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１．Organization
Japan Construction Information Center (JACIC)

History
・1985年、建設省（現国土交通省）管轄の 財団法人と
して設立

・2012年、一般財団法人化
Scale 

・職員数 約100名
・年間取扱額 約45億円

・国内８カ所地方センター
President 

・理事長 門松 武



２．Business Outline
Four  field

１）Information Service
コリンズ・テクリスシステム、電子入札情報,JACICNET

２）Research & Development
BIM／CIM   Photog‐CAD

３）Entrusted  Service
積算システム、電子入札システム

４）Public Benefit Service
出版、セミナーイベント、研究助成、標準化

国際協力



３．コリンズ・テクリスシステム

・Ｃonstruction Records Information System  &
Technical Consulting Records Information System

・公共工事の実績は殆どが登録されている。
（2000年以降、2500万円以上の工事、250万円以上の業務。
2011年以降は、各500万円、100万円以上に）

・累積登録実績はコリンズ約410万件、テクリス140万件
・他に追随するシステムなし。最近のカバー率80％超

・公共発注をする時の事前審査に利用、非能力業者排除
・受注した企業が、費用負担。ＷEBにて直接登録（契約条件

として）



仕組みを図化すると、
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Register  Condition & Sum number

コリンズ （工事実績） 500万円以上

テクリス （建設コン・地質・測量・補償コン） 100万円以上

コリンズ 業者数累計 約141,000社
竣工登録工事件数累計 約4,000,000件

テクリス 業者数累計 約13,000社
完了登録業務件数累計 約1,270,000件

（2013年3月末）

登録要件

登録件数



Registered Items

１）契約情報

件名、発注機関、担当事務所、契約形態

２）受注者情報

企業名、所在地、建設業許可番号（登録番号）、ＪⅤの
有無、ＩＳＯ9001や14000有無

３）工事情報

工種・工法・規模・施工場所・工期・キーワード

４）技術者データ（氏名・生年月日・資格）



Number of register

地方自治体が多い。

運営：問合せサポー
トを含め約80名
（うち技術管理のス
タッフ １５名）



Service Charge

・発注者の検索利用：年間150万円

（国・県・政令市で、コリテク両方利用の場合）

市町村には安い利用料を導入。

・受注者の登録料（コリンズ１件あたり）
5000万円以上で、 9,288円

～2500万円以上 8,434円
2,500万円～500万円で、 2,725円



Status of CORINS DATA

図－２　コリンズ請負金額と建設投資　
　　　額の関係（平成18～23年度）
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毎年公表される
「建設投資額」と
の相関関係0.79

JACICデータを活用す

れば、数か月先の予
測が出来る？
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2006年～2011年 ６年間



On the Web Site

昨年６月より一部JACICホームページ上で公表。
http://www.jacic.or.jp/jacicdata/index.html
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FY2011
FY2012
FY2013
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５．JACIC Systems and Life Cycle Stage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

       
 

計画 積算
入札条件
検討

入札公告 入札
企業評価
落札決定

契約 監督 検収 保管

広告縦覧 応札 落札 契約 施工
竣工納
品

積算システム 電子入札システ 発生土情報交換シス

建設副産物情報交換

電子納品保管管理シ

統合 PPI 情報共有システム 

コリンズ･テクリス（工事･業務実績情報システム）

入力 

受注者 

：検索

発注者

 ：入力 ：JACIC 保有システム 
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６．Cost  Estimation  System    (entrusted   Business)
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７．Public Procurement Information Service 
◆サービス概要： Web利用の入札情報を検索するサービス。対象は一部

◆情報の種類： 発注の見通し,入札公告等,入札の経過
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８．e‐Bidding  System
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９．Construction By‐prodect Information System (COBRIS)
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１０．Photog‐CAD （JACIC Original)



効果

ＣＩＭ試行業務（工事）

制度的課題解消・最小化

制度改善の提案

1.目的
新しい建設管理システムを構築するCIMを実現するた
め、三次元オブジェクト等を活用し、様々な技術的な検
討を行うことを目的とする。

2.構成
日本建設情報総合センター
先端建設技術センター
日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所
建設物価調査会
経済調査会
国土技術研究センター
日本建設業連合会
全国建設業協会
建設コンサルタンツ協会
全国測量設計業協会連合会
全国地質調査業協会連合会

3.オブザーバ
国土交通省 大臣官房 技術調査課

総合政策局 公共事業企画調整課
国土技術政策総合研究所
国土地理院

土木研究所

1.目的
CIMを導入するために現行の制度、基準等についての課
題を整理・検討し、CIMの導入を促進することを目的とする。

2.構成
国土交通省 大臣官房 技術調査課

〃 官庁営繕部整備課
〃 公共事業調査室

総合政策局 公共事業企画調整課
水管理・国土保全局 河川計画課
道路局 国道・防災課
国土総合技術政策総合研究所

総合技術政策研究センター
建築研究部

国土地理院 企画部測量指導課
土木研究所 技術推進本部
建築研究所 建設生産研究所
土木学会 土木情報学委員会
建築学会 建築生産BIM小委員会
日本建設業連合会
全国建設業協会
建設コンサルタンツ協会
全国測量設計業協会連合会
全国地質調査業協会連合会 情報化委員会

3.オブザーバ （CIM技術検討会事務局）
日本建設情報総合センター
先端建設技術センター
日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所

CIM技術検討会CIM制度検討会

● ＣＩＭ制度検討会とＣＩＭ技術検討会との役割分担（案）

制度・基準上の課題

効果を最大化

2012.11.29

調査・検討結果の報告

調査・検討を要請

技術的課題（疑問）課題（疑問）の解消、最小化

反映反映

建設生産システムの将来像
（ＣＩＭのあるべき姿）

ＣＩＭの全体像を検討

■各フェーズの検討とともに進化する

スケジュールと検討項目

（ロードマップ）
工種や分野ごとの検討期間に応じて随時見直し

制度改訂

共有・フォロー

18

11．CIM   (Construction Information  Modeling)



Adopt  for  Dam
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12. Infrastructure  Information  Standard  Committee  

□ 2000年設立。2013年度からの組織体制

幹事会

【座長】坪香理事
（JACIC）
【委員】：計10名
学識者（大学）、国交省、
関連機関の代表、等

○○小委員会

検討テーマ提案者を中心に協力する者で構成

○○小委員会

検討テーマ提案者を中心に協力する者で構成

○○小委員会

検討テーマ提案者を中心に協力する者で構成

事務局（JACIC)

テーマの募集
会議運営支援

社会基盤情報標準化委員会(本委員会)

【委員長】柴崎教授（東京大学）
【委員】：計25名
学識者（大学）、国交省、農水省、防衛省、自治体、
関連公共団体の代表、JACIC、等

役割・概要

本委員会 毎年、テーマを選定し、推進計画を策定する。
小委員会活動のレビュー（助言や指導）を行う。

幹事会 委員会全体の運営に関する事項の検討等を行う。（事前協議）

事務局 検討テーマの公募、会議の管理運営等の事務、委員委嘱、他

小委員会 毎年の選定されたテーマに応じて提案者を中心に設置する。
小委員長は、定期的に活動状況を委員会に報告する。
※小委員長は委員会委員を兼任しないものとする。



・2013年11月７日・８日
ICCBEIの発足とJACICセッションの開催

アジア建設IT円卓会議(ACIT)を
発展的に解消し新たな会議へ

13．International  Activity
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ICCBEI
(International Conference for Civil Engineering  Informatics)

• 運営組織：AGCEI: Asian Group for Civil Engineering 
Informatics 会長,矢吹信喜大阪大学教授) 

JACICからは、理事長がAGCEIに参加

• 第１回はAGCEIと土木学会土木情報学委員会の共催。

• JACIC；研究者と行政、産業分野を繋ぐ役割。

→JACIC  論文参加、

資金協力

他スポンサーの獲得

JACICセッションの開催
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JACIC Session 2013．11．07
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JACICセッションの冒頭で挨拶する門松理事長



海外支援室の発足(Overseas Project Unit)

・2013年10月発足。

・海外に出る日本の企業をサポートする。

・現在のスタッフ4名（全員まだ兼務）

・PPP事業のコーディネータを目指している。

・現在、セミナーなどを行ってPR活動していま

す。 パンフレット６ページ。

24



Thank you 


