
2000年5月１日発行

 TECRISの概要
　ＴＥＣＲＩＳ(※)は、公共発注機関ならびに公益
民間企業から発注された業務に関する「業務実績情
報」や「技術者情報」、「会社情報」をデータベース
化し、情報提供するものです。平成５年１２月２１
日の中央建設業審議会でまとめられた建議の主旨に
基づき、調査設計等業務の発注における企業選定に
ついて、手続きの透明性・客観性、競争性を高める
ことを主な目的として、建設省の要請を受け（財）日
本建設情報総合センター(ＪＡＣＩＣ)が整備・運用
を行っています。

ＴＥＣＲＩＳ情報の流れ

 TECRISをとりまく状況
　ＴＥＣＲＩＳは平成５年１２月の中央建設業審議
会の建議を契機に、平成７年４月より運用が開始さ
れましたが、平成１０年２月に再び「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」と題した建議が出されています。この建議
では、技術と経営に優れた企業が伸びられる透明で
競争性の高い市場環境の整備について述べられてお
り、データベース・システムのより一層の活用およ
び普及について言及しています。
　さらに平成１２年４月「設計・コンサルタント業
務等入札契約問題検討委員会」の中間発表では、よ
り具体的なコンサルタント業務におけるプロポーザ
ル方式の拡大とともに、公募型の対象金額の引き下
げを行い、入札手続きにおける一層の透明性・競争
性を目指す事としております。
　その場合、発注者への支援体制の強化としてＴＥ
ＣＲＩＳを拡充した企業・技術者評価データベース
の構築が提案されており、これを企業選定に活用し
ていく方針が示されております。
　また、地方公共団体においても同様に、企業、技
術者評価を適正に行うため、データベースの活用を
促進するとともに、公募型の拡大を求めていく方針
です。

※ＴＥＣＲＩＳ：測量調査設計業務実績情報サービス
（Technical Consulting Records Information Service）

TECRISホームページ
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。

ＴＥＣＲＩＳのホームページ

http://www.jacic.or.jp/tecris.html
ＴＥＣＲＩＳ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。
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 オンライン登録サービス
　業務実績データをＴＥＣＲＩＳへ登録する方法は、
「ＦＤの送付」と「オンライン登録」の２種類がありま
す。オンライン登録とは、ＴＥＣＲＩＳ入力システム
で作成したデータを電話回線を利用して直接ＴＥＣ
ＲＩＳセンターに送付するもので、以下のような利点
があります。
①データ送付に要する時間の短縮
「オンライン登録」によるＴＥＣＲＩＳデータの送
付は、「ＦＤの送付」にくらべ、送付に要する時間を
短縮することができます。ＴＥＣＲＩＳへの登録が
義務付けられている（仕様書等に明記されている）
場合、登録までの期限（業務等共通仕様書では契約
後１０日以内となっています。）が定められている
ことから、「オンライン登録」が大変有効です。
②送料が不要
「ＦＤの送付」で必要な送料がかかりません。電話回
線による通信料は発生しますが、全国どこからでも
１分当たり１０円ですので、費用はわずかで済みま
す。

「オンライン登録」（受領書受け取りまで約３日）

「ＦＤの送付」（受領書受け取りまで約５日）

■オンライン登録サービスの利用手順
必要なもの
オンライン登録をご利用いただくためには、以下
のものが必要です。
① パソコン（Windows95または98）
② Netscape Navigator3.0以上
③ モデムまたはターミナルアダプタ（ＴＡ）
ご利用手順
①「オンライン登録サービスを利用したい。」とＴ
ＥＣＲＩＳセンターに電話（０３－３５０５－
２９７３）をして下さい。
②ＴＥＣＲＩＳセンターから、「ＴＥＣＲＩＳオ
ンライン登録サービス利用申込書」をＦＡＸし
ます。
③必要事項を記入し、押印した「ＴＥＣＲＩＳオ
ンライン登録サービス利用申込書」と過去に登
録した「業務カルテ受領書」（直近のもの）の写し
を、ＴＥＣＲＩＳセンターへ送付して下さい。
④ＴＥＣＲＩＳセンターから「データオンデマン
ドサービス加入申込書」と「ユーザ登録通知書
（ユーザＩＤ、パスワード）」、「パンフレット」を
送付します。
⑤「データオンデマンドサービス加入申込書」に
より、ＫＤＤに登録手続きを行って下さい。この
手続きに、加入料や工事費等は一切かかりませ
ん。
⑥７～１０日程度で、「データオンデマンドサー

ビス開始のご案内」が届きます。その後、手順書
に従い、以下の操作を行うとオンライン登録
サービスがご利用できます。
・ダイヤルアップネットワークを設定する。
・JACIC Net Extraに接続する。
・Netscape Navigator（3.0以上）を起動し、所定の
URLを入力する。【初回ご利用時にオンラインサ
インアップ（ユーザ登録）が必要です。】

■サービス内容
前述の手続きにより、オンライン登録をご利用い
ただきますと、ＴＥＣＲＩＳへの登録手続きとは
別に、以下のサービスが無料でご利用できます。
直近の登録状況確認
過去２週間の間に登録受付が完了している業務
を閲覧することができます。
完了時未登録の確認
契約時登録を行った業務で、完了予定日が一定
期間過ぎているにもかかわらず、完了時登録し
ていない業務を確認できます。ＴＥＣＲＩＳで
は、完了時登録が完了してはじめて実績となり
ます。
ＴＥＣＲＩＳセンターからのお知らせ
ＴＥＣＲＩＳセンターからのお知らせやＱ＆Ａ
を閲覧することができます。
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 TECRISの登録状況
　ＴＥＣＲＩＳは、平成５年度以降に完了した業務
の実績を登録しており、その件数は年々増加してお
ります（現在は平成 7 年度以降の業務のみを登録対
象）。運用開始時点では、調査設計業務が対象であっ
たものを、平成８年１０月より測量業務を追加した
ことにより大幅に増加しています。
　発注機関別の登録状況を見ると、都道府県および
市区町村のしめる割合が多く、運用開始当初にくら
べると、その割合も増加しています。このことから、
仕様書等に登録を義務付ける地方公共団体が増えて
きているものと考えられます。

TECRIS登録状況

※平成12年3月末現在

TECRIS登録件数の発注機関割合

 発注機関の活用状況
　皆様の登録した全国の業務実績情報が１つのデー
タベースとなり、公共発注機関では「各企業の業務
実績の確認」や「手持ち業務の確認」、「技術者の実
績確認」等に用い、発注時の企業選定に活用してい
ます。

TECRISの発注機関活用状況

※平成12年3月末現在

 義務付け登録と自主登録
　業務受注時の共通仕様書・特記仕様書等に、Ｔ
ＥＣＲＩＳへのデータ登録が明記されている場合
の登録を「義務付け登録」と呼んでいます。それ
に対して、義務付けされていない業務の登録を
「自主登録」と呼び、公共発注機関の発注業務であ
れば、自主的に登録することができます。但し、
自主登録の場合にも発注機関への事前確認は必要
です。今後、発注機関のＴＥＣＲＩＳ活用が進む
中、業務実績を登録する価値はますます大きく
なってくると思われます。

 完了登録も忘れずに
　ＴＥＣＲＩＳへの登録は、「契約時登録」と「完
了時登録」の２回行うこととなっています。「契約
時登録」のみ行い、「完了時登録」を行っていない
と、実績業務ではなく、手持ち業務として扱われ
ることになります。業務履行期間を過ぎても「完
了時登録」を行っていないものについては、定期
的に調査し、お知らせしておりますが、出来るだ
けお早めの登録手続きをお願いいたします。

 受領書にカルテ表示
　平成１２年３月１５日より、登録された業務カ
ルテの抜粋を、登録後に発行する「受領書」に記
載することとなりました。登録した内容を確認し
た上で、受領書のコピーを発注機関に提出して下
さい。

 北海道地方センター開設
　これまで、ＪＡＣＩＣの地方センターは全国８カ
所（仙台，東京，新潟，名古屋，大阪，広島，高松，
福岡）にあり、各種事業を行ってまいりましたが、平
成１２年４月より、９カ所目として北海道地方セン
ターを開設いたしました。北海道地方センターでは、
「建設ＣＡＬＳ／ＥＣ」の啓蒙普及活動を中心に行っ
てまいります。ＴＥＣＲＩＳに関するサービスは、
「入力システムの販売」のみとさせていただきます。
登録手続きについては、従来どおりＴＥＣＲＩＳセ
ンター本部（東京）へお願いいたします。

国の機関
都道府
県・政令指
定都市

市区町
村・その他 計

活用中 22 11 2 35

検討中 1 21 80 102

計 23 32 82 137

業務実績＋手持ち業務
（件）

平成 5年度 38,730

平成 6年度 40,268

平成 7年度 41,166

平成 8年度 49,208

平成 9年度 53,876

平成10年度 58,544

平成11年度 59,027

合計 340,819

登録企業数 6,202社

登録技術者数 96,157人
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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)3505-2973  FAX.(03)3505-2974
http://www.jacic.or.jp/tecris.html  E-mail:tecris@sup.jacic.or.jp

財団法人　日本建設情報総合センター
　　　　　ＴＥＣＲＩＳセンター

Japan Construction Information Center

 よくある質問（Ｑ＆Ａ）

Ｑ．新規技術者の登録はどのようにするのですか。
Ａ．「会社固有情報入力システム利用マニュアル」
に添付されている「技術者情報登録申請書
（新規）」に必要事項を記入し、会社印を押印
の上、ＴＥＣＲＩＳセンターまで送付して下
さい。（ＦＡＸでは受け付けておりません）
　なお、「ＴＥＣＲＩＳ技術者ＩＤ」は、技術
者が会社を異動した場合も不変です。もし、
ＩＤを持つ技術者が異動してきた場合には、
「技術者情報登録申請書（異動）」をＴＥＣＲ
ＩＳセンターへ提出して下さい。この申請が
ない限り、その技術者の所属会社は異動前の
会社のままとなります。
　技術者関連の申請は、各会社の「代表部署」
による申請のみ受け付けますのでご注意下さ
い。

Ｑ．代表部署・会社固有情報の新規登録と変更方
法について教えて下さい。

Ａ．代表部署は、会社側の窓口を一元化すること
により、各種情報をより正確なものにするた
めに設置していただいております。
　代表部署・会社固有情報の新規登録および
変更は、「会社固有情報入力システム」により
データを作成し、ＦＤに出力した後、申請書
とともにＴＥＣＲＩＳセンターまで送付して
下さい。
　なお、業務データを初めて登録する場合に
は、あらかじめ「代表部署・会社固有情報の
新規登録」および「新規技術者の登録」が必
要となります。これは、同時に行うこともで
きます。

Ｑ．契約金額５００万円未満の業務が作成できませ
ん。

Ａ．ＴＥＣＲＩＳでは、対象金額を５００万円以上
としていますので、５００万円未満のデータを
入力システムで作成することはできません。
　なお、契約変更により、途中から請負金額５
００万円以上となった場合には、履行期間開始
日を本契約上の開始日とし、その他のデータは
契約変更日の内容で作成し、登録して下さい。

Ｑ．技術データの入力方法がわかりません。
Ａ．技術データとは、橋梁の長さやボーリングの深
さなど、測量調査設計業務の技術的な要素を数
値データ等で表したものです。この技術データ
は必須入力ではありません。発注者と相談の
上、必要な場合には入力して下さい。

Ｑ．オンライン登録の手続き方法を教えて下さい。
Ａ．オンライン登録の申込方法は、「ＴＥＣＲＩＳ
入力システム利用マニュアル」に添付されてい
る「オンライン登録サービス利用申込書」に必
要事項を記入し、過去にＴＥＣＲＩＳへ登録し
た業務カルテの内、できるだけ新しい「業務カ
ルテ受領書」のコピーを１枚同封し、ＴＥＣＲ
ＩＳセンターまで送付して下さい（ＦＡＸでは
受け付けておりません）。後日、接続方法及び
接続に必要となるＩＤ／パスワードに関する書
類を送付致します。

Ｑ．発注機関を選択しようとしたが、発注機関リス
トにありません。統廃合等でなくなったものと
思われるのですが。

Ａ．統廃合が行われた発注機関は、統廃合前の発注
機関を選択した後、「発注機関名称」を直接、
新しい発注機関名に修正していただくことにな
ります。発注機関の統廃合の情報、及び、統廃
合前の発注機関選択の方法については、「ＴＥ
ＣＲＩＳセンター」にご確認下さい。


