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平成１９年１２月１日発行（毎月1回1日発行）平成12年2月16日第三種郵便物認可 

1．はじめに 

現在、テクリスは契約金額500万円以上の業務につ

いて登録・提供を行っていますが、契約金額100万円

以上・500万円未満の業務（以下「500万円未満業務」

という）について、平成20年１月から登録を開始し

ます。 

 

2．登録内容と登録手順 

新たに開始する500万円未満業務の登録内容と手続

きは、契約金額500万円以上業務と同じです。登録を

行う際には、平成20年１月にホームページで公開す

る予定のテクリス入力システムのパッチを、テクリ

ス入力システムVer.4.0に適用する必要があります。

なお、初めてテクリスに登録される方は、テクリス

入力システムを購入していただき、会社固有情報と

技術者の申請後、ホームページに公開されているテ

クリス入力システムのパッチを適用して下さい。 

 

3．無料登録の受付と発注機関確認書 

平成20年１月から５月までの期間に、平成18年４

月から平成20年５月までに完了した500万円未満業務

について、完了登録のみを無料で受け付けます。こ

の無料登録は、全てFDと発注機関確認書（発注機関

の確認と押印）をセットでJACICへ提出してください。

オンラインでの登録はできませんのでご注意願います。 

また、この間においては契約登録、変更登録、訂

正登録及び登録の削除はできません。 

 

4．登録料金（コリンズ／テクリス再構築後に適用） 

無料登録終了後の500万円未満業務の登録料金は、

業務１件につき2,940円です。契約登録後は変更登録、

完了登録を行っていただきますが、追加料金はあり

ません。訂正登録については、手続きごとに1,995円

の料金が必要となります。（表－１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．スケジュール 

（1）平成20年１月 

　システム・バージョンアップ用のパッチ公開 

（2）平成20年１月～５月 

　無料登録受付 

（3）平成20年５月頃 

　500万円未満業務の発注者への検索提供開始 

 

            （コリンズ／テクリスセンター　参事　桔梗靖之 

　副参事　北川　譲） 

テクリス登録100万円以上に拡大 

ニュースと解説 

 

 

登録の種類 

契約登録 

変更登録 

完了登録 

訂正登録 

 

契約登録 

変更登録 

完了登録 

訂正登録 

業務区分 

契約金額 

500万円以上 

の業務 

 

 

契約金額 

100万円以上 

500万円未満 

の業務 

登録料金 

業務1件につき 

9,030円 

 

手続きごとに 

2,940円 

業務1件につき 

2,940円 

 

手続きごとに 

1,995円 

表－１　新しい登録料金体系 

（太枠：今回新しく設定した料金体系） 
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２００７.１２月号 

 

現行テクリスでは、用地調査等業務のうち用地測量の

みを登録及び検索の対象としていますが、この度、補償

業務の実績データ登録を開始します。 

補償業務の登録及び検索提供は、当面の間現在のテク

リスシステムとは別に暫定版システムを開発し、早期利

用を可能にします。その後、現在開発中の次期コリンズ

／テクリスシステムに吸収していきます。 

 

1．登録手順と料金 

平成20年１月から、登録データ作成用のツールをイン

ターネットを通じて無料配布しますので、これをダウン

ロードし、インストールして入力システムを構築してく

ださい。必要な環境はwindowsXPです。windows 

VISTAは利用できません。これを用いて登録データを

作成していただきます。作成したデータは発注機関の確

認を得た後、ＦＤに保存して郵送等でコリンズ／テクリ

スセンターへ送付してください。 

このデータは、当面の間暫定版検索システムを用いて

発注機関に検索していただきますが、現在開発中の次期

コリンズ／テクリスシステムに全て引き継がれます。 

登録料金は現在の他の業務分野の登録料金と同じです。 

 

2．登録対象項目 

「補償」という業務分野を新設し、次の各部門単位で

複数の技術データの登録を可能とします。 

①　土地調査 

②　土地評価 

③　物件 

④　機械工作物 

⑤　営業補償・特殊補償 

⑥　事業損失 

⑦　補償関連 

 

3．無料登録 

発注機関への検索提供開始は、平成20年５月頃に予

定していますが、この検索提供開始に備え、平成20年

１月から５月までの間に平成18年４月以降完了した補

償業務について登録する場合は登録料金が無料となり

ます。 

登録対象は、契約金額100万円以上の業務です。 

登録にあたっては、暫定版入力ツールで登録データ

を作成後、全て発注機関の確認を得ていただくことが

必要です。 

 

4．補償業務の検索 

発注機関は当面の間、暫定検索システムを用いて検

索利用していただきます。暫定検索システム利用にあ

たっては、別途関係発注機関へご案内いたします。 

また、暫定版検索システムの主な機能としては、以

下の２点が挙げられます。 

①　実績データに対してフリーワード検索により、

補償業務実績の内容を容易に閲覧できます。 

②　実績登録を行った企業が保有している補償業務

管理士の情報を企業単位で閲覧できます。 

 

5．スケジュール 

（1）平成19年12月 

　企業へテクリス補償業務入力ツール配布開始 

（無料） 

（2）平成20年１月～５月 

　無料登録の受付 

（3）平成20年５月頃 

暫定版検索システムにより検索提供開始 

　登録料金は有料化 

（コリンズ/テクリスセンター  参事  橋本貴之） 

1．PFI（Private Finance Initiative）事業とは 

PFIは、1980年代にイギリスにおいて、民間資金や民

間のノウハウを活用して公共施設を整備したり、効率的

で質の高い公共サービスを提供するために導入された事

業手法です。日本では、1999年９月にPFI法が施行され、

現在（2007年11月）までに全国の自治体で約280件のPFI

事業が行なわれています。図１に、PFI事業の基本構造

を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テクリスへ補償コンサルタント業務を追加 

コリンズでのＰＦＩ工事（公共部分）の登録受付 
－ コリンズでは、新たにＰＦＩ事業に関わる工事を登録できるようにします － 

 

PFI契約 

融資 出資 

委託 委託 委託 委託 

公共発注機関（自治体） 

金融機関 SPC（特別目的会社） 親会社 

施設設計・建設・維持管理・運営 

設計会社 施工会社 管理会社 運営会社 

図１【PFI事業の基本構造】 
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2．PFI工事のコリンズへの登録 

PFI事業に関わる工事は比較的大規模なものが多く、

工事の件数も増加してきています。そこで、PFI工事の

うち公共部分に限り、コリンズに登録できる運用とし、

工事実績について、平成20年２月からコリンズへの登録

受付を開始します。 

 

3．登録方法と内容 

登録に必要なシステムや方法、登録料金等は、今まで

の公共工事の登録と同じですが、PFI工事には次の変更

点があります。 

①　工事件名：件名の冒頭に全角で「ＰＦＩ・」を追加

して下さい。 

※　記入例 … ＰＦＩ・○○○病院新築工事 

②　請負金額：SPC（特別目的会社）からの請負額のう

ち公共部分の額を登録します。 

③　発注機関：SPCに事業を委託する公共発注機関（自

治体等）を登録します。 

④　登録内容確認： 

　　通常の公共工事では、発注機関に工事カルテの内容

を確認してもらいます。PFI工事では、発注機関が

SPCになりますが、工事カルテの内容確認は公共発注

機関（自治体等）を考えています。 

　　不具合な点などが発生したら、運用しながら改善し

ていく予定です。 

 

4．PFI事業の公共部分について 

右図（図２～４）のように公共と民間の施設が一体と

なっていても、公共施設（公共部分）と民間施設を分け

ることができる場合は、公共施設の工事をコリンズに登

録できます。ただし、公共施設と民間施設が一体になっ

たPFI事業で、公共施設と民間施設を分ける事ができな

いものはコリンズ登録の対象外とします。　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 （コリンズ/テクリスセンター　参事　渋澤和夫 

参事　原田隆弘） 

２００７.１２月号 

 

特集：国土交通分野のイノベーション（仮称） 

国土交通省は平成19年５月に「国土交通分野イノベー

ション推進大綱」を策定しました。これは我が国が本格

的な人口減少社会を迎えるなど社会情勢が大きく変わる

中で、新たな活力を取り入れ、人口減少の局面において

も安定した社会経済の持続的発展を図ろうとするもので

す。その実現手法の一つとしてイノベーション（技術革

新）が検討され、イノベーション推進の重要ツールとし

てICT（情報通信技術）が大きな役割を担うこととなり、

ICTの共通基盤作りが急務となっています。 

JACIC情報では国土交通分野でのイノベーションを特

集しICT活用やイノベーション推進のための環境整備へ

の各組織およびJACICにおける取り組みを紹介するとと

もに今後を展望します。 

主な内容：①特別寄稿 

　　　　　②国土交通省での取組み 

　　　　　③各組織での取組み 

　　　　　④JACICからの情報 

JACIC情報は、１冊1,050円（税込み、送料別）です。

ご購読のお申し込みやお問い合わせは、情報管理部まで

お願いいたします。 

（情報管理部　参事　野村亮一） 

ＪＡＣＩＣ情報88号のご案内 

PFI事業の施設例１ 

民間施設 
公共施設 

（公共部分） 

×発注者は確認不可 

PFI事業の施設例２ 

民間施設 

公共施設 
（公共部分） 

×発注者は確認不可 

○発注者が確認可能 

○発注者が確認可能 

図２【平面的に公共と民間の施設が分けられる場合】 

図３【立体的に公共と民間の施設が分けられる場合】 

PFI事業の施設例３ 

×発注者は確認不可 ○発注者が確認可能 

図４【同じ敷地で公共と民間の施設が分けられる場合】 

民間 

施設 

公共 
施設 

（公共部分） 
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２００７.１２月号 

1． はじめに 

従来政府が抱えていたセキュリティ対策上の課題

（水準の格差、新たな脅威に対して適切な情報セキ

ュリティ水準を確保するための人材の不足）の解決

に向けて、各府省庁の情報セキュリティ対策の整合

化・共通化を促進し、政府機関全体としての情報セ

キュリティ水準の向上を目的とする「政府機関の情

報セキュリティ対策のための統一基準（20005年12

月版（全体版初版））」（2005年12月13日情報セキュ

リティ政策会議決定）（以下「統一基準」という。）

が策定されました。 

JACICでは、この統一基準に基づき、情報セキュ

リティ対策の包括的な規定として、情報セキュリテ

ィポリシー（2004年10月28日策定）を元にして、情

報セキュリティ標準案を策定し（2007年６月11日決

定）JACICにおける情報及び情報システムをあらゆ

る脅威から守るために必要な情報セキュリティ確保

に最大限取り組むこととなりました。 

 

2． セキュリティ標準概要 

（１） 組織と体制の構築 

情報セキュリティポリシーに基づき情報セキュリ

ティ対策を実施するためのJACICの体制を整備する

とともに運用に関係する事務従事者の権限と責務を

明確にする。 

 

（２） 情報についての対策 

情報を保秘の程度に応じ格付けするとともに情報

の作成と入手、利用、保存、移送、提供及び消去等

の各段階において各事務従事者が実施すべき事項を

定める。 

 

（３） 情報セキュリティ要件の明確化に基づく対策 

情報システムの計画、設計、構築、運用、監視、

移行、廃棄及び見直しといったライフサイクルの各

段階において必要となる各種の情報セキュリティ対

策の要件を明確化する。 

 

（４） 情報システムの構成要件についての対策 

情報システムを構築する個々の電子計算機、アプ

リケーションソフトウェア、通信回線装置等の構成

要件に対する情報セキュリティ対策を規定する。 

 

（５） 個別事項についての対策 

調達・開発にかかわる情報セキュリティ対策及び

JACIC内での情報処理の制限、情報システムによる

情報処理の制限等の情報セキュリティ水準の低下を

招く行為の防止等について規定する。 

 

（６） 研修・訓練 

情報セキュリティの重要性を認識し、情報セキュ

リティポリシーを理解し、実践するために、研修及

び訓練を定期的かつ計画的に実施すると規定する。 

 

3． 対象者 

本セキュリティ標準の対象者はJACICにおける情

報及び情報システムを取り扱うすべての事務従事者

並びに協力事業者としています。 

 

（システム高度化研究部　主任研究員　三宅基裕） 

JACICの情報セキュリティについて 

ニュースと解説 
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２００７.１２月号 

建設情報標準化セミナーは、平成12年からJACICが推

進している建設情報標準化委員会活動の紹介と策定した

標準の普及を目的として、東京と地方大都市で年２回開

催しているものです。これまで地方開催としては16・17

年度に大阪、昨年度は名古屋で開催しましたが、今年度

は10月19日福岡市中央区天神（エルガーラホール）で開

催しました。 

標準化委員会は第二次建設情報標準化推進計画の活動

が６月22日の委員会で終了しましたので、第二次計画に

おける主な成果についての紹介と、今後の方向を中心に、

建設情報標準化の意義、概要、経緯等についてのご理解

を頂くことを目的としました。 

当日は、天候にも恵まれ、九州各県等から申込者の９

割を越す140名の参加がありました。職種別では国土交

通省、自治体、建設業、コンサルタンツおよびシステム

関連等幅広い層から参加があり、最後まで熱心に聴講し

て頂きました。 

主な内容は、初めに国土交通省大臣官房技術調査課山

田補佐が「国土交通省が進めるこれからのCALS/EC」

と題して、CALS/ECのこれまでの取り組みからICT技

術を活用した建設生産全体の視点で、建設生産性を増加

していくためには、ICT技術を活用していく必要があり、

その例として、三次元データ等による建設生産システム

イメージについて、従来とは違った内容の講演がされま

した。　　　 

続いてJACIC秋山審議役兼標準部長が「建設情報標準

化委員会の経緯と第三次建設情報推進三箇年計画」と題

して、標準化の必要性、標準化の歩みおよび第三次計画

の推進等について具体的に解説しました。 

基調講演では、関西大学総合情報学部田中教授より、

「建設情報標準化の直近の動向・課題・そして展望」と

題して、第二次標準化推進計画の４小委員会の活動成果、

第三次推進三箇年計画への期待および三次元情報の利用

イメージ等幅広く熱弁を振るわれました。 

３時の休憩後は、JACIC松浦CALS/EC部長が「CALS/EC

の導入状況について」と題して、CALS/ECアクション

プログラム2005、入札情報サービス（統合PPI）等の

CALS/EC全般から九州地方の電子調達や電子納品の実

施状況等について講演しました。 

最後は、東京都下水道局施設管理部武見係長が「下水

道台帳情報システム（GIS）によるSXFの活用・リサイ

クル」と題して、標準化委員会の成果であるSXFを下水

道台帳情報システムに実装して、効率が上がっている事

例紹介があり、参加者の中からはこのような事例紹介を

もっと多くして欲しいとの意見もありました。 

標準部では、今後も建設情報標準の成果を活用して頂

くよう広報に努めるとともに第三次推進計画の推進に取

り組んでいきます。講演の内容は、JACICのホームペー

ジ（http://www.jacic.or.jp/movie/hyojun_semi/）で動

画として公開していますのでご覧下さい。 

 

（標準部　次長　山本　翔） 

建設情報標準化セミナー2007（福岡）開催報告 

田中教授基調講演 セミナー会場 

JACIC便り 
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２００７.１２月号 

建設情報研究所　第9回研究発表会（報告） 

10月３日、建設情報研究所第9回研究発表会を日本都

市センター（東京・千代田区）で開催しました。 

大石久和理事長代行の冒頭あいさつから始まり、標準

部、建設コスト研究部、システム高度化研究部、GIS研

究部、CALS/EC部の部長による「自部の研究動向」の

紹介並びに、各部の研究員等による研究内容及び成果の

報告を行いました。大石久和理事長代行は「より良い社

会資本を建設し、維持管理し、安全な国土、効率的な国

土、快適な国土を次世代へ引き継いでいくことはわれわ

れの使命」と述べるとともに「そのためにも土木・建築

の技術とICT技術が融合することが必要」と参加者に呼

び掛けました。当日は、建設関係、CADベンダー等の方々

150名以上の参加をいただき、誠にありがとうございま

した。 

なお、建設情報研究所第9回研究発表会の模様は、

JACICのホームページから動画配信しています。JACIC

のホームページ（http://www.jacic.or.jp/）のトップ画

面の左側に「JACIC業務案内」があります。その上から

6段目に「建設情報研究所」があり、そのなかで第1回か

ら第９回までの「建設情報研究所　研究発表会」を公開

しています。そのうち、第７回以降

の研究発表会は、動画を見ることが

できます。 

「研究課題」の右横に貼り付けら

れた「動画」ボタンを押すだけで、

パソコンの前に居ながら、10月３日

の発表会の臨場感に浸ることができ

ます。参加を希望したが都合により

参加できなかった方、参加して興味

を持ち再度聞きたい研究課題のある

方等、是非一度ご覧ください。 

また、発表会場でお配りした資料

集に少し余裕がございますので、ご

希望の方は企画調整部までご連絡く

ださい。 

 

（企画調整部　参事　満田広司） 

JACICホームページのTOP画面です。 

「JACIC業務案内」です。 

上から６段目に「建設情報 
研究所」があります。 
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関東地方センターは首都東京を中心とした１都８県４

政令都市を担当地域として、JACIC本部と同一場所で本

部と調整しながら進めております。 

関東地方センターから４月以降の主な地域情報を紹介

します. 

1．平成19年度関東地方ブロックコアユーザ会議開催 

開催日；平成19年７月23日（月14時～16時） 

開催地；新宿マインズタワー15F 

○ユーザ会員15団体33名、オブザーバー、事務局含め42

名が参加し、事前アンケートに基づく質問・回答を中

心に活発な意見交換の場となりました。 

議題 

１）システム開発・稼働状況報告 

２）討議・質問事項に関するアンケート結果 

３）コンソーシアム事務局からのお知らせ 

2．「みらいこくど新技術フｴア‘07in関東」の出展報告 

開催日：10月19日（金）～21日（日） 

開催地：さいたま新都心駅コンコース 

 JACIC提供技術情報：（写真１～３） 

１）建設副産物及び発生土情報交換システム 

２）地理情報提供・共有技術（ワンストップサービス） 

○開催３日間で４テーマゾーンで延べ29,000人の参加と、

JACICブースには延べ674人の多くのご参加を頂きま

した。 

関東甲信版 

２００７.１２月号 

 

 

地方便り 

3．ＣＯＲＩＮＳ／ＴＥＣＲＩＳ検索システム利用普及状況 

関東管内　地方公共団体利用状況（CORINS/TECRIS/JCIS）　　　　　　　H19.10.01現在 

写真－１展示ブース状況 

写真－２建設副産物システム説明 

写真－３地図情報システム説明 

関東区市町村数  

10月1日現在 

23区211市141町68村 

茨城県 

栃木県 

群馬県 

埼玉県 

千葉県 

東京都 

（共同利用） 

神奈川県 

（共同利用） 

山梨県 

長野県 

計 

１県14市２町 

１県７市 

１県４市 

１県12市 

１県13市 

１都14区５市 

21区25市４町２村 

１県５市 

１6市11町１村 

１県３市１町 

１県８市２町 

１都8県21区102市 

20町４村 

１県５市 

１県４市 

１県３市 

１県５市 

１県７市 

１都３区３市 

 

１県１市 

16市11町１村 

１県１市１町 

１県４市 

１都8県３区48市 

12町１村 

44 

31 

38 

70 

56 

62 

 

33 
 

28 

81 

443

38.63 

22.58 

10.52 

17.14 

23.21 

85.48 

 

93.93 
 

14.28 

12.34 

34.08

17 

7 

4 

12 

13 

20 

33 

5 

26 

4 

10 

151

県内利 

用率%

Ｃ／Ｔ利用区､ 

市､町､村数 
TECRISCORINS  （JCIS含） 関東圏 

※（共同利用については単独利用区市との重複を除く）　　                         （関東地方センター　参事　男澤和博） 
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２００７.１２月号 

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。 

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

e-BISCコーナー 

JACIC news　平成1９年１２月１日発行　第三種郵便物認可 

■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/

ISO9001

電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せられた問い合せ

の主なものについて、紹介します。その他の項目につい

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

Ｑ（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 

利用者登録メニューの「登録」から新規利用者登録を行う場合は、

企業IDが新規に割り振られるため、新ICカードの企業IDは旧ICカー

ドとは別の企業IDとなります。 

なお、「ICカード更新」を利用した場合は、旧ICカード情報が新IC

カードに引き継がれるため、新ICカードの企業IDは以前と同じ企業

IDとなります。 

ICカードリーダーの利用環境に一時的な不具合が発生している可能

性があります。 

ICカードリーダーを接続し直し、端末を再起動してから再度操作を

お試しください。端末再起動後も同様の現象が発生する場合は、IC

カードリーダーに関連するソフトが正常に動作していない可能性が

あるため、ソフトの提供元であるご利用の認証局へご確認ください。 

質　　　問 

新しく取得したICカードで新

規利用者登録をした場合、企

業IDは旧ICカードの企業ID

と別の番号になりますか。 

 

 

PIN番号を入力し「OK」ボ

タンをクリックすると「デバ

イスが使用できません」と表

示されます。 

項　目 

 

 

工事・業務 

 

 

 

 

工事・業務 

物品・役務 

共通 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

 

 

 

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。 10月のニュースから 

【公募情報（国・公団等）】   230件　【公募情報（地方公共団体）】  1857件 

【建設行政ニュース】 

２日　人工衛星データの解析により平成19年（2007年）新潟

県中越沖地震に関連した地殻変動を新たに発見　　

－西山丘陵西側斜面で活褶曲が成長－ （国土地理院） 

19日　平成19年４月～６月分の不動産の取引価格情報の公表

及び不動産の取引価格情報検索サイトのリニューアル

について－全国を対象に不動産取引価格情報を公表－

　　　 （土地・水資源局） 

19日　平成19年度災害対策等緊急事業推進費の実施について  

（国土計画局） 

25日　住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性

能表示制度の実施状況について（平成19年８月末時点） 

 （住宅局） 

31日　国土交通経済（平成19年７月・８月分）の概況 

 （総合政策局） 

【地方整備局ニュース】 

18日　山陰道（淀江IC～大山IC間）の開通により国道９号の

交通量の35％が転換（速報） （中国地方整備局） 

19日　平成19年度北海道特定特別総合開発事業推進費、都市

再生プロジェクト事業推進費及び景観形成事業推進費

の実施計画について （北海道開発局） 

19日　洪水氾濫を教訓とした河川改修と危機管理対策の推進

～平成19年度社会資本整備事業調整費による米代川

河道掘削の推進と掘削土の有効利用～ 

 （東北地方整備局） 

22日　国道468号首都圏中央連絡自動車道（圏央道）八王子

JCT～あきる野IC６月の開通から４ヶ月、中央道接

続による効果をお知らせします。圏央道の開通効果

が着実に現れてきました。 （関東地方整備局） 

22日　大和川の水質結果報告（平成19年９月）～今年ベスト

１位の水質を記録。かつ８地点全てで環境基準を達成

しました。 （近畿地方整備局） 
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