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平成26年3月27日に開催された理事会において平成26
年度JACIC事業計画が承認されました。以下にその概要
を紹介します。

１．はじめに
品確法改正の動向など建設事業を取り巻く環境を捉え

つつ、平成26年度においても引き続き内製化・効率化の
努力を重ね、利用者ニーズを踏まえたシステムの改善、
統合化や効率化、品質向上、セキュリティの確保に取り
組んでいきます。

２．建設情報化推進事業
建設情報化推進事業は、JACICが公益事業として実施

する事業です。
自主研究開発事業として、ICTを駆使した業務の効率

化、品質や安全・施工性の向上等を目的とする「CIMに
関する研究」を継続して実施するほか、標準化活動では、
社会基盤情報標準化委員会を運営し、情報の標準化を図
ります。また、研究助成事業については、建設事業にお
けるICT活用のさらなる推進を目指し、JACIC30周年記
念事業としてこれまでの枠組みを拡大して実施します。
さらに、JACICセミナー、研究所発表会等の開催、機関
誌の発行等の広報事業を展開します。建設分野の国際貢
献に資する事業では、6月に米国で開催される国際会議
に論文参加を行うとともに、平成27年度開催予定の第2
回土木建築情報学国際会議に向けた準備に土木学会と共
同で着手します。

３．公共調達情報提供事業
公共調達情報提供事業は、公共調達に関する入札情報

や工事・業務情報を利用者に提供することで発注機関の
適正な業務執行の向上を図る事業です。

入札情報提供事業（統合PPI）を引き続き推進すると
ともに、コリンズ・テクリス事業では、公共機関が発注
した工事・業務の実績を登録、検索できるシステムを運
営します。実施にあたっては、利用者の皆様のご意見・
ご要望を踏まえて事業改善を進めるとともに、さらなる
利便性の拡大を目指して関連情報との連携提供について
検討を行います。

４．公共調達支援システム事業
公共調達支援システム事業は、公共工事の入札・契約

に係る業務の効率化を支援する事業です。
積算システム事業では、国土交通省が試行導入してい

る「施工パッケージ型積算方式」について、地方公共団
体への導入支援やシステム開発等を実施します。電子入
札コアシステム事業では、平成26年度の暗号アルゴリズ
ムの移行に必要な対応モジュールの提供を行うととも
に、ユーザ団体への移行支援を行います。

５．建設情報提供サービス事業
建設情報提供サービス事業は、建設工事等に関する情

報を提供・支援する事業です。
建設副産物情報サービス事業についてさらなる普及促

進を図るとともに、総合情報サービス事業（JACIC 
NET）、RCCM資格試験受験準備講習会、CALS/EC資
格更新手続き等を実施します。

６．建設情報調査研究開発事業
建設情報調査研究開発事業は、主に受託して行う建設

情報システムに関する調査研究です。国等の運用する土
木積算システムや電子入札システム等は、JACICがその
開発、運用支援に当初から関わってきたシステムです。

CIMに関する調査研究では、今やCIMは建設事業の海
外展開のために不可欠な技術となっていることから、各
国の取り組み等に関して関係機関と協業した調査を実施
します。さらに、積算システムに関する調査研究、情報
の高度利用に関する調査研究、建設産業の海外展開支援
に関する調査研究、その他の建設情報システムの開発・
改良を実施します。特に、災害復旧効率化支援システム

「Photog-CAD」 については、昨年度改良・販売開始した
Ver.2について、広く販売促進します。

平成26年度JACIC事業計画の詳細については、JACIC
ホームページの下記のURLを参照してください。　
http://www.jacic.or.jp/about/gaiyo/gaiyo.html

（経営企画部長　井山聡）

平成26年度JACIC事業計画について
ニュースと解説

http://www.jacic.or.jp/about/gaiyo/gaiyo.html
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コリンズ・テクリスシステムの20年
コリンズ・テクリスシステムは平成26年度で、工事実

績登録の受付を始めてから20年を経過しました。これま
で、多くの皆様からご指導、ご支援、ご協力を賜り厚く
御礼を申し上げます。以下に、運用経緯、最近の情報等
を報告します。

1.　概要
コリンズ・テクリスシステム（工事・業務実績情報シ

ステム）は工事、業務等を受注された企業の皆様に登録
していただく登録システムと公共発注機関が利用する検
索システムから構成されています。

・コリンズシステム（工事実績登録、検索）
　・請負金額500万円以上の工事を対象
　・最新年の他、過去15ヶ年度分を提供（検索）　
・テクリスシステム（業務実績登録、検索）
　・請負金額100万円以上の業務を対象
　・最新年の他、過去10ヶ年度分を提供（検索）

2.　収納データ（例、コリンズ）
・契約に関するデータ
　・件名、請負金額、工期、発注機関情報、契約形態　等
・工事・業務内容に関するデータ
　・ 請負者情報、入札参加資格区分、工種、工法・型

式、施工場所、工事概要　等　
・技術データ
　・工種ごとの詳細データ
・技術者データ
　・ 氏名、生年月日、工事での役割、従事期間、　担

当工事内容　等　
・企業情報
　・ 本社所在地、建設業許可番号、総技術者数、資格

保有技術者数　等

3.　開発経緯
平成5年12月の建設省「中央建設業審議会」の建議を

受け、各公共発注機関が工事や設計等の業務を発注する
際に、より公正で客観的な企業選定が行える実績データ
ベースの整備を図ることとなり、建設省（現国土交通省）
の要請を受けて、JACICにおいて工事・業務実績情報シ
ステム（コリンズ・テクリスシステム）を開発し、平成
6年3月からコリンズを、平成7年4月からテクリスを運用
しています。

4.　運用経緯
（1）コリンズ登録、検索

・ 平成6年3月  受付開始（請負金額5,000万円以上の
竣工録のみ）   

・平成7年4月 受注、変更登録の受付開始
・平成8年4月 検索システム（直接提供）の運用開始
・平成9年4月 請負金額2,500万円以上に拡大
・平成14年10月 請負金額500万円以上に拡大
・平成16年8月 インターネット登録開始
・平成21年8月 Web版登録システムの運用開始
・平成22年5月 Web版検索システムの運用開始

（2）テクリス登録、検索  
・平成7年4月  建設コンサルタント、地質調査業務

の受付開始（請負金額500万円以上）
・平成8年8月 検索システムの運用開始。
・平成8年10月 測量業務の登録受付開始
・平成20年1月 請負金額100万円以上に拡大
・平成20年4月 補償コンサルタント業務受付開始
・平成21年8月 Web版登録システムの運用開始
・平成22年5月 Web版検索システムの運用開始　

5.　利用状況
平成25年度末での利用状況は、以下のとおりです。

（1）発注機関別登録件数
（単位：万件）

事　項 国の機関 都道府県 政令市
市町村 その他 合計

コリンズ 42 172 184 28 426
テクリス 　30 63 35 11 139

（2）登録企業数　　　　
・コリンズ　約14.4万社
・テクリス　約 1.3万社

（3）検索システム利用発注機関数
・国の機関、独法等　105機関
・地方自治体　936機関
・その他の団体　79機関

6.　終わりに
これまで蓄積されてきたデータの公共事業執行への活

用を図ります。また、皆様からの御意見ご要望を踏まえ
た登録・検索し易いシステムを目指します。

（コリンズ・テクリスセンター次長　山下郁夫）

JACIC便り
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１．はじめに
コリンズは平成6年、テクリスは平成7年から運用が開

始されて、これまでに登録された工事や業務の実績デー
タの累計は約526万件（2013.3末時点）で、主に発注者
のための入札・契約業務に活用されている。

コリンズ・テクリスの実績データは全国津々浦々の発
注機関と受注者の協力（ごくわずかの海外も含む）によっ
て高い捕捉率と精度、かつ、継続性、一貫性を保ってい
る。また、契約後、速やかにデータ登録（原則10日以内）
されており、データの即時性も高く、政府建設投資の状
況をリアルに知ることができる。

これらのことからコリンズ・テクリスデータは入札業
務以外の活用として、たとえば、既往の建設統計に加え
てコリンズ・テクリスデータが加われば、即時性があり、
信頼性の高い建設統計データの整備に役立つと考えられ
る。以下では、年間のコリンズ・テクリスの工事・業務
額と既往の公共工事額に関する各種統計との比較を行
い、その有用性を確認した。

２．他の建設統計の概要
定期的に公表されている政府建設投資関係や公共工事

額の統計は以下の通り。
①建設投資推計

我が国の全建設活動の実績を出来高ベースで把握した
もの。建築着工統計、建設工事施工統計、建設総合統計
など他の統計データをもとに推計。国交省が推計し公表。
公表は原則年度当初。
②建設工事受注動態統計調査

1）指定した建設業者（大手50社）が受注し、国内及
び海外で施工される建設工事。2）前々年度完成工事高
が1億円以上の業者から、完成工事高規模に応じて抽出
した約12,000業者が受注し国内で施工される建設工事。
これらから建設業許可業者全体への復元（母集団推定）
を行う。国交省が調査し、調査対象月の翌月末に速報、
調査対象月の翌々月の10日頃公表。
③建設工事施工統計調査 

建設業許可業者（約47万業者）の中から、大臣許可業
者（全数）、 知事許可業者のうち資本金（出資金）3000
万円以上（全数）、「舗装」、「板金」及び「さく井」の許
可業者（全数）、資本金（出資金）3,000万円未満の法人
の1/3～1/106で、約11万業者を抽出して毎年行っている
統計調査。国交省が調査し、調査年度の翌年度の3月末
に公表。
④建設総合統計
「建築着工統計調査」、「建設工事受注動態統計調査」

の調査結果から推計する加工統計。国交省が推計し、翌
月の中旬に公表。

⑤公共工事前払金保証統計（前払金保証統計）
3保証会社合同で前払金保証実績から毎月の工事額を

集計・公表。各保証会社の前払金保証契約データの積み
上げによる集計で推計的要素は一切含まない。

以上をまとめて整理したものを下表に示す。

３．コリンズ・テクリスと既往統計との比較
2．①～⑤のいずれの建設統計でも政府建設投資（母

集団）を実績（生データ）に基づいた形で全てカバーし
ている訳ではないが、ここではコリンズ・テクリス実績
額と既往建設統計の値を比較する。コリンズ・テクリス
から得られる1年間の実績金額は2010年度～2012年度で
は14兆6800円～15兆9400億円で漸増している。

まず、2012年度について、既往統計のうち生データを
主体にした統計値である②、③、⑤と比較した。その結
果、コリンズ・テクリスが②、③、⑤に比べて最も大き
く、工事・業務実績をより多く捕捉していることが確認
された。また、推計を主体にした統計値である①、④と
の比較では、①「政府建設投資額」（18.86兆円）の
84.4％、②の「建設総合統計」（17.82兆円）の89.5％で
あり、政府建設投資額などの推計値との比較でも80％以
上のカバー率となっている。以上の結果を下図に示す。

　（首席研究員、中部地方センター　佐合純造）

連載第2回
コリンズからみた全国の公共工事の概要（２）

既往建設統計との比較

名称 実施機関 公表時期 統計の根拠 政府建設投
資額（2012）

民間投資
データの
有無

①建設投資
推計

国交省建設
統計室

年
（翌年度6月）

加工
（推計値） 18.86兆円 ○

②建設総合
統計

国交省建設
統計室

月
（翌々月中旬）

加工
（推計値） 17.82兆円 ○

③建設工事受
注動態統計

国交省建設
統計室 月（翌月末） 大手50社＋12000社抽出×復元 10.15兆円 ○

④建設工事
施工統計

国交省建設
統計室

年
（翌年度3月） 11万社抽出

13.13兆円
（2011） ○

⑤前払金保
証統計

東日本建設
業保証等

月
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国連環境計画（UNEP）の調査員がJACICを訪問
1．はじめに

平成26年3月13日、国連環境計画（UNEP）の調査員

としてBentleye社（スイス）のMs. Benita Dreesen氏が

JACICを訪問されました。国連環境計画は、1972年にス

トックホルムで開催された国連人間環境会議の決議によ

り設立された地球環境問題に取り組む国連の中核機関で

す。Dreesen氏は、日本の建設分野における企業や関係

機関の地球環境問題に関連する取り組みについて調査を

するために来日されました。

2．訪問の状況

JACICは、藤森祥弘審議役、川嶋直樹経営企画部長、

矢田敬参事の3名で対応しました。冒頭、Dreesen氏か

ら訪問調査目的等の概要説明がありました。地球環境問

題をリスクだけではなくビジネス機会として前向きに捉

えている企業や関係機関を訪問し、取り組み内容等の実

態調査を行ってUNEPに報告するとのことでした。

JACICからは、CIMに関する研究や、コリンズ・テク

リス、建設副産物情報交換システム等の各種システム運

用など、情報技術を活用して建設生産システムを効率化

し、ペーパーレス化やリサイクル促進など地球環境にも

貢献するJACICの取り組みを説明しました。

話題はJACICの取り組みだけではなく、大気汚染や沿

道環境対策といった身近な環境問題から、東日本大震災

からの復興、東京オリンピックに向けた準備などこれか

らの我が国の行く末に関する話題にまで広がり、充実し

た意見交換の場となりました。

3．おわりに

Dreesen氏は「Perfect！」と大変満足した様子でJACIC

を後にされました。JACICでは、今後も海外からのお客

様を歓迎し、有意義な情報交換の機会を大切にしていき

たいと考えています。

（審議役・海外支援室長　藤森祥弘）
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1．はじめに
前回は、投資事業の特別目的会社（SPC）設立後の事

業実施を担うプロジェクト・マネージャーについて述べ
ました。今回は、SPCを立ち上げるまでのプロジェクト・
マネージャーについて述べます。

2．SPCを立ち上げるまでのプレーヤー
前回にも示しました図1は、新興国での道路BOT事業

の事業実施までの流れを表しています。SPCが設立する
までは、「新興国の政府機関」と「投資家」しか登場し
ていません。投資家の代理人として投資事業を組み立て
て行くのがプロジェクト・マネージャーです。

プロジェクト・マネージャーは、投資家の代理人とし
て、投資家の意向を汲まなければ関心表明による事業の
立ち上げ準備が始まりません。また、相手国政府機関等
の意向も汲まなけれはなりません。さらに、銀行などの
融資機関の意向を汲まなければ、提案書に求められる融
資確約書が取得できず、提案書を提出できません。

このため、地元交渉、用地買収、工事、運営、メンテ
ナンスなどの知識やスキルは、特別目的会社（SPC）を
運営するプロジェクト・マネージャーと同様、事業立ち
上げのプロジェクト・マネージャーにとっても、投資家
の代理として新興国政府と協議や交渉、提案書の作成な
どを行う為にも必要なのです。加えて、ファンディング、
財務管理、契約管理、交渉、コミュニケーションなど多
方面に亘る能力が求められます。

3． 事業立ち上げプロジェクト・マネージャーの確保と役割
投資家にとって、事業投資を任せられる信頼に足る者

を見つけることが重要ですが、プロジェクト・マネー
ジャーに求められる知識や経験などを全て有した者を見
出すことは極めて稀なことです。そのため、事業実施の
プロジェクト・マネージャーのように人材紹介会社に依
頼することも困難なので、実際には、投資家は、代理人
としてのプロジェクト・マネージャー（PM）を信頼で
きる者の中から選任し、その後、全般的にサポートする
専門家としてのプロジェクト・コーディネーター（PC）、
さらにファンディングの専門家としてのファイナンシャ

ル・アドヴァイザー（FA）と契約の専門家としてのリー
ガル・アドヴァイザー（LA）と契約し、プロジェクト・
マネージメント・チーム（PMT）として対応させるこ
とが一般的です。勿論、提案書作成に際して、より多く
の分野の専門コンサルタントの協力が必要なのは言うま
でもありませんが、PMTはこうした専門コンサルタン
トを監理することになります。

また、PCとFAは、SPCの立ち上げ時に銀行など融資
機関から最初の資金振り込みくらいまで関与しますが、
LAは事業実施の全期間に亘り契約管理に関わることに
なります。

PMに求められる資質を細分化してアウトソーシング
するわけですが、FAやLAは比較的見つけ易い一方、地
元交渉、用地買収、工事、運営、メンテナンスなどの知
識やスキルを持ったPCの確保は大きな課題のままです。
JACICは、これまで培った公共工事の入札契約手続きに
関連する技術やノウハウを活かして、事業投資型プロ
ジェクトの最も上流から最後までのビジネス・サポート
を提供する一環として、このPCの役割を担います。

 
PMは、投資家の代理人として図1の投資家の行動全

てに関する責任者です。SPCの設立の後、SPCと新興国
政府との本契約の締結までが担当です。投資家の立場か
ら見ると、仮契約までは投資環境を十分に配慮したもの
ができても、一度本契約が結ばれると一般的に変更は極
めて困難ですので、SPCが結ぶ本契約に仮契約内容を如
何に適切に反映させるのか、また、不利な条件が挿入さ
れないようにするのかが大きな課題です。

さらに、本契約の実施が投資家の収益源ですので、前
回述べましたSPC代表のPMが、投資家の意向を正しく
理解し、仮契約の交渉経緯や本契約の内容を熟知する意
味から、PMTにSPC代表が参加することが必要です。

4．おわりに
今回はPMについて述べましたが、次回はPMをサポー

トするPC、LA及びFAの役割とその収益構造について
述べます。

（審議役・海外支援室長　藤森祥弘）

初心者コーナー

海外インフラシステム輸出の課題（３）

BOT事業として整備する幹線道路を決定。

文書で関心表明

新興国の政府機関が、

政府機関と協議

提案書の作成・提出

政府機関と交渉

投資家は、

公募条件の満足を確認の上、投資家と交渉。

投資セミナーなどを開催し、投資事業を紹介。

投資家と協議を続け、事業内容を具体化。

公募条件の整理及び投資家が確認できたとこ
ろで、事業者を公募。

仮契約の締結

提案書を受理し、審査。

SPCの設立
SPCと本契約の締結

SPCが事業を実施

プロジェクト・マネージャーは、投資家の信任を得て代理人として、

・新興国政府等と協議・交渉などをおこなう。

・そのために必要な専門コンサルタントを監理する。

投資家
プロジェクト・マ
ネージャー（PM )

信任
プロジェクト・マネージメント チーム

プロジェクト・コー
ディネーター(PC)

リーガル・アド
ヴァイザイー（LA)

ファイナンシャル・
アドヴァイザー(FA)

サポート

専門コンサルタント 専門コンサルタント専門コンサルタント

マネージメント

JACIC
が担当

 

投資事業立ち上げのプロジェクト・マネージャー

図1　新興国での道路BOT事業の事業実施までの流れ

図2　投資事業立ち上げ担当のプロジェクト・マネージャーの役割
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（経営企画部　参事　福島康博）

●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26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,

昼食代含まず。

●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・FAX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/）からダウンロードでき

ます。

● 受付期間：平成26年6月2日（月）～平成26年7月10日（木） 

※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）

平成26年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内

表-1　平成26年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場

表-2　講習会のプログラム

JACIC便り

№ 開催地 開催日 会場名 住所 TEL 定員
1 札　幌 7/24（木） 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 8/01（金） 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 7/23（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
4 東京2 7/28（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
5 新　潟 7/25（金） 新潟県建設会館 新潟市中央区新光町7-5 025-285-7111 160
6 名古屋 7/31（木） 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 7/29（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 7/29（火） メルパルクHIROSHIMA 広島市中区基町6-36 082-222-8501 150
9 高　松 8/01（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 7/30（水） 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 320
11 沖　縄 7/24（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。

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

http://www.jacic.or.jp/
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中国地方センターでは、中国5県を対象にコリンズ・
テクリス業務、災害査定支援業務等を実施しています。
平成25年度の主な活動をご報告します。

■電子入札コアシステム担当者会議の開催
電子入札コアシステムに関して、7月11日広島市で5県

2市の担当者と本部関係者の会議を開催し、日頃の課題
や今後の展開等について議論していただきました。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催
平成25年度「RCCM資格試験受験準備講習会」を7月

31日開催、当日は104名の受講者で熱心に聴講していた
だきました。

なお平成26年度は、7月29日にメルパルク広島で開催
予定です。

■災害査定支援（フォトG-CAD）の普及活動
フォトG-CADの普及に向けて、以下の取り組みを実

施しました。
○ 各県で開催される災害査定に関する研修会に参加を要

請し、3県より協力をいただくことができ、5月から6
月にかけて山口、広島、島根県に出向き市町村担当者
と測量会社の方に直接説明する機会を得ました。山口・
島根はそれぞれ1会場でしたが、広島県は事務所単位
での開催であったため、県内5カ所で実施できました。
参加者からは、国県市町村のフォトG-CADへの理解
度、認知度を高める必要性を訴えられました。

○ 7月28日豪雨で大きく被災した島根県の津和野土木事
務所よりフォトG-CADを活用した測量作業の要請を
受け、8月1日現地に入りました。集落が孤立しており、
緊急に仮復旧するために被災状況を測量する必要があ
り、通常の測量では時間がないためにフォトG-CAD
を選択していただきました。当日は土木事務所の若手
職員と地元測量会社の協力を得て、徒歩で10断面の測
量を行うことができ、県の職員、測量会社の方にも操
作をマスターしていただきました。

○ 8月8～9日、山口県、山口県測量設計業協会に協力を
頂き、同様に被災した山口県萩市の現場で、測量会社
を対象にフォトG-CAD測量の現地実務とパソコン操
作を7社13名の方に講習しました。
 河川と道路の被災現場1カ所ずつを選定し、現地での
撮影と作図操作をマスターしていただきました。

■コリンズ・テクリスの普及活動
受発注者双方の信頼性を高め公正な競争環境で契約手

続きを行うためには、受注者が実績として登録している
データを発注者側が検索利用することが最低条件だと思
うのですが、中国管内の実態は107市町村でコリンズ
66％、テクリス50％という利用状況です。そこで、各県
で開催され国県市町村の発注担当者が集う「発注者協議
会」の場に時間をいただき、検索利用の利便性について
説明を繰り返してきました。その結果、7市町からコリ
ンズ7、テクリス6の試用申し込みを受け、現在に至って
います。（利用状況を中国地方センターHPに掲載中）試
用段階で予定技術者の重複チェック等に極めて有用であ
ることを理解していただいています。今後は、試用が本
契約に移行するよう地方センターとしてフォローし、更
に次年度も利用拡大に取り組みます。

（中国地方センター長　飛田敏行）

地方便り

中国地方センターの活動報告
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JACIC便り

■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

JACICnews 300号発行を記念して
JACICnewsは、今月号で300号になりました。これを

記念して、創刊以来のこれまでの歴史を振り返りたいと
思います。

1.　平成元年の創刊
JACICnewsは、その前身は「JACICNETnews」とい

う名称でした。「JACICNET」のオンライン提供は、昭
和63年11月に始まっておりますが、「JACICNETnews」
は、その翌年平成元年（1989年）４月15日に創刊されま
した。JACICNETのユーザー（当時800人程度）に対し
てその内容をお知らせし、会員数を伸ばそうという趣旨
で紙の資料を配布したことが最初のようです。

創刊号には当時の佐々木才朗理事長より、上記のよう
な経緯が説明されております。

最初は2ケ月に一度、その年9月からは毎月１回15日の
発行となっていました。その後1994年4月（平成6年、第
59号）より「JACICnews」の名称になり、現在まで続
いています。

2.　第100号
創刊第100号は、1997年（平成9年）9月号でした。トッ

プ記事は「海外建設資材・設備フォーラム97の開催につ
いて」という記事でした。このイベントは日本の建設市
場開放への米国の圧力がある時代で、海外の資材を多く
使いましょうという趣旨で数年間開催されたものです。
旧建設省の労働資材対策室より受託して開催していたイ
ベントです。

当時は記事が少なかったのか一時的に4ページ編集が
続いています。トップページの装丁は、今と殆ど同じに
なっています。

3.　第200号
第200号は平成18（2006年）年1月号です。当時の豊田

理事長が、創立20周年を迎えてJACICホームページをリ
ニューアルしたことなどを新年挨拶で述べています。

その後JACICnewsは平成24年7月（第278号）よりデ
ジタルデータのみの配信となり現在に至っています。今
後とも、JACICnewsは常に新しいニュースを載せるべく
精進してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

なお、第151号（2001年12月）からは、以下のサイト
でデジタルデータも保存されていますので、ご参照くだ
さい。

http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/　
　　　　　　（広報グループ長　河内康）

第100号 第200号

http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/
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