がけました。
1）Photog-CAD

災害復旧事業費の申請書類の作成を迅速に行うことが
できるソフトウェア

会場内特設ステージにおいて、新技術プレゼンテー
ションとしてもたくさんの来場者に紹介するとともに、

プレゼンテーション後にブースに説明を聴きに来られた
方も多数おられました。

写真-1　新技術プレゼンテーション

2）CIM（Construction Information Modeling）
建設生産プロセス全体を一体的に捉え、建設情報の統

合・融合による新しい建設管理システム
3）建設副産物・建設発生土情報交換システム

建設リサイクルを推進するため、工事情報や処理施設
情報等をインターネット上で情報交換するシステム

展示ブースには、用意していたPhotog-CADのパンフ
レット900枚が無くなるなど、行政から業界関係者まで
幅広い方々にご来場いただきました。東北地方センター
の職員と各システムの担当者が来場者に説明を行い、多
くの方々にJACICが提供しているシステムに関心を持っ
ていただけた展示会となりました。

写真-2　JACICの展示ブース

（建設副産物情報センター　参事　赤羽善和）

ニュースと解説

「EE東北’15」への出展報告
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　JACICでは、RCCM資格試験受験準備講習会を全国10
会場で11回にわたり開催します。お早めにお申し込みく
ださい。詳細については以下のとおりです。　

●主催：（一財）日本建設情報総合センター
●後援：国土交通省
●テキスト：「平成27年度RCCM資格試験受験準備講習

会テキスト」及び「想定問題・解答」（発行：（一財）日本
建設情報総合センター）

●受講料：10,285円（税抜き価格9,524円）テキスト代込、
昼食含まず。

●開催地・開催日・会場：表-1参照
●プログラム：表-2参照
●受講申込方法等：所定の申込書に必要事項を記入の上、

郵便振替払込金受領証のコピーを同封し、下記申込先
に郵送して下さい。電話による申し込みは受け付けま

せん。申込書用紙は当センターのホームページ（http://
www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2015.html）からダウン
ロードできます。

●受付期間：平成27年6月1日（月）～平成27年7月10日（金） 
※郵送の場合7月10日の消印有効

●申込先：（一財）日本建設情報総合センターRCCM講習
会事務局　（〒107-8416東京都港区赤坂7-10-20アカサカ
ｾブﾝｽアヴｪﾆｭｰビﾙ　Tel 03-3584-2404）

 
※RCCM資格試験は、（一社）建設コンサルタンツ協会に
おいて平成27年11月8日（日）に実施される予定です。
受験申込書の購入、手続き等、試験に関する内容は、

（一社）建設コンサルタンツ協会ホームページを参照して
ください。

（一社）建設コンサルタンツ協会RCCM資格制度事務局　
Tel 03-3221-8855

平成27年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内
JACIC便り

表-1　平成27年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場

№ 開催地 開催日 会場名 住所 TEL 定員
1 札　幌 7/24（金） 北海道経済センター 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 011-231-1355 250
2 仙　台 7/23（木） フォレスト仙台 仙台市青葉区柏木 1-2-45 022-271-9340 250
3 東京 1 7/27（月） 日本都市センター会館 千代田区平河町 2-4-1 03-3265-8211 400
4 東京 2 7/29（水） 日本都市センター会館 千代田区平河町 2-4-1 03-3265-8211 400
5 新　潟 7/30（木） 新潟県建設会館 新潟市中央区新光町 7 番地 5 025-285-7111 160

6 名古屋 8/04（火） 名古屋サンスカイルーム
（名古屋 AT ビル） 名古屋市中区錦 1-18-22 052-201-3344 300

7 大　阪 7/28（火） 大阪 YMCA 国際文化センタ－ 大阪市西区土佐堀 1-5-6 06-6441-0893 300
8 広　島 7/31（金） メルパルク HIROSHIMA 広島市中区基町 6-36 082-222-8501 150

9 高　松 7/31（金） 香川県土木建設会館
（サン・イレブン高松） 高松市松福町 2-15-24 087-823-4550 140

10 福　岡 7/23（木） JR 博多シティ JR 九州ホール 福岡市博多区博多駅中央街 1-1 092-292-9258 340
11 沖　縄 7/30（木） 沖縄産業支援センター 那覇市字小禄 1831-1 098-859-6234 180

注）やむを得ない事由により会場等の変更がある場合には、JACICホームページでお知らせいたします。

表-2　講習会のプログラム

時　　間 内　　容 講　　師
10：20 ～ 10：30 挨　拶
10：30 ～ 12：00 建設コンサルタント業務とその管理（契約関係） 発注機関講師
13：00 ～ 14：30 資格制度の概要と建設コンサルタントの課題 1（業務関係）

業務管理技術研究会委員
14：40 ～ 15：30 資格制度の概要と建設コンサルタントの課題 2（業務関係）
15：30 ～ 16：00 RCCM 資格試験受験準備について JACIC 担当者

（経営企画部　参事　宮﨑豊）

http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2015.html
http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2015.html
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●ITマネジメント賞とは
ITマネジメント賞は、（一社）全国土木施工管理技士

会連合会が募集する「土木施工管理技術論文」を対象に
して、『IT（情報技術）を利用して工事（改築・改修・
新設・維持等）の工期短縮、施工合理化、品質向上、安
全性向上、環境保全に役立てた事例』を取り扱った技術
論文の中で、最も注目される論文に贈られる賞です。賞
の選定は、審査委員会の審議により行われています。

JACICは平成18年から「土木施工管理技術論文」の募
集に協賛し、ITマネジメント賞が創設されました。過
去8回は下表に示す技術論文がITマネジメント賞を受賞
しています。
●平成26年度の受賞者

平成26年度に募集しました「第19回土木施工管理技術
論文」における「第9回ITマネジメント賞」は、極東興和
㈱の中森武郎氏、阪本誠氏の「光ファイバセンシングを
活用したコンクリートの冬期養生管理」に決定しました。
●寄せられた論文と報告、審査内容
「平成26年度第19回土木施工管理技術論文」として、

全国各地から技術論文が31編、技術報告が71編寄せられ
ました。

受賞論文は、31編の技術論文から選定されました。コ
ンクリート冬期養生管理に、光ファイバセンシングによ
る温度計測及び温度分布の可視化を実現した点がIT技
術の応用として評価されています。
●受賞論文の概要

本稿では、山口県下関市内にある小月バイパスのPC

橋において、コンクリート冬期養生に光ファイバセンシ
ングによる温度計測を適用する例が報告されています。
①技術概要：光ファイバに近赤外線光領域のパルス光を

入射、反射波形を取り出すと、光ファイバ自体を温度
検知媒体とした分析ができます。

②現場における問題点：工程上、2月初旬に地覆コンク
リートを打設することとなりました。本現場は脇に供用
中の道路が併走し、通行車の風圧により、ブルーシート
めくれが懸念され、養生範囲全域の確実な保温養生が
継続実施されているか、監視・管理が必要となりました。

③対応策と適用結果：養生温度の監視に光ファイバ技術
を活用しました。これにより、地覆コンクリート全域
の温度変化の把握ができ、保温養生対策の効果や養生
対策不備（ブルーシートの破損や給熱温度不足）があ
る個所を容易に確認できました。光ケーブルの設置に
粘着テープを用いましたが、光ケーブルは衝撃に脆く、
特に低温環境では顕著であり、設置作業時に断線が発
生し、設置に時間を要しました。設置前には事前に暖
めておく、衝撃のある部位を避ける等の工夫を要しま
す。
 　結果として、光ファイバの特性を活用したコンク
リート冬期養生管理ができました。今後、検証を重ね
品質向上や省力化への応用が期待されます。
●おわりに

今年も「第20回土木施工管理技術論文」を募集します。
ITマネジメント賞を目指す論文を多数お待ちしています。

（前経営企画部 現システムエンジニアリング部　参事　桔梗靖之）

ニュースと解説

第9回　ITマネジメント賞
（第19回土木施工管理技術論文）

～JACIC協賛～

回数（年度） 題目（著者）

第1回（H18年度） GPS三次元計測を用いた地組桁の輸送・架設（神野勝樹）

第2回（H19年度） GPSを利用した「NSPシステム」による情報化施工（中澤穣、赤田淳）

第3回（H20年度） 鋼道路橋の支点部補強工事における施工管理（疲労きれつ監視システムと反力調整）（石原拓土、峯田敏宏）

第4回（H21年度） 情報通信技術を用いた道路土工の品質向上（藤森幸太）

第5回（H22年度） 大型起重船3隻相吊りによる大ブロック架設（江野本学）

第6回（H23年度） 3次元CADを活用した現場管理（川上康弘）

第7回（H24年度） 3次元スキャニングデータを活用した橋梁耐震補強施工について（竹樋満寛、谷口武俊）

第8回（H25年度） 保全工事におけるデジタルカメラ3次元計測技術の適用について（中村智昭、廣井宏治、森本賢一郎）

ITマネジメント賞の過去の受賞論文
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2014年度のJACIC NET利用状況
JACIC便り

1．はじめに
JACIC NETは、インターネットを通じて各種の建設事

業についての関連情報を提供している有料サイトです。
JACIC NETは、コリンズ・テクリス一般検索、発注

情報、国土交通官公庁職員案内、指名停止情報などを通
じて、建設事業に関する情報の共有化に貢献すると共に、
会員の皆様のお手元にあるパソコンからワンストップ
で、日々発生する建設情報を迅速に閲覧できるように提
供しています。会員の皆様のご理解によりまして、情報
の提供を約30年近く続けることができています。人事情
報など提供資料によりましては、30年前の情報まで遡っ
て検索が可能なものもあります。

2．会員数とアクセス数
2015年3月末（2014年度末）の会員数は1,120（2013年

度末1,152）で、全アクセス数は244万件（同238万件）
でした。月別アクセス数は、図-1のとおりです。昨年度
と比較しますと、会員数は逓減していますが、アクセス
件数は、6万件増となりました。
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図-1．月別アクセス数

3．コンテンツ別アクセス数（比率）
JACIC NETのコンテンツは、ニュース、発注情報、

指名停止情報、人事情報、データベース、予算、コリン
ズ・テクリス検索の7種類に大きく分類されます。

2014年度のJACIC NET会員の総アクセス数は2,441,449
件でした。コンテンツ別のアクセス数（比率）で整理す
ると、図-2のようになります。

コリンズ・テクリスの一般検索が全体の64.8％を占め
ておりますが、前年度と比べると0.8ポイント減少して
います。

コンテンツ別では、ニュース等（前年度比0.2％）、発
注情報（同0.5％）、指名停止情報（同0.3％）のアクセス
数の増加となっております。
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図-2．メニュー別アクセス数（比率） 

4．2015年度予定している改善内容
会員の皆様によりよいご利用環境の中で迅速かつ確か

な情報提供をモットーに、今年度も以下について重点を
置きつつ、さらなる情報提供の改善を図っていきます。

予定している改善点ですが、「国土交通官公庁職員歴
代」を、一昨年、組織と職位を組み合わせて大幅にプル
ダウンメニューを増やし提供していますが、今年度も引
き続き、国土交通省関連の組織変更や新官職に即応した
内容にプルダウンメニュー更新して、可能な限り即応し
た検索が可能となるように鋭意邁進いたす所存です。

5．これから
会員等の皆様からの喫緊の要望等を踏まえ、中・長期

的な課題として、コンテンツ（既存データの集計加工・
分析・公表）の追加等を引き続き検討していきます。

これからも会員の皆様のご要望など真摯に受け止め
て、さらなる利用環境の改善を図る所存ですので、引き
続きのご利用と共に、忌憚のないご意見・ご要望をお寄
せいただければ幸いです。担当者一同心よりお待ちして
います。

お問い合わせ先
TEL：03-3584-2405 
E-mail：jacicnet@jacic.or.jp

（経営企画部　副参事　富永浩子）
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1．CALS/EC資格制度の概要
CALS/EC資格制度は、平成13年6月に国土交通省及

び地方公共団体等がCALS/ECを導入する際の支援、普

及・推進のための人材育成、情報の普及を目的にJACIC

が創設したもので、CALS/ECエキスパート（RCE）と

CALS/ECインストラクター（RCI）の二つの資格があ

ります。

RCEまたはRCIと称して活動するためには、各試験に

合格しJACIC理事長に手続申請することにより、JACIC

から登録証の交付を受ける必要があります。

2．登録状況
平成25、26年度の各資格の登録更新状況は、下表に示

すとおりです。
RCE RCI 合計

平成 25 年度 99 770 869

平成 26 年度 74 677 751

合　計 173 1,447 1,620

3．更新手続きの終了
CALS/EC資格試験は平成13年にスタートし、その間

に電子入札や電子納品の取組みは進みました。本試験に

よって一定の登録者を確保しましたが、近年、受験者数

が減少したことから、当初の目的とした人材育成につい

て一定の役割を果たしたと判断して、資格試験は平成24

年7月を最後とし、平成25年度以降は更新手続きを継続

し実施してきました。

また、本資格の登録有効期間は、これまで原則2年間

とし各年の7～9月に登録申請を受け付け、同年の10月1

日から翌々年の9月30日までを有効期間としていました。

このような更新手続きを平成27年6月3日から、以下の

とおりに変更しました。

（1） 今後の登録更新では有効期限を設けません（永久

資格になります）。

　 　これまで2年ごとに登録更新を行ってきましたが、

資格試験終了後3年を経過し少なくとも2回目の登録

更新となることから、電子入札や電子納品について

の一定の知識が定着したと判断し、平成27年度以降

の登録更新では有効期限を設けません。これに伴い、

登録更新で交付する登録証には有効期限は記載され

ません。また、携帯登録証には有効期限・所属会社

名は記載されません。

（2） 新規登録・復活登録は、1年後（平成28年6月30日）

をもって終了します。

　 　新規登録（過去の試験合格者で登録を一度も受け

たことにない方が対象）及び復活登録（登録期間が

過ぎている方が対象）はこれまで常時受け付けてい

ましたが、今回の変更に伴い受付を1年後までとし

ます。なお、新規登録または復活登録をされた方は、

次の登録更新で有効期限を設けないことになります。

（3） 登録証の再交付・変更は、平成29年9月30日をもっ

て終了します。

　 　（1）、（2）の変更に伴い、登録証の発行は平成29

年10月1日付で最後となります。そのため、登録証

の再交付・変更の受付は平成29年9月30日までとな

ります。なお、登録証明願は引き続き常時受け付け、

登録証明書を発行します（有効期限の無い登録の場

合には、登録証明書に所属会社名は記載しません）。

4．問い合わせ先等
今回の変更の詳細（現在登録を受けている方の手続き

スケジュール、新規登録または復活登録をされる方の手

続きスケジュール、今年度の登録のご案内等）について

は、JACICのホームページにCALS/EC資格制度専用の

ホームページを設けて掲載しています。そこでご確認く

ださい。

（http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html）

平成27年7月1日から平成27年9月30日までは、平成25

年10月1日に登録更新された方の手続きのみを受け付け

ております。登録更新手続きは、インターネットにより

申請できますので、ご利用ください。

ご不明な点がありましたら、CALS/EC資格制度事務

局あてメール（calsecshikaku@jacic.or.jp）にてお問い

合わせください。

（研究開発部　主任研究員　徳重政志）

JACIC便り

CALS/EC資格の更新手続き終了
―登録更新後、永久資格に―

http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html
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暑い夏がやってきましたが、皆様いかがお過ごしで
しょうか。今回は北陸地方センターでの主な活動状況・
活動予定をご紹介します。

■コリンズ・テクリスの発注者向けアンケートの結果
北陸地方センターでは、新潟・富山・石川県内の市町村

を対象に、コリンズ・テクリスのご利用状況についてアン
ケート調査を実施しました。（平成26年6月に実施し、全67
市町村の中から、56市町村よりご回答をいただきました）

ここでは、その結果の一部をご紹介します。

（コリンズ・テクリス検索システムの利用難易度は？）

（コリンズ・テクリス検索システムの利用用途は？）

■北陸地方センターHPが6万アクセス達成
北陸地方センターのホームページが、リニューアル（平

成25年4月1日）から約2年間で6万アクセスを突破しまし
た。閲覧いただいた皆様方へ御礼を申し上げます。今後
も北陸地域における建設ICTのコンシェルジュとして情
報提供してまいりますので、引き続き閲覧いただけます
ようお願い申し上げます。

（URL　http://jacic-hokuriku.info/）

■「RCCM資格試験受験準備講習会」の開催
平成27年度の「RCCM資格試験受験準備講習会」を、

7月30日（木）に新潟県建設会館（新潟市中央区）で開
催します。北陸地域で開催されるRCCM資格試験準備講
習会としては、開催実績や講義内容からみても唯一の機
会となります。受験予定の方々の多数のご参加をお待ち
しております。（詳細は北陸地方センターHPまで）

■災害査定研修でPhotog-CADを紹介
平成26年度版の「災害手帳」・「災害査定添付写真の取

り方」の中で、Photog-CADの活用が記載されました。
当センターにおいても、5月28日の北陸地方整備局災

害査定研修の中で、Photog –CADによる災害査定実習
のお手伝いをさせていただきました。当日は、Photog-
CADの概要や被災箇所の撮影方法、3次元モデル・横断
図の作成等についてご紹介させていただきました。

災害査定研修の模様

■「電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）」の開催
平成27年8月4日新潟市において、新潟・富山・石川各

県と市町村の入札・契約担当者からご参加いただき、「電
子入札連絡会議（北陸ブロック会議）」を開催します。
会議では各発注機関における電子入札の状況等を情報交
換するとともに、今後の課題や問題点等が話し合われる
こととなります。

■けんせつフェア北陸in金沢2015の開催
本年の10月16日（金）・17日（土）において、金沢市

の石川県産業展示館を会場として「けんせつフェア北
陸in金沢2015」が開催されます。

JACICにおいても、「ICTで建設産業を元気に・ICT
技術を活用した建設産業の効率化」をテーマとして、
CIMやPhotog-CAD等の最新の建設ICT技術を出展すべ
く準備を進めているところです。

当日はJACICブースへのお立ち寄りをお待ちいたして
おります。

（前北陸地方センター長　穂苅正昭）

北陸地方センター活動報告

http://jacic-hokuriku.info/
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JACICは、「海外インフラビジネス2015」というテー
マで、昨年に引き続き以下のように8月末にJACICセミ
ナーを開催する予定です。

○日時；平成26年8月26日（水）13：00～16：20
○場所：グランドアーク半蔵門　3F「華」
○定員：180名（事前登録が必要）入場無料。
○申込： 7月1日より下記JACICホームページ上で受付開始
http://www.jacic.or.jp/jseminar/2015kaigai.html

○CPDポイント：建設系CPD協議会　2.7ポイント

○内容
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」を策定しましたが、建設
分野にとって海外ビジネスはかなり高いハードルが存在
しています。今回は銀行マンや鉄道事業者等のレポート
を聴いた上で、建設分野における問題点を浮き彫りにし
たいと思います。それらを踏まえJACICとしての戦略に
ついてご紹介したいと考えています。

プログラム（演題は仮題）
1 ．海外におけるインフラ投資の動向
　　　　国際協力銀行　インフラ環境ファイナンス部門
2 ．JICAのインフラに関する今後の活動
　　　　国際協力機構　企画部業務企画第二課
3 ．英国の鉄道事業進出
　　　　日立製作所　海外交通営業本部
4 ．インフラビジネスにおける戦略的マスタープラン
　　オリエンタルコンサルタンツグローバル執行役員
5 ．JACIC海外支援室の活動
　　　　JACIC　海外支援室長　藤森審議役

JACICは、今年度大阪市において、以下のように地方
セミナーを開催します。
○名称：JACICセミナー（平成27年度第2回）
○日時：平成27年9月3日（木）13：00～16：10
○場所：グランキューブ大阪（国際会議場）
○テーマ：「インフラの維持管理2015」
○定員：150名（事前登録必要）入場無料。
〇申込：7月中旬から以下のサイトをご覧ください。
　http://www.jacic.or.jp/jseminar2/2015.html
○CPD：�測量協会・建設系CPD協議会　ポイント適用

あり。

○内容：インフラの維持管理は、自治体にとって益々困
難な課題になりつつあります。老朽化するインフラを少
ない職員と予算の中でどうやって無理なく安全に維持・
管理していくか？各界の事例を聴きながら、問題を探っ
ていきたいと考えています。

JACICセミナー（平成27年度第一回）は東京8月26日開催予定

JACICセミナー（平成27年度第二回）は大阪にて9月3日開催予定

■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

昨年セミナーの草柳教授（当時）

会場付近の地図

（経営企画部次長　河内康）

http://www.jacic.or.jp/jseminar/2015kaigai.html
http://www.jacic.or.jp/jseminar2/2015.html
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