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■CORINS2000リリース！

　登録データ項目の大幅な見直し
　CORINSは平成6年3月からの登録開始以来、幾度かの
改良を経て現在に至っていますが、平成9年4月の「登
録範囲拡大（工事請負金額5,000万円以上→2,500万円
以上）」に伴うシステム改良以降、改良を行っておりま
せんでした。
　平成10年2月の中央建設業審議会の建議（建設市場の
構造変化に対応した今後の建設業の目指すべき方向に
ついて）では、入札・契約制度のより一層の透明性、
競争性の向上のために、データベースシステムの活用
の必要性が述べられています。また、情報公開法（行
政機関の保有する情報の公開に関する法律）の制定
や、発注者の説明責任（アカウンタビリティ）について
取り沙汰される中、公共工事発注時の建設会社選定に
おける客観的指標の提示が発注者に求められていま
す。これは、全国の公共工事を集約、データベース化
したCORINSを活用し、建設会社の施工実績を客観的に
評価できる制度を作ることにつながります。
　このような建設行政をとりまく環境の中で、公共工
事の入札参加資格の審査において、CORINSがより一層
役立つデータベースとするための改良を行うこととな
りました。平成10年から、そのための検討を進め、こ
のたび新CORINSをリリースする運びとなりました。新
C O R I N Sのバージョンは、V e r . 4となりますが、
「CORINS2000」と呼ぶことといたします。

CORINSのバージョン推移

CORINS Ver.1 請負金額5,000万円以上、

　平成6年3月～ 竣工時登録のみで開始。

CORINS Ver.2 受注時、途中変更時の登録を開始。

　平成7年4月～

CORINS Ver.3 登録範囲拡大

　平成9年4月～ （工事請負金額

5,000万円以上→2,500万円以上）。

CORINS 2000 登録データ項目の大幅な見直し。

　平成12年10月10日～

■CORINS2000のスケジュール
　CORINS2000のリリースに伴い、データ作成用の
「CORINS2000入力システム」を販売することとなりま
す。「CORINS入力システムVer.3」を購入されたユーザ
の皆様には、事前にCD-ROMを無料配布することになって
います。
　CORINS2000は、平成12年10月10日にリリースする予
定ですが、平成12年12月31日までの間は「Ver.3」との
並行運用になります。平成1 3 年1 月1 日以降は、
「Ver.3」によるデータ登録を受け付けませんのでご注
意下さい。
　なお、「CORINS入力システムVer.3」購入ユーザーへ
の無料配布にあたって、8月中旬、往復はがきにより
「CORINS2000入力システム」の配布希望をお問い合わせ
します。「CORINS入力システムVer.3」を購入されてい
るにもかかわらず、往復はがきが届かない場合は
CORINSセンターまでお問い合わせください。
CORINS2000リリース・スケジュール

■工事カルテ受領書の様式
　平成12年3月15日から、登録した工事カルテの内容を
「工事カルテ受領書」に印刷しております。今回の
CORINS2000のリリースに伴い、情報項目が変わるため
「工事カルテ受領書」の様式が変更になります。ただし、
並行運用の12月末日までの間は、「CORINS入力システム
Ver.3」による登録の場合はVer.3の様式、「CORINS2000
入力システム」による登録の場合は、CORINS2000用の新
様式で「工事カルテ受領書」を発行することになります。
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■CORINS2000の入力項目
　入力するデータ項目は、「一般データ」と「技術データ」から構成されています。

「一般データ」…工事契約上の項目や従事技術者、工事分野等の項目で構成されています。一般データの
入力項目は全工事共通です。

「技術データ」…工事の技術的内容を表すものです。選択した「工種・工法」によって入力するデータ項目
が異なります。

「一般データ」の比較

SNIROC 　 0002 SNIROC 　 3.reV

.oN 名目項 .oN 名目項

.1 )1 無有の録登時注受 .0 無有の録登時注受

)2 SNIROC 号番録登 .1 号番録登時注受

.2 日月年更変中途 日月年更変中途

.3 )1 か否か約契意随

)2 の回前 SNIROC 号番録登

.4 無有の務義録登 .2 無有の務義録登

.5 名件事工 .3 名件事工

.6 等名系水・線路 .4 等名系水・線路

.7 ）円（額金負請 .21 ）円千（額金負請

.8 期工 .91 期工

.9 )1 ドーコ関機注発 .5 ドーコ者注発

)2 名関機注発 .6 名者注発

)3 名）課（所務事当担 .7 名）課（所務事当担

)4 名氏者当担 .8 名氏者当担

.01 ドーコ約契事工

.11 態形注受 .9 態形注受

.21 )1 EV 事工象対

)2 OSI 事工象対

.31 )1 名社会負請 .01 名者業負請

)2 号番可許業設建 .11 号番可許事知・臣大

.41 野分の事工 .31 野分の事工

.51 の法業設建（種業の事工 82 ）更変に種業 .41 類種の事工

.61 別種事工

.71 （号番等式型・法工、種工 xaM ．5 ）類種 .51 （号番等式型・法工、種工 xaM ．3 ）類種

.81 )1 所場工施 .61 所場工施

)2 分区域地工施 .71 域地工施

.91 無有の事工間夜 .81 無有の事工間夜

.02 )1 無有の制規通交

)2 別種の路道制規

)3 量通交の路道制規

)4 ）値表代（数線車制規

)5 段手保確の通交

.12 )1 無有の工施接近

)2 物造構るす接近

.22 分区・名者術技
全（ 51 ）るす力入を割役れぞれそ。でま名

.02 分区・名者術技
各者術技任主、者術技理監、人理代場現（ 1 、名

者術技当担 3 ）名
.12 欄考備

.32 VJ （者業負請成構の 8 ）でま社 .22 VJ （者業負請成構の 21 ）でま社
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「技術データ」の変更点
　「技術データ」は、「最近の建設技術への対応」と「入札参
加資格審査に用いる項目」を考慮し、すべての「工種・工
法」について、主に以下の3点について変更しています。
①Ver.3では、「平均値」の入力であったものを「代表値」と
し、その他に、資格審査で必要な「最大値」を別データと
して設けました（例①）。

②選択肢の項目に新しい項目を追加しました（例②）。
③以下に示す「工種・工法」を追加しました。
138：情報ボックス 139：電線共同溝
137：フーチング工 036：非開削特殊工
029：サーチャージ工法 030：軽量土工法

■CORINS2000登録上の注意点
　CORINS2000は、項目の追加・削除や入力内容の変更がいくつかありますので、登録の際に注意が必要です。特に
注意しなければならない項目について以下に示します。
請負金額の単位
　Ver.3では請負金額の単位が（千円）でした。CORINS2000では（円）単位になります。
技術者の入力様式（その1）
　技術者の入力において、Ver.3では、「現場代理人」、「監理技術者」、「主任技術者」が各々1名しか入力でき
ませんでしたが、CORINS2000では最大15名の技術者を入力でき、それぞれの役割（現場代理人、監理技術者等）
を選択する形式といたしました。ＪＶ工事で、主任技術者が構成会社単位に従事する場合などを想定いたし
ました。
技術者の入力様式（その2）
　受注時，途中変更時，竣工時登録をするとき、Ver.3では、登録時点での技術者を入力することになっていま
したが、CORINS2000では、工事に従事する全技術者（予定も含む）を入力することになります。
技術者変更の登録手順（例）

技術データの単位
技術データの中で、容積や面積の入力で、（千ｍ3）や（千ｍ2）の単位がありましたが、これらを全て
（ｍ3）や（ｍ2）の単位に変更しました。

（例①）031：NATM，矢板トンネル，TBM
　CORINS Ver.3 CORINS2000
　4．構造規模 4．構造規模
　　1）施工延長 　1）施工延長
　　2）全延長 　2）全延長
　　3）内空面積（平均）　 　3）内空面積（代表値）
　 　4）内空面積（最大値）

（例②）014：バーチカルドレーン工法の「ドレーンの種類」
　CORINS Ver.3 　CORINS2000
　①サンドドレーン →①サンドドレーン
　②袋詰めサンドドレーン →②袋詰めサンドドレーン
　③プラスチックボードドレーン →③プラスチックボードドレーン
　④グラベルドレーン →④グラベルドレーン
　 　⑤ファイバードレーン（追加項目）
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〒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２階
TEL.(03)3505-0411　FAX.(03)3505-2665

財団法人　日本建設情報総合センター
　　　　　ＣＯＲＩＮＳセンター

Japan Construction Information Center

■CORINS2000説明会開催

　是非ご参加ください
　CORINS2000をリリースするにあたり、建設会社およ
び公共工事発注機関に対して、JACIC主催による説明会
（無料）を各都道府県ごとに行う予定です。詳細スケ
ジュールは、後日、何らかのかたちでお知らせする予定
です。お知らせがなかった場合は、CORINSセンターま
でお問い合わせください。

CORINS2000説明会スケジュール（予定）

9月13日～9月27日

関東ブロック

（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山

梨、長野）

10月2日～10月13日

近畿ブロック

（福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）

10月30日～11月7日

北陸ブロック

（新潟、富山、石川）

9月20日～9月28日

中部ブロック

（岐阜、静岡、愛知、三重）

10月23日～11月6日

北海道および東北ブロック

（北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

10月10日～11月2日

九州ブロック

（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖

縄）

11月9日～11月17日

中国ブロック

（鳥取、島根、岡山、広島、山口）

11月13日～11月16日

四国ブロック

（徳島、香川、愛媛、高知）

ホームページのご案内
JACICのホームページ
http://www.jacic.or.jp/

　JACICトピックス、建設省有資格者名簿一
覧、建設技術情報などを見ることができま
す。

CORINSのホームページ
http://www.jacic.or.jp/corins.html

　CORINSの「データ登録時の注意事項」や「オン
ライン登録手続き」等を確認することができま
す。
　また、CORINS2000説明会のスケジュールも
順次掲載していく予定ですので、併せてご覧
ください。


