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1. はじめに 
工事実績情報サービス（CORINS）は、平成 5 年 12 月の中央建設業審議

会からの建議の主旨に基づき、公共工事の入札・契約手続きの透明性、競争

性を高めるとともに、客観的な基準により信頼の置ける建設業者の選定を行

うことを目的とし、全国の公共発注機関及び公益民間企業が発注した工事実

績を蓄積し、各発注機関に情報提供するシステムとして構築された。 

平成 6 年 4 月の登録開始以来、拡充・改良を重ね、現在までに 130 万件

を超える公共工事が実績データベースとして登録されている。 

本年、10 周年を迎えるにあたり、「CORINS デ－タベ－ス活用方策研究

会（以下、「本研究会」という）」が設置され、CORINS デ－タベ－スの現

状および活用に関する課題、技術管理、コスト構造改革、品質確保などの技

術的課題や建設行政課題に的確に対応したデータベースを目指した今後の

CORINS の活用方策について、検討を行った。本提言書は、その検討結果

をとりまとめたものである。 

検討に当たっては、以下の点を特に考慮した。 

・現状の CORINS データベースの活用において、データベースとしての

技術的な構造に起因する課題や CORINS の情報インフラの核としての

評価など、現状の CORINS データベースの課題を整理するとともにそ

の解決方法を検討する。 

・今後の新たな活用方策として、CORINS の目的やデータ内容と密接に

関連があり、社会的要請が大きい以下のデ－タベ－スを検討する。 

① 発注監督者および建設会社の技術者個人の工事経歴データベース 
② コスト縮減に向けて市場単価導入など積算技術に活用可能なデー

タベース 
③ 建設投資によるマクロ経済および地域経済への影響分析等に資す

るデータベース 

本研究会の開催経緯と概要を表 1.1 に、委員名簿を表 1.2 に示す。 
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表 1.1 研究会の開催経緯と概要 

開催日時 議事の概要 

第１回 
 
平成 15 年 10 月 7 日（火）

9:30～12:00 

⇒研究会の趣旨および CORINS の概要及び現状、ライフサイクル

における CORINS の位置づけ、現状の CORINS デ－タによる

解析例を確認し、 
・CORINS の果たすべき役割 
・CORINS の利用方法 
・CORINS 利用による発注者および受注者のメリット 
・技術者工事経歴デ－タベ－スの必要性等 

について議論した。 
⇒次回、「現状の CORINS の課題」及び「今後の活用方策」につ

いて、受発注者双方にアンケ－ト調査を行い、その意見を参考

に議論する予定とした。 

第２回 
 
平成 15 年 11 月 28 日（金）

9:30～12:00 

⇒アンケ－ト調査結果をとりまとめ、「現状の CORINS」及び「今

後の活用方策」に向けての課題について整理し、それぞれの対

応案について議論した。 

⇒特に、技術者工事経歴デ－タベ－スについては、対象とする技

術者の範囲や技術者情報の管理手法など、具体的な課題を取り

上げ議論した。 

第３回 
 
平成 16 年 1 月 30 日（金）

9:30～12:00 

⇒「現状の CORINS」および「今後の活用方策」への課題と対応

案を整理し、個々の課題への対応について議論した。 

第４回（最終回） 
 
平成 16 年 2 月 27 日（金）

9:30～12:00 

⇒課題と対応案の再確認を行うとともに、提言書のとりまとめの

方針について議論し、本研究会の最終回とした。 
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表 1.2  CORINS デ－タベ－ス活用方策研究会委員名簿 

（順不同） 

役 職 氏名 所属団体等 

座 長 小澤 一雅 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 助教授 

委 員 草柳 俊二 
高知工科大学工学部社会システム工学科 
大学院工学研究科 教授 

委 員 北橋 建治 国土交通省大臣官房 技術調査課長 

委 員 岩崎 泰彦 国土交通省大臣官房技術調査課 建設技術調整官 

委 員 木村 昌司 国土交通省 関東地方整備局 企画部長 

委 員 田中  亨 東京都建設局 企画担当部長 

委 員 高階 實雄 
社団法人日本土木工業協会 積算研究委員会第３専

門委員長（五洋建設株式会社 代表取締役専務） 

委 員 内田 興太郎 
社団法人全国建設業協会 東京建設業協会副会長 
（大豊建設株式会社 社長） 

委 員 尾作 悦男 社団法人全国土木施工管理技士会連合会 専務理事 

委 員 豊田 高司 財団法人日本建設情報総合センター 理事長 

 

三宅  篤 財団法人全国建設研修センター 理事 

石橋 正穂 社団法人全日本建設技術協会 専務理事 

オ
ブ
ザ
ー
バ 山本 暢人 財団法人建設業技術者センター 業務課長 

 

事務局 財団法人日本建設情報総合センター（JACIC） 
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2. 活用に関する具体的提言 
４回にわたり実施された本研究会では、「現状の CORINS の課題」や「今

後の CORINS の活用方策」についての議論の中で、次のような基本的な視

点を抽出した。 

① 正確で、速い検索、信頼性の向上など、システムの改善が必要 
「検索速度」や「登録から検索可能となるまでのタイムラグ」など

の現状の CORINS の課題に対応し、信頼される効率的なデータベー

スとするための方策が必要である。 

② 不良不適格業者の排除は、不良不適格技術者の視点が必要 
公共工事の品質確保のためには、適切な技術者評価のための制度お

よびシステムの整備が必要である。 

③ 公共工事の透明性、競争性の向上に資するためには、必要に応じた

データの公開が必要 
公共工事の入札及び契約の適正化の促進のためには、情報を一般の

目に晒すことにより、不正行為を抑止するとともに、競争性の向上を

図り、発注者の説明責任を果たすことが必要である。 

④ 新たなニーズに的確に対応したデータベースの展開が必要 
CORINS の従来の目的に加え、「技術者工事経歴デ－タベ－ス」や

「ユニットプライス型積算システムとの情報共有」等、新たなニーズ

に的確に対応したデータベースとしての展開が必要である。 

⑤ CORINS と他システムとの連携による業務の効率化を図ることが重

要 
計画・調査・設計から工事、維持管理の一連のライフサイクルの中

で、主として「工事」の段階において、CORINS と他のシステムとの

連携により、業務の効率化を図ることが可能である。 

以上の視点に基づき、各提言の実現に向け、下記のとおり優先順位を分類

して、提言項目に示している。 

 
－凡    例－ 

【Ａ】→早急に実施 
【Ｂ】→検討実施 
【Ｃ】→調査を実施 
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2.1 信頼される効率的なデータベースに向けての取り組み方策 

2.1.1 現状システムの改善 
(1) 検索速度の向上 

●検索条件指定方法の改善による処理時間の短縮【A】 
発注者の検索条件設定の実態を調査した上で、下記の対応を検討する。 
・検索条件設定の最適な手法についてマニュアルを作成する。 
・検索結果のデ－タ受信前に検索結果件数を表示する機能を追加する。 
・技術デ－タの数値（高さ、延長等）の範囲を選択肢で設定し、検索する方

式も可能とする。 

●デ－タの分割提供【Ｂ】 
・発注者の要望に応じて、発注機関別、地域別などの区分デ－タの分割提供

方式も可能とする。 

●通信回線の容量増大 
・CORINS 直接提供方式における、最適な LAN 環境の整備もしくはサーバ

性能について引き続き提案する。→【Ａ】 
・CORINS 検索提供方式において、インタ－ネットに対応したシステム環

境を構築する。→【Ａ】 
・LGWAN 等の光ファイバー網の活用による検索時間の向上の推進を図る。

→【Ｂ】 

●都道府県と複数の市町村との共同利用【Ｂ】 
・JACIC 内の CORINS 検索サ－バへの負荷を分散するために、都道府県が

利用する CORINS デ－タベ－スを市町村が共同利用する環境の構築につ

いて検討する。 

検索速度は情報提供サービスの“命”であり、障害となっている箇所を明確に

し、改善しなければならない。 

(2) 収集項目の見直し及び追加 
●収集項目の見直し及び追加 

・「入札参加要件と CORINS 登録デ－タの一致を図るために必要な項目」

と「企業や技術者個人の評価に必要となる項目」については、収集項目と

して追加する。 
・技術者登録可能数については、増やす方向で検討を行う。 
・「変更契約履歴」、「自社アピ－ル欄（特許、新技術）」については、COR 

INS の役割、デ－タの利用方法、他のデ－タベ－ス・システムとの関連

を調査するなどの検討が必要である。 

(3) 「JACICNET の自社検索」の改良 
●「JACICNET の自社検索」の検索指定項目追加 

・「JACICNET の自社検索」について、「技術者（カナ）」と「技術デ－タ

（高さ、延長の数値）」による検索を可能とする。 

建設会社への情報提供サービスである「JACICNET の自社検索」の充実は、新

たな入札・契約手続きや、今後、重視される技術者評価への建設会社側の対応を

支援するものである。 

【Ａ】 

【Ａ】 
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2.1.2 信頼性向上に向けた取り組み 
(1) 検索可能までのタイムラグの短縮 

下記の２案について、発注機関と調整の上、タイムラグの短縮に努める。 
●配信間隔の短縮 

・デ－タ配信の間隔を短縮する。 
●発注機関が任意にデ－タを取得する方式 

・発注機関側から JACIC のサーバに接続し、発注機関が任意にデ－タを 
取得する方式とする。 

現在、CORINS データベースは、1 週間ごとに差分データを配信し、更新し

ており、検索までのタイムラグが生じている。 

(2) 建設会社が行う CORINS 登録の簡素化 
●CORINS の入力方法等の手引書（マニュアル）の見直し【A】 

・現行のマニュアルの見直しを行う。 
●期限内登録の遵守【B】 

・都道府県と（社）建設業協会等との連携等により、10 日以内の登録の遵

守を図る。 
●入力の簡素化【B】 

・簡素化した入力システムによる受注時登録等を検討し、建設会社の負担を

軽減させる。 
 

(3) デ－タの信頼性向上 
●受発注者双方のチェック 

・一般への工事実績情報（工事カルテ）公開はデ－タの信頼性向上につな

がることから、さらに、一般への工事実績情報公開の拡大の支援に努め

ることが重要である。→【Ａ】 
・受注者が、登録デ－タを確実にチェックするとともに、発注者の登録工

事デ－タの確認体制の明確化を図り、発注者の電子的な確認を登録シス

テムに導入することも必要である。→【Ｂ】 
●システム連携等による誤記入の防止【Ｂ】 

・発注者の管理情報と CORINS デ－タをシステム連携し、デ－タの共有を

進めることにより、登録事務の効率化・誤記入防止を図る。 
・発注者からの依頼による訂正処理事務の効率化を図る。 

登録データの確認体制の明確化 
契約図書（土木工事共通仕様書等）において、CORINS にデータを登録する際、

監督職員による確認を受けることとなっており、この発注者による確認をより確

実に実施するためには、「確認体制の明確化」が必要である。 
訂正処理事務の効率化について 

CORINS に登録されたデータに誤記入があることを発注者が発見した場合に、

発注者自身がそれを訂正することは、現在の CORINS の規約で認められておらず、

発注者から建設会社に訂正手続きを行うよう指導することとなっている。 

【Ｂ】 
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(4) CORINS の市町村への普及促進 
●市町村の検索システム利用料金の低減【Ａ】 
●市町村支援のための組織化【Ａ】 

・「公共事業情報システム連絡協議会」に市町村を加え意見集約を図り、さら

に意志決定機関としての「中央公共事業情報システム連絡協議会」を組織す

ることを提案する。 
・組織が発足するまでの間は、「関東地方整備局提案」に沿い、JACIC が、事

務局となり、各発注者及び建設業団体に対し、文書等による意見照会および

調整を行い、意思決定を図ることとする。 
●技術的なシステム支援の実施【Ａ】 

・システム環境などの制約により、CORINS の導入ができない発注機関につい

ては、導入方法など技術的な支援を行う。 
●義務付けの促進【Ａ】 

・市町村工事における契約図書に CORINS 登録を明記する必要性の浸透 
・建設業界自らの積極的な CORINS 登録への取り組みと市町村への働きかけ 

●技術者不足に対する支援【Ｂ】 
・技術者が不足し、CORINS の利用、現場管理等の業務遂行に支障がある場合、

県又は第三者機関等が技術的・人的支援を行う。 
●市町村の共同利用の仕組みの検討【Ｂ】 

・ソフト・ハ－ド両面の導入及び維持管理が困難な場合、各市町村がサ－バ等

を共同利用できる仕組みについて、検討する必要がある。 

監理技術者の専任制チェックは、全ての公共工事が確実に CORINS 登録される

ことにより効果が上がる。また、登録されたデータを活用し、一般公開すること

で、透明性・競争性を確保することができ、国民の信頼を得ることができる。そ

のためには、市町村への普及が肝要である。 

2.2 CORINS データベース活用と連携の展開方策 

2.2.1 新たな活用方策 
(1) 技術者工事経歴デ－タベ－スの構築 
●技術者工事経歴デ－タベ－スの構築 

・公共工事の品質を確保するためには、不良不適格業者の排除だけではな 
く、適正な技術者評価が必要であり、技術者の取得資格や従事工事実績、従

事工事の成績評定などを勘案・評価するしくみとそれらの情報を集約した技

術者工事経歴デ－タベ－スの構築が必要である。 

技術者工事経歴デ－タベ－スの構築のポイントについて 
CORINS に登録される工事データを基に、従事技術者情報を抽出し、「技術者工

事経歴デ－タベ－ス」を構築する必要がある。「技術者工事経歴デ－タベ－ス」を

構築する際の課題および解決するための方策については、p10 の「2.2.2 技術者工

事経歴デ－タベ－スの構築に向けて」に示す。 

【A】
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(2) 積算技術に資するデ－タベ－スの研究 
●ユニットプライス型積算システムとの情報共有 

・ユニットプライスデ－タは、積算システムや CORINS データベースと共

通する要因分析のための属性情報を持つことから、情報共有化のためのシ

ステム連携およびデータ送受信のしくみ等について検討し、発注者業務の

効率化を目指す必要がある。 
●ユニットプライス型積算実績デ－タ DB 構築の支援 

・ユニットプライス型積算実績デ－タ DB 構築の支援のため、共通属性情 
報である工事名・発注機関名・請負会社名・工事期間・工種・工法・夜間

工事・交通規制・工種別技術データ等を活用するための連携方法を研究す

る。 

ユニットプライス型積算実績デ－タ DB 構築について 
国土交通省では、価格の透明性や積算の合理化を目的に、ユニットプライス型

積算方式の試行を実施する予定となっている。 
ユニットプライス型積算の導入のためには、総価契約の内訳データを収集・調

査し、データベース化を図り、データの分析を行う必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.1 ユニットプライスデータとの連携イメージ 
 

(3) 経済影響分析等に資するデ－タベ－スの研究 
●解析統計情報の公表 

CORINS デ－タベ－スは、リアルタイムであること、地域特性の把握が可能

であることから、経済影響分析および建設マネジメントに関する研究等に活用

することは有効である。 
個人および個別企業名称が明らかにならない以下の情報を公表する。 
・CORINS 登録工事の件数、金額、業者数の集計等 
・登録技術者数、登録技術者の年齢別構成等 
・地域毎の工事件数、請負金額の集計等 

 

 

 

【C】

【C】

ＣＯＲＩＮＳ
データベース

CORINS積算システム

積算用
単価情報

ユニットプライス型積算

実績データ
ＤＢ

※取引単価を工種単位
　でデータベース化

分　析
ユニットプライス型積算
のための単価

工事名
発注機関名
請負会社名
工事期間
工種・工法
夜間工事
交通規制
工種別技術データ（数量）
工種ごとの積算価格

工事名
発注機関名
請負会社名
工事期間
工種・工法
夜間工事
交通規制
工種別技術データ（数量）
工種ごとの取引単価

工事名
発注機関名
請負会社名
工事期間
工種・工法
夜間工事
交通規制
工種別技術データ（数量）
工種ごとの取引単価

ユニットプライス型積算へ
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2.2.2 技術者工事経歴デ－タベ－スの構築に向けて 
(1) データベースの構築方式 
●CORINS の連携方式と収集項目の追加 

・CORINS データベースと技術者工事経歴デ－タベ－スとの連携方式は「分

離型－連携方式」とする。 
・技術者の特定、評価に必要な情報を収集項目に追加する。ただし、発注者

側の技術者については、追加可能な余地を残しておく。 

CORINS と技術者工事経歴デ－タベ－スの連携方式について 
現在、CORINS は 130 万件以上の工事データを蓄積するデータベースとなって

おり、「2.1.1 現状システムの改善」で述べているように、検索速度が課題となっ

ているところである。そのような状況の中、CORINS データベースに技術者経歴

情報を加え、一体のデータベースとするのは、さらなる検索速度の低下の原因に

なるなど、システムの性能面に大きな影響を及ぼす可能性が高い。 
技術者の特定、評価に必要な情報 

現在の CORINS に技術者 ID、複数の取得国家資格、CPD（継続学習）経歴等

を追加することを検討する。 

(2) 技術者情報の正確性確保 
●所属事業所の確認 

・登録時において、「健康保険証の写し」等により、所属事業所や生年月日

を確認する。 
●工事経歴の確認 

・技術者の工事実績については、随時、過去の登録工事実績を建設会社及び

本人が確認し、誤りがあった場合には、発注者の承認を得た上で削除又は

訂正の手続きを行う。 
●発注者や第三者機関による従事状況の確認 

・現場における技術者の常駐状況等の点検について、第三者機関による発 
注者の支援も考慮する必要がある。 

 
(3) 過去の技術者情報の整備 
●過去の技術者情報による初期デ－タの構築 

・既に CORINS に登録されている技術者データから技術者工事経歴デ－タ

ベ－スの初期デ－タを作成する。 

初期デ－タの作成について 
現状の CORINS が管理する技術者情報に ID を付番することで、技術者工事経

歴デ－タベ－スの初期デ－タとする。 
ただし、原則的に所属会社を通し、技術者本人に対し、データベースの目的等

を通知したうえで、登録の意思およびデ－タ内容を確認し、技術者からデ－タの

訂正等の依頼があった場合、所属会社に確認のうえ JACIC がデ－タベ－スを訂正

する。 

【A】 
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(4) 資格者情報との連携方法 
●共有デ－タベ－スの構築 

・技術者工事経歴デ－タベ－スと各資格団体が管理する資格者情報につい

て、両者の共有デ－タベ－スを構築し、デ－タのリアルタイムな更新が可

能なオンライン連携を目指す。 
・資格団体との協議がまとまるまでの間は、各資格団体ごとにオフラインに

よる連携を行うこととする。 
 

 

 

 
 

図 2.2 資格情報との連携イメ－ジ 

(5) 技術者情報の共有 
●技術者情報の資格団体との共有化に関する協議機関の設置 

・技術者工事経歴デ－タベ－スと資格情報との連携については、技術者情報

の共有化のあり方、具体的方法について、関係機関合同による検討が必要

であり、協議会等の設置を提案する。 
●技術者情報の管理方法に関する検討 

・個人情報の取り扱いも含めて、技術者工事経歴デ－タベ－スにおける ID
の付番・管理の方法について、検討する必要がある。 

現在の CORINS では、技術者情報は、所属会社に従属した情報となっている。 
したがって、技術者工事経歴デ－タベ－スで技術者を管理する場合、ID を技術

者情報へ追加することが必要である。 
また、技術者工事経歴デ－タベ－スと資格者情報には、共通な情報があり、連

携することによりデ－タの精度向上が期待できる。 

 

・・
・

ＪＡＣＩＣ A資格団体

A資格情報
ＤＢ

B資格団体

B資格情報
ＤＢ

ＣＯＲＩＮＳ

連
携

共有デ－タベ－ス
技術者経歴
データベース
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(6) 発注監督者の情報の収集 
●発注者の利用目的の理解 
●将来的な活用を目指したデ－タベ－スの構築 

・技術者工事経歴デ－タベ－スに登録する「発注監督者」の基準を明確にす

る必要がある。 
・発注者側の技術者である「発注監督者」についても、経歴を適正に証明、

評価することは、建設会社の技術者と区別することなく重要であるという

認識にもとづき、将来、発注監督者の登録が追加可能な余地を残しておく。 
●建設会社への公開 

・建設会社による発注監督者情報の検索を可能とすることは、個人情報保護

や利用目的などの問題を整理し、発注者および建設業関連団体による十分

な協議が必要である。 

発注監督者の情報についても、公共工事の品質確保の観点から、工事経歴情報

を蓄積し、発注者の体制評価に活用するなど、果たすべき役割は大きい。 
したがって、発注者に対してデ－タベ－スの利用目的を周知し、将来、発注監

督者の工事経歴データを登録可能としておくべきである。 

(7) 若年技術者の情報収集 
●登録する技術者の基準の明確化 

・登録する若年技術者の基準（役割、従事期間、実務経験年数等）を明確に

する。 
●現場の技術者従事状況のチェック体制の徹底 

・発注監督者及び第三者機関による「施工体制台帳」や「施工体系図」など

を用いた現場でのチェック体制を徹底する。 

監理技術者になるまでの実務経験の確認および若年技術者の育成のためにも、

デ－タベ－スの構築は必要である。 

(8) 下請専門業者および技術者の情報収集 
●下請業者及び技術者の調査・検討 

全ての下請工事を対象とするのではなく、専門技術を必要とする下請工事に

限定するための登録基準を明確にする必要があり、 
・工種ごとの元請、下請の実態 
・下請専門工事業者が存在する工種 
・下請専門工事業者の技術者数 

などの下請専門工事業者の実態を把握するための調査・検討が必要である。 
●施工体制台帳・施工体系図の活用およびデ－タベ－ス化の検討 
●デ－タベ－スの管理費用と登録の仕組みを検討する。 

CORINS は、元請業者のみ登録することになっている。 
しかし、建設業関連団体の完成工事高に占める下請完成工事高の割合が、平成

13 年度で約 70%と高くなってきており、元請業者の評価のみではなく、専門技術

を持つ下請の専門工事業者および技術者の重要性が増している。 
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(9) 個人情報保護のための対策 
●利用目的による制限 

・発注者の利用目的である「専任制確認」や「入札前、入札後、契約後の配置

予定技術者の実績確認」などに必要な項目のみ、収集・利用し、目的外に使

用しないこととする。 
・生年月日など個人の生活に影響する私的な情報に関するデータは、目的の範

囲を超えた利用は行わないこととする。 
●デ－タ内容の正確性の確保 

・技術者工事経歴デ－タベ－スの利用目的の達成に必要な範囲内において、デ

－タの正確性、最新性を確保する。 
●安全管理措置等（セキュリティ） 

・プライバシーマーク、ISMS（ISO/IEC 17799）、個人情報取扱事業者登録な

ど、第三者機関の審査を受け、セキュリティ対策の確実性を保証する。 
●公表等、開示、訂正等、利用停止等 

・技術者が自らの経歴を、確認できる仕組みを作り、本人からの求めに応じ、

訂正、利用停止等の処理を可能とする。 
●透明性の確保 

・個人情報の取り扱い（セキュリティ対策の内容や発注機関への情報提供内容、

利用目的、一般公開の範囲など）を明示し、登録時に承諾を得る。 
●個人からの苦情の処理 

・技術者個人からの苦情に対する対応方法についても、その仕組みについて検

討する。 

技術者工事経歴デ－タベ－スを構築する上で、個人情報保護に関する十分な対

策が必要である。 
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2.2.3  システム連携に向けて 
(1) 「発注者の記事」等の追加 
●「発注者の記事」の追加 

・監督処分情報などの不正行為を、「発注者の記事」として CORINS に追

加し、不良不適格業者の排除に資するための仕組みを検討する 
●「工事成績」等の情報との連携 

・「工事成績」等の情報と連携し、建設会社の技術力評価に資するための仕

組みを検討する。 

不良・不適格業者を排除し、公共工事の品質を確保するためには、施工実績の

積み上げによる評価だけでなく、企業や従事技術者の技術力を適正に評価するし

くみが必要である。国土交通省では、平成 15 年 4 月の「入札契約適正化の徹底の

ための当面の方策について」の中で、 
・技術力による競争等の推進および、 

・不正行為等の防止 
を大項目とし、その中で、工事成績の活用や不正行為に対するペナルティ強化の

施策をあげている。 

(2) 連携と情報共有による業務の効率化 
●CORINS と PPI との連携【Ａ】 
●他の業務（システム）との情報共有【C】 

・工事に関する項目（工事件名、工事概要、工期など）の情報共有 
・計画・調査・設計段階と工事施工段階の情報共有（施工場所、対象水系等） 

計画・調査・設計から工事、維持管理の一連のライフサイクルにおいて、今後、

CORINS は、主として「工事」の段階における業務の効率化のためのシステム連

携の柱として、果たすべき役割は大きい。 
 

【Ａ】 
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2.3 引き続き検討すべき課題 

2.3.1 デ―タベ－ス新技術（XML データベース） 
●XML データベース等の新しいデータベース技術への可能性につい

て、引き続き検討すべきである。 

最近のデータベース技術である「XML データベース」は、XML の特徴を活か

し、データベースの構造変動への対応や、管理項目の拡張性に優れている。 
このような将来性のある「XML データベース」を CORINS に用い、検索のし

くみを見直すことで、どのような効果が期待できるのか、検討を進める。 
 

2.3.2 GIS との連携 
●下記の項目について、検討を進める必要がある。 

・座標デ－タの登録を義務付ける対象工事 
・CORINS と分離したデ－タベ－スの構築（一工事あたりのデ－タ量の

増加が見込まれるため） 
・住所（施工場所）と緯度・経度情報との連携技術 

 

2.3.3 建設会社も活用できる CORINS デ－タベ－ス 
●建設会社の CORINS デ－タベ－ス活用については、公共事業及び

建設業における総合的な動向をみながら引き続き検討を進める必要

がある。 

CORINS は、発注者が工事施工業者の適正な選定に利用することを目的に、発

注者の費用負担により構築・運営・管理している。 
建設会社が自社だけでなく、他社の情報を活用することは、 
・利用目的 

・企業や個人に関する個人情報保護 

・建設業関連団体としての考え方 

・データベース運用のための費用負担 
などの課題を解決しなければならない。 
 

2.3.4 民間工事実績情報デ－タベ－スの検討 
●下記の項目を具体化したうえでデ－タベ－スの構築を検討する必要が

ある。 
・民間工事の評価を公共工事に反映させる民間工事実績のデ－タベ－スの 
必要性を調査する。 

・他の民間工事実績のデ－タベ－スの内容を調査する。 
・デ－タベ－スの管理主体を検討する。 
・民間工事の実態を調査し、工事実績評価する工事を明確にする。 
・行政許可の工事数を調査する。 

工種によっては、高い技術力を必要とする民間工事があり、適正な評価のため

には、民間工事実績の必要性は高いとされる一方、デ－タの信頼性の確保など解

決すべき課題は多く、引き続き検討することが必要である。 

【Ｃ】 
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3. 提言の実現に向けて 

各提言項目に示した優先順位をまとめ、下記に示す。 
今後、これらを参考にして関係機関が協議し、実現に向け取り組んでいく

ことを期待する。 

【Ａ】：早急に実施 

●信頼される効率的なデ－タベ－スに向けての取り組み方策 
・検索条件指定方法の改善  
・最適な LAN 環境およびサ－バ性能の提案  
・インタ－ネットに対応したシステム環境の構築  
・収集項目の見直しおよび追加  
・「JACICNET の自社検索」の改良  
・一般への工事実績情報公開の拡大  
・市町村の利用料金の低減  
・市町村支援のための組織化  
・市町村への技術的なシステム支援の実施  
・市町村への義務付けの促進  

●CORINS デ－タベ－ス活用と連携の展開方策 
・技術者工事経歴デ－タベ－スの構築  
・「発注者の記事」等の追加  
・PPI との連携  

【Ｂ】：検討実施 

●信頼される効率的なデ－タベ－スに向けての取り組み方策 
・データの分割提供方式  
・LGWAN 等の光ファイバー網の活用  
・都道府県と複数の市町村との共同利用  
・検索可能までのタイムラグの短縮  
・建設会社が行う CORINS 登録の簡素化  
・発注者の確認体制の明確化  
・システム連携等による誤記入の防止  
・市町村への技術者不足に対する支援 
・市町村の共同利用の仕組みの検討   

【Ｃ】：調査を実施 

●CORINS デ－タベ－ス活用と連携の展開方策 
・積算技術に資するデ－タベ－スの研究  
・経済影響分析等に資するデ－タ解析と統計情報の公表  
・施工体制台帳・施工体系図の活用およびデ－タベ－ス化 
・連携と情報共有による業務の効率化 

●引き続き検討すべき課題 
・デ－タベ－ス新技術（XML データベース） 
・GIS との連携 
・建設会社も活用できる CORINS デ－タベ－ス  
・民間工事実績情報デ－タベ－スの検討    

 


