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（１）コリンズ・テクリスの役割と利活用

コリンズ：工事実績情報システム
Construction Records

Information Systems

公共発注機関から受注した企業の工事・業務の
実績情報を収集し、公共事業の発注における公
平かつ適正な企業選定を支援するため、発注機
関に提供するとともに、企業が自社実績情報とし
て利活用できるデータベースシステム

役割

テクリス：業務実績情報システム
Technical Consulting Records

Information Systems

コリンズ・テクリスの利活用

１.コリンズテクリスの概要
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（２）法令等における位置づけと開発経緯①

 各発注機関が共同で利用でき、企業の技術力を公正に評価しうる工事実績情報のデータ
ベースの整備の必要性を提言

中央建設業審議会建議「公共工事に関する入札・契約制度の改革について」平成5年(1993年)

建設省の要請を受けて、JACICにおいて、コリンズ・テクリス（工事・業務実績情報システ
ム）の開発・運用開始 平成６年（1994年）

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（適正化法）平成12年

 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（品確法）平成17年（平成26年、令和元年改正）

政府の基本方針や関係指針において、工事・業務実績情報データベースの整備・活用が求
められている。
また、多くの公共発注機関等が定める共通仕様書等において、コリンズ・テクリス等への登録
が義務付けられている。

１.コリンズテクリスの概要
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（２）法令等における位置づけと開発経緯②

年月 コリンズ テクリス
1994.03 登録開始（請負金額5,000万円以上）
1995.04 発注機関へのデータ提供開始 登録開始（請負金額500万円以上）
1996.04 発注機関へのデータ提供開始
1997.04 登録範囲拡大（請負金額2,500万円以上）
2002.10 登録範囲拡大（請負金額500万円以上）
2009.03 登録範囲拡大（請負金額100万円以上）
2009.08 Web版登録システムリリース（CT7）
2010.02 Web版検索システムリリース（CT7）
2010.05 Web版検索システムリリース（CT7）
2019.01 Web版登録システム、検索システムリニューアル（CT8）

１.コリンズテクリスの概要
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（2022年3月末時点）

（3）利用状況（登録件数の内訳）

企業数(社) 登録件数(件) 技術者数(人)

コリンズ 15.9万 622.3万 -

テクリス 1.7万 236.7万 -

合計 17.6万 859.0万 194.7万

国の機関
96.3万件

11%

都道府県
354.7万
件

41%

政令市
65.6万件

8%

市町村
280.4万
件

33%

独立行政法人等
24.0万件

3%

（その他）
38.0万件

4%

全登録
件数

859.0万件

１.コリンズテクリスの概要
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（2022年3月末時点）

（3）利用状況（発注機関利用数）

利用機関 コリンズ テクリス ＪＣＩＳ 合計

国の機関 24 20 5 30

独立行政法人等 62 11 1 66

都道府県等 52 65 27 69

政令指定都市等 15 24 13 27

市区町村等 878 713 236 1,081

その他 32 32 2 42

合計 1,063 865 284 1,315

・「JCIS」は、JACIC-CE協議会が運営している発注者支援データベース・システムです。
・「合計」は、コリンズ・テクリス・JCISを複合利用している場合は、1機関としています。
・「都道府県等」、「政令指定都市等」、「市区町村等」には、公社や一部事務組合等を含みます。

１.コリンズテクリスの概要
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（１）システム改良①（令和２～３年度の主な内容）

令和２年９月
技術者登録可能人数の増加 1工事・1業務に登録できる技術者の数を最大99人に増加。

（従来は、工事15人、業務10人）

コリンズにおける技術者の役割の追加 建設業法等の改正の一部施行(2020.10.1)への対応として、コリンズで選択できる技術
者の役割の選択肢に、監理技術者補佐、監理技術者補佐（工場製作）を追加。

令和２年12月

「発注機関確認担当者情報」の表示・引
用機能の追加

「登録のための確認のお願い」※に、発注機関確認担当者情報を表示するとともに、次回
登録時に自動で引用可能とした。

新しい業務キーワードの追加 テクリスの業務キーワードに、23の新しいキーワードを追加。
例）AI（人工知能）、UAVレーザー測量、三次元モデルなど。

動作確認済みブラウザの追加 検索システムの動作確認済みブラウザに、「Microsoft Edge」と「Google Chrome」を
追加。

令和３年９月

「登録のための確認のお願い」の押印廃
止

「登録のための確認のお願い」※から発注機関確認担当者の押印欄を廃止し、署名又は
メール等による確認結果があれば登録可能とした。

一定時間ログイン不能となるケースの解
消

「×」ボタン押下や予期しないエラーの発生などでシステムを終了した場合でも、すぐにログイ
ン可能となるよう変更。

海外工事/業務の実績登録の改善
国土交通省「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰」制度の認定を受けている場合は、
登録時の事前確認を発注機関に代わり国土交通省が行うことで、コリンズ・テクリスに登録
できるよう運用を変更。また、海外の発注機関が発注する工事／業務の場合に限り、技
術者の入力チェックを一部緩和など。

動作確認済みブラウザの追加 登録システムの動作確認済みブラウザに、「Microsoft Edge」と「Google Chrome」を
追加。

※「登録のための確認のお願い」：発注機関に工事・業務実績データ登録の事前確認を依頼するために作成する書面

２.最近の取組
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（１）システム改良②（海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度への対応）

・海外インフラプロジェクトに従事した本
邦企業の技術者の実績を国土交通
省が認定し、特に優秀な者については
表彰する制度(令和２年度創設)。

・国土交通省が認定した工事・業務に
ついては、コリンズ・テクリスへの登録を
可能とする。
(従前は、発注者による事前確認が必要
であることも、登録が進まない一因だった）

・コリンズ・テクリス登録件数
[令和４年6月22日時点]

令和２年度 568件 (過去５年）
令和３年度 445件 (過去10年）

２.最近の取組



（２）発注機関向けデータ提供サービス ①平準化率データ(令和２年４月～)

平準化率データ提供サービス
内容 発注機関ごとの過去３カ年度の平準化率データ

を提供
類型 定型版及びカスタマイズ版
提供対象
範囲

国の機関：全発注機関
地方公共団体：全地方公共団体 等

利用料金 定型版：定額
（国等¥11,000/件、市区町村¥1,000/件）
カスタマイズ版：見積もりによる

申し込み
方法

申し込みフォーム

提供方法 PDFまたはエクセルデータをメールにて

 「品確法」及び「適正化法」により、発注機関では施工時期の平準化を図るための措置を講じる必要がある
 工事の稼働状況をグラフ化し、工事量の年度平均と4-6月の比率を求めた「平準化率データ」を提供

平準化率＝ 4～6 月の平均稼働件数・金額
／年度の平均稼働件数・金額

２.最近の取組



（２）発注機関向けデータ提供サービス ②データ抽出・提供(令和２年10月～)

データ抽出・提供サービス
内容 利用目的に応じてデータを加工し提供
提供対象
範囲

コリンズ契約機関：コリンズ加工データ
テクリス契約機関：テクリス加工データ

利用料金 申し込み内容に応じた見積もり
申し込み
方法

申し込みフォーム

提供方法 データ形式を含め、申込者と調整して決定

 コリンズ・テクリス契約の発注機関が希望する条件でデータを抽出し、提供するサービス

例１
軟弱地盤処理工事の詳しい
実績データを一覧で欲しい！

例２
××県発注工事に従事している
技術者の従事期間を可視化したい

No. 件名 工期 工法 層圧 土質 技術者 従事期間 工期・従事期間

1 ●●道路改良工事 2018.4.10～
2018.9.30

置換工法 45m 礫質土 ○山×夫 2018.6.1～
2018.8.31

● ● ●

2 ××宅地造成工事 2018.6.15～
2018.12.10

プレローディング工法 37m 粘性土 ■村△太 2018.7.1～
2018.9.30

● ● ●

： ： ： ： ：

【出力例】

２.最近の取組
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（３）システムリプレース①（位置づけと考え方）

• ソフトウェア的な対応で可能な、小規模なシステム改良は、ほぼ毎年実施
• 大規模なシステム改修（ハードウェア更新も含む）は概ね10年毎に実施
• 法定耐用年数や予防保全的観点から、ハードウェアを5年で更新（システムリプレース）
これに併せてハードウェア構成に影響する改良を実施

• 現行サービスの維持やシステム安定稼働の観点から、ハードウェアの機能上の課題に対応する。

• 利用者の利便性向上の観点から、利用者アンケートやヘルプデスク等に寄せられた意見・要望のうち、毎年の小
規模改良では対応困難だった事項について、現時点で技術・運用両面から対応可能な改良を行う。

• データベースの信頼確保の観点から、虚偽登録の防止やセキュリティ確保に関する事項については、現行システム
と同等以上の機能を具備することを前提とする。

今回の改良
(令和５年度予定) 

1. コリンズ・テクリスのシステムリプレースの位置づけ

2. システムリプレースに伴う改良の考え方

２.最近の取組



分類 概要・目的 主な検討項目
1. 保守期限到来への

対応
保守期限を迎える機器の入れ替え等を
実施し、メーカーサポートを受けられるよう
にする。

 ハードウェア入れ替え（ネットワーク回線見直し含む）
 OS、ミドルウェア等バージョンアップ

2. ハードウェアの機能
向上

現在の運用で発生しているハードウェア
機能上の課題を改善し、システムの安
定稼働に備える。

 バッチ処理およびバッチ処理関係サーバのリソース見直
し

3. 機能改善・向上の
ための改良

システム構成への影響が大きいため毎年
の小規模改良では困難だった改良を行
うことで、利用者の利便性を改善・向上
を図る。

 発注機関における登録内容確認時の署名・押印見直
し(登録内容確認のオンライン化)

 ログイン時のパスワード強化
 使用可能文字種の拡大
 既存方法（G-IPによる接続元制限、デジタル証明書
インストール）以外での検索システムの利用
(ワンタイムパスワードによるログイン）

 技術者実績の検索機能改善
 自社実績データ検索機能の拡充（「技術データ詳細」
での検索）

13

（3）システムリプレース②（主な改良内容）

２.最近の取組
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（3）システムリプレース③（登録内容確認のオンライン化）

これまでの登録の流れ 登録内容確認システムを利用した登録の流れ

２.最近の取組
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（3）システムリプレース④（検索システムにおけるワンタイムパスワードによるログイン）

新しいアクセス（ログイン）方法

利用責任者 氏名：○田▲郎
部署：××部△△課
メールアドレス：xxx@xxx.jp

利用者 ○田▲郎

庁舎（G-IP登録あり）

庁舎外（G-IP登録無し）

検索システム

利用者 ○田▲郎

庁舎外（G-IP登録無し）からアク
セスする場合はワンタイムパスワード
発行、庁舎（G-IP登録あり）の場
合はログイン名とパスワードのみでロ
グイン

庁舎外（G-IP登録無し）からアクセスす
る場合はワンタイムパスワード発行、庁舎
（G-IP登録あり）の場合はログイン名と
パスワードのみでログイン
※入口は2つ用意しユーザーが選択

検索システム
ログイン
（G-IP）

検索システム
ログイン

（ワンタイム）

同じメールアドレスが使え
ないようにチェック追加

２.最近の取組
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（3）システムリプレース⑤（自社実績データ検索機能の拡充）

登録システム 検索システム

略

略

【現状】
工種、工法・型式の指
定のみ可能

工種、工法・型式に加え
て、技術データ詳細項目
の指定が可能【改良】検索システムと同等の機能を追加する。

２.最近の取組
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3.その他
新型コロナウイルス感染拡大への対応①

緊急事態宣言下においても、コリンズ・テクリスを通常稼働する一方、出勤者数を制限するため、ヘルプデスク等の
サービスの一部休止及び受付体制の縮小を行いました。
また、それ以外の期間においても、電話受付時間の短縮 やメールによる顧客対応の一部を在宅で実施するなどによ
り、サービスの提供継続と感染対策の両立を図りました。

コリンズ・テクリスのヘルプデスク等サービスの対応状況
登録企業 発注機関

緊急事態宣言適用期間
2020/4/7（火）～5/25（月）
2021/1/8（金）～3/21（日）
2021/4/25（日）～6/20（日）
2021/7/12（月）～9/30（木）

・緊急時お問合せフォーム
・緊急時お問合せ電話窓口（平日 10:00～16:00）

下記２つのサービスは休止。
・実績移動の受付
・PFI工事登録のためのSPCの申請の受付

・緊急時お問合せフォーム

上記期間
以外

～2021/11/30

・お問合せフォーム
・お問合せ電話窓口 ※時短受付
（平日 10:00～16:00）

・お問合せフォーム
・お問合せ電話窓口 ※時短受付
（平日 10:00～12:00、13:00～16:00）

2021/12/1～
※時短受付解除

・お問合せフォーム
・お問合せ電話窓口（平日 9:00～17:00）

・お問合せフォーム
・お問合せ電話窓口
（平日 9:15～12:00、13:00～17:00）
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3.その他
新型コロナウイルス感染拡大への対応②

コリンズ・テクリス利用者アンケート(R2、R3年度)におけるヘルプデスクに対する
満足度は、やや不満、不満が登録企業で4～5％、発注機関で1～２％で、例
年と同様でした。
また、不満と感じた方の時期については、緊急事態宣言中とそれ以外で大きな
差は見られなかった。
⇒全体としては大きな混乱なくサービスを提供できたと考えており、利用者の皆
様のご理解・協力をいただいたことに、改めて深く感謝申し上げます。

緊急事態宣言中

緊急事態宣言の期間以外

時期不明

登録企業の回答



ご清聴ありがとうございました
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