
　JACICは、TECRISの一層の普及を目指して平成14年

4月から、公共発注機関がTECRISとCORINS（市区町村の

み）及びJCISをセットで利用される場合の検索提供料

金を値下げしました。TECRIS検索システムをご導入い

ただいていない公共発注機関の皆様におかれまして

は、これを機会に導入のご検討いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。
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衛星データの利用技術が大きく進展している現在を踏まえ、その多様性あるデータをいかに
実務に適用するべきか、最新情報を盛り込み、基礎レベルから人工衛星データ処理の第一人
者による著者が、わかりやすく解説。

　TECRISのホームページを6月にリニューアルいたし
ました。新しいホームページでは、これまでの登録企
業の皆様への内容に加えて、発注機関の皆様向けの内
容を掲載しています。また、業務カルテの説明や
TECRISで使用する各種コード表を載せた入力システム
利用マニュアル、登録企業の皆様が使用する各種申請
書のダウンロードなどのコーナーを新設しています。
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広域環境のモニタリング情報としてかかせない情報がここに！
国土建設から国土管理へ向かう時代を支える！

※初期導入費は、導入時のみ必要です。
※年間利用料は、１年間の利用料金で、年度途中契約の場合は月割りした費用
※現地調整が必要な場合は別途交通費などをご負担いただきます。
※同時アクセスユーザーによる利用の場合は、別途費用が必要です。
※なお、この表内の金額には消費税を含んでいません。

検索提供によるDBシステム利用料金

改定前 改定後
（平成14年度以降）

CORINS
+TECRIS

TECRISと
JCIS別契約

CORINS
+TECRIS

JCIS+
TECRIS

国・公団等

初期導入費 150 200 150 150

年間利用料 150 450 150 400

都道府県・
政令指定市

初期導入費 120 150 120 120

年間利用料 120 400 120 370

市区町村

初期導入費 - - - -

年間利用料 30 90 25 85

検索提供サービス料金表検索提供サービス料金表検索提供サービス料金表検索提供サービス料金表検索提供サービス料金表

（単位：万円）

注文お問い合わせ先：
株式会社　大成出版社　TEL 03-3321-4131　FAX 03-3325-1888
http://www.taisei-shuppan.co.jp/
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　TECRISセンターでは、国土交通省発注業務の文献

データと地質データの受付を行っておりましたが、平

成14年1月末、TECRISセンターにおける文献データと

地質データのフロッピーディスクの受付を終了しまし

た。今後は国土交通省電子納品関連要領により、電子

成果品を発注機関へ提出することになりましたので、

詳しくは発注機関にお問い合わせください。

　平成9年4月1日より開始した「オンライン登録」は、
TECRIS登録のほぼ半数にまで増えてきています。
一般公衆回線を利用してデータを転送する「オンライ
ン登録」は、TECRISセンターまたは最寄りの地方セン
ターに業務登録FDを送付する「FD登録」に比べ、いくつ
かのメリットがあります。
オンライン登録に関するお問い合わせは、TECRISセン
ターまたは最寄りの地方センターまでお願いします。

オンライン登録のメリットオンライン登録のメリットオンライン登録のメリットオンライン登録のメリットオンライン登録のメリット

■手間・費用の軽減■手間・費用の軽減■手間・費用の軽減■手間・費用の軽減■手間・費用の軽減
業務登録FD・登録願の送付および送料の必要
がありません。電話料金は全国均一1分10円
（夜間8.5円）となり、初期費用、基本料金は
一切かかりません。
■時間の短縮■時間の短縮■時間の短縮■時間の短縮■時間の短縮
業務登録FD・登録願を送付する必要がないた
め、「業務カルテ受領書」を受け取るまでの時
間が短縮されます。業務登録FDにエラーが
あった場合でも、パソコン画面上で確認する
ことができます。
■自社の登録状況を確認できる■自社の登録状況を確認できる■自社の登録状況を確認できる■自社の登録状況を確認できる■自社の登録状況を確認できる
直近の業務登録受付状況と未完了登録業務を
確認できます。

登録区分 平成
9年度

平成
10年度

平成
11年度

平成
12年度

平成
13年度

FD登録

登録件数 95,920 91,953 89,529 85,453 77,451

占有率 79.0% 67.2% 63.9% 57.8% 52.3%

オンライン
登録

登録件数 25,544 44,785 50,499 62,294 70,586

占有率 21.0% 32.8% 36.1% 42.2% 47.7%

平成14年5月現在
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の提供期間についてはこれまで定めたものがないた
め、JACICとしては、①CORINS（工事実績情報サービ
ス）の工事実績情報（CORINS登録データ）の公共発注機
関への提供期間を10年間としていること、②国土交通
省では、「建設コンサルタント業務等の入札・契約手
続の運用について」（平成12年12月６日付建設省技調発
第191号）において、企業及び技術者の実績評価とし
て、過去10年間の業務実績の有無を評価していること
から、業務実績情報の公共発注機関への提供期間を10
年間とする運用にしたいと考えています。具体的には
平成5年度（平成5年4月1日から平成6年3月31日の間）に
完了した業務実績情報を平成16年4月1日から公共発注
機関への提供を廃止するという運用です。
　「完了後10年以上を経過した業務実績情報の取り扱
いについて」ご意見などがございましたら、8月31日ま
でに、機関（会社）名、所属名、お名前、電話番号、
FAX番号を明記の上、TECRISセンターまでFAX（03-
3505-2923）をお願いします。

　公共発注機関の皆様にご利用いただいているTECRIS
検索システム（直接提供サービス）は、平成14年12月、
新しく「TECRIS検索システムVer.4.0」にバージョン
アップする予定です。
　「TECRIS検索システムVer.4.0」は以下の改良を行
い、利便性の向上を図る予定です。

　TECRISは、平成７年４月に平成５年度以降に完了し
た業務実績情報を収集して、運用を開始しました。
従って、現在のTECRISには平成5年度以降に完了した
約9年間分の業務実績情報が蓄えられ、公共発注機関
に活用されています。
　業務実績情報（TECRIS登録データ）の公共発注機関へ

　これまで振込指定口座につきまして支店名がATM機
に表示されないなどのご不便をかけておりましたが、
平成14年3月1日より振込指定口座が変更となり、ATM
機（一部を除く）が利用できるようになりました。
　平成14年3月1日以降のお支払いに関しましては、下
記口座へお振り込みください。
＜振込口座に関するＱ＆Ａ＞＜振込口座に関するＱ＆Ａ＞＜振込口座に関するＱ＆Ａ＞＜振込口座に関するＱ＆Ａ＞＜振込口座に関するＱ＆Ａ＞

Q1.Q1.Q1.Q1.Q1.今、手元にある請求書分は新旧どちらの口座に振今、手元にある請求書分は新旧どちらの口座に振今、手元にある請求書分は新旧どちらの口座に振今、手元にある請求書分は新旧どちらの口座に振今、手元にある請求書分は新旧どちらの口座に振

　　　　　     り込むのですか？り込むのですか？り込むのですか？り込むのですか？り込むのですか？
A1.平成１４年３月１日以降の振込は、すべて新しい
　 口座にお振り込みください。
Q2.Q2.Q2.Q2.Q2.パソコンやＦＡＸなど通信機器からの振込は可能パソコンやＦＡＸなど通信機器からの振込は可能パソコンやＦＡＸなど通信機器からの振込は可能パソコンやＦＡＸなど通信機器からの振込は可能パソコンやＦＡＸなど通信機器からの振込は可能

　　　　　     ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？
A2.従来通りご利用いただけます。
　 　ただし、振込先口座を登録している場合は、新
　 しい振込口座に変更してください。
Q3.Q3.Q3.Q3.Q3.口座振替サービスを利用している場合には影響は口座振替サービスを利用している場合には影響は口座振替サービスを利用している場合には影響は口座振替サービスを利用している場合には影響は口座振替サービスを利用している場合には影響は
　　　　　     ありますか？ありますか？ありますか？ありますか？ありますか？
A3.口座振替サービスをご利用している企業様には変
　 更していただくことは、何もございません。

TECRIS検索システムVer.4.0の改良点

検索機能

検索速度の向上

業務カルテ直接検索機能の実装

業務対象地域条件設定の高機能化

発注機関条件設定の高機能化

会社一覧の並べ替えの高機能化

業務キーワード条件設定の高機能化

会社一覧からの絞り込み機能実装

手持ち業務の検索機能の高機能化

複数条件設定の高機能化

結果表示 検索結果の全業務一覧表示の高機能化

データ入出力 各種一覧のCSV出力／読込機能の実装

認証方式 キーフロッピーによる認証方式の廃止

デザイン ボタンのデザイン変更

アーキテクチャ

検索システムの32ビット化

マルチタスクアプリケーション化

自動バージョンアップ機能
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　公共発注機関における、TECRISの業務実績情報の活
用状況は、以下の表のとおりとなっています。
　TECRISに登録された業務実績情報は、公共発注機関
が業務発注時に、入札・契約手続きの透明性、競争性
をより一層高めつつ、技術力に信頼のおける企業選定
を行うために活用されています。

TECRISTECRISTECRISTECRISTECRISの公共発注機関の活用状況の公共発注機関の活用状況の公共発注機関の活用状況の公共発注機関の活用状況の公共発注機関の活用状況

※平成14年5月末現在

Q1.Q1.Q1.Q1.Q1.代表部署について教えてください。代表部署について教えてください。代表部署について教えてください。代表部署について教えてください。代表部署について教えてください。
A1.TECRISへの業務実績データ登録は、同一企業内の
　 異なる部署から行う場合がありますが、同一技術
　 者について複数部署から申請すると、技術者を重
　 複して登録（TECRIS技術者IDを複数発行）すること
　 になり、発注機関において正確な実績確認ができ
　 なくなる場合などの不都合が生じる可能性があり
　 ます。
　 　このようなことを回避するために、新規技術者
　 情報申請や会社固有情報申請など、企業内で統一
　 すべき情報の取り扱いについては、TECRISセン　
　 ターとの窓口的役割を担う企業で唯一の部署とし
　 て、代表部署を設定しています。
Q2.Q2.Q2.Q2.Q2.登録した業務を削除したいのですが、どのような登録した業務を削除したいのですが、どのような登録した業務を削除したいのですが、どのような登録した業務を削除したいのですが、どのような登録した業務を削除したいのですが、どのような
　　　　　     手続きをすればよいのでしょうか？手続きをすればよいのでしょうか？手続きをすればよいのでしょうか？手続きをすればよいのでしょうか？手続きをすればよいのでしょうか？
A2.契約金額が500万円未満に減額された場合や、発注
　 者より指示があった場合などで削除申請を行う際
　 には、以下のとおりTECRIS入力システムVer.4.0上
　 で、申請書を作成し、提出して下さい。

〒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4階
TEL.03-3505-2973　FAX.03-3505-2974
E-mail. tecris@sup.jacic.or.jp
URL. http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/

日本建設情報総合センター
ＴＥＣＲＩＳセンター

Japan Construction Information Center

財団法人

①削除申請する業務情報を選択した状態で、メ　
　ニューバーの「業務情報」をクリックします。
②「業務情報」－「削除願の印刷（受領書の同封が必
　要です。）」を選択し、削除願の印刷をします。
③「削除願」、「業務カルテ受領書（原本）」を TECRIS
　センターへ送付します。
注）業務カルテ受領書は、TECRISへ登録した当
　 該業務のすべてになります。

Q3.Q3.Q3.Q3.Q3.登録した内容に誤りがあったのですが、どのよう登録した内容に誤りがあったのですが、どのよう登録した内容に誤りがあったのですが、どのよう登録した内容に誤りがあったのですが、どのよう登録した内容に誤りがあったのですが、どのよう

　　　　　     な手続きをすればよいのでしょうか？な手続きをすればよいのでしょうか？な手続きをすればよいのでしょうか？な手続きをすればよいのでしょうか？な手続きをすればよいのでしょうか？
A3.発注者の了承を得た上で、以下のとおりTECRIS入
　 力システムVer.4.0上で業務情報の訂正を行い、提
　 出して下さい。
①業務情報一覧画面で訂正登録したい業務情報を
　ダブルクリックし、入力内容を修正します。
②訂正登録する業務情報を選択した状態で、メ　
　ニューバーの「業務登録 FD作成」をクリックし
　ます。
③「選択した業務の登録 FD作成」－「入力ミスなど
　による訂正の場合」を選択し、修正した業務情
　報をFDに出力します。
④「業務登録 FD作成」－「登録願および訂正願の印
　刷」を選択し、「訂正願」を印刷します。
⑤「訂正用業務登録 FD」、「訂正願」、「業務カルテ
　受領書(原本)」をTECRISセンターへ送付します。
注）訂正手続きは、最新の業務登録に関しての
　 み行えます。例えば、完了時登録が終わっ
　 ている場合、契約時登録の訂正はできませ
　 ん。完了時登録の訂正のみ可能です。

Q4.Q4.Q4.Q4.Q4.設計書コードを入力する必要はあるのでしょう設計書コードを入力する必要はあるのでしょう設計書コードを入力する必要はあるのでしょう設計書コードを入力する必要はあるのでしょう設計書コードを入力する必要はあるのでしょう
　　　　　     か？か？か？か？か？
A4.設計書コードは、発注機関が管理するために使用
　 している番号なので、発注機関によりその扱いが
　 異なります。
　 　設計書コードの入力の必要性や入力する番号な
　 どについては、発注機関に確認してください。発
　 注機関によっては、必須項目となる場合がありま
　 す。

国の機関 都道府県・
政令指定市

市区町村
その他 計

活用中 23 24 15 62

準備中 0 0 2 2

計 23 24 17 64


