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ニュースと解説 

 

　発注者向けのCORINS検索システムに、技術者を主体

とした工事経歴等の検索ができる機能を追加した「CORINS

の技術者工事経歴検索システム」の運用を平成17年4月

から開始します。 

１．CORINSの技術者工事経歴検索システム 

①発注機関が技術者個人の工事実績を検索できるよ

うにして、所属会社を変わってもその個人の工事

経歴が把握できるようにします。これにより、企

業の技術力の評価が、過去の工事実績ばかりでな

く、その企業に在籍する技術者の工事実績（技術

力）からもできるようになります。 

②また、工事を担当する技術者個人の工事経歴の確

認が的確にできるようになります。 

２．登録項目の追加 

技術者に関して登録する資格について見直すとともに、

新たに継続教育（ＣＰＤ）も加えます。 

①国家資格等 

・従来、１工事につき登録可能な資格は１つでしたが、

今回、５つの資格まで登録できるようになります。 

・登録できる資格として舗装施工管理技術者等を追

加します。 

②継続教育（ＣＰＤ）記録 

・今回、新たにCPD協議会（11機関）の中から５

機関までの継続教育記録（過去５年間の実績値）

の登録ができるようになります。 

※新たな登録項目は平成17年度以降に竣工する工事

を対象とします。 

３．CORINSに登録されている技術者データの扱い 

　CORINSに登録されている技術者は、氏名漢字、氏名

カナ、生年月日の３点が一致したものを同一人物として

扱い、発注機関に提供します。３点が一致している場合

でも企業から別人であるとの申請を受けた場合は別人と

します。技術者のデータはこのように取り扱いますので、

ご理解の上でCORINSの技術者工事経歴検索システムを

ご活用ください。 

４．CORINS検索システムのバージョンアップ 

　利用されている方式により、CORINS検索システムの

バージョンアップ方法は異なります。 

①JACICのCORINSサーバにアクセスして検索を行

っている発注機関（検索提供方式を利用） 

・平成17年４月から、現在使われているCORINS検

索システムを立ち上げると、新しい検索システム

に自動的にバージョンアップされます。 

②発注機関自ら保有するサーバにCORINSデータを

受信し、検索を行っている発注機関（直接提供方

式を利用） 

・新しい検索システムを利用するには、導入前に発

注機関でシステムの整備を行う必要があります。

システムの具体的な整備については、後日に調整

いたします。なお、平成17年４月までにシステム

整備が間に合わない場合は、当面、従来の検索シ

ステムを利用していただくことができます。 

５．CORINS入力システムVer.6.0のリリース 

　JACICでは「CORINS入力システム」を購入している

皆様には、平成17年４月中旬から技術者工事経歴検索シ

ステムに対応した「CORINS入力システムVer.6.0」を無

料で配布する予定です。 

６．問い合わせ先 

　技術者工事経歴検索システムにつきまして、ご不明な

点がありましたら下記までお問い合わせください。 

【登録企業の皆様】 

　ＴＥＬ：03-3505-0411 ＦＡＸ：03-3505-2665 

　Ｅ-Mail：corins@sup.jacic.or.jp 

【発注機関の皆様】 

　ＦＡＸ：03-3505-0851 

　Ｅ-Mail：ctj@jacic.or.jp 

 （祝日を除く月から金9:00～17:00） 

 

（CORINS/TECRISセンター　参事　関　史郎） 

 

CORINSの技術者工事経歴検索システムが 
平成17年4月から運用開始 
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２００５.３月号 

　平成16年８月からインターネットでCORINSと

TECRISの登録ができるようになり、６ヶ月が経過しま

した。ここであらためてインターネット登録の普及状況

をご報告いたします。 

 

CORINSは60%、TECRISは80% 

　CORINSとTECRISには、インターネットによる登録

が始まる以前から、専用回線を利用した「オンライン登

録サービス」がありました。全体の登録件数に占める「オ

ンライン登録」の割合はCORINSで35%、TECRISで55

％という数字であり、これは平成13年ごろからほとんど

変わっていませんでした。 

　インターネット登録がスタートすると、この数字が

CORINSで60%、TECRISで80%と一気にはね上がりま

した。平成16年12月に受けつけた登録では、CORINSの

全登録４万２千件のうち59%の２万５千件が、TECRIS

の全登録８千100件のうち82%の６千700件がオンライン

による登録でした。インターネットという身近なメディ

アを利用できるということで、「FDを郵送する登録」

からの積極的な乗りかえが進んでいるようです。 

　結果、CORINSでは年間の登録件数が多い企業のうち

８～９割はインターネット登録を利用している状況であ

り、現在も毎日100件以上のID利用申請が届いています。

ユーザーからも「工事カルテ受領書をすぐに受け取るこ

とができて助かる」といった声が寄せられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の課題 

　CORINS/TECRISセンターでは、より使いやすく、

かつセキュリティ面で安全な登録システム構築と運用を

心がけ、年間の登録件数が少ない会社でももっとインタ

ーネット登録を利用しやすくすることを目指します。将

来的にはCORINSやTECRISの登録だけではなく、この

ネットワークを介した情報のやり取りをリアルタイムで

行えるようにしていきたいと考えています。 

 

（CORINS/TECRISセンター　参事　浅谷　均） 

CORINS/TECRISインターネット登録開始から6ヶ月 
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物品・役務 

　e-BISCセンターでは、ヘルプデスクへ寄せられた問

合せの主なものについて、このページで紹介するととも

に、ホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）のＦＡＱ

（よくある質問と答え）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

回　　　答 

連絡先メールアドレス欄に入力できない文字が入

力されている場合にエラー表示されます。メール

アドレス欄には英数半角100文字以内で入力を行

って下さい。 

 

 

紙入札で参加した場合にも、入札書提出以降に発

行される通知メールは送信されます。（「入札書

受付票」と「入札締切通知書」を除く） 

今後ICカードを取得して利用者登録を行うと、電

子入札システム上で到着している通知書をご確認

頂けます。 

質　　　問 

利用者登録画面の「入力内容確認」ボタ

ンを押下しても次の画面に進みません。

連絡先メールアドレス欄の下に｢連絡先メ

ールアドレスにはASCII文字を入力して

下さい」と赤文字でエラー表示されてし

まいます。何故でしょうか。 

「物品・役務」にて電子入札システムを

利用できる環境がない為、紙入札にて入

札に参加したが、「落札通知書到着のお

知らせ」メールが届きました。ICカード

を取得しなくても電子入札システムで「落

札通知書」を確認できるのでしょうか。 

e-BISCコーナー 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

平成17年1月現在 
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２００５.３月号 

「CALS/EC MESSE 2005」の開催報告 

　JACICはSCOPE（（財）港湾空港建設技術サービスセ

ンター）と共同で、１月20日、21日の２日間にわたり東

京・有明のTFTホールにおいて、「CALS/EC MESSE 

2005」を開催しました。 

　第４回目となった今回は、『CALS/ECによる業務プ

ロセスの変化とその未来像を体感する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。 

　年始にもかかわらず、開催初日は、約3,700人、２日

目は、約4,600人と２日間合計で、約8,300人の皆様方に

ご来場いただきました。 

　本稿ではその概要を報告します。 

展示会 
－CALS/EC＆建設ITの展示会－ 

　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、「建

設IT&CALS/ECのソリューション展示ゾーン（出展社

展示ゾーン）」、「CALS/ECの未来像（主催者展示ゾー

ン１）」、「電子入札体験ブース（主催者展示ゾーン２）」

を設けました。 

　出展社展示ゾーンでは60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からの質問に丁寧に

応対している光景が見受けられました。 

　「CALS/ECの未来像」では、JACIC及びSCOPEのイ

メージするCALS/ECの未来像をスライドショーにて説

明しました。 

　じっくりとスライドシ 

ョーを観覧されている来 

場者の姿を度々目にしま 

した。 

　また、CALS/ECの未 

来について貴重なご意見 

をアンケートにていただ 

きました。 

　「電子入札体験ブース」では、実際のシステムを使い

発注者、受注者別に電子入札の操作を体験していただき

ました。 

セミナー 
－５つのセミナー、42の講演－ 

　セミナーイベントでは、「新たな段階へ進むCALS/EC」

と題した「CALS/ECセミナー」をはじめ、「建設IT先

進事例セミナー」、「実務者セミナー」、「テクニカル

フォーラム」、「トレンドショーケース」を開催しまし

た。 

　「CALS/ECセミナー」では、JACIC豊田理事長及び

SCOPE川島理事長の開会挨拶に続いて、国土交通省 門

松技術審議官から来賓のご挨拶をいただきました。 

　このセミナーでは、「アジ 

アにおける電子調達システム 

の現状と将来」について、中 

国建設部情報センター技監 青 

島大学 Yan教授及びタイ王国 

財務省 会計監査部Sombatsiri 

政府調達管理室長のお二人を 

お招きし、両国の状況を紹介 

していただきました。 

　国内からは、国土交通省国 

土技術政策総合研究所 上坂情 

報基盤研究室長から、「CALS/ 

ECの現状と今後の展望」につ 

いて、また、東京大学空間情報科学研究センター 柴崎教

授から、CALS/ECの基盤の部分となる「データ共有に

むけての新しいアプローチ」について、わかりやすく講

演していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　「建設IT先進事例セミナー」と「実務者セミナー」で

は、展示会場から離れた場所にもかかわらず、たくさん

のご来場がありました。 

　「テクニカルフォーラム」では、13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。 

　「トレンドショーケース」 

では、国土交通省国土技術 

政策総合研究所、国土地理 

院、各協賛団体及び主催者 

のJACICとSCOPEが13の講座を開催し、各々のCALS/ 

ECに関する取り組みを紹介しました。 

　最後になりましたが、今回のイベントを後援いただい

た国土交通省及び協賛の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　水田雅邦） 

 

CALS/ECコーナー 

門松技術審議官の来賓挨拶 

Qiu Yan氏 Kulit Sombatsiri氏 

実務者セミナーの風景 

CALS/EC未来像ブース 
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２００５.３月号 

 

平成15年度研究助成成果概要（その3） 

　JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す

る研究企画に研究助成を実施している。平成15年度には

９件の研究助成を実施し、平成16年11月に「研究助成事

業成果報告会」を開催した。この報告会で発表されなか

った４件の研究について、１月号から順次研究助成成果

概要を掲載している。本号では、東京大学大学院の橋都

先生の研究を紹介する。 

　なお、平成15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）まで連絡く

ださい。 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

 

第２００３－７号 

建設発生土の工事間利用の促進に関する研究 

東京大学大学院　助手　橋都　秀爾 

 

　建設産業においても資源の有効活用や環境配慮を進め

るという観点からは、建設副産物、建設発生土等の効率

的な再利用を促進することが望ましいと考えられるが、

建設発生土の再利用は以前に比べてかなり改善したもの

の、まだ十分であるとは言い難い。そこで、建設発生土

の情報交換システムの利用状況及び工事間利用促進のた

めの施策について調査研究を行った。 

　まず、建設副産物一般について分析を行い、JACICの

建設副産物情報交換システムを利用した場合とそうでな

い場合のコストと環境負荷について一定の仮定の下での

定量的な比較を行ったところ、システムの利用によって

総コストで12～25％、環境負荷で25～50％の削減という

計算結果を得た。しかしながら、実際にはコスト面でイ

ンセンティヴがあるはずの施工業者や処理業者の加入数

が少ないためにシステムが十分に利用されていないのが

実状である。この理由として、適正処理を優先するプレ

ーヤー群と適正処理よりもコストの最小化を追求するプ

レーヤー群の各プレーヤー群内部で長期的関係を結んで

いるのではないかといった仮説が考えられるが、業者へ

のインセンティヴをどのように付与すべきかについては

さらに分析が必要である。 

　次に、建設発生土に焦点を絞り、東京都と千葉県のケ

ースについてヒアリング及び文献調査を実施して比較と

考察を行った。東京都は独自の建設発生土情報交換シス

テムを運営しており、前年度中から翌年度工事に関する

土量調査に基づき搬出・搬入の配分調整が行われ、さ

らに利用調整会議を頻繁に開催して工事着工後も適宜

再調整を行うなど利用調整にこのシステムが積極的に

活用されている。こうした情報交換システムの利用に

加えてコスト面での優遇措置や指定処分の徹底等により、

発生土の再利用に関して東京都はかなり成功している

と考えられる。 

　一方、千葉県では平成15年度までは大規模な利用調

整は実施されておらず、また加入者の少なさと技術的

な制約から独自の建設発生土情報交換システムの運用

を平成16年度から事実上断念した。これには、市町村

レベルの自治体や業者のリサイクル意識の低さや新材（山

砂）購入が容易であるといった環境的な要因が背景に

あるものと考えられる。しかし、JACICシステムへの

移行過程にある平成16年度からはJACICシステムを利

用した工事間利用調整を開始しており、他の発注機関

との間の調整も含めて平成16年度の利用調整は成功し

つつある状況である。 

　これらの調査結果から、発生土情報交換システムの

活用及び工事間利用の促進について以下のような結論

を得た。まず、単に情報交換システム自体を整備する

のみならず、システムの運営主体が中心となって組織

だった利用調整を行うことがシステムの利用、ひいて

は工事間利用の促進にとって重要だと考えられる。そ

して、こうした調整を可能にするためには①発生土の

大きな受け入れ機関を有していること、②発生土につ

いてコスト面での優遇措置などの取り組みがなされて

いること、③指定処分が徹底していること、の3点がポ

イントであると位置づけた。 

　また、東京都の現場でのヒアリングに際し、搬出・

搬入の微調整は現場同士で直接連絡して行っているも

のの、ここではシステムは利用されておらず、本庁の

管理者と現場との間に認識のズレがあることが明らか

になったことから、着工後の利用調整に現行のシステ

ムを活用することの限界が指摘できる。東京都のよう

に同一発注者の下で大量に工事間利用を行っている場

合には問題が少ないものの、複数の発注者間での工事

間利用や、比較的少量である場合等にどのようにして

スムーズに微調整を行うかが今後の課題だと考えられる。 

 

JACIC便り 
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２００５.３月号 

「JACIC情報77号」近日発刊 
特集「ＩＣタグ」 

　ＩＣタグ（電子タグ）は、各種製品や商品にタグとし

て取り付けることにより、流通分野に革命的な進化をも

たらし、ユビキタス社会を実現させるキーとなる技術です。 

　一方、建設分野では、一部では維持管理や交通案内等

に活用するための研究は行われているものの、全体的に

は活発とは言えない状況です。しかしながら、ＩＣタグ

の非接触でデータの送受信が可能であると同時に相当な

データを記憶させることができること、さらに耐久性が

あることやバッテリーが不要であること等を考慮すると、

建設分野におけるＩＣタグの活用用途は非常に広く、そ

のポテンシャルは高いものがあり大いに期待できます。 

　JACIC情報77号では、国土交通省、各組織、JACICに

おけるＩＣタグに関する取組みを紹介するとともに、今

後を展望しています。 

　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では、平成14年度から、最新の建設関連情報や

JACICが実施している事業内容等を中心とした情報化の

普及・情報化推進に関する各種情報、JACICが主催する

各種セミナーの講演内容等を、多くの皆様に広報するた

めの手段として、動画と解説画面をストリーミング技術

によりリンクさせた動画配信を導入し、「Webセミナー」

としてホームページから配信しています。 

　平成17年１月現在、配信しているコンテンツは以下の

とおりです。今後も順次、コンテンツの充実や更新を行

って参ります。皆様のご感想、ご意見・ご希望等がござ

いましたら、企画調整部（tel. 03-3584-2404、fax. 03-

3505-2966）までお寄せください。 

Webセミナー（動画配信）の紹介 

 　　　　タイトル 　　　　　　　　　　　　　　コンテンツ 

JACICセミナー 「自動車製造業におけるデータモデルの活用」 

  　　社団法人日本自動車工業会CAD部会３D図面標準化分科会会長　永井　昭良氏 

  　　社団法人日本自動車部品工業会CAD研究会　小形　充生氏 

  「建設分野におけるデータモデルの現状と課題」 

  　　XML開発プロジェクトモデルチーム主査　小松　淳氏 

  「建設分野におけるデータモデルの活用の方向」 

  　　関西大学総合情報学部教授　田中　成典氏 

  「施工分野の現状と今後について」 

  　　清水建設株式会社土木事業本部情報システム部副部長　川西　広師氏 

  パネルディスカッション 

  「建設分野の情報化にデータモデルはどのような役割を果たすのか」 

建設情報標準化セミナー 「建設情報標準化委員会の活動報告」 

  　　挨拶：委員長　中村英夫 

  　　報告：財団法人日本建設情報総合センター標準部長　塚原　弘一 

  「建設情報標準化の現状と展望」 

  　　関西大学総合情報学部教授　田中　成典氏 

  「建設情報標準化とは」 

  　　関西大学総合情報学部教授　田中　成典氏 

CALS/EC講座 「電子調達」 

  「工事施工中における受発注者間の情報共有」 

  「電子入札コアシステムのご紹介」 

研究助成事業成果報告 「ICタグを用いた建物と備品のファッシリティ・マネジメントシステムの開発」 

  　　京都大学大学院工学研究科教授　宗本　順三氏 

  「橋梁維持管理におけるデータの標準化とデータ入力効率化に関する研究」 

  　　山口大学工学部知能情報システム工学科教授　宮本　文穂氏 

  「液状化地盤の側方流動とライフライン被害予測システムの開発」 

  　　早稲田大学理工学部社会環境工学科教授　濱田　政則氏 

  「位置参照点の整備と共有化」 

  　　大阪工業大学工学部都市デザイン工学科教授　吉川　眞氏 

情報化月間講演会 「建設分野におけるIT化の課題　－マルチプラットフォーム・オープンソース」 

  　　国土交通省国土技術政策総合研究所企画部長　秋常　秀明氏 

（企画調整部　参事　徳重政志） 

JACIC通信 
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　兵庫県では、平成16年度からの電子入札の本格的な開

始にあわせて、県内の受注業者への電子入札の普及を進

めるため、平成15年５月から一人１台のパソコン環境に

より電子入札の「利用者登録、入札書の提出、開札・入

札者決定」を基本とする体験講習を始めました。そして

平成16年の秋からは兵庫県建設CALS/EC推進協議会が

主催者となって体験講習を進めています。各商工会議所

が兵庫県の体験講習をもとに主催された講習会を含める

と、現在まで15会場で延べ1,100名近くが体験講習を受

講されました。さらに２月に神戸でも３日間体験講習を

開催しましたが、いずれも満員の盛況でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　平成15年８月から大阪府で電子入札が開始され、さら

に大阪電子自治体推進協議会に参画する豊中市、枚方市、

八尾市など７市が共同で電子入札システムを構築し、平

成16年９月からは高槻市、枚方市、寝屋川市が、10月に

は八尾市が電子入札を開始しました。一方大阪市では平

成16年２月から開始しており、堺市が平成17年度から開

始します。そのような状況から府内の受注業者への電子

入札を一層普及するために、兵庫県と同様の「利用者登

録、入札書の提出、開札・入札者決定」の内容により、

一人１台環境での電子入札体験講習を、大阪府は大阪商

工会議所とともに２月４日から３日間応募者多数の中で

実施しました。今後もさらに進めてゆく予定です。 

（近畿地方センター　次長　礒部　薫） 

兵庫県に続き、大阪府でも電子入札体験講習 

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】 

14日　「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研

究会」報告について （総合政策局） 

21日　平成17年不動産鑑定士試験第１次試験、第２次試験及

び第３次試験実施計画（骨子） （土地・水資源局） 

26日　駐車場管理規程例の策定について  

 （都市・地域整備局） 

28日　スマトラ島沖地震およびインド洋津波被災害に関する技

術支援について　国土交通省関係の研究機関等７機関が

ポータルサイトを開設 （国土技術政策総合研究所） 

31日　インターネットで中国地方の空中写真閲覧サービスを

開始 （国土地理院） 

【地方整備局ニュース】 

11日　「海の環境学習ハンドブック」が完成 

 （近畿地方整備局） 

17日　一般国道23号豊川橋料金社会実験（無料）の開始

について （中部地方整備局） 

26日　あなたの街の道路は渋滞していませんか？ 

 （関東地方整備局） 

26日　山鳥坂ダム建設事業の環境影響評価について 

 （四国地方整備局） 

27日　速報！「使える」ハイウエイへ！『トラックDE

エコ作戦』 （中国地方整備局） 

28日　摺上川支川中津川右岸の林道における亀裂の状況と

今後の対応について（第二報） （東北地方整備局） 

 【公募情報（地方公共団体）】  　602件 

地方だより 
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【公募情報（国・公団等）】  　160件 
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