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ニュースと解説 

CORINS/TECRIS登録料金の値下げと運用の一部変更 

表１：CORINSの登録料金 

　平成16年４月１日からCORINS／TECRISの登録料
金を値下げします。また、登録料の請求時期、変更登
録の範囲、カルテ受領書の送付方法についても一部変
更します。 
＜背景＞ 
　CORINS（工事実績情報サービス）、TECRIS（測
量調査設計業務実績情報サービス）は、公共機関が発
注した工事／業務の実績情報を（財）日本建設情報総合
センター（JACIC）がデータベース化し、入札・契約
手続きの透明性、競争性を高めるための検索システム
として、公共機関に提供しているものです。CORINS
は平成６年、TECRISは平成７年に運用を開始して以
来、改良を重ねながら、それぞれ丸10年、丸９年を迎
えました。このたび料金体系の簡素化を図ることによ
り、登録料金を値下げすることにしました。 
＜変更点の概要＞ 
①登録の種類（CORINSの受注，変更，竣工登録、
TECRISの契約、変更、完了登録）や変更登録の回
数に拘わらず１工事／１業務分の登録料金を9,030
円（税込）とします（CORINSの請負金額500万円
以上2,500万円未満工事の登録料金は2,940円（税込）
です。）。  
②現在、登録ごとに請求している登録料金を、当該工
事／業務の最初の登録時に１工事／１業務分の登録
料金を請求します。 
③データベースへ登録したことを証明するために
JACICが登録企業に送る「工事／業務カルテ受領書」
の送付方法を、宅配便から電子メールあるいはＦＡ

Ｘに変更します。登録企業は、現在より１日早く受 
　領書を受け取ることができます。 
④工事／業務カルテをオンライン登録した場合の「工
事／業務カルテ受領書」は、登録企業がダウンロー
ドします。登録企業は、データベースへ登録したそ
の時、受領書をダウンロードできます。 
⑤現在のCORINSの変更登録は、工期、請負金額、技
術者（現場代理人、主任技術者、監理技術者（担当
技術者を除く。））に変更が生じた場合に登録する
こととしているところを、請負金額のみが変更にな
った場合は変更登録を必要としないことにします。
ただし、請負金額2,500万円を境に技術者の専任制
の発生・解除が生じますので、2,500万円を跨いだ
請負金額の変更は、変更の手続きが必要となります。 
⑥現在のTECRISの変更登録は、契約内容に変更が生
じた場合に登録することとしているところを、契約
金額、履行期間、技術者（管理（主任）技術者、担
当技術者（照査技術者を除く。））が変更になった
場合に、変更登録をします。 
＜新しい登録料金表＞ 
新しい登録料金を表１と表２に示します。 
注１）表中の「訂正手続き」は、登録者に起因する誤

りによって入力されたデータを登録者の負担で
訂正するものです。 

注２）新しい登録料金は、工事／業務の最初の登録が
平成16年４月１日以降に行われたものから適用
します。 

受注登録 

変更登録 

竣工登録 

訂正手続き 

受注登録 

訂正手続き 

請負金額2,500万円以上
工事 

請負金額500万円以上
2,500万円未満工事 

現　行 

5,000円 

3,000円 

5,000円 

3,000円 

3,000円 

2,000円 

平成16年４月１日以降 

2,940円（本体2,800円、消費税140円） 

2,940円（本体2,800円、消費税140円） 

1,995円（本体1,900円、消費税95円） 

表２：TECRISの登録料金 

契約金額500万円以上 
の業務 

登録の種類 

契約登録 

変更登録 

完了登録 

訂正手続き 

現行 

5,000円 

3,000円 

5,000円 

3,000円 

平成16年４月１日以降 

2,940円（本体2,800円、消費税140円） 

登録の種類 

工事１件につき 
9,030円（本体8,600円、消費税430円） 

業務１件につき 
9,030円（本体8,600円、消費税430円） 

（税込） 

（税込） 

（CORINS/TECRISセンター　参事　満田広司） 



２００４.３月号 

　JACICは港湾空港建設技術サービスセンター（SCOPE）
と共同で、１月22日、23日の二日にわたり東京・有明
のTFTホールにて、「CALS/EC MESSE 2004」を開
催しました。 
　第３回目となる今回は、『本格実施で見えてきた
“CALS/ECの効果”を体感する２日間』をテーマに
CALS/ECに関する技術情報の提供を目的とした展示
会とセミナーを行いました。  
 
 
 
  
　展示会では、公共事業全般にわたるCALS/EC導入
の推進や建設産業におけるITの普及等を目的として、
CALS/EC体験ゾーン（主催者展示ゾーン）、建設IT& 
CALS/ECソリューション展示ゾーン（出展社展示ゾ
ーン）、CALS/ECシアター及びベンダーフォーラムの
４つのゾーンを設けました。  

　主催者展示ゾ
ーンでは、電子
入札コアシステ
ムV3.1の実物を
使用したデモン
ストレーショ
ン、受発注者間
の情報共有シス
テム、統合入札
情報サービス
（統合PPI）、
電子納品につい 

てのオートデモ等をステージにて実施しました。また、
電子入札や電子納品の体験コーナーなどの展示を行い
ました。国土交通省の電子入札が全面導入され、電子
納品も対象範囲が順次拡大されるなか、プレゼンテー
ションには各回とも多くの来場者が熱心に耳を傾けて
いました。  

　出展社展示ゾ
ーンでは前回と
ほぼ同じ66社の
企業や団体の出
展がありまし
た。各ブースと
も多数の来場者
との質疑応答に
応じる光景が見
受けられまし
た。 

　ベンダーフォーラムでは、16社のベンダーにより、
各社のCALS/ECに対する取り組みや関連製品の紹介
がありました。  

　また、CALS/ECシアターでは、国土交通省国土技
術政策総合研究所、国土地理院等、各協賛団体及び主
催者のJACICとSCOPEが14の講座を開催し、電子納
品や、各々のCALS/ECに関する取り組みを紹介しま
した。 
　寒風のなか開催初日は、約4,200人、２日目は、約
4,400人と２日間合計で、前回を若干上回る約8,600人
の来場がありました。 
  
 
 
 
  
　CALS/ECセミナーは、会期２日目である１月23日
の13:00～16:00に開催されました。 
　JACIC豊田理事長及びSCOPE川嶋理事長の開会挨
拶に続いて、国土交通省から来賓としてお招きした金
澤技術総括審議官よりご挨拶の言葉をいただきました。 

　また特別講演
としてフランス
　マリロワ市長
でヨーロッパ建
設CALS/EC協
議会議長である
ロンギ氏が「ヨ
ーロッパにおけ
る建設分野IT化
の現状」と題
し、ヨーロッパ
の最新動向を交
え、欧州の電子
政府構築に向け
た取り組みの現 
状などについて講
演されました。  

　次に大阪府の小河土木部長より「大阪府における
CALS/ECの取り組み」として電子入札の事例や共同
利用について紹介いただきました。  
　続いてIAI日本支部の山下副会長から「CALS/EC推
進の意義と標準化」について、また（社）日本土木工
業協会の豊田氏からは「建設現場におけるCALSの導
入事例」について講演いただきました。 
　セミナー会場（定員約300名）は公共発注機関や建設
業界、IT業界等の会社など幅広い分野からの参加者で満
席の状況で、最後まで空席がほとんどありませんでした。
　最後に今回のイベントを後援いただいた国土交通省
及び協賛いただいた関連業界団体の方々に心より謝意
を表します。 

（CALS／EC部　主任研究員　平山政裕） 

CALS/ECコーナー 

CALS/EC MESSE 2004の開催報告 
（平成16年1月22日、23日　東京・有明） 

CALS/ECセミナー  
「公共事業におけるCALS/ECの取り組みと 

今後の展望」 

展示会 
－CALS/EC＆建設ITの展示会－ 

主催者ブースを視察する豊田理事長とロンギ氏 

CALS/ECシアターでの講義風景 

金澤技術総括審議官による来賓ご挨拶 

－２－ 



２００４.３月号 

　JACICは、平成14年７月から動画配信（Webセミナ

ー）を実施しております。Webセミナーは、最新の建

設関連情報やJACICが実施している事業内容を中心と

した情報化の普及・推進に係わる各種情報等を広く一

般に広報するためのひとつの手段として導入したもの

です。 

　Webセミナーは、JACICのホームページのトップ画

面にある「Webセミナー」の下にあるメニューを押下

することによりアクセスでき、下表に示すようなアク

セスストリーミング技術を用いて動画の部分と説明画

面をリンクさせたコンテンツがご覧いただけます。今

後も、内容の充実を図っていきます。  

　なお、動画をご覧いただくためには、動画閲覧用ア

プリケーション「Real Player」を皆様のパソコンに

プラグインとして登録しておく必要があります。プラ

グインされていない方は、フリーソフト（無料）の

Real Playerをダウンロードできるようバナーを用意

しておりますので、ご利用ください。 

動画配信（Webセミナー）の内容紹介 

JACIC便り 

○建築生産情報統合システム 
　　鹿島建設株式会社 
　　建築設計エンジニアリング本部　プロダクションセンター長　高木　学氏 
○建築仕上げ・設備資材の自動化搬送システム 
　　株式会社大林組技術研究所　建築生産システム研究室　堂山　敦弘氏 
○建設ICカードについて 
　　施工情報化協議会　運営委員長　宮嶋　俊和氏 
○建設分野における生産性向上に向けた情報共有推進 
　　財団法人日本建設情報総合センター　（前）CALS/EC部次長　西岡　誠治  

○情報のInteroperabilityの概念とその実現に向けて 
　　IAI日本支部　技術統合委員長　高木　孝頼氏  
○OpenGISにおけるInteroperability  
　　国土空間データ基盤推進協議会　荒木　高士氏 
○建設情報標準化とInteroperability 
　　財団法人日本建設情報総合センター　標準部長　塚原　弘一 

○建設分野の情報化におけるXMLの活用と今後　－CALS/ECを中心として－ 
　　財団法人日本建設情報総合センター　建設情報研究所　近畿支所長　益倉　克成 
○建設情報化におけるXMLの利用 
　　関西大学　総合情報学部　助教授　田中　成典氏 
○Semantic Web技術とその活用事例 
　　慶應義塾大学　環境情報学部　教授　萩野　達也氏 

○電子調達（2002.10） 
○工事施工中における受発注者間の情報共有（2002.11） 
○電子入札コアシステムのご紹介（2002.12） 

○社会資本管理のインフラ会計 
　京都大学大学院　工学研究科土木工学専攻　教授　小林　潔司氏 
○RTK-GPSを利用した「リアルタイムGIS」導入による電子地図管理の効率化に関する調査研究 
　金沢工業大学　工学部環境システム工学科　教授　鹿田　正昭氏 

○標準化と共通化 
　東京大学　空間情報科学研究センター　教授　柴崎　亮介氏 

○建設情報標準化の現状と展望 
　千葉工業大学　工学部建築都市環境学科　助教授　寺井　達夫氏 

（企画調整部　参事　徳重政志） 

メニュー コンテンツ 

JACICセミナー 

研究助成事業成果報告 

建設情報標準化セミナー 

CALS/EC講座 

－３－ 

（2002.11） 

（2002.10） 

（2003.11） 

（2002.7） 

（2002.8） 

（2003.9） 

（　　）：撮影年月 



２００４.３月号 

　JACICでは、平成10年度から財団の目的に合致

した研究企画に研究助成を行っています。平成14

年度には10件の研究助成を行い、昨年11月に「研

究助成事業成果報告会」を開催しました。この報告

会で発表されなかった５件の研究について、１月号

から順次研究助成成果概要を掲載しています。本号

では、九州大学大学院の松下先生の研究を紹介し 

ます。 

　なお、平成14年度の研究助成成果をまとめた報告書

をご希望の方は、企画調整部（03-3584-2404）まで連

絡をいただければお渡しします。 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

第2002－7号 

九州地区における建設副産物情報交換 
システムの構築に関する調査研究 

九州大学大学院　教授　松下博通 

 
　建設廃棄物は廃棄物全体の約２割を占め、循環型社

会を構築していく上で建設産業のリサイクルに対する

取り組みは重要である。国土交通省の調査によると、

平成12年度における建設廃棄物の再資源化率は、建設

廃棄物全体で85％、アスファルト・コンクリート塊で

98％、コンクリート塊で96％となっており、高い成果

が得られている。しかしながら、建設汚泥、建設発生

土などについては再資源化率が低く、リサイクルが進

んでいない。また、アスファルト・コンクリート塊お

よびコンクリート塊については、リサイクルの「量」

は増えているが、再資源化後の用途が主に路盤材に限

定されているなど、資源有効利用の観点からは、リサ

イクルの「質」を向上させる必要がある。 

　今後いっそうのリサイクルを推進していく上で、

建設廃棄物の排出および再生資源の受入れに関する

情報交換システムが必要である。現在、いくつかの

建設副産物の情報交換システムが運用されているが、

発注者同士の情報交換が十分に行われていない、シ

ステムへの登録が義務づけられていない、等の問題

点を有する。再生資源の利用においては最終的には

運搬コストが問題であり、ある地域内での情報交換

システムの運用が効果的であると考えられる。また、

ストックヤードや再資源化施設の最適配置について

も検討する必要がある。 

　そこで本研究では、建設副産物処理の現状について取

りまとめた上で、建設副産物に関する情報交換システム

を構築、運用する際に問題となる点や課題について取り

まとめるとともに、建設廃棄物のうち、有効利用の検討

が急務となっているコンクリート塊についての情報交換

システムを提案した。また、コンクリート塊については

有効利用技術の現状についても取りまとめた。 

　まず、九州地区における廃棄物処理の現状について、

全国の排出量あるいは搬出量に対する割合は、産業廃

棄物は12.5％、建設廃棄物は10.5％、建設発生土は17.0

％となっていること、再資源化率は建設汚泥および建

設発生木材が全国の再資源化率の平均を下回ることを

明らかにした。また、コンクリート塊の再資源化率は

90％以上に達しているが、排出量は年々増加傾向にあ

り、今後、有効利用先の適切な選定が必要であること

を示した。さらに、建設発生土については、搬出量の

うち約33％が現場間利用され、残りの多くは内陸部で

埋め立てられているにも関わらず、建設工事では山砂

などの新規材料が大量に投入されている矛盾点につい

ても述べた。 

　これらの状況を鑑みると、建設副産物の排出および

再生資源の受入れに関する情報交換システムの効率的

な運用が必要であることから、次に、現在運用されて

いるシステムについての特徴および問題点について検

討した。その結果、システムの効率的な運用のために

は、現在のシステムに加え、再生資源の利用調整機能

を組み込む必要があること、ストックヤードの情報を

登録する機能が必要であることなどを明らかにし、コ

ンクリート塊についての情報交換システムの提案を行

った。特に、ストックヤードに関する情報は、廃棄物

などの発生時期と再生資源の利用時期、あるいは廃棄

物などの発生量と再生資源の利用量のギャップを埋め

るためには必要不可欠であることを示した（図-1参照）。 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　最後に、今後発生量が急増されると予測されるコン

クリート塊について、コンクリート用骨材（再生骨材）

としての有効利用技術について調査し、現状を取りま

とめた。その結果、再生骨材の物性や再生コンクリー

トのフレッシュ性状、強度・変形特性については現段

階においてある程度実験データが蓄積されているもの

の、再生コンクリートの耐久性能や再生骨材を構造部

材へ適用した場合の問題点などについてはデータが不

足しており、今後検討する必要があることを明らかに

した。 

平成14年度  研究助成成果概要（その3） 

－４－ 

セメント工場 

コンクリート塊 
以外の再生材 

データ照合 
（建設発生土で十分な 
所に、コンクリート塊が 
流出していないか？） 

▼ 

建設発生土 
データベース 

コンクリート塊 
データベース 

コンクリート製品工場 

ストックヤード 

図-1  コンクリート塊情報交換システムのイメージ図 



２００４.３月号 

　電子入札は順調に進んでいます。入札案件登録及び
開札状況は、次のとおりです。 
 
 
  
 
 
ヘルプデスクの利用状況 
　ヘルプデスクへの問い合わせも数多く寄せられまし
た。１月の問合せは、発注者276件、応札者1,821件、
合計2,097件でした。なかでも、電子入札システムの
操作に関係する質問が多くありました。主な問合せ内
容と回答は、次のとおりです。 

　e-BISCセンターでは、皆様からの問合せ内容をＦＡＱ
（よくある質問と答え）にとりまとめ、ホームページ
（http://www.e-bisc.go.jp/）に掲載しています。ＦＡＱを
ご活用いただきますようお願いします。 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

電子入札コーナー 

入札案件登録・開札の状況 

特集「WebGIS」 
　WebGISがインターネット上に出現してから10年を
迎えようとしています。その間、ハードウェアやネッ
トワークインフラの高度化に伴い、WebGISも進化し
ています。 
　さらに、行政主体のサイトにとどまらず民間のポー
タルサイトにおいても、地図や地図上の様々な情報を
提供するだけでなく、利用者が何らかの情報の書き込
みを行えるサイト、ルート検索サービスを提供するサ
イト、ライブカメラと連動したマルチメディア情報提
供を行うサイト等、より高度なサービスを展開するサ
イトが出現しています。 
　その中で、国土地理院では、インターネットを介し

てWebブラウザ上で電子国土にアクセスするための電
子国土WEBシステムについて民間と共同で研究中で
あり、民間でも様々な分野で活用できるシステムを開
発しています。 
　JACIC情報では、WebGISに関係する国土交通省、
地方公共団体、大学、民間をはじめJACICでの取組み
を紹介するとともに、WebGISの今後の動向について
展望しています。 
　JACIC情報のご購入および定期購読を希望される方
は、当センター企画調整部（03-3584-2404）までご連
絡下さい。定価は1,050円/冊（税込み、送料別）です。 

（企画調整部　参事　徳重政志） 

JACIC通信 

「JACIC情報73号」を近日発刊 

署名検証は認証局のサーバーと通信を
行うため、署名検証に失敗する場合は
インストール時の問題、ＩＣカードの
期限切れ、認証局のサーバーの稼動状
態の問題など、いくつかの問題が想定
されます。 
署名検証の失敗に関するお問合せは、
ご利用されている電子認証局にご確認
いただくようお願いします。 

回　答 問い合わせ内容 

署名検証エラー 

　JACICでは、市町村合併によって地図やGISに関し
て発生が予測されるさまざまな課題を、多くの方々に
広く知っていただくことを目的として、１月27日、都
市センターホテルにおいて「JACIC　GISセミナー　
－GISと市町村合併－」を開催しました。 
　セミナーでは、JACIC職員が、課題の解決策につい
て講演するとともに、国土地理院や平成13年５月１日 
に３市が合併を行ったさいたま市の方をお招きし、具
体事例の講演をいただきました。  
　当日は、多くの方に参加いただき、盛況に終えるこ
とができました。セミナーの詳細は、今後ホームペー
ジ（http://www.jacic.or.jp）で掲載を予定しておりま
すので、ご覧ください。 

JACIC  GISセミナー開催 
－GISと市町村合併－ 

セミナー風景（理事長挨拶） 

（研究第三部　主任研究員　阿部　融） 

項　目 

案件登録 

開　　札 

１月分 

2,670件 

2,162件 

累　計 

27,539件 

23,779件 

－５－ 
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　昨年10月末から11月にかけて兵庫県下４カ所で開催
された「建設CALS/ECフェアひょうご」に出展しま
した。このフェアは建設事業者が「発注者の今後の動
向を知り」、建設CALS/EC本格実施までに「何を」、
「何時までに」、「どの様に」準備すれば良いのか体
感できる場として開催されたものです。 
　このフェアでは講演会場と展示会場があり、講演会
場については、「兵庫県における建設CALS/EC整備
計画」と「事業主は、どう対応すれば良いか？」等を
テーマとして行われました。  
　展示会場では、各種CADや電子納品ツール、電子入
札用認証カード等の展示がありました。近畿地方センタ
ーは「－CALS/ECの悩み？「一発解決」－」をキーワ
ードに①電子入札コアシステム体験サービス、②電子納
品チェックシステム（国土交通省版）体験サービス、③
最新のCALS/ECの情報提供、などを行いました。 

　既に、国土交通省の案件等で電子入札システムを利
用されている方もおられましたが、兵庫県では、電子
入札システムが試行段階でもあるため、体験サービス
のコーナーに興味を示す来訪者が多く見受けられました。 
　なお、兵庫県下での電子入札のスキル向上のため、
今年３月、兵庫県下３カ所で10日間にわたって「兵庫県
電子入札システム体験講習会」（主催：三田建設技能
研修センター及び兵庫県建設CALS/EC推進協議会）が
開催予定であり、近畿地方センターは講師を派遣します。
　なお、上記講習会につきましては、 
http://www.kensetsu-sanda.ac.jp/cals/cals_enyusatsu.htm 
を参照してください。 
　近畿地方センターでは、今後も各種講習会等を実施
する予定ですので、ご支援・ご指導をお願い申し上げ
ます。 
（近畿地方センター CALS/EC推進室 次長  宮崎奏助） 

地方センターコーナー 

近畿地方センター活動報告 
－建設CALS/ECフェアひょうご－ 

お問い合わせ・ご意見等はお気軽に当センターにご連絡ください。 
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ニュースの詳細については、JACIC NETの「過去記事」を検索していただ 
くと記事内容が表示されます。 1月のニュースから 

【建設行政ニュース】 
８日　石原国土交通大臣（観光立国担当）出演「ビジット・ 
　　　ジャパン・キャンぺーン」PRビデオの作成について 

（総合政策局） 
13日　高速道路の長距離割引社会実験の延長について 

（道路局） 
23日　中高層共同住宅標準管理規約の改正について（住宅局） 
27日　らくらくおでかけネットの駅・ターミナル情報の拡充
　　　について　　　　　　　　　　　　　 （総合政策局） 
27日　国土地理院の地形図が新しくなりました（国土地理院） 

【地方整備局ニュース】 
９日　『年末年始 伊勢神宮（内宮）周辺パーク＆バスライド
　　　社会実験』結果について     　　  （中部地方整備局） 
13日　『即行かつ即効性のある渋滞対策』事業 

（北陸地方整備局） 
19日　「東北の川づくり勉強会」への参加市民団体を募集 

（東北地方整備局） 
20日　「コンクリート構造物の品質コンテスト」の開催につ
　　　いて　　　　　　　　　　　　　 （近畿地方整備局） 
29日　全国で初「川の海図」を荒川で作成（関東地方整備局） 

 
【公募情報（国・公団等）】　　  177件 
【公募情報（地方公共団体）】　440件 
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