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『第22回電子入札コアシステム特別会員会議』
『第9回コアシステムユーザ会議』開催報告

ニュースと解説
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平成２３年３月１日発行（毎月1回1日発行）

平成23年１月21日（金）に第22回電子入札コアシステム
特別会員会議及び第9回コアシステムユーザ会議を日本青
年館ホテルにおいて開催しましたので報告します。

１．会議の位置づけ
会議報告の前に両会議の位置付けについて紹介します。
特別会員会議は、コアシステムを採用済みの団体から
電子入札導入検討中の団体まで含めて、コアシステムに
関する最新の情報を提供する会議です。
ユーザ会議は、電子入札コアシステムを採用している
公共発注機関で構成され、全国9地方で開催する地方ブロッ
ク別ユーザ会議（以後「ブロック会議」という）の総会
として位置づけられる会議です。なお、今年度より新た
に設置された「電子入札コアシステム利用者会議」で出
された意見・要望について、議論を行う会議としても位
置づけています。
　
２．第22回電子入札コアシステム特別会員会議
本会議では、コアシステムの普及状況や平成22年度の
改良項目のリリース、平成23年～25年度に向けた検討・
改良について説明しました。
また、昨年の会議において大きな関心を呼んだ暗号ア
ルゴリズムの移行については、平成26年度からの運用開
始に対応するためコアシステムを利用中の団体において
は平成25年度中の対応が必須となっています。
その際、暗号長の変更から処理速度の低下が懸念され、
これらの改善も含めて対応を行う必要があり、コアシス
テムの新バージョンをリリースする提案を行いました。
しかし、今年度、機器更新やコアシステムのバージョ
ンアップを実施した団体や、来年度に同様の更新を控え
ている団体も多数あるため、現行の最新版であるコアシ
ステムV5.1ユーザへの新暗号アルゴリズム対応モジュー
ルの提供も合わせて行う予定であることも説明しました。
現在、暗号アルゴリズム移行については、経済産業省
を中心に、研究会や技術検討WG等が開催されており、
JACICもこれらに参加し意見するとともに動向を注視し
ています。

３．第9回コアシステムユーザ会議
特別会員会議に引き続き開催した第9回ユーザ会議では、
次の報告と意見交換を行いました。
①平成22年度地方ブロック会議結果報告
これまで合同開催していた北海道ブロックと東北ブロッ
クが今年度より個別開催となり、全国9箇所での開催とな

りました。各団体の現状や、ユーザ団体間の情報交換、
コアシステムの機能等に関する事務局への質問や確認事
項について議論が行われたことを報告しました。
②電子入札コアシステム利用者会議の報告
平成22年5月の行政刷新会議（事業仕分け）の評価結果
を受け、電子入札コアシステム利用者会議の設置、並び
に10月および12月に開催した会議の報告を行いました。
また、利用者会議と平行して実施した利用者アンケート（発
注機関および応札者を対象）の意見・要望から、改良項
目を洗い出し、今後検討していく旨を報告しました。
③平成22年度購入団体アンケート調査結果
利用者会議のアンケートとは別に12月に実施したユー
ザ団体向けアンケートの結果を報告しました。
今回の調査では、電子入札システムの構築や運用状況
等について101団体から回答をいただきました。また、ブ
ロック会議や利用者会議等でユーザから出された要望に
ついて各団体の意見を再確認しました。
④LGPKIラッパーWindows7対応案アンケート結果
アンケート結果に基づきLGPKIラッパーについて説明
しました。LGPKIラッパーは、LGPKI認証基盤上でコア
システムを利用するためのソフトウェアであり、ベンダー
独自のライブラリを含んでいるため、JACICでの品質保
証が難しいという問題があります。
Windows7対応のLGPKIラッパーについては、ユーザ
からの強い要望を多数いただいたため、暫定的にJACIC
が調達し、利用自治体に配布することとしました。なお、
平成26年度の暗号アルゴリズム移行時に、LGPKIラッパー
を新規開発する場合は、開発費を利用者負担（負担方法
は別途検討）とする考えを説明しました。

４．今後の取り組みについて
暗号アルゴリズム移行やLGPKIラッパーなど利用者の
関心の高い事項が含まれており、特別会員会議には、82
団体、総勢166名、ユーザ会議には73団体、総勢129名と、
両会議ともに昨年度より多くの団体に参加いただき、例
年にも増して活発な議論が行われました。
これからも、利用団体の暗号アルゴリズム移行がスムー
ズに行えるよう、引き続き情報収集・検討を行い、早期
の情報提供に努めていきます。
また、アンケート調査等でいただいた意見・要望を基に、
コアシステムの性能向上や機能拡張についても、暗号ア
ルゴリズム移行の時期に合わせて検討していきます。

（CALS/EC部　主任研究員　菊地修）

社会基盤情報標準化委員会（委員長：柴崎亮介東京大

学空間情報科学研究センター教授、事務局：JACIC標準部）

は、平成22年12月16日（木）グランドアーク半蔵門におい

て第22回委員会を開催し、2010年度活動計画を審議しま

した。今回は「社会基盤情報標準化推進計画2010-2012」

によって変わった新体制での始めての開催でもありました。

 

柴崎委員長の挨拶

１．2010年度活動計画

平成22年6月の委員会で策定された推進計画の初年度の

活動として、各小委員会の2010年度活動計画について報告・

了承されました。委員会体制は下図に示すとおりです。

委員会の体制

(1) 電子成果利活用小委員会のミッションと2010年度

計画

国以外に地方自治体など多様なニーズに対応できる柔

軟な要領案を検討し、社会基盤情報の電子化を促進します。

また、それぞれ維持管理と施工に焦点を当てた電子デー

タの交換・管理・利用のあり方に関する検討を行います。

2010年度は前年度からのテーマ「情報共有システム間の

連携仕様に関する標準化」に加え、各自治体の電子納品

要領や維持管理データについて調査し、その傾向を抽出

します。

(2) CAD/データ連携小委員会のミッションと2010年

度計画

データの交換や長期にわたる横断的なデータ利用を促

進する観点から、CADデータの利活用を踏まえたCAD製

図基準の改訂検討、データ連携のための共通コードに関

する検討、データのXML標準化と登録・流通・利用機構

に関する検討を行います。2010年度に関しては前年度か

らの宿題としての「数値地形図データSXF仕様（案）」の

策定、「SXF属性セットのレビュー」、「JACIC/LCDMレ

ジストリーの高度化」等のテーマに加え、新たに「CAD

製図基準簡素化に向けた調査」「共通コードの検討」など

のテーマについてWG活動を行います。

２．委員会の運営方針

推進計画では標準化活動の方針として、以下の項目を

掲げています。

・一貫性のあるEnd to Endな検討を行う。

・柔軟な適用を可能とする標準を開発する。

・地方自治体や民間のニーズを積極的に取り入れる。

・円滑な移行、効果のすばやい見える化、普及状況のモ

ニタリング、フィードバックを行う。

これらの方針を実現するため、委員会への自治体の参

加の拡大、民間団体の幹事会への参画、ニーズや普及状

況の定期的な調査、他団体の会議等の場を活用した広報

普及活動などを、幹事会を中心に戦略的に実施するとい

う運営方針が承認されました。

委員会の詳細や記者発表資料に関しては、下記のホー

ムページを参照して下さい。

URL：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

（標準部　主任研究員　河内康）
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地域保全対策情報の提供を目指した時空間測量によるウ

ィークポイントマッピング

信州大学　工学部　准教授

大上　俊之

最近の日本において、地方部は過疎化による耕作放棄

で土地は荒廃し、都市部では過密化に起因する種々の災

害の危険度が増しており、わが国はいま、国土の保全と

国家予算の有効活用を真剣に考えなければならない時期

にあるといえる。そのためには、住民参加型の地域防災

と環境保全への取り組みが急務である。この運動を促す

ために、官民一体となって地域を取り巻く空間のウィー

クポイントへの注意を深め、その変動情報を共有して、

先制的かつ予防的な対策への国民的な認識を高めること

が必要である。

広域的地理空間の時間的変動（特に、地表面の形態、

地上物体および表流水の流動条件等の変動）は、土砂災

害や環境破壊の素因となるさまざまなウィークポイント

を形成する。そこで本研究では、このようなウィークポ

イントの分布とその拡大状況を、適当な時間差のある三

次元測量で追跡した。ここでは、数ある災害の中で、近

年の降雨パターンの変化にともなって多発している「都

市内水災害」と「山地土砂災害」に焦点をあて、その検

討を行った。

「都市内水災害」に関しては、地方都市における内水

災害発生地点の特徴を明らかにするために、長野市街地

を対象として、

・長野市が所有している「豪雨災害資料」(2006年～

2009年)の内水災害データ

・被災時の降水量データ

・航空レーザー測量結果に基づく地形特性

・過去の地形図による土地利用変遷

などを分析し、長野市街地における内水災害発生地点の

特徴、特に地方都市における内水災害では「地形的」要

因が大きな発生要因の1つであるということを明らかに

した。また、それに基づいて、地形からみた内水災害危

険区域図すなわちウィークポイントの分布図を作成した。

「山地土砂災害」に関しては、地すべり地帯の地表変

位を時空間測量によってその時間的変動を観測すること

により、地表変位の観測データだけから地すべり面を三

次元的に推定する方法の開発を行った。提案手法はボー

リング調査の本数を極力少なくして経済的にすべり面の

形状を推定しようとするものである。長野市浅川地区と

長野県池田町相道寺地区に発生した地すべりに対して実

施した現地の地表変位追跡測量と、そのデータを用いた

地下すべり面の推定解析結果は、現地のボーリングで得

られたすべり面とかなり良く整合した。特に今回開発し

た多面体法による地下すべり面の三次元形状の推定は、

広域にわたる斜面防災のウイークエリアを特定できると

いう利点があり、将来的に地域防災対策に対して有効に

活用できるものと考える。現在、長野県中条村において

時空間測量による地表変位の動態観測を行って、従前よ

り地表面の変状が見られ、地すべりの危険性が心配され

ている箇所の地下すべり面形状の推定を試みている。

今後は、得られた成果をもとに、ウィークポイントの

分布等の情報をどのようにして一般市民に理解しやすい

形で具体的に表現するかを検討し、住民参加型の地域防

災、官民一体となった保全体制の実現を図るべき研究を

進める予定である。

レーザースキャナーによる地下構造物のプロダクトデータ

モデル構築と その設計･施工・維持管理への適用に関する研究

室蘭工業大学大学院　工学研究科　教授

板倉　賢一

構造物の正確な3次元幾何学モデルの作成はICTの基

盤技術をなす。しかしながら、トンネル掘削形状のよう

な自然形状を従来の測量方法で正確に測定することは難

しい。

本研究では、レーザースキャナーによる形状測量デー

タを利用して地下構造物のプロダクトデータモデルの構

築方法を開発した。併せて、そのデータモデルを地下構

造物の設計・施工・維持管理へと適用するための各種シ

ステムの整備も実施した。なお、本研究で用いたレザー

スキャナーデータは瑞浪超深地層研究所立坑工事で測定

された壁面形状データである。

当然のことながら、形状測定は掘削毎に行われるため、

データモデルの作成にあたっては、対象区間の任意測定

データを連結する必要がある。したがって、必要とされ

る測定データを迅速に選択する手法と、選択された膨大

なデータを合理的に連結する手法を整備しなければなら

ない。本研究では、この処理をRDBMを援用して迅速に

処理するシステムを開発した。

レーザースキャナーは構造物形状を0.06度間隔で測定

するため、一回の測定で膨大なデータが発生する。した

がって、参照区間が増大すると、パーソナルコンピュー

タの処理能力に限界が生じる。この問題を解決するため

JACIC便り

研究助成成果概要
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に、われわれは2の手法を開発した。

一つは、参照領域の大きさに応じて、データを間引い

て処理する方法である。すなわち、参照領域が大きけれ

ば粗い形状表現を行い、データ参照領域が小さければ精

密な形状表現を行う手法である。

二つ目は、いわゆるクラウドコンピュータ技術である。

すなわち、要求されたデータ参照領域のデータ処理をイ

ンターネットを介して、複数のコンピュータが実行する

というものである。本研究では、12台のパーソナルコン

ピュータを用いてこの手法の妥当性を検証し、良好な稼

働状況が検証された。また、同手法をPCディスプレイ上

での形状描画にも適用した。これにより、膨大な形状デ

ータの描画をストレスなく実行できるようになった。

これらの手法は、いずれもICT分野では初めて開発さ

れた手法であり、開発したシステムは実務に適用できる

ものと判断する。今後、一般的なトンネルプロジェクト

に適用することを考えている。

さらに、本研究では3次元デジタルカメラによる形状

測量についても検証を実施した。これは、レーザープロ

ファイラーがいまだに高価であり、日常的な形状測量に

適用することが困難なためである。現在開発途上にある

3次元デジタルカメラは比較的安価で、簡便に形状測量

を行うことができる。しかしながら、現在までのところ、

実用に供することのできる精度での測量結果は得られて

いない。

――――――――――――――――――――――――

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21年度に

は11件の研究助成を実施し、平成22年11月に「第8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）

特集：PPP/PFIの可能性を拓く

―民間の資金とノウハウで社会資本の充実を―

　平成22年5月に、新たな国土交通行政の道しるべとし

て策定された「国土交通省成長戦略」では、国際展開・

官民連携分野において、「インフラ整備や維持管理への

民間資金・ノウハウの活用（ＰＰＰ/ＰＦＩなど）～民間の資

金とノウハウで社会資本の充実を～」に関して、将来目

指す姿・あるべき姿を示すとともに、政策検討を推進す

ることが定められた。

　昨今、この動きと相前後して、官民の各方面では、ＰＰ

Ｐ/ＰＦＩについて、諸外国の制度や実施事例からの分析・

研究や、国内においては、平成11年7月に制定された「民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律（ＰＦＩ法）」に基づいて実施された事業の事例分析

や課題検討などが盛んに実施されてきた。

　本特集では、「インフラの整備・維持管理における官

民連携ＰＰＰ/ＰＦＩの可能性を拓く」をテーマとして、官民

連携ＰＰＰ/ＰＦＩについて解説するとともに、内閣府や国土

交通省での制度設計への取組み、国や地方公共団体等の

公物管理者における取組みの現状、民間企業等における

対応などを幅広く紹介する。

主な内容

①巻頭言：　高知工科大学　草柳 俊二　教授

②特別講座：

（株）インターリスク総研　町田 裕彦

（株）野村総合研究所　福田 隆之

③国における取組み

内閣府，国土交通省 

④地方公共団体における取組み

青森県，奈良県，横浜市

⑤民間における取組み

（社）土木学会，NPO法人社会基盤ﾗｲﾌｻｲｸﾙ

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究会，（株）大林組，（株）長大

⑥JACICの取組み

　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）

JACIC情報101号のご案内
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１．はじめに

近年、情報システムの発展に伴い、脅威が多様化し、情

報セキュリティに対して強化が迫られるようになってい

ます。

そのため、JACICでは、情報及び情報システムをあら

ゆる脅威から守るために必要な情報セキュリティ確保に

取り組んでいます。

具体的には、情報セキュリティ委員会を設置し、情報

セキュリティポリシー及び情報セキュリティ標準を策定

するとともに、情報セキュリティ意識向上を図るため、

情報セキュリティ教育を、年数回実施しています。

尚、インフラ面においては、JACICの執務室を、一般

区画、業務区画、アクセス制限区画に分けました。ICカー

ドでの入退室の管理と同時に、ICカードでのパソコン認

証ソフトの導入を行い、パスワードとICカード認証によ

る業務用パソコンの立ち上げを行っています。

2．ポリシー、標準、手順書の策定

JACICは、情報セキュリティの体系に沿って、「情報

セキュリティポリシー（平成16年10月28日策定）」のも

とに「情報セキュリティ標準（平成19年6月1日策定、平

成21年9月7日改定）」、「情報セキュリティ実施手順書」の

策定を行ってきました。これにより、JACICの情報及び

情報システムをあらゆる脅威から守るために必要な情報

セキュリティを強化しています。

3．JACIC の情報セキュリティ対応

（１） 入退室管理

物理的な対策の一環として、情報及び情報システム等

を保護し、それらの損傷や利用妨害等を、防止すること

を目的として、オフィス区画を、一般区画、業務区画及

びアクセス制限区画に分類して、情報セキュリティの管

理を行っています。一般区画と業務区画の間はICカード、

業務区画とアクセス制限区画の間は指紋認証による入退

室管理を行い、情報漏洩などの情報セキュリティ事故の

防止を図っています。

（２） 認証システムの導入

各職員用のパソコンの立ち上げに、カード認証システ

ムの導入を行いました。

カードを読み取り器にかざし、カード認証のシステム

とパスワードでログインを行います。また、スクリーンセー

バ解除にもカード認証のシステムを使い、セキュリティ

の強化に努めています。

4．情報セキュリティ教育の実施

近年、正規のWebサイトの改ざんによるウイルス感染

やUSBメモリからのウイルス感染による情報漏洩が多発

しており、情報セキュリティ対策の必要性が以前よりも

増しています。

そのため、職員一人一人の情報セキュリティに対して

の意識向上が求められるようになってきており、教育の

重要性が一段と高くなってきています。JACICでは、全

職員を対象に情報セキュリティ標準の内容の再認識と最

新の脅威について等、情報セキュリティ講習会を毎年行っ

ています。情報セキュリティポリシー 

情報セキュリティ標準 

情報セキュリティ実施手順書

セキュリティ講習会

情報セキュリティ体系

（システム運用部　参事　三宅基裕）

JACICの情報セキュリティ（１）
－現在までの取り組み－
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九州地方センター活動報告
地方便り

皆様方には、年度末を迎えお忙しいことと推察します。

九州地方センターにおいては、今後も公共事業の建設分

野におけるICTを活用した業務の情報化・効率化を支援・

普及するための九州・沖縄地方の相談窓口として運営し

て参ります。

以下に、平成22年度の主な活動についてご紹介します。

【コリンズ・テクリス】
◆コリンズ・テクリス登録システム
　コリンズ・テクリス登録システムは、平成21年8月18日

に従来のシステムに変わりインターネットを利用したＷ

ｅｂ版でリリースされ、本年1月4日にはより使い易いシ

ステムにすべく第I期のバージョンアップが図られたとこ

ろです。今後更に充実したシステムとして第II期のバージョ

ンアップ等も図って行きたいと鋭意奮闘中でございます。

　また、当地方センターでは、登録のための支援として

随時コリンズ・テクリス登録の講習を受け付けています

ので、電話で遠慮なくお申し込み下さい。

◆コリンズ・テクリス検索システム
　平成22年5月27日より、既に検索システムをご利用の発

注機関は、インターネットによる新しいWeb版のコリンズ・

テクリス検索システムも並行利用が可能となりました。

なお、直接提供方式を除き来年度からは、Web版の検索

システムに移行します。Web版の検索システムについて

もより使い易いシステムにすべく随時改良を図っていき

たいと考えていますのでご意見・ご要望等ございました

らご連絡下さい。

　なお、平成23年1月現在における、コリンズ・テクリス

検索システムの地方自治体での利用状況は、県・政令市

では100％、市では74市（74％）、町では22町（19％）に

なっています。また、1月18日より利活用されていない市

町村対象に、4ヶ月間無料でWeb版検索システムの試用

申込みができるようになりました。是非この機会に今後

の一般競争入札（総合評価落札方式）や入札時の業者選

定に、業者実績を有効に活用してみてはいかがですか。

【RCCM資格】
◆RCCM資格試験受験準備講習会
　平成22年7月27日に、沖縄県那覇市の沖縄産業支援セン

ターで、また7月30日には、福岡市のヒルトン福岡シーホー

クホテルにおいて「シビルコンサルティングマネージャー

（RCCM）資格試験受験準備講習会」を開催しました。

資格取得を目指す方々が沖縄会場で約100名、福岡会場で

約300名受講されました。

【電子入札】
◆地方自治体の電子入札コアシステム普及状況 
　電子入札は、県・政令市レベルで、福岡・佐賀・長崎・

宮崎・沖縄の５県と福岡・北九州市の2市が単独利用、熊

本・大分・鹿児島の3県が市町村と共同利用を行っていま

す。市町村レベルでは、柳川・唐津・佐賀・長崎・佐世保・

大村・諫早・那覇の8市で単独のASP方式による電子入札

を始めています。現在または今後、電子入札を考えの自

治体さんは遠慮なく連絡下さるようお待ち申しています。

　

＊：ASP方式

◆九州地方ブロックコアシステムユーザ会議
平成22年7月23日に、福岡市博多駅前朝日ビルにおいて

「九州地方ブロックコアシステムユーザ会議」を九州地

方センター主催で開催しました。九州の7県、2政令市及

び5市の担当者総勢

28名にご出席頂き、

電子入札コアシステ

ムの運用上の問題

点、改善要望等につ

いての意見交換を行

いました。

【九州建設技術フォーラム2010】
平成22年10月21日に、福岡国際会議場において「九州

建設技術フォーラム2010」が九州建設技術フォーラム実

行委員会主催で開催され、九州地方センターもブースへ

出展して、JACIC業務や関連システムの紹介等をパネル・

パンフレットやPC

によるデモを行いま

した。来場者は約

1,700人あり、九州

地方センターのブー

スへ108人の方々が

立ち寄られ、説明・

資料の配付を受けら

れました。

（九州地方センター　センター長　日吉信介）

団体別利用形態
福岡県単独、柳川市単独＊
佐賀県単独、唐津市単独＊、
佐賀市単独＊(試行中)
長崎県単独、長崎市単独、佐世保市単独、大村市単独＊、
諫早市単独＊(試行中)
熊本県共同（熊本市）
大分県共同（大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、
臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、
宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、
玖珠町、姫島村）
宮崎県単独＊

沖縄県単独、那覇市単独＊
福岡市単独
北九州市単独

鹿児島県共同（鹿児島市、薩摩川内市、鹿屋市、出水市、
指宿市、枕崎市、西之表市、日置市、曽於市、霧島市、
いちき串木野市、南さつま市、南九州市、さつま町、
長島町、肝付町、中種子町）

地域名
福岡
佐賀

長崎

熊本
大分

宮崎
鹿児島

沖縄
福岡市
北九州市
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会員情報の変更は下記のURLにアクセスして下さい。
http://www.jacic.or.jp/henkou.htmlお知らせ
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e-BISCコーナー

項　目 質　問 回　　　答

工事・業務

物品・役務

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

新しく取得したICカードで新規
利用者登録をした場合、企業ID
は旧ICカードの企業IDと別の番
号になりますか。

社内で複数のICカードを持って
いますが、それぞれのICカードで
利用者登録を行った場合、電子
入札システム【物品・役務】の企
業IDはどのように採番されますか。

【工事・業務】利用者登録メニューの「登録」から新規利用者登録を行う場合は、企
業IDが新規に割り振られるため、新ICカードの企業IDは別の企業IDとなります。
なお、「ICカード更新」を利用した場合は、旧ICカード情報が新ICカードに引き継がれ
るため、新ICカードの企業IDは以前と同じ企業IDとなります。

【物品・役務】において社内で複数枚のICカードをお持ちで、一つの資格審査登録番
号を使用し同じ企業として同一発注機関に利用者登録を行った場合は、いずれのIC
カードも同じ企業IDとなります。

国土交通省の電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せられ
た応札者からの問い合せの主なものについて、紹介します。

その他の項目についても、ホームページ（http://www.e-
bisc.go.jp/）のＦＡＱ（よくある質問）に掲載しています。

ヘルプデスクへの質問と回答

〒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
TEL. （03）3505-2981〈代表〉　FAX. （03）3505-2966
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html
JACICホームページ http : //www.jacic.or.jp/

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成22年11月～平成23年1月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年11月～平成23年1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） 

 11月 12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) 

前
年
同
月
比

前
年
同
月
比

1,828
 (0.83)

1,689
 (0.85)

24,098
(1.03)

25,520
(0.97)

 11月 12月

1,062
(0.72)

971
(0.75)

2,825
(1.00)

2,507
(0.92)

1月

1,111
 (0.80)

16,063
(0.83)

1月

535
(0.64)

1,725
(0.82)

JACIC便り

国の機関 国の機関 地方公共団体地方公共団体
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