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Today’s TopicToday s Topic 

○CORINS/TECRIS（data base)の紹介

○利用状況

○利用シーン
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（「中央建設業審議会 入札契約の適正化に関する検討委員会（H16.8.4）」資料より引用）

基本的な枠組み（基本的な枠組み（Basic frameBasic frame））

公共発注機関 登録企業
工事/業務発注

国
都道府県

市 村 等

建設業
建設コンサルタント

測量
地質調査

工事/業務発注

登録内容確認

市町村 等
地質調査

補償コンサルタント 等

閲覧・検索 実績登録

JACIC
・実績データの収集
・実績データベースの作成
・公共発注機関への情報提供
・システム全体の運用管理

Data base
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システム構成（WEB）

JACIC公共発注機関 登録企業

データセンター

登録検索 登録検索

閲覧

BM

コリンズ・テクリス
サーバ（Data
base)base)
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登録対象

• 対象発注機関
国の機関

地方公共団体(都道府県、政令指定都市、市町村等) 等

• 規模• 規模
CORINS：500万円(約135万台湾＄)以上の工事

TECRIS：100万円（約27万台湾＄）以上の業務（約 湾 ） 業務

• タイミング
CORINS 受注登録 変更登録 竣工登録CORINS：受注登録、変更登録、竣工登録

TECRIS ：契約登録、変更登録、完了登録

• データの保有
CORINS：1996年度竣工以降

年度完了 降TECRIS ：1999年度完了以降

6台湾1＄＝約3.7円



登録データ

データの種別 主なデータ内容

実績デ タ 契約デ タ 工事名 請負金額 工期 発注機関名 契約形実績データ 契約データ 工事名、請負金額、工期、発注機関名、契約形
態

工事・業務データ 【共通】請負者名、施工場所（住所と緯度経度）、
事 業務概 成績工事・業務概要、成績

【工事】工法、工法ごとの技術情報（施工方法の
種類や規模）

【業務】業務分野 業務キ ワ ド【業務】業務分野、業務キーワード

技術者データ 役割、担当者名、従事期間

企業情報
データ

企業名、所在地、設立年月日、各種登録番号（建設業許可、建設コン
サルタント登録等）、事業所情報

技術者情報
データ

氏名（漢字・カナ）、生年月日、保有資格情報（資格名と登録番号）
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公共工事発注額ーコリンズ登録工事総請負金額

日本の公共工事の80％

国土交通省：
建設総合統計

日本の公共 事の
をカバー

コリンズ登録実
績による集計
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利用機関数

（2016年3月末現在）全ての都道府県が利用

利用機関 CORINS TECRIS ＪＣＩＳ 合計

国の機関 25 24 5 31

独立行政法人 64 7 1 67

都道府県 36 46 22 47

政令指定都市 10 15 11 20

市区町村 734 519 212 920

その他 79 62 15 93

合計 948 673 266 1,178

合計は重複を除いた機関数です。

ＪＣＩＳ：発注者支援データベースシステムのことで、JACIC-CE協議会が運営しています。
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発注者支援デ タ シ テ 、 協議会 運営し ます。

登録状況･体制

 CORINS 業者数累計 約 15万社

竣工登録工事件数累計 約 470万件

 TECRIS 業者数累計 約1万5千社

完了登録業務件数累計 約 160万件
（2016年3月末）

登録件数 約 件 年 登録件数 約35万件／年

約1000件／日

 問い合わせ件数 約15万件／年

約750件／日
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発注機関におけるCORINS/TECRISの利用発注機関におけるCORINS/TECRISの利用

入札公告資料の記載内容の検討• 入札公告資料の記載内容の検討
– 指定した工事内容（業務内容）の実績を有する企業を検

索する索する

– 指定した工事内容（業務内容）の従事実績を有する技術
者を検索する

企業から提出された技術資料の審査• 企業から提出された技術資料の審査
– 指定した企業について、指定した工事内容（業務内容）の

実績を有するか確認する実績を有するか確認する

– 指定した技術者について、指定した工事内容（業務内容）
の実績を有するか確認する

指定した技術者について 従事中の工事（業務）を確認す– 指定した技術者について、従事中の工事（業務）を確認す
る
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発注機関の利用事例１発注機関 利用事例

• 入札公告の公募条件の記載内容の検討入札公告の公募条件の記載内容の検討

《内容》指定した工事内容の実績を有する企業を検索

《目的》条件を満たす企業が一定数存在するか確認

《例》

2007年以降の工事

《目 》条件を満 す 業 定数存在す 確認

2007年以降の工事

北海道での工事実績がある

NATMによる全延長1 000mのトンネル工事NATMによる全延長1,000mのトンネル工事
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http://ct.jacic.or.jp/
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発注機関の利用事例１発注機関 利用事例
《検索イメージ》
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発注機関の利用事例１発注機関 利用事例
《検索イメージ》
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発注機関の利用事例１発注機関 利用事例
《検索イメージ》
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発注機関の利用事例１発注機関 利用事例
《検索イメージ》

この条件を満たした
企業は42社
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発注機関の利用事例２発注機関の利用事例２

企業から提出された技術資料の審査• 企業から提出された技術資料の審査

《内容》指定した技術者 従事中 業務を確認《内容》指定した技術者の、従事中の業務を確認

《例》

《目的》技術者の手持ち業務量の確認

《例》

発注の基準日（2017年1月1日）時点での確認
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発注機関の利用事例２発注機関 利用事例
《検索イメージ》

技術者の手持ち業務は4件
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