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１．はじめに
コリンズ・テクリス（工事・業務実績情報システム）は、

平成6年のサービス提供開始以来何度かのシステムのバー
ジョンアップを図ってきました。昨年８月には、WEB方
式を採用したコリンズ・テクリスの「新しい登録システム」
（企業向け）が運用を開始し、引き続き本年２月からは「新
しい検索システム」（発注者向け）のテクリス版を運用開
始しました。
本年5月末からは、コリンズを加えた全体の検索システ

ムを、市町村の利用者を含め、巾広くご利用いただける
こととなりました。
当面は、利用者の皆様方には、現行の検索システムと「新

しい検索システム」とを併行して利用いただけることと
なります。
ここでは、コリンズ・テクリスの「新しい検索システム」

の特徴や今後の利用拡大のスケジュールを紹介したいと
思います。

２．コリンズ・テクリスの新しい検索システム（発注者
向け）の主な特徴
新しい検索システムは、現在の検索システムに比べ、

利用者の使い勝手を考慮し、次のような様々な改良を加
えています。
２．１　Web方式を採用し、利便性が向上
現行のＣ／Ｓ（クライアントサーバ）方式に変えて

WEB方式にしました。そのため、利用するパソコンにソ
フトをインストールする必要が無くなりました。また、
電子証明書は廃止し、認証はログイン名とパスワードを
利用した方式としました。
２．２　補償コンサルタント業務等の検索項目の追加
　新しい登録システムの新規登録項目にあわせて、検索
項目を新たに追加し、補償コンサルタント業務等の検索
ができるようになりました。
２．３　検索方法の大幅な改良
・検索画面が見やすくなり、検索時間も短縮されました。
・フリーキーワードによる検索が可能となり、工事件名、
業務件名による検索も可能になりました。

・複合検索では絞り込み検索が容易にできるようになり
ました。

・発注条件の違いによる検索結果の比較表が容易に作成
できるようになりました。

　その他にも様々な改良を行っています。

３．新しい検索システムの利用拡大のスケジュール
３．１　利用対象を順次拡大
　新しい検索システムは、２月からの当面の間、テクリ
スの検索システム（設計、測量、地質調査、補償コンサ
ルタント業務等を対象）を国・都道府県等の利用者に対
して先行運用していました。本年5月末からは、コリンズ
（工事を対象）を含んだ全体の検索システムについて運
用を開始し、順次利用対象者を拡大していく予定です。
各発注機関には、順次JACICから個別にご案内をして、
契約や利用に関する調整を進めていきます。利用頻度の
多い国や都道府県、政令市から順に運用を開始し、その
後2ヶ月程度の期間をかけて市区町村へと利用を拡大して
いく予定です。
各発注機関では、それぞれ利用責任者を設定していた
だき、利用者のとりまとめを行っていただくことになり
ます。
３．２　平成２３年３月までは現システムとの並行運用
　「検索利用」をしている発注機関の皆様方に新しい検
索システムの操作に慣れていただくため、平成23年３月
までの期間は、現在の検索システムとの並行運用を行い
ます。
利用していただける方は、現在の検索システムの「検
索利用」契約をしている発注機関の方々であり、新たな
料金負担無しで、新しい検索システムのバージョンアッ
プ機能をお使いいただけます。
また、「直接提供」の利用契約をしていただいている

発注機関、JCISのコリンズ機能をご利用いただいている方々
にも、検索利用ができるように運用していきます。（直
接提供利用機関の新システムの環境が整うまでの間及び
JCISが改良されるまでの間は、平成23年3月以降も一定
の期間は利用可能）

４．おわりに
新しい検索システムについてはJACICホームページ

http://www.jacic.or.jpでお知らせしておりますので有効
にご活用ください。
JACICでは今後も、コリンズ・テクリスを、時代の変化、

社会要請に応じて適宜改良していきたいと考えています。
企業関係者、発注者など関係の皆様方の忌憚のないご意
見をお待ちします。

（コリンズ・テクリスセンター　センター長　猪股純）

コリンズ・テクリスの新しい検索システムのリリース

ニュースと解説
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１．はじめに

平成 21年度の電子入札コアシステム開発コンソーシ

アム（以降：コンソーシアムという）の活動について報

告します。

コンソーシアムは、電子入札の標準的な機能を提供す

るアプリケーションソフトウェアである電子入札コアシ

ステム（以降：コアシステムという）の開発・提供を目

的に、平成13年7月に設立されました。

JACIC、SCOPE（港湾空港建設技術サービスセンター）

を事務局とし、正会員、賛助会員、特別会員によって構

成され、多くの公共発注機関が特別会員として参加して

います。

現在 574団体がコアシステムを採用し、そのうち 428

団体が既に電子入札の運用を開始しています。（平成22

年3月末時点）

２．平成２１年度活動状況

（１）統括会議

統括会議は、コンソーシアムにおける最終決定を行う

場として位置づけられ、正会員の参加の下、毎年開催さ

れます。平成 21年度は、コンソーシアムの今後の継続

を審議する年度となっており、本年4月に開催した統括

会議において、平成23年度までの継続が承認されました。

（２）仕様検討ワーキング

仕様検討ワーキングは、隔月で開催され、正会員の技

術担当者が参加し、コアシステムの仕様や認証、ユーザ

要望への対応などについて検討を行う会議です。平成21

年度の主な項目としては、事後審査型一般競争入札や、

建設コンサルタント業務案件の総合評価落札方式の機能

追加、質問回答機能の改良等について検討しました。

（３）地方ブロック会議

地方ブロック会議は、全国を 9つのブロックに分け、

各ブロックのユーザ同士による情報交換及び本部から電

子入札に関する最新の技術情報等の提供を行う場として、

平成18年度から実施している会議です。

平成 21年度は、ユーザ間の情報交換を行うとともに

事務局で実施したアンケート調査項目の「JRE対応ルー

ルの確立」や「公的個人認証の必要性」、「業務の総合評

価落札方式」について意見交換を実施しました。

（４）ユーザ会議

ユーザ会議は、コアシステムのユーザを対象に地方ブ

ロック会議の総会として毎年東京で開催され、平成21

年度は、68団体、総勢 118 名が参加しました。（平成

22年 1月 22日開催）

地方ブロック会議で挙げられた質疑やアンケート調

査の結果等を基に全国規模での情報交換を行いました。

（５）特別会員会議

特別会員会議は、コンソーシアムの特別会員である

公共発注機関が、一同に集まり情報共有を図る会議と

して、毎年ユーザ会議と同日に開催され、コアシステ

ム未採用の団体を含む82団体、総勢160名が参加しま

した。

今回は、コアシステムの機能改良に関する今後の予

定や、政府から提示されている暗号アルゴリズムの移

行等について情報提供を行いました。

（６）コアシステムの改良

平成21年度の機能改良として、事後審査機能につい

てユーザアンケート等の結果をふまえて検討を行い、

平成22年 5月を目処にカスタマイズ手順書をリリース

することとしました。

ブラウザやOS等の更新に伴う、クライアント環境

の対応としては、Internet Explorer8（IE8）やWindows 

Vista SP2（サービスパック2）の動作確認を実施し、

クライアント環境に追加しました。

また、今後のWindows７の対応準備としてRC版（リ

リース候補版）による動作確認や、民間認証局との更

新スケジュールの調整などを行いました。

（７）暗号アルゴリズム移行

今後のコアシステムに影響する重要事項として平成

25年の暗号アルゴリズムの移行があります。

コンソーシアムでは、JIPDEC（日本情報処理開発

協会）が開催した、「電子署名法における暗号アルゴリ

ズム移行研究会（総務省、法務省、経済産業省も参加）」

に参加し、暗号アルゴリズムの移行に伴い、コアシス

テムユーザが受ける影響等について意見を交換しました。

３．今後の取り組みについて

引き続きコアシステムを利用いただくため、コアシ

ステムにおいて対応が必要となる事項等について、正

会員や民間認証局と協力し、ユーザのサポートを継続

して参ります。

（CALS/EC部　主任研究員　菊地修）

２０１０.６月号

－2－

電子入札コアシステム開発コンソーシアム
平成２１年度活動報告

CALS/ECコーナー
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研究助成成果概要
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テキストマイニングによる地域ニーズの分析手法

の開発に関する研究

―モンスーンアジア地域の水資源インフラ整備―

独立行政法人水資源機構
総合技術センター　主幹　杉浦政裕

１． 研究目的

本研究の目的は、事業企画の実務担当者が事業企画段

階において、大量の文書から「曖昧なニーズ表現の中に

含まれている真実」を的確に把握し、事業計画の経験や

現場感覚を十分に引き出すための「気づき」を支援する

手法を提案することである。人間の「気づき」を支援す

るためには、大量の文書の構文解析や単語出現頻度の分

析を行っただけでは役に立たない。単語のネットワーク

が作り出している意味を的確に把握することが求められる。

そのためには、分析結果を可視化し、実務担当者の「気

づき」を最大限に引き出すことが重要となる。

そこで本研究では、人間の経験や感覚を最大限に活用

し創造するための「気づき」を支援するために、膨大な

文書から的確な情報を取り出し、分析結果の可視化を図

る手法を提案する。

２． 研究手順

水資源インフラ整備ニーズを深く分析するためには、

フリー記述のアンケートを住民、政府の両者に対して実

施することが望ましいが、ここでは社会の中に潜む水資

源インフラ整備ニーズを探る分析手法の開発に焦点を合

わせるため、客観性が高く収集しやすい新聞記事の分析

を採択する。

本研究において新聞記事を代用した理由は、①事実を

客観的に伝えることにより発達してきたマスメディアの

中でも特に影響力を持つ、②マスメディアを通じて膨大

な情報が流通しており、マスメディアの動向を知ること

は社会ニーズを考えるうえで重要となると判断したから

である。新聞は、インドネシア国内で発行されている現

地新聞『じゃかるた新聞』を選定する。分析対象は、水

資源インフラ関連記事（じゃかるた新聞社のオンライン

データベースの制約上1年分）とする。

しかし、単年分の分析では蓄積された膨大な情報を生

かし、ニーズの全体像と時系列的な変化に対して十分な

アプローチは困難である。そこで、日本の主要な新聞で

ある『毎日新聞』における水資源インフラ関連記事（1992

年、1996年、2000年）を時系列分析することにより、手

法の妥当性を確認する。

そして、この手法に基づき『じゃかるた新聞』１年分

の記事によるニーズ分析の結果とその限界について考察

する。

３． 研究成果

提案した分析手法は、①的確に情報を取り出して社会

状況を大まかに可視化し、②人間の経験や感覚を最大限

に活用するための「気づき」を支援できることが明らか

になった。

その一方でこの手法は、単語の出現頻度に着目し、多

変量解析による分析をしているため、次のような限界も

明らかになった。①出現頻度が低くて目立たない単語か

ら将来の社会の変化の予兆を発見することができない、

②単語をネットワークとして捉えなければ将来の予兆な

ど重要な知識は得られない。

４． 今後の発展

多変量解析によるテキストマイニングの限界を克服す

るためには、例えばグラフ理論、ニューラルネットワー

ク理論、潜在的意味解析などの適用が必要となる。これ

らの取り組みにおいても、発見が難しい低出現頻度の重

要単語の発見に近づくためには、分析目的に応じた情報

源の加工作業である「辞書」を整備することは重要になる。

分析対象に応じた辞書を整備することは、不要なノイズ

を切り捨て、重要な単語を抽出し、分析目的に合致した

意味や評価を行うためには不可欠である。そのため、分

析手法の開発と併せて辞書整備への取り組みが、益々重

要となる。

今後、文字情報データベースや辞書の構築を図り、テ

キストマイニングによる単語ネットワーク分析の研究を

進めることにより、様々な切り口から日本国内外の河川

や道路に関する建設・管理事業に対するニーズやシーズ

の分析支援を期待できる。

――――――――――――――――――――――――――

　JACICでは、平成 10年度から財団の設立目的に適合

する研究企画に研究助成を実施しています。平成20年度

には 11件の研究助成を実施し、平成 21年 11月に「第 7

回研究助成事業成果報告会」を開催しました。2月号か

ら順次研究助成成果概要を掲載しています。

なお、報告書は、以下のURLに掲載しています。

　http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html

（経営企画部　上席参事　落合清二）

JACIC便り
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コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成22年2月～4月）
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コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年 2月～4月）は次のとおりです。

● コリンズ 

コリンズの登録件数（契約額500万円以上） 

国の機関 

地方公共団体 

国の機関 

地方公共団体 

● テクリス 

テクリスの登録件数（契約額500万円以上） 

 2月  3月 4月 2月  3月 4月

（　）：前年同月比

（経営企画部　参事　矢田敬）

（　）：前年同月比

 

 

 

 

 

 

 

 

コリンズ登録件数前年同月比較(契約額500万円以上) テクリス登録件数前年同月比較(契約額500万円以上) 

0.8
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前
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同
月
比

国の機関 地方公共団体

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2月 3月 4月

前
年
同
月
比

国の機関 地方公共団体

1,500

（0.84）

3,200

（0.85）

2,552

（0.84）

14,786

（1.11）

17,602

（1.14）

11,995

（1.15）

498

（0.63）

592

（0.46）

4,052

（1.09）

1,603

（0.95）

1,552

（0.81）

1,610

（0.97）

社会経済情勢の変化、高度情報化社会の伸展に伴い、

官庁、自治体、民間企業では業務情報をいかに効率的に

取り扱うかが課題となっています。多くの業務情報は少

なからず、地理的な要因を含んだ地理空間情報であり、

GISを活用することが情報をより分かりやすく見せる方

法として有効です。

「JACIC TOWN」は、縮尺1/2,500都市計画基本図を基

図としており、CAD/CAMで広く使われているIGESフ

ォーマットを採用しています。データ形式は、ベクトル

型で、7分類67レイヤで管理していますので、GISの背

景図として複雑な構造化の要求にも対応が可能です。ま

た、ユーザ保有の各種データも容易に「JACIC TOWN」

と合成できます。地図情報の骨格である建物・主要な道

路・行政界等については原則として1～1.5年毎に更新し

ています。「JACIC TOWN」の整備を通じて、大縮尺の

数値地図が未整備の地方公共団体の数値地図整備が促

進され、GISのさらなる普及、利用に役立っています。

2010年3月現在の整備地域は534自治体（旧市区町村）です。

「ＪＡＣＩＣ ＴＯＷＮ」の整備

GISコーナー

道路

建物

河川

鉄道

ユーザー情報
+

（システム高度化研究部GIS室　主任研究員　徳永学紀）

レイヤ構造（イメージ）



２０１０.６月号

－5－

地方便り

四国地方センターは、コリンズ・テクリス関連の問い

合わせへの対応、公共事業に関わるCALS/ECの普及と

支援、その他広報活動などを行っています。平成21年度

の主な活動と平成22年度の活動予定を紹介します。

■電子入札コアシステム

□電子入札システム操作体験出前講座

都道府県で最後の導入となった高知県では、平成22年

4月から電子入札の本格運用が始まりました。

JACIC四国地方センターでは、高知県建設技術公社か

らの依頼をうけて、平成22年2月22日～23日にかけて開

催された受注者向けの電子入札操作体験研修に電子入札

の操作体験用のデモ環境を提供するとともに講師2名を

派遣しました。操作体験には40名が受講し、受講後のア

ンケート調査では、発注者側と同時進行で行ってくれた

ので流れが分かり易かったなど多くの方が大変参考にな

ったと答えており好評でした。

電子入札操作体験アンケート結果（高知県建設技術公社提供）

好評につき2回目の要請を受け平成22年4月13日～15日

にかけて開催された電子入札操作体験研修に2名の講師

を派遣する出前講座を実施し85名が受講しました。今後

も関係機関と連携し受注者だけでなく発注者も含めた電

子入札システムの普及促進を進めていきます。

電子入札操作体験出前講座の様子(高知県建設技術公社於)

□四国地方ブロックコアユーザ会議

本年22年度も電子入札コアシステムを採用済または採

用を検討している公共発注機関の情報交換の場として、

四国地方ブロックコアユーザ会議の7月開催を予定して

います。

■コリンズ・テクリス

□新検索システム試行の要請活動

企業評価と発注業務を支援する「コリンズ・テクリス

の新しい検索システム(Web版)」が平成22年2月4日（木）

にリリースされたのに伴い、段階的に利用を拡大してい

くため、テクリスの新しい検索システム (Web版 )の試

行について関係県等への要請活動を実施しています。

□検索システム利用普及

四国の95市町村については、平成22年4月1日現在、試

用も含めると65市町村が検索システムを利用し約68％の

導入率になっています。平成19年度までの導入率27%、

平成20年度末46%、平成21年度末67%と利用普及が進ん

できています。今後も積極的に新しい検索システム

(Web版)のメリットなどを説明するとともに普及活動を

展開していきます。

■くらしと技術の建設フェアin四国2010への出展

一般の方々へ国土整備行政及び建設技術に関する理解

を深めてもらうことを目的として【くらしと技術の建設

フェア in 四国 2010】が開催されます。今年は7月28日（水）、

29日（木）の2日間にわたって「高松シンボルタワー」（高

松市サンポート）で開催される予定です。JACICでは、

電子入札体験コーナーや、災害復旧効率化支援システム

（Photog-CAD）、CALS/ECの理解度チェックソフトの

出展を行う予定です。

■RCCM資格試験準備講習会の開催

JACICでは、今年もシビルコンサルティングマネー

ジャ（RCCM）の資格試験（平成22年11月14日（日））に

先立ち受験準備講習会の開催を予定しています。四国地

区では平成22年8月4日に高松市の香川県土木建設会館に

於いて開催を予定しています。

（四国地方センター　センター長　松尾裕治）

四国地方センター活動報告 

29％
大変参考になった
（10人）

71％

0％

参考になった
（25人）

あまり参考にならなかった
（0人）

会場：高松シンボルタワー

JR高松駅

　高松港
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2003建設技術ハンドブック

2004最新建設技術ガイドブック

JACIC情報
CD-ROM版JACIC情報
河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説
（平成9年6月）

100mメッシュ延床面積データ

パンフレット指定・任意の正しい運用について
（H15.8.1発刊）★

ボーリング柱状図作成要領（案）解説書改訂版

GISと市町村合併

地方公共団体のためのWeb GIS導入マニュアル

GISデータブック2010

地図を使ったWebサイト作成ガイド

災害復旧効率化支援システムPhotog-CAD★

CALS/EC理解度チェックソフト2009年度版

名　　　称 内　　　　容
内容
問合価格（円）

建設技術研究開発の基本方針、技術開発に関する諸制度、技術管理の
最新情報、入札・契約制度、コスト縮減、積算関係、建設技術開発、
技術管理業務等をわかりやすく紹介。

国土交通省等で行われる河川定期縦横断測量業務の実施方法、成果、
電子情報化等についての標準的な手法を掲載。

平成10年度から14年度までの５年間に「建設技術評価制度」「民間開発
建設技術の技術審査・証明事業」「建設技術審査証明事業」で評価、証
明された最新建設技術を掲載。
JACICの機関誌で、建設関連情報や、多様化する建設の動きを紹介したもの。
JACIC情報創刊号から59号までの記事を集録。

治水経済調査における家屋資産額算出時に必要となる延床面積のデータ。

積算システム基準書の設計変更の正しい運用について趣旨の周知と徹
底について解説。
ボーリング調査後に発注者へ提出する「ボーリング柱状図」の作成様式及びそ
の記入方法を記した「ボーリング柱状図作成要領（案）」の解説書。
複数の市町村間で別々に整備された地図データの共有化について検討し、
さまざまな課題の解決策を提示。GISや地図に関する問題・課題をGIS
という立場から平易に解説。
地方公共団体が運用するWeb GISの先進事例の紹介と、導入前から導
入基本計画、設計、開発、運用及びメンテナンスに至るまでの課題を
整理し対応策を提示。
国内で販売されているGISソフトウエアと地図データベースを紹介。
行政・教育機関、民間企業、NPO法人及び個人の方に至るまで、だれ
もが手軽に様々な情報を地図上に重ね合わせて提供できる、地図を使
ったWebサイトを作成するための方法を実践的かつ分かりやすく解説。
総合単価を使った災害査定申請業務をデジタルカメラを用いた写真測
量技術とCADを融合させた現地調査・測量、設計・積算等、一連の作
業をシステム化したソフトウエア。査定申請以外にも利用可能。
CALS/ECに関する最新情報を取り入れた問題を搭載したテスト形式（五
肢択一）のe-learning教材。学習者の理解度、研修成果の確認が可能。
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特集：建設分野の ICTインフラの利活用

我が国が推進するu-Japan政策により有線系のブロー

ドバンド化、無線系の高度化、放送系のデジタル化等の

ICT（情報通信技術）インフラが充実し、インターネッ

トや通信技術をベースにした様々な新しいサービスやビ

ジネスが急速に普及しつつあります。

　建設分野においては、国土交通省が管理する河川・道

路等の事業において多重無線通信、光ファイバ、衛星通

信等多彩な情報基盤のネットワークが整備され、施設の

管理や防災・減災に活用されています。また、建設工事

の施工現場では移動通信を利用した施工管理の効率化、

情報化等が行われています。

　本特集では、国、地方自治体、民間におけるICTイン

フラを活用した情報の収集・提供・共有に関する取組み

の状況について紹介します。

主な内容

①特別講座：上智大学　服部　武　教授

②国の取組みの紹介：国土交通省　他

③地域の取組みの紹介

④民間の取組みの紹介

　JACIC情報は、1冊 1,050円（税込 ,送料別）です。ご

購読のお申し込み、お問い合わせは、総務部（Tel. 03-

3505-2981）までお願いいたします。

（経営企画部　参事　矢田敬）


