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1．はじめに
いささか旧聞となりますが、英国政府は2011年5月に

公共部門の資産コストを2016年までに最大20%削減する
ことなどを目的とした「政府建設戦略（Government 
Construction Strategy）」を発表しました。本年がその
目標年であり、本JACIC newsで開催報告を行っている

「BIM/CIMプロセス標準化・義務化に関するパネルディ
スカッション」を平成28年10月13日にJACIC主催で開催
したことから、「政府建設戦略」とそれをサポートする
ために策定された幾つかの情報マネジメント仕様書につ
いて概説します。
2．政府建設戦略

英国の建設市場には、建設がその本来の価値を提供で
きていないこと、建設における効率性向上及び成長のた
めの投資が十分でないという問題があります。

その上、特に公共部門は建設業全体の約40%を占めて
いますが、曖昧で一貫性のない調達の実務が、無駄と非
効率を助長させています。

この問題に対処するため、建設調達過程の改革とその
過程の運用を効率化させ、建設コストを20％削減するこ
とを目的として本戦略が策定されました。

本戦略の主な目標は以下のとおりです。
① 公共部門の建設プログラムの規模を考えると、発注

者はそれに見合う高いレベルのスキルを一貫して保
有する必要がある。

② 各プロジェクトについて費用ベンチマークを設定す
る。詳細なベンチマーキングが実施されると、全て
のプロジェクトが過去の実績の範囲内に収まる低コ
ストで実施され、相当なコスト縮減となる。

③ 発注者と建設業界の関係を、対立的文化から協動的
文化へと変化させる。

④ 建設業者は､ 設計プロセスの段階でサプライチェー
ンの重要メンバーを設計プロセスに起用して、設計
者と建設業者の連携を図る。

⑤ 建設業界が､ 自己責任でどの部分に投資するかにつ
いて選択できるよう将来計画の可視化を図るため、
内閣府は2011年秋から4半期ごとに､ 2年間の建設プ
ロジェクトに関する将来計画を発表する。

⑥ 資産調達に当たっては、完全に3D化されたBIM（す
べてのプロジェクト及び資産の情報、書類及び電子
データによるもの）を2016年までに導入する。

特に上記⑧の2016年までのBIMの完全導入について
は、わが国では驚愕でした。
3．情報マネジメント仕様書

英国の建設業界は効率が悪く、不正確・不完全・不明
確な情報により結果的に20～25%もの無駄な支出を招い
ている問題に取組むために、2016年までにBIMを導入す
ることが決定され、そのサポートとして情報マネジメン
トについていくつかの仕様書が策定されています。その
うちの代表的なものを紹介します。
① PAS1192-2 : 2013 「BIMを利用する建設プロジェクト

の設計・施工段階における情報マネジメント仕様書」
建設プロジェクトの設計・施工の段階における、BIMを
利用するプロジェクトの情報管理要件について示されて
います。
② PAS1192-3 : 2014 「BIMを利用する資産の運用段階に

おける情報マネジメント仕様書」
PAS1192-2と対を成す文書であり、建設プロジェクト

の施設運用の段階において、BIMを利用するプロジェク
トの情報管理要件について示されています。
上記、①、②の仕様書は「政府建設戦略」を実現するた
めのものであると明記されています。
③ BS1192-4 : 2014「情報の協働生産Part4：COBieを利

用した発注者の情報交換要件の実現－実務基準」
建物の竣工時に運用段階に向けて設備に関する情報を

引き渡すためのデータ仕様、データの枠組みが示されて
います。

4．おわりに 
JACICでは、英国のBIM義務化の動向について現地調

査を行っています。今後、調査結果がまとまり次第報告
する予定です。

（研究開発部　部長　森田義則）

英国のBIM義務化と情報マネジメント仕様書 
ニュースと解説
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平成28年10月13日（木）に「BIM/CIMプロセス標準化・
義務化に関するパネルディスカッション」をトラストシ
ティ カンファレンス・丸の内にて開催しましたので報
告します。

1．開催目的
国土交通省では、公共事業の各段階（調査・設計、施

工、維持管理）においてCIMを円滑に導入、連携・活用
するための「CIM導入ガイドライン」の本年度中の策定を進
めています。一方、BIM（Building information Modeling）/ 
CIM（Construction Information Modeling/Management）
に関する注目すべき国際動向として、平成28年4月から
英国ではBIMの義務化を表明しています。

そこで、JACIC研究開発部では、これまでのBIM/
CIMに関する国際調査を通じて得られた知見を踏まえ、

「英国のBIMに関連した文書や標準規格」を読み解き、
その骨子を紹介するとともに、第一線で活躍する国内外
の専門家を招いたBIM/CIMプロセス標準化・義務化に
関するパネルディスカッションを開催しました。

 

写真-1　門松理事長による開会挨拶

2．第1部 JACICセッション（10：30～12：00）
はじめに、「国際標準とCIM」として坪香理事より、

CIMを構成するデータモデルを用いたフロントローディ
ングの可能性と並行活用・変更の概念を説明し、国際的な
ソフトウェアの標準化の動向としてbSI（buildingSMART 
International）の組織概要と取組みを紹介しました。

bSIは、ソフトウェア間のデータ交換を行うIFC（Industry 
Foundation Classes）を開発・運用する国際的な活動を
行っています。IFCは、平成25年3月に国際標準である
ISO16739 : 2013となりました。現在、建築分野を主体と

した標準化活動がひと段落したため、その活動を土木分
野へ広げつつあります。JACICでは、bSIが開催する国
際会議に定期的に参加しています。

そして、政府主導によるBIM/CIM義務化に関する注
目すべき取組みとして、英国の政府建設戦略（Government 
Construction Strategy, May 2011）の骨子を紹介しまし
た。（骨子は、本JACIC news　1ページ目に記載してい
ます。）

次に、森田研究開発部長より、BIMを利用する建設プ
ロジェクトの情報マネジメント仕様書として、「PAS 1192-
2 : 2013　設計・施工編」と「PAS 1192-3 : 2014　維持管
理編」の骨子を紹介しました。骨子は以下のとおりです。

英国でのBIM義務化をサポートするため策定された本
仕様書の規格やプロセス、手順により共通データ環境

（CDE）を構築し、CDE内のプロセスを遵守することに
より、建設プロジェクトの各ステージで正確・完全・明
確な情報の作成、共有、保存が行われ、無駄な支出の削
減が可能とされています。

また、長期のアセット・マネジメント活動のための情
報管理と資産建設の短期活動のための情報管理を統合す
ることによってライフサイクルにわたる実質的な節約が
可能とされています。

3．第2部　パネルディスカッション13：00～16：00
はじめに、第一線で活躍する国内外の専門家による基

調講演を行いました。
3.1.基調講演

（1） Experience from the UK Government’s BIM Pro-
gramme, Adam Matthews

 

写真-2　Adam Matthewsによるプレゼンテーション

BIM/CIMプロセス標準化・義務化に関するパネルディスカッション
～ 開催報告 ～

ニュースと解説
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アダム氏は、UKタスクグループの外務担当WGリーダー
かつEU18か国のBIMタスクグループの議長です。英国
の政府建設戦略策定の背景と目的、現在の取組み状況を
概説するとともに、英国戦略における産業と政府の関係
の紹介がありました。
 （2） ウィスコンシン州DOT（交通局）設計モデルと3次元設

計の義務化と施策のプロセス, Brad J. Hollister, P.E.
ブラッド氏は、ウィスコンシン州道路局の土木技術者

であり、CIMを活用した事業マネジメントを実践してい
ます。なお、ウィスコンシン州におけるCIMはCivil In-
tegrated Modelingの略称です。平成26年7月よりウィス
コンシン州では、設計モデルの義務化に取組んでいます。

設計モデルとは、サーフェスモデル（DTMサーフェス、
ブレークライン）、 平面線形や縦断線形（プロファイル）
などを含む三次元モデルです。これらを建設請負業者に
対するプロジェクトの計画、入札や数量検証などの利用
に関する照会がありました。

（3） 維持管理の高度化と3次元情報への期待,  国土交通省 
総合政策局 公共事業企画調整課 企画専門官　 
新田 恭士　様

i-Constructionトップランナー施策の内、ICT土工（情
報化施工）施策の立案を担当され、15年前から3次元設
計の必要性や土工数量算出の効果について現場で実践し
ておられます。i-Constructionの内容や計画の紹介、こ
れに関連してインフラ関連へのロボット導入の取り組
み、無人化施工の可能性などについて紹介がありました。

（4） （一財） 日本建設情報総合センター　研究開発部　 
次長　小路　泰広

昨年度から今年度にかけての国土交通省及び業界が取
り組むCIM活動の経緯や最新動向を紹介があり、更には
CIMの将来像とロードマップ、JACICとしての教育への
取り組みについても紹介がありました。
3.2.パネルディスカッション

大阪大学矢吹教授を座長に迎え、基調講演者に以下の
学識経験者などを加え、CIMを導入する場合の課題と道
筋の共有を題材としたパネルディスカッションを開催し
ました。
・大阪大学 大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 

教授 矢吹 信喜　様（座長）
・日本大学 危機管理学部 危機管理学科 

教授 木下 誠也　様
・宮城大学事業 構想学部デザイン情報学科 

教授 蒔苗 耕司　様

・国土交通省 大臣官房 技術調査課 
工事監視官 山下 眞治　様

・国土地理院 企画部  測量指導課長 安藤 暁史　様

写真-3　パネルディスカッション

パネルディスカッションおける論点を以下に列挙します。
・わが国でもBIMを土木へ拡張し、維持管理に至る各

フェーズに導入することができれば、建設事業全体の業
務プロセスに一貫した共有情報を受け渡すことができる。
国土交通省は、BuildingをConstructionに置き換えて
CIMと称して、2012年からモデル事業を開始し、2016年
度にCIM導入ガイドラインを策定する段階に至った。

・20年前に建設省が発表した「建設CALS整備基本構想」
では、目標年次の2010年に、建設事業において一切の
書類を電子化し、データはインターネットを介して分
散型共有データベースを構築するとした。

・その結果、電子入札や電子納品、あるいは情報化施工
など一つ一つの作業の電子化は進んだ。しかし、業務
プロセス全体に一貫して共有情報を受け渡すには至ら
なかった。この原因としては、契約の前提が依然とし
て紙ベースであるため二重の手間がかかるといった制
度面の問題に加え、関係者間で設計データなどを情報
共有するための共通の土俵づくり、つまり「標準化」
が不十分であったことが考えられる。

・また、わが国でCIMを進めるにあたって、調査・設計か
ら施工といった上流から導入するだけでなく、河川管理
や道路管理などの下流側からも三次元データベース化を
進めるのが良いと考える。ただし、上流から下流へシー
ムレスにつながるよう、この場合も標準化が重要になる。

・BIM/CIMの運用にあたり、維持管理を見据えてどの
様に情報をマネジメントするかが重要なキーワードに
なってくる。

（研究開発部　部長　森田義則）
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1．会議の概要
平成28年10月27日（木）、28日（金）の両日、新潟市

において、土木電算連絡協議会第48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48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　山下

工事監視官から「i-Construction　ICT（土工）の取り組
みについて」と題して、①施策の背景、②i-Construction
の全体概要、③トップランナー施策の一つであるICT

（土工）の取り組みについて、講演がありました。ICT（土
工）に関しては、協議会出席者からの多数の質問があり、
3次元データを活用した建設現場の生産性向上の取り組
みへの関心の高さがうかがえました。

第2日目には、（一財）建設物価調査会から、「積算に
関する取り組みについて」と題して、①土木工事標準単
価の概要、②改正品確法を踏まえた積算に関する取り組
みについて、講演がありました。

分科研究会では、第1分科会「積算システムの更新」、
第2分科会「情報共有システム」、第3分科会「違算防止
対策」の3テーマに分かれて、取り組みの発表、意見交
換が行われました。

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「JACICにおけるCIMの取り組み」と題し
て、3次元モデルによってライフサイクルを通じて発生す
る情報を統合管理するCIM（Construction Information 
Modeling / Management）に関する取り組みについて
講演しました。
（1）JACICの概要

CIMの取り組み紹介に先立ち、社会資本のライフサイ
クルの各プロセスの情報化を支援する当財団の取り組み
全体の説明、公共調達のためのシステム事業、情報化推
進のための研究事業などについて説明しました。

（2）CIMの概要
JACICが考えるCIMの概念を説明し、①業務・工事単

位でなく、工事や維持管理の対象物（＝モノ）の単位で
情報を管理していくことや、②上流工程において3次元
モデルを作成することでの下流工程やトータルコストの
削減、工期短縮を図る「フロントローディング」の考え
方について説明しました。

また、国土交通省の動向、CIMの効果・活用事例、
CIMモデルや「詳細度（LOD）」について説明しました。
（3）JACICのCIM導入推進に向けた取り組み

JACICでの取り組みとして、①ダムの維持管理モデル
の作成事例、②3次元CAD操作を通じた人材育成策

「CIMチャレンジ研修－CIMSoluthon®－」、③普及啓発
策としてのCIM事例集「CIMを学ぶ」の公表、④国際動
向調査動向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）

土木電算連絡協議会第48回全国会議での講演（報告）
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今秋、JACICは【表-1】に示す建設フェア・建設技術
展に、下記の5システムを出展し、JACIC地方センター
と本部から応援に駆けつけた各システムの担当者が、行
政関係者や学校関係者から業界関係者まで幅広いブース
来場者に説明を行い、JACICのシステムに関心を持って
いただきました。

① CIM（Construction Information
Modeling/Management）

②建設副産物・建設発生土情報交換システム
③Photog-CAD（災害査定申請の支援ツール）
④電子入札コアシステム
⑤地方公共団体向け積算業務支援

JACICブース
では、パネル展
示の他に遠くか
ら で もJACIC
ブースが分かり
やすいように幟

（のぼり）を立
て、皆様をお迎
えしました。

更に「ノート
パソコンを大画
面に繋いでの操
作説明と解説」

「展示されてい
るパネルによる
説明」「パンフ
レット配布」を
行いました。

建設技術フェア2016in中部では、全システムの資料を
1セットとして各来場者にお渡しする等の工夫をしました。

以下にJACICが出展したシステムごとの報告をします。
（1） CIM（Construction Information 

Modeling/Management）
CIMとは、公共事業の調査から維持管理までの一連の

過程で3次元データ等を活用する仕組みであり、建設産
業における生産性向上等を目的としています。JACICは、
国土交通省等でのCIM導入推進に係る取組みへの支援を
実施しています。

各会場では、CIM活用事例についての動画の放映、
CIMに関するパンフレットの配布、「CIMを学ぶⅡ」の
配布などを行いました。多くの方々からCIMに関する質
問がありました。特に高校生や土木専攻の大学生には、
CIMについてわかりやすく説明を行いました。

九州建設技術フォーラム2016では、CIMの概要、JACIC
でのCIMの導入推進に向けた取り組み（サポート体制、
人材育成、普及啓発等）について講演を行いました。

【写真-2】　九州会場

（2）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で
す。中部会場、近畿会場に本部からシステム担当者が駆
けつけ、インターネット技術による建設副産物・建設発
生土の情報を交換するシステムイメージの説明、簡単に
再資源化施設等が検索できることを説明し、システムの
利用促進を図りました。

各地の建設フェア・建設技術展参加報告

【写真-1】　四国会場

No. 時期 地区 イベント名 会場

（1） 10 月 14 日 15 日 四国 建設フェア四国 2016in 高知 高知ぢばさんセンター

（2） 10 月 17 日 18 日 九州 九州建設技術フォーラム 2016 福岡国際会議場

（3） 10 月 20 日 21 日 中部 建設技術フェア 2016in 中部 吹上ホール

（4） 10 月 26 日 27 日 近畿 建設技術展 2016 近畿 マイドームおおさか

（5） 11 月 11 日 12 日 中国 建設技術フォーラム 2016in 広島 広島市中央公園

【表-1】　JACICが参加した建設フェア・建設技術展一覧
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（3）Photog-CAD（災害査定申請の支援ツール）
Photog-CADは、災害現場を3方向から撮影した写真

を基に、3次元モデル・横断図・災害査定設計書の作成、
及び盛土量・切土量等の算出を安全に・迅速に行う写真
測量ソフトウェアです。

Photog-CADは、全ての会場に本部からシステム担当
者が駆けつけました。
1）Photog-CAD高校パッケージ

四国会場では、工業高等専門学校の先生及び学生が多
く訪れました。「Photog-CAD高校パッケージ」（高校等
の教育機関を対象に10ライセンス：10万円＋消費税で販
売）についても説明しました。

【写真-3】　四国会場
2）災害現場模型を使ったPhotog-CADデモ

建設フェア四国2016in高知では、ノートパソコンの隣に
災害現場模型を置き、ノートパソコンには災害現場模型を3
方向（左側、正面、右側）から撮影した写真をPhotog-
CADに取り込み、画面上で横断線を任意に指定すると瞬
時に横断図が描かれるデモを行い、好評をいただきました。

【写真-4】　四国会場
3）プレゼンテーション

建設技術フェア2016in中部では、Photog-CADのプレ
ゼンテーションを30分行いました。多くの方に熱心に聞
いていただきました。

（4）電子入札コアシステム
電子入札コアシステムは、電子入札システムの基盤ソ

フトウェアとして複数の公共発注機関で共通して汎用的
に使用できるパッケージソフトウェアです。現在、約
800団体が電子入札コアシステムを導入しています。四
国会場には、本部からシステム担当者が赴き、来場者に
実際にパソコンの前に座ってもらい、電子入札コアシス
テムの操作を体験していただきました。

【写真-6】　四国会場

（5）地方公共団体向け積算業務支援
九州会場に本部から担当者が駆けつけ、地方公共団体

向け積算システムの紹介を行いました。JACICが提供す
る積算システムの特長の一つである工種・種別・細別の
選択から施工単価の条件入力が直感的に行える操作を来
場者に体験していただき、好評をいただきました。

【写真-7】　九州会場

おわりに
各地の建設フェア・建設技術展に参加し、JACICがサー

ビスしているシステムを紹介させていただきました。
JACICがサービスするシステムが、皆さまの業務の支援
となることを期待しています。

（システムエンジニアリング部　参事　満田広司）
【写真-5】　中部会場
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北陸ではまもなく本格的な積雪の時期を迎えようとし
ています。

（新潟市を萬代橋上流側から撮影）
北陸地方センターが今年4月以降にJACIC本部と共に

活動した内容は下表のとおりで、主な概要をお知らせい
たします。

実施日 活動区分 活動内容

7 月 7～8 日 Photog-CAD、
CIM、建設副産物

石川県 ICT フェアへの出展、
講演（金沢市）

8 月 2 日 RCCM RCCM 資格試験受験準備講習
会の開催（新潟市）

8 月 5 日 電子入札 
コアシステム

北陸ブロック子電入札連絡会議
の開催（金沢市）

8 月 23 日 CIM i-con/CIM セミナー in 北陸へ
の講演（新潟市）

9 月 29 日 ビデオセミナー ビデオセミナー in 長岡（新潟県
長岡市）

10 月 12～14 日 建設副産物 石川県建設発生土情報交換シ
ステム説明会

10 月 28 日 CIM 土木電算連絡協議会全国会議
への講演（新潟市）

11 月 9～11 日 CIM CIM チャレンジ研修 in 新潟
の開催（新潟市）

■石川県 ICTフェアへの出展
7月7～8日に石川県建設総合センターにおいて、（一社）

石川県建設業協会と石川県土木施工管理技士会主催によ
るフェアが開催されました。

北陸地方センターでは、展示ブースを出展しCIMや
Photog-CADをメインにJACICのシステム紹介を行いま
した。

また、JACIC研究開発部から「CIMの動向と将来像に
ついて」と題して講演も合わせて行いました。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催
平成28年度の「RCCM資格試験受験準備講習会」を、

8月2日（火）に新潟県自治会館（新潟市中央区）で開
催し、約70名から受講して頂きました。

来年度は、7月28日（金）に新潟ユニゾンプラザで開
催する予定です。

■電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）
8月5日（金）に石川県庁において「北陸ブロック会議」

を開催しました。
JACICの電子入札コアシステムをご利用頂いている石

川県、富山県、新潟県と県内の市町及び利用を検討され
ている計14発注機関19名から参加を頂きました。

議事は、電子入札に関するアンケートの結果や「Java 
Plug-in」廃止に伴うシステム対応などの情報提供を基
にした導入・運用に関する意見交換を行いました。

■ビデオセミナーin長岡の開催
9月29日（木）に新潟県長岡市のまちなかキャンパス

長岡で開催し、賛助会員7社18名を含む32名から参加を
頂きました。

セミナーのテーマとしては、
・JACICシステムによる建設分野の効率化
・JACIC研究活動の概要と将来
・UAVを用いた三次元計測・構造物調査
・CIM技術者の復権－1.5倍の生産性　　でした。

次回は富山石川方面で開催したいと思いますので、皆
様のご参加をお願いいたします。

■北陸地方センターHPの充実
北陸地方センターでは、ホームページを充実させてい

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、引き続きご覧
いただけますようお願いいたします。
（URL　http://jacic-hokuriku.info/）
また、Facebookページも開設しておりますので「い

いね！」などいただければ幸いに存じます。
（URL https://www.facebook.com/jacichokuriku/）

（北陸地方センター長　木村繁）

北陸地方センター活動報告
地方便り
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■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）3505-0414
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　03-5911-8660

ISO9001

JACICでは、海外からのお客様に対応するため、また
海外でJACICの事業を紹介するため、英文の「事業概要
パンフレット」を作成しておりますが、このほどその改訂を
行いました。以下にその概要をご紹介させて頂きます。

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。

目次構成は以下のとおりです。

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

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。
特徴的としては、「外国人の立場から見て分かりやす

くする」という視点から作成したことが挙げられます。
日本の事情や相手の背景を理解しないで日本の技術を説
明しても、理解されないことが多いということを、海外

へ出張の多い職員が共通に感じていたことから取り入れ
たものです。そのため、これらの職員が話し合って、強
調すべきところと軽く扱うところをメリハリをつけると
ともに、相手の理解を助けるために多くの工夫を行って
編集しています。

例えば、積算業務では、日本では会計法があるため、
発注者が自ら積算し「予定価格」を持つことが前提になっ
ています。それにより初めて「積算システム」という概
念が成立しますが、これは諸外国では一般的な仕組みで
はありません。極論すると「見積もり作業」はあっても

「積算」という概念はないといった方が良いかも知れま
せん。

したがって「なぜ、そのような仕事をJACICがしてい
るのか？」という説明が必要になってきます。

また、事業項目の分類も従来の範疇に拘らず４つの分
野に分けて説明していますし、順番も工夫しました。

要するに自分たちが使う場面を想定して、使いやすい
ように編集したということです。

最初の見開きページ

3．ホームページからのダウンロード
印刷して冊子にしたのは、今回は100部だけですが、

毎年少しずつ改訂をしていこうと考えています。
この改訂された英文概要（2016年11月版）は、以下の

JACICホームページ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　河内　康）

英語版JACIC事業概要パンフレット
JACIC通信
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