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はじめに 

国土交通省は、近年の我が国の公共事業を取り巻く環境の変化に対応すべく、公共事業

構造改革の一環としての行政事務の効率化、入札に係る透明性の向上や競争性の一層の向

上等を目指し、CALS/EC※1の概念を取り入れた「公共事業の IT化」を推進しており、平成

13年6月には全国の地方公共団体においてCALS/ECを混乱なく導入することができるよう、

導入に係るタイムスケジュールの目安を示した「CALS/EC地方展開アクションプログラム

(全国版)」を策定しました。 

このプログラムでは平成22年度を最終的な目標として地方公共団体への導入を推進して

いくこととしており、道内では平成 16年 3月に北海道地方 CALS/EC推進協議会として、

「CALS/EC地方展開アクションプログラム(北海道地方版)」を取りまとめています。 

札幌市においては、平成19年度から「電子納品」の試行を開始します。 

 

1 電子納品運用ガイドライン(案)【営繕工事編】の位置付け 

1.1 一般事項 

本書、「電子納品運用ガイドライン（案）【営繕工事編】」（以下、「営繕工事ガイドライ

ン」といいます。）は、札幌市の営繕分野において受注者及び発注者が留意すべき事項等

を示したものです。 

営繕工事ガイドラインは、国土交通省大臣官房官庁営繕部発行の「官庁営繕事業に係る

電子納品運用ガイドライン(案)H14.11改定版」、「営繕工事電子納品要領（案）H14.11改

訂版」、及び北海道開発局発行の「北海道開発局における電子納品に関する手引き（案）【工

事編】H18.6」を参考として作成しております。 

札幌市での独自運用等の箇所は二重線で囲むことにより明示しています。 

 

なお、札幌市における他の電子納品にあたっては、次のガイドラインが策定されていま

すので、そちらを参照してください。 

 「電子納品運用ガイドライン（案）【土木工事編】」 

 「電子納品運用ガイドライン（案）【土木業務編】」 

 「電子納品運用ガイドライン（案）【営繕業務編】」 

ガイドラインは、必要に応じて適宜見直していきます。 

 

                                                   
※1 「公共事業支援統合情報システム」の略称で、従来は紙で交換されていた情報を電子化するとともに、インタ
ーネットを活用して公共事業に関連する多くのデータベースを連携して活用できる環境を作り出す取組です。 
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1.2 適用する工事 

営繕工事ガイドラインは、札幌市における営繕工事に適用します。 

 

1.3 用語の定義 

ア) 電子納品 

電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品と

して納品すること」をいいます。 

イ) 電子成果品 

電子成果品とは、「工事または業務の共通仕様書等において規定される資料のう

ち、各電子納品要領（案）等※1に基づいて作成した電子データ」を指します。 

ウ) 電子媒体 

このガイドラインでいう電子媒体とは、「電子成果品を格納したCD-R」を指しま

す。 

エ) オリジナルファイル 

このガイドラインでいうオリジナルファイルとは、「CAD、ワープロ、表計算ソ

フト等で作成した電子データ」を指します。 

なお、オリジナルファイルにはスキャニング（紙原本しかないもの）によって

作成した電子データを含みます。 

オ) 情報共有 

情報共有とは、「公共事業に関する必要な情報を、関係者間および事業プロセス

の間で相互利用できるようにすること」をいいます。 

 

                                                   
※1 電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式の仕様等について記載したもので、図 1-2に示した
ものを指します。 
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1.4 電子納品での電子的な情報の交換・共有の取組み 

施工中の電子的な情報の交換・共有の取組みについて、CALS/ECの取組みに沿って受発

注者間の協議で合意すれば、電子的な情報の交換・共有や、電子成果品での検査等を行う

ことは可能です。ただし、受発注者のスキルや、技術情報を扱う環境等によっては、すべ

てを電子的に扱うことが困難な場合も想定されます。 

札幌市において、発注者と受注者間の情報の交換・共有は、電子メールを積極的に活用

して行うものとします。これにより、移動コストの削減が図ることができるとともに、関

係者間で同じ情報の交換・共有が行えるため、ミスを少なくすることなどができます。な

お、電子的な情報の交換・共有については、担当者のスキルや情報技術を扱う環境等を考

慮し、受発注者間で協議し決定することとします。参考資料として、「電子納品運用ガイ

ドライン（案）【土木工事編】」（以下、「土木工事ガイドライン」といいます。）の 10.4.

電子的な交換・共有では、業務や施工中の受発注者間のやり取りを、電子的に交換・共有

する場合を想定、記載しています。 
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1.5 電子納品の構成 

工事関係資料として納品される電子成果品の構成は、図 1-1のとおりです。 

各フォルダには、電子成果品として発注者に引き渡すものを格納します。 

 

INDEX_C.XML

工事管理ファイル

※2,※4

※1

電子成果品の属性情報について記載

IDXC_B01.DTD

DTDDTD

※4

※3

打合せ簿フォルダ

機材関係資料フォルダ

その他フォルダ

PLAN

SCHEDULE

MEET

MATERIAL

PROCESS

OTHRS

XML

施工計画書フォルダ

【営繕工事】

XMLで記述された文書構造を定義

INSPECT

SALVAGE

DRAWINGF

MAINT

施工計画書に関する電子成果品を格納するフォルダ

工程表フォルダ

工程表に関する電子成果品を格納するフォルダ

工事打合せ簿に関する電子成果品を格納するフォルダ

機材関係資料に関する電子成果品を格納するフォルダ

施工関係資料フォルダ

施工関係資料に関する電子成果品を格納するフォルダ

検査関係資料フォルダ

検査関係資料に関する電子成果品を格納するフォルダ

発生材関係資料フォルダ

発生材関係資料に関する電子成果品を格納するフォルダ

完成図フォルダ

完成図に関する電子成果品を格納するフォルダ

保全に関する資料フォルダ

保全に関する資料の電子成果品を格納するフォルダ

その他工事に関する電子成果品を格納するフォルダ

INDEX_C.XML

工事管理ファイル

※2,※4

※1

電子成果品の属性情報について記載

IDXC_B01.DTD

DTDDTDDTD

※4

※3

打合せ簿フォルダ

機材関係資料フォルダ

その他フォルダ

PLAN

SCHEDULE

MEET

MATERIAL

PROCESS

OTHRS

XMLXML

施工計画書フォルダ

【営繕工事】

XMLで記述された文書構造を定義

INSPECT

SALVAGE

DRAWINGF

MAINT

施工計画書に関する電子成果品を格納するフォルダ

工程表フォルダ

工程表に関する電子成果品を格納するフォルダ

工事打合せ簿に関する電子成果品を格納するフォルダ

機材関係資料に関する電子成果品を格納するフォルダ

施工関係資料フォルダ

施工関係資料に関する電子成果品を格納するフォルダ

検査関係資料フォルダ

検査関係資料に関する電子成果品を格納するフォルダ

発生材関係資料フォルダ

発生材関係資料に関する電子成果品を格納するフォルダ

完成図フォルダ

完成図に関する電子成果品を格納するフォルダ

保全に関する資料フォルダ

保全に関する資料の電子成果品を格納するフォルダ

その他工事に関する電子成果品を格納するフォルダ  

図 1-1 CD-Rに格納される電子成果品のイメージ1234 

                                                   
※1 工事管理ファイル：工事の電子成果品を管理するためのファイル。データ記述言語としてXMLを採用していま
す。電子納品では、電子成果品の再利用時に内容を識別するために、工事に関する管理情報や報告書・図面等

の管理情報を電子成果品の一部として納品することにしています。 
※2 XML：文書、データの意味及び構造を記述するためのデータ記述言語の一種です。 
※3 DTD：文書型定義。XML 等で文書を記述する際、タグを利用して、データの要素・属性、構造(見出し、段落等)
を定義しています。管理ファイルとDTDは一組として格納します。 

※4 INDEX_C.XMLは、IDXC_B01.DTDとともに電子媒体のルートに格納します。 
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1.6 問合わせ 

1.6.1 電子納品に関する問合わせ 
電子納品に関する問合わせがある場合は、事前に国土交通省国土技術政策総合研究所

のWebサイト「CALS/EC電子納品に関する要領・基準」のQ&Aページを確認してください。 

ここには、これまでに寄せられた電子納品に関する質問への回答が掲載されています。 

なお、Q&Aページから、電子納品Q&AのPDF版がダウンロードできます。初心者版もあ

りますのでご活用ください。 

ア) 「CALS/EC電子納品に関する要領・基準」Webサイト 

http://www.nilim-ed.jp/ 

イ) 「CALS/EC電子納品に関する要領・基準」WebサイトQ&Aページ 

http://www.nilim-ed.jp/qa_sys/admin/q_a_index.htm 

 

Q&Aのページを見ても質問の回答が得られない場合の問合わせ先は、次のとおりです。 

ウ)  電子納品ヘルプデスク 

http://www.nilim-ed.jp/qa_sys/admin/question.htm 

 

1.6.2 営繕工事ガイドラインに関する問合わせ 
営繕工事ガイドラインに関する問合わせ先は、札幌市財政局管財部 工事監査室です。 

 

札幌市財政局管財部 工事監査室 

 Tel  011-211-2462 

 Fax  011-218-5135 

 E-mail  kojikansa@city.sapporo.jp 
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1.7 営繕工事ガイドラインに係わる規定類の関係 

営繕工事ガイドラインに係わる「電子納品に関する要領・基準（案）」等の関係を図 1-2

に示します。 

 

 

国土交通省
要領・基準 ※1

ガイドライン ※2 札幌市

営繕工事
電子納品要領（案）

工事写真の撮り方
建築編・建築設備編

建築CAD図面作成要領（案）

営繕工事

電子納品運用ガイドライン（案）
【営繕工事編】

 
図 1-2 営繕工事ガイドラインに係わる規定類の関係 

 

これらの資料の入手、参照先URLを示します。 

 

 ※1国土交通省大臣官房官庁営繕部 電子納品関係資料（官庁営繕関係） 

   URL http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/cals/cals.htm 

 

 ※2札幌市財政局管財部工事監査室 

   URL http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/ 

 



電子納品運用ガイドライン（案）【営繕工事編】 

7 
札幌市 

 

工事で電子納品を行う際に必要となる規定類は次のとおりです。電子成果品の作成・チ

ェックにおいて必要に応じて参照してください。 

 

ア) 電子納品運用ガイドライン（案）【営繕工事編】 

営繕工事ガイドラインでは、札幌市の営繕工事に関して発注準備段階から保管

管理全般にわたり、受発注者間の情報共有及び電子納品の運用に係わる事項につ

いて記載しています。営繕工事ガイドラインに基づき、「受発注者間の協議」、「工

事施工中の情報共有」、「電子成果品作成」、「検査」等を実施します。 

 

以下、国土交通省の規定類を説明します。 

 

イ) 営繕工事電子納品要領（案） 

工事の電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式等、電子成果品

の仕様等について記載したものです。 

 

ウ) 建築CAD図面作成要領（案） 

建築設計業務及び建築工事において､図面および仕様書をCAD等の電子的手段に

よって作成する際の基本的事項について定めています。 

 

エ) 工事写真の撮り方 建築編・建築設備編 

工事写真の原本を電子媒体で提出する場合の属性情報等の標準仕様を定めてい

ます。 
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1.8 電子納品要領（案）で定められたフォルダと納品ファイルの構成 

工事において電子納品要領（案）等で定められたフォルダと納品ファイルの構成は次の

とおりです。 

 

表 1-1 フォルダ構成 

フォルダ名 フォルダに格納するファイル サブフォルダ名 

PLAN 施工計画書ファイル ORG 

SCHEDULE 工程表ファイル ORG 

MEET 打合せ簿ファイル ORG 

MATERIAL 機材関係資料ファイル ORG 

PROCESS 施工関係資料ファイル ORG 

INSPECT 検査関係資料ファイル ORG 

SALVAGE 発生材関係資料ファイル ORG 

DRAWINGF 完成図ファイル ORG 

MAINT 保全に関する資料フォルダ ORG 

OTHRS その他資料ファイル ORG 

 

 

表 1-2 各フォルダの管理ファイル及びDTDファイル名 

フォルダ名 管理ファイル名 DTDファイル名 

PLAN PLAN.XML PLAN_B01.DTD 

SCHEDULE SCHEDULE.XML SCHD_B01.DTD 

MEET MEET.XML MEET_B01.DTD 

MATERIAL MATERIAL.XML MTRL_B01.DTD 

PROCESS PROCESS.XML PROC_B01.DTD 

INSPECT INSPECT.XML INSP_B01.DTD 

SALVAGE SALVAGE.XML SLVG_B01.DTD 

DRAWINGF DRAWINGF.XML DRWF_B01.DTD 

MAINT MAINT.XML MNT_B01.DTD 

OTHRS OTHRS.XML OTHR_B01.DTD 
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ア) 電子媒体ルートフォルダ 

1) 工事管理ファイル 

電子媒体ルートフォルダに格納する「工事管理ファイル」は、「工事管理項目」

（工事の属性を表すデータ）をXML文書（XMLバージョン1.0に準拠）で記述した

ファイルであり、ファイル名称を半角英数大文字で「INDEX_C.XML」とする。本XML

文書で用いるDTDは、「電子納品要領（案）付属資料2」を参照。なお、「IDXC_B01.DTD」

もこのフォルダに格納するものとする。 

「工事管理項目」の詳細は、「電子納品要領（案）3-1.工事管理項目」に示すと

おりである。 

 

イ) 「PLAN」、「SCHEDULE」、「MEET」、「MATERIAL」、「PROCESS」、「INSPECT」、「SALVAGE」、

「MAINT」、「OTHRS」フォルダ 

1) 管理ファイル 

各フォルダに格納する管理ファイルは、各フォルダに格納する工事関係資料の

管理項目をXML文書（XMLバージョン1.0に準拠）で記述したファイルである。 

各管理ファイルの名称及び同じフォルダに格納する DTDファイルの名称は、表 

1-2による。 

 

ウ) DRAWINGFフォルダ 

「DRAWINGF」フォルダには、「建築 CAD図面作成要領（案）」に従い、完成図フ

ァイルを格納する。 

 

エ) ORGサブフォルダ 

「ORG」サブフォルダは、各フォルダのもとでファイルを作成したソフト固有の

形式で格納する。ファイル名称は「6.2.2.ファイルの命名規則」に従うものとす

る。 

 

オ) 各フォルダに格納する工事関係資料 

各フォルダに格納する工事関係資料の一覧を表 1-3に示す。 

 

カ) 格納すべき工事関係資料が存在しないフォルダの取扱い 

格納すべき工事関係資料が存在しないフォルダの取扱いは次のとおりとする。 

・フォルダは必ず作成する 

・フォルダ内には何も格納しない（XMLファイル、DTDファイルも格納しない） 
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XXXXXX.PDF 

PLAN.XML 

PLAN 

（施工計画書フォルダ） 

PLAN_B01.DTD 

ZZZZZZ.PDF 

 

（施工計画書ファイル01） 

（施工計画書ファイルnn） 

（施工計画書管理ファイル） 

 

 
 

 

 

 

 

 

XXXXXX.PDF 

SCHEDULE.XML 

SCHEDULE 

（工程表フォルダ） 

SCHD_B01.DTD 

ZZZZZZ.PDF 

（工程表ファイル01） 

（工程表ファイルnn） 

（工程表管理ファイル） 

 

 
 

 

 

 

 

 

電子媒体ルート 
INDEX_C.XML 

（工事管理ファイル）  

IDXC_B01.DTD 

 

 

ORG 
XXXXXX.XXX 

 ・ 
 
・ 
 

・ 

（施工計画書オリジナル 

ファイルフォルダ） 
 

（施工計画書オリジナルファイルY） 

（施工計画書オリジナルファイルX） 

YYYYYYY.YYY 
 

ORG 
XXXXXX.XXX 

 

（工程表オリジナル 

ファイルフォルダ） 

（工程表オリジナルファイルY） 

（工程表オリジナルファイルX） 

YYYYYYY.YYY 
 

・ 
 
・ 
 

・ 

 

 
 

 

・ 
 
・ 
 

・ 

・ 
 
・ 
 

・ 

 
図 1-3 電子納品要領（案）で定められたフォルダとファイルの構成（1／5） 
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XXXXXX.PDF 

MEET.XML 

MEET 

（打合せ簿フォルダ） 

MEET_B01.DTD 

ZZZZZZ.PDF 

 

（打合せ簿ファイル01） 

（打合せ簿ファイルnn） 

（打合せ簿管理ファイル） 

 

 
 

 

 

 

 

 

XXXXXX.PDF 

MATERIAL.XML 

MATERIAL 

（機材関係資料フォルダ） 

MTRL_B01.DTD 

ZZZZZZ.PDF 

（機材関係資料ファイル01） 

（機材関係資料ファイルnn） 

（機材関係資料管理ファイル） 

 

 
 

 

 

 

 

 
ORG 

XXXXXX.XXX 
 

 

・ 
 

 

・ 
 

 

・ 
 

（打合せ簿オリジナル 

ファイルフォルダ） 
 

（打合せ簿オリジナルファイルY） 

（打合せ簿オリジナルファイルX） 

YYYYYYY.YYY 
 

 

 

 

 

 

ORG 
XXXXXX.XXX 

 

 

・ 
 

 

・ 
 

 

・ 
 

（機材関係資料オリジナル 

ファイルフォルダ） 
 

（機材関係資料オリジナルファイルY） 

（機材関係資料オリジナルファイルX） 

YYYYYYY.YYY 
 

 

 

 

 

 

・ 
 

 

・ 
 

 

・ 
 

・ 
 

 

・ 
 

 

・ 
 

 
図 1-4 電子納品要領（案）で定められたフォルダとファイルの構成（2／5） 
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XXXXXX.PDF 

PROCESS.XML 

PROCESS 

（施工関係資料フォルダ） 

PROC_B01.DTD 

ZZZZZZ.PDF 

 

（施工関係資料ファイル01） 

（施工関係資料ファイルnn） 

（施工関係資料管理ファイル） 

 

 
 

 

 

 

 

 

XXXXXX.PDF 

INSPECT.XML 

INSPECT 

（検査関係資料フォルダ） 

INSP_B01.DTD 

ZZZZZZ.PDF 

（検査関係資料ファイル01） 

（検査関係資料ファイルnn） 

（検査関係資料管理ファイル） 

 

 
 

 

 

 

 

 
ORG 

XXXXXX.XXX 
 

 

・ 
 

 

・ 
 

 

・ 
 

（施工関係資料オリジナル 

ファイルフォルダ） 
 

（施工関係資料オリジナルファイルY） 

（施工関係資料オリジナルファイルX） 

YYYYYYY.YYY 
 

 

 

 

 

 

ORG XXXXXX.XXX 
 

 

・ 
 

 

・ 
 

 

・ 
 

（検査関係資料オリジナル 

ファイルフォルダ） 
 

（検査関係資料オリジナルファイルY） 

（検査関係資料オリジナルファイルX） 

YYYYYYY.YYY 
 

 

 

 

 

 

・ 
 

 

・ 
 

 

・ 
 

・ 
 

 

・ 
 

 

・ 
 

 

図 1-5 電子納品要領（案）で定められたフォルダとファイルの構成（3／5） 
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XXXXXX.PDF 

SALVAGE.XML 

SALVAGE 

・ ・ 
・ 

（発生材関係資料フォルダ） 

SLVG_B01.DTD 

ZZZZZZ.PDF 

（完成図フォルダ） 

DRAWINGF 

ORG 

 

（発生材関係資料ァイル01） 

（発生材関係資料ァイルnn） 

（発生材関係資料管理ファイル） 

建築CAD図面作成要領（案） 

ORG 
 

XXXXXX.XXX 
 

 

 

・ 
 

 

 

・ 
 

 

 

・ 
 

 

（発生材関係資料オリジナル 

ファイルフォルダ） 
 

 

（発生材関係資料オリジナルファイルY） 
 

（発生材関係資料オリジナルファイルX） 
 

YYYYYYY.YYY 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

図 1-6 電子納品要領（案）で定められたフォルダとファイルの構成（4／5） 
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XXXXXX.PDF 

MAINT.XML 

ORG 
XXXXXX.XXX 

MAINT 

・ ・ 
・ 

・ ・ 
・ 

（保全に関する資料フォルダ） 

（保全に関する資料オリジ

ナルファイルフォルダ） 

MNT_B01.DTD 

（保全に関する資料ファイルnn） 

ZZZZZZ.PDF 

（保全に関する資料オリジナルファイルY） 

（保全に関する資料ファイル01） 

（保全に関する資料管理ファイル） 

（保全に関する資料オリジナルファイルX） 

YYYYYYY.YYY 

XXXXXX.PDF 

OTHRS.XML 

ORG 
XXXXXX.XXX 

OTHRS 

・ ・ 
・ 

・ ・ ・ 

（その他資料フォルダ） 

（その他資料オリジナルフ

ァイルフォルダ） 

OTHR_B01.DTD 

（その他資料ファイルnn） 

ZZZZZZ.PDF 

（その他資料オリジナルファイルY） 

（その他資料ファイル01） 

（その他資料管理ファイル） 

（その他資料オリジナルファイルX） 

YYYYYYY.YYY  

図 1-7 電子納品要領（案）で定められたフォルダとファイルの構成（5／5） 
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表 1-3 各フォルダに格納する工事関係資料一覧 

フォルダ名称 資料大分類 資料小分類 

PLAN 施工計画書 総合施工計画書、工種別施工計画書 

SCHEDULE 工程表 実施工程表、週間工程表、月間工程表、 

工種別工程表 

MEET 打合せ簿 工事打合せ記録 

MATERIAL 機材関係資料 試験計画書（機材検査に伴うもの）、 

試験成績書（機材検査に伴うもの）、 

監督職員検査記録（機材検査に伴うもの）、 

品質証明書、調合表、規格証明書、 

機材搬入報告書 

PROCESS 施工関係資料 試験計画書（施工検査に伴うもの）、 

試験成績書（施工検査に伴うもの）、 

監督職員検査記録（施工検査に伴うもの）、 

施工報告書、工事実施状況報告書（月報）、 

立会請求書、工法提案資料 

INSPECT 検査関係資料 社内最終検査記録、工事完成記録、完成通知書、 

指定部分完成通知書、既済部分確認請求書、 

技術検査記録 

SALVAGE 発生材関係資料 発生材調書、処理報告書 

DRAWINGF 完成図 完成図 

MAINT 保全に関する資料 主要材料機器一覧表、保全に関する説明書、 
官公署届出書類一覧表、保全の手引き、 
機器取扱説明書、機器性能試験成績書、 

官公署届出書類、予備品等引渡し通知書、 

鍵・備品・工具リスト 

契約関係書類 工事請負契約書の写し、契約時の工程表、 

現場代理人等通知書、疑義等の協議記録 

施工図 施工図 

完成写真 完成写真 

工事実績情報 工事実績情報登録内容、 

工事実績情報受領書の写し 

工事の一時中止 状況調査及び理由書 

工期変更 変更工程表、変更理由書、工期算出根拠 

文化財その他埋蔵物 状況調査報告書 

OTHRS 

その他の資料  

 

※ 斜体下線付きで表記された資料は、電子納品を行う場合はオリジナルファイルも併

せて納品すべき資料を意味する。 

※ 本表は工事関係資料の種類毎の格納先フォルダを示すための資料であり、本表に記

載された工事関係資料が全て電子納品の対象となるという意味ではない。 
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2 電子納品の流れ 

工事発注準備から工事完成検査、保管管理にいたる電子納品の流れを図 2-1に示します。 

 

 

発注者の取組み 受注者の取組み

受渡し

工事施工時

XML

DTD

XML

DTD

電子成果品のチェック

電子媒体のチェック

電子成果品の整理

電子データ 電子データ

PLAN

MEET

DRAWINGF

MAINT

OTHRS

業務成果品の内容確認

発注準備

現場説明

契 約

事前協議

合意形成

電子成果品蓄積

交換・共有※1

工事管理ファイルの作成

施工計画書の整理

打合せ簿の整理

完成図の整理

保全に関する資料の整理

その他資料の整理

電子成果品チェック

工事完成検査

現場検査

書類検査

保管管理

作業の詳細は「図6-1 電子成果品作

成から電子媒体提出までの流れ」を
参照

SCHEDULE工程表の整理

MATERIAL機材関係資料の整理

PROCESS施工関係資料の整理

INSPECT検査関係資料の整理

SALVAGE発生材関係資料の整理

別紙9.CADデータ発注図面チェックシート
（工事発注時）

別紙9.CADデータ発注図面チェックシート
（工事発注時）

別紙10.着手時協議チェックシート（工事）

別紙12.納品時チェックシート
（工事：受発注者用）

別紙12.納品時チェックシート
（工事：受発注者用）

別紙11.検査前協議チェックシート（工事）

検査前協議

 

図 2-1 工事での電子納品の流れ1 

                                                   
※1 交換・共有の例については、土木工事ガイドラインの10.4を参考にしてください。 
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3 発注時の準備 

3.1 業務成果品の内容確認と特記仕様書の作成 

3.1.1 業務成果品の内容確認 
発注者は、設計業務の電子成果品を使用して発注図を作成します。 

発注者は、必要に応じて業務成果品の CADデータ作成時に適用した要領基準等の情報

を受注者に提供してください。 

 

3.1.2 特記仕様書の作成 
発注者は、特記仕様書の作成において、成果品を規定する標準仕様書等に電子納品に

ついての記載がない場合は、対象とする工事の特記仕様書に電子納品に関する事項を必

ず記載します。 

特記仕様書に記載すべき事項を以下に示します。 

・ 電子納品を実施すること 
・ 適用基準類 
・ 書面における署名または捺印の取扱い 
・ 設計図 CADデータの貸与の有無 
・ 貸与する CADデータの著作者名 
・ 貸与する CAD データを当該工事における施工図または完成図の作成のため以外に
使用してはならないこと 

 

3.1.3 積算上の考え方 
電子納品の成果品に係わる積算上の考え方は、次のとおりとします。 

 

工事完成図書の電子納品に係わる費用については、現行の共通仮設費率で対応

する。 
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3.1.4 札幌市での図面の電子納品に関する基本的対応方針 
工事完成時の電子納品への対応として、完成図面においては、図 3-1の完成図面におけ

る成果品の提出パターンを基本的な対応方針とします。 

 

 完成図面の納品形態 

発注時 

   

納品時 

   

 

図 3-1 電子納品での成果品提出パターン 

 

紙 
建築CAD図面作成

要領(案)に準拠

していない電子

データ 

電子成果品 

SXF 

紙 電子成果品 

SXF 

建築CAD図面作成

要領(案)に準拠

していない電子

データ 
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4 事前協議 

4.1 協議事項 

電子納品を円滑に行うため、工事着手時に、次の事項について受発注者間で事前協議を

行ってください。 

なお、事前協議は「別紙 10.着手時協議チェックシート(工事)」を利用して行います。

協議の結果は受注者が記録し、工事打合せ簿で発注者に提出します。 

施工中での電子成果品の変更等により、受注者に日々蓄積した電子データを無駄にさせ

たり、過度な負担をかけることのないよう、十分な協議を行ってください。 

ア) 工事中の情報交換 

イ) 電子成果品の対象書類 

ウ) 検査の方法 

エ) その他の事項 

 

4.2 工事中の情報交換 

工事中の情報の交換・共有の方法は、メール等で情報交換を行いながらも最終的に書面

で決裁する従来の方法と、電子的に交換・共有した情報を電子成果品として蓄積していく

CALS/ECの取組みに沿った方法とがあります。 

工事中の情報の交換・共有については情報技術を扱う環境等を考慮し、受発注者間で協

議を行い決定してください。 

なお、営繕工事における札幌市と受注者間の情報の交換・共有は、「5.工事中の情報管

理」を基に、電子メールを積極的に活用して運用するものとします。 
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4.3 電子成果品とする対象書類 

「1.8. 電子納品要領（案）で定められたフォルダと納品ファイルの構成」及び「表 4-1 

電子納品対象の工事関係書類（例）」に示す電子成果品について、受発注者間で協議を行

い、電子媒体への格納の是非及びファイル形式、格納場所等について決定します。 

電子納品にあたっての受発注者間協議の基本的な考え方を示します。 

 

ア) 表 4-1の資料については、可能な限り電子納品を行うこととするが、電子化する

ことが著しく非効率な場合や、将来の計画・維持管理に活用できない場合等は、受

発注者間協議により紙による納品とすることができる。 

 
イ) その他の資料については、資料の性質や受注者の対応状況等を考慮し、資料の作成

から検査の過程を通じて電子データで扱うことが効率的な資料について電子納品

を行う。 

 

4.4 その他の事項 

その他、次の事項についても事前協議で、確認・決定してください。 

ア) 受注者が提出するオリジナルファイルのソフトウェア及びバージョン 

イ) 対象とする電子納品に関する要領・基準（案）の版 

ウ) 工事中の電子データの保管方法 
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4.5 電子成果品の確定 

電子納品の対象とする書類の必要、不要の区分については、以下に示すとおりとします。 

 

4.5.1 電子納品対象書類 
電子納品対象書類は、「4.3.電子成果品とする対象書類」に示した考え方に従って、電

子化により、効率化が図られ、将来の維持管理に活用できる図面データや数量内訳書、

書類等を対象とします。 

「表 4-1 電子納品対象の工事関係書類（例）」は、電子納品する電子成果品の例を示

しています。この表を参考に、受発注者間の協議で電子納品対象書類の有無を確認して

ください。 

 

表 4-1 電子納品対象の工事関係書類（例） 

フォルダ名称 分類 原則として電子納品を行うべき 

工事関係資料 

－ 工事写真 全ての工事写真 

PLAN 施工計画書  

SCHEDULE 工程表  

MEET 打合せ簿  

MATERIAL 機材関係資料 試験計画書（機材検査に伴うもの） 

試験計画書（施工検査に伴うもの） 

施工報告書 

PROCESS 施工関係資料 

工事実施状況報告書（月報） 

INSPECT 検査関係資料  

発生材調書 SALVAGE 発生材関係資料 

処理報告書 

DRAWINGF 完成図 完成図（主要機器図を除く） 

主要材料機器一覧表 

保全に関する説明書 

MAINT 保全に関する資料 

官公署届出書類一覧表 

OTHRS   
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5 工事中の情報管理 

5.1 発注図の確認 

受注者は、発注者から発注図のCADデータを受領した場合、SXFブラウザや電子成果物

作成支援・検査システムによる確認を行います。 

なお、発注者提供資料のチェックには、「別紙 9.CADデータ発注図面チェックシート(工

事発注時)」を利用します。 

不明な点があれば、発注者と協議を行ってください。CADデータの確認については、

「6.4.4. 電子成果品の内容の確認、CADデータの確認」を参照してください。 

 

5.2 工事中の協議 

事前協議で定めた事項について、日々電子データを整理し電子成果品を作成する中で問

題等が見つかった場合は、速やかに協議を行います。また、発注者も日々情報を確認し協

議が必要と判断した事項については、速やかに受注者に指示または協議し、電子成果品の

作成事項について確認します。 

電子成果品の変更等については、受注者に日々蓄積した電子データを無駄にさせたり、

過度な負担をかけることがないよう、慎重に協議を行ってください。検査前に実施する協

議では、電子納品の対象としたものによる検査方法の確認等、必要事項に留め、手戻りが

ないよう努めてください。 
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5.3 工事中の情報交換・共有 

札幌市の工事における受発注者間の情報交換・共有は、電子メールを積極的に活用しま

す。 

 

(1) 電子メール利用 
指示や依頼事項、連絡事項等受発注者間でやり取りが必要となった場合、発注者、

受注者のいずれからも電子メールを利用して情報を交換、共有します。 

 

(2) 受信確認ルール 
電子メールでのやり取りにおいては、以下をルールとします。 

・メールを受信した場合は、そのメールに対して返送メールを送り、メール受信

を連絡 

・メールの送信者、受信者ともに送付受信したメールを、送信メール、受信メー

ルとして保存 

 

(3) 電子メールへの添付ファイル 
電子メールに添付するファイルは、以下の通りとします。 

・添付ファイルの容量は、1MB以下とする 

・「.exe」の拡張子がついているファイルは、添付しない 

・圧縮ファイルを添付する場合は、「ZIP形式」または「LZH形式」とする 

 

5.4 日常的な電子成果品の作成・整理 

受注者は、電子成果品となる文書データの作成、工事写真の整理等を日常的に実施して

ください。 

受注者は、作成または受け取った情報をハードディスク等へ適宜フォルダを作成して整

理・管理してください。この時、最終的な電子成果品の整理での混乱を避けるため電子デ

ータの一元管理をこころがけてください。 

正しい情報の管理のため、受発注者間で合意された情報については、速やかに双方で決

裁を行い、管理してください。 
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6 電子成果品の作成 

6.1 作業の流れ 

受注者が電子成果品を作成し、発注者へ提出するまでの流れを図 6-1に例示します。 

受注者は、CD-R に格納する前に、作業フォルダをハードディスク上に作成し、作業を

行います。 

 

PLAN

SCHEDULE

MATERIAL

PROCESS

INSPECT

MEET

エラーがあった場合、修正すべき箇所を
修正し、再度チェックします。

XML

DTD

IDXC_B01.DTD

INDEX_C.XML

作成した電子成果品

ウィルスチェック 電子成果品のチェックウィルスチェック 電子成果品のチェック

エラー等が無いことを確認エラー等が無いことを確認

CD-Rに格納CD-Rに格納

ウイルスチェック・ラベル面作成

電子媒体納品書作成

電子媒体 電子媒体納品書

発注者へ提出

⇒ 6.3.1参照

⇒ 6.3.3参照

⇒ 6.3.7.参照

DRAWINGF

MAINT

OTHRS

⇒6.2.参照

6.3.2.参照

⇒ 6.4.参照

⇒ ～6.3.4 

6.3.6参照

SALVAGE

ハードディスク上で整理

電子成果物作成支援・検査
システム用作業フォルダを
ハードディスク上に作成し
ます。

CD-Rへの格納は追記ができない形式とします。

CADデータはSXFブラウザ
により目視確認します。

 

図 6-1 電子成果品作成から電子媒体提出までの流れ※1 
 

                                                   
※1 ウイルスチェックは、ウイルス存在の有無の確認、駆除を確実に行うため、電子成果品格納前のハードディス
ク上の電子成果品、電子成果品格納後の電子媒体で、計 2回行うようにします。 
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6.2 電子納品の実施にあたっての留意事項 

6.2.1 ファイル形式 
ファイル形式は、以下のとおりとします。 

 

ア) 管理ファイル 

管理ファイルのファイル形式は、XML形式とします。 

 

イ) 図面ファイル以外のファイル 

図面ファイル以外のファイルのファイル形式は、PDF形式とします。 

 

ウ) 図面ファイル 

図面ファイルのファイル形式は、「建築 CAD図面作成要領（案）」に従うものと

します。 

 

エ) オリジナルファイル 

オリジナルファイルを作成するソフトウェア及びファイル形式は、受注者が決

定することができます。ただし、可能な限り汎用的なソフトウェアを利用するよ

う努めてください。 

 

6.2.2 ファイル命名規則 
資料ファイル及び資料オリジナルファイルのファイル名は、以下の各項目に従うもの

とします。 

 

ア) ファイル名の文字数 

ファイル名の文字数は、半角8文字以下とします。（拡張子と”.”を含めて12文
字以下） 

 

イ) ファイル名に使用する文字 

ファイル名に使用する文字は、以下に示す半角文字とします。 

・ 半角大文字のアルファベット（A～Z） 

・ 半角数字（0～9） 

・ “_”（アンダーライン） 
 

ウ) ファイル名 

ファイル名は、請負者が自由に設定してください。 
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ファイル名の参考例を図 6-2、表 6-1に示します。 

ただし、参考例に従う必要はなく、参考例のように資料ファイル・図面ファイルとオ

リジナルファイルの名称に関連性を持たせる必要もないことに十分留意してください。 

YYY:拡張子3文字 

  

NNN:数字3文字 

   同一フォルダ内で連番（001～999) 

XXXXXNNN.YYY 

アンダーライン1文字：“_” 

NNN:数字3文字 

資料ファイル・図面ファイルの連番（001～999） 
AAA:拡張子3文字 

オリジナルファイル作成ソフト固有の拡張子 

ZZ:大文字のアルファベット2文字 
（表3-1による） 

MM:数字2文字 

1の資料ファイル・図面ファイルに対応するオリジナ

ルファイル内で連番（01～99） 

ZZNNN_MM.AAA 

資料ファイルは“PDF” 

図面ファイルは“P21” 

資料ファイル名、図面ファイル名 

XXXXX:大文字のアルファベット5文字以内 
（表3-1による） 

オリジナルファイル名 

6

YYY:拡張子3文字 

  

NNN:数字3文字 

   同一フォルダ内で連番（001～999) 

XXXXXNNN.YYY 

アンダーライン1文字：“_” 

NNN:数字3文字 

資料ファイル・図面ファイルの連番（001～999） 
AAA:拡張子3文字 

オリジナルファイル作成ソフト固有の拡張子 

ZZ:大文字のアルファベット2文字 
（表3-1による） 

MM:数字2文字 

1の資料ファイル・図面ファイルに対応するオリジナ

ルファイル内で連番（01～99） 

ZZNNN_MM.AAA 

資料ファイルは“PDF” 

図面ファイルは“P21” 

資料ファイル名、図面ファイル名 

XXXXX:大文字のアルファベット5文字以内 
（表3-1による） 

オリジナルファイル名 

6

 

図 6-2 ファイル名の参考例 

 

表 6-1 ファイル名のXXXXX部及びZZ部に使用する名称例 

種別 フォルダ名 XXXXX ZZ 

PLAN PLAN PL 

SCHEDULE SCHED SC 

MEET MEET ME 

MATERIAL MATER MR 

PROCESS PROCE PR 

INSPECT INSPE IN 

SALVAGE SALVA SA 

DRAWINGF DRAWF DF 

MAINT MAINT MA 

営繕工事 

OTHRS OTHRS OT 
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6.2.3 請負者コード 
工事管理項目の「請負者コード」には、発注者が定める請負者コードを記入してくだ

さい。各契約担当課又は、監督員に確認してください。 

 

6.2.4 地理情報 
工事管理ファイル及び図面管理ファイルに、施設及び建築物の基準点位置情報を記入

する際は世界測地系で記入します。 

同一の施設、建築物に対して複数の基準点位置情報が付与されることを避けるため、

請負者は発注者に対して工事対象施設、建築物に既に基準点位置情報が付与されている

か確認を行い、既に付与されている場合は発注者から提示された基準点位置情報を記入

します。付与されていない場合は、請負者が以下の条件を満たす基準点を設定し記入し

ます。 

・ 施設基準点は、施設の敷地範囲内の点であること 

・ 建築物基準点は、建築物の地面に投影した場合の範囲内の点であること 

 

日本では、平成14年4月1日より日本測地系から世界測地系へ移行したため、市販の

電子地図等では日本測地系で表示されるものもあり注意が必要です。 

なお、国土地理院のホームページにおいて、各種変換ツール、地理情報等が公開され

ています。 

 

・ 日本測地系から世界測地系への変換 

http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/tky2jgd/about.html 

 

・ 平面直角座標系から緯度・経度への変換 

http://www.gsi.go.jp/SERVICE/survey/prog.htm 

 

・ 数値地図2500 

http://www.gsi.go.jp/SERVICE/index.html 
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6.2.5 識別コード 
工事管理ファイル及び図面管理ファイルに、施設識別コード・建築物識別コードの 2

種類の識別コードを入力することとしています。 

識別コードは、発注者より提示されたコードを記入します。 

汎用性を考慮し、電子納品要領（案）では半角数字127文字以内と規定していますが、

営繕工事においては、施設識別コードが半角数字8字、建築物識別コードが半角数字11

字となっていますので、記入にあたっては注意が必要です。 

識別コードが設定されていない場合は、「0」を設定します。 

 

6.2.6 工事写真の取扱い 
工事写真の取扱いについては、以下のとおりとします。 

 

ア) 工事写真は、他の工事関係資料とは別の電子媒体（CD-R）に格納して提出する。 

イ) 工事関係資料（工事写真を除く）について作成する工事管理ファイル（INDEX_C.XML）

の「メディア番号」及び「メディア総枚数」管理項目を記入する際は、工事写真を

格納した電子媒体の枚数は含めない。 

ウ) 工事写真は、電子媒体ラベルの工事名の後に「（工事写真）」と記入する。電子媒体

が複数枚となる場合、工事写真はXML形式の管理ファイルを作成しないので電子媒

体ラベルの「枚数／全体枚数」で区別する。 

エ) 電子媒体のフォーマット形式については、受発注者間の協議により決定する。

（6.2.7参照） 

オ) ファイル名に使用する文字は、半角英数字及び全角文字とする。ファイル名の文字

数は、全角文字で64文字以内（拡張子を含む）とする。ただし、CD-Rのフォーマ

ットに起因する制限がこれよりも厳しい場合は、CD-Rのフォーマットに起因する

制限に従うこととする。 

カ) その他の事項については、「工事写真の撮り方（改訂第二版）－建築編－」、「工事

写真の撮り方（改訂第二版）－建築設備編－」による。 
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6.2.7 工事写真を格納するCD-Rフォーマット 
工事写真の撮り方では、日本語のフォルダ名・ファイル名の使用を前提としているた

め、工事写真を格納するCD-Rのフォーマット形式にISO9660を利用することができませ

ん。 

従って、工事写真を格納するCD-Rのフォーマット形式は受発注者間協議により決定す

ることとなりますが、特に問題がない場合は、JOLIET※1とします。 

 

6.2.8 使用する用語 
設計図書、設計仕様書、工事監理仕様書において、ほぼ同義の資料の名称が異なる場

合がありますが、電子成果物の管理上同じ用語を用いることが望ましいため、電子納品

の実施にあたっては表 6-2に示す用語を用いることとします。 

 

表 6-2 電子納品の実施にあたって使用する用語 

電子納品の実施にあたって 

使用する用語 

設計図書、設計仕様書、工事監理仕様書におい

て規定されている用語 

打合せ簿 打合せ記録、打合せ記録簿、打合せ議事録 

防災計画図書 防災計画書 

機材 材料、機器及び材料 

受注者 請負者※ 

※工事監理項目、営繕工事ガイドラインにおいて使用している。 

 

6.2.9 電子成果物の原本性保証に関する当面の対応 
電子納品の導入にあたっては、従来の書面に対する署名又は捺印に変わる措置として、

電子署名の導入が求められます。しかし、電子署名の導入は現時点では困難であるため、

当面の措置として、以下の通りとします。 

1) CD-Rのラベルに直接署名を行う。 
2) 受注者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために、6.3.7に定める様式（電子
媒体納品書）に署名又は捺印の上、電子媒体と共に提出する。 

3) 共通仕様書に基づく各書面に対する署名又は捺印は、上記1)及び2)の措置をもっ
て変えることができることとする。 

 

                                                   
※1 JOLIET（ジュリエット）：Microsoft社が提唱しているCD-ROMの論理フォーマットの1つで、最大64文字ま
でのロングファイルネームに対応した方式です。従来のCD-ROMでは、ISO9660方式に従った最大11文字の8.3

形式(ファイル名8文字+拡張子3文字)のファイル名が主流であったが、JOLIETではISO9660方式との上位互

換性を保ちつつ、最大で64文字までのファイル名を利用できるように改良されています。 
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6.3 電子媒体作成 

6.3.1 一般事項 
受注者は、ハードディスク上で整理した電子成果品を、発注者へ提出するために CD-R

に格納します。 

電子媒体作成での留意事項は、次のとおりです。 

ア) ハードディスク上でCD-Rへの格納イメージどおりに電子成果品が整理されている

ことを確認すること。 

イ) CADデータをSXFブラウザで表示し、目視により内容を確認すること。 

ウ) CD-Rへの書込み前の電子成果品及び書込み後の電子媒体についてウイルスチェッ

クを行うこと。 

エ) CD-Rへの書込み前の電子成果品及び書込み後の電子媒体について電子成果物作成

支援・検査システムを実施しエラーがないことを確認すること。 

オ) CD-Rへの書込みを追記ができない形式で行うこと。(ディスクアットワンス※1) 

 

なお、市販の電子納品作成支援ツールを利用する場合は上記の作業と異なる場合があ

ります。 

 

                                                   
※1 CD-Rへの書き込み方式のひとつです。1枚のCD-Rに対して、1回の書き込み処理しかできない方式で、この
方式で作成したCD-Rは、書き込み容量が残っていても追記できません。 
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6.3.2 電子成果品のチェック 
(1) 電子成果物作成支援・検査システムを用いた電子成果品のチェック 

受注者は、作成した電子成果品を CD-Rへ格納する前に、電子成果品のフォルダ構

成、管理ファイル等が「電子納品に関する要領･基準（案）」に沿って作成されている

ことを、最新の「電子成果物作成支援・検査システム」を利用してチェックします。 

なお、「電子成果物作成支援・検査システム」のプログラム及び操作マニュアルは、

国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。 

http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/cals/supportsys.htm 

 

電子成果物作成支援・検査システムを
Webサイトから入手します。

XML

DTD

IDXC_B01.DTD

INDEX_C.XML

電子成果物作成支援・検査システム
によるチェック

ダウンロード

チェックシステムでは、
次の内容のチェックを行います。
・ファイル名
・管理項目
・管理ファイル（XML）

「電子成果物作成支援・検査システム」
は、国土交通省官庁営繕部のホームペー
ジよりダウンロードします。
その際、適用するバージョンを確認しま
す。

PLAN

SCHEDULE

MATERIAL

PROCESS

INSPECT

MEET

SALVAGE

DRAWINGF

MAINT

OTHRS

チェックの結果でエラーがあった場合、
エラー該当箇所を確認して修正します。

 

図 6-3 電子成果物作成支援・検査システムを用いた電子成果品のチェック 
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(2) 電子成果品のウイルスチェック 
ハードディスク上にある電子成果品を整理した段階で、ウイルスチェックを行いま

す。 

ウイルスチェックソフトは特に指定はされてはいませんが、最新のウイルスも検出

できるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）し

たものを利用します。 

 

6.3.3 CD-R への格納 
 

受注者は、電子成果品をチェックし

た結果、エラーが無いことを確認した

後、CD-Rに格納します。 

CD-Rへの格納は、CD-R書込みソフト

等を利用し、データを追記できない方

式(ディスクアットワンス方式)で書き

込みます。 

なお、CD-Rのフォーマットの形式は、

ISO9660（レベル1）※1とします。 

 

 

 

 

図 6-4 CD-Rへ格納されるファイル・フォルダのイメージ 
 

6.3.4 ウイルスチェック 
受注者は、電子媒体に対し、ウイルスチェックを行います。 

ウイルスチェックソフトは特に指定はされてはいませんが、最新のウイルスも検出で

きるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したも

のを利用します。 

 

                                                   
※1 ISO9660（レベル1）：ISOで規定されるCD-R 等でのフォーマットのひとつです。特定のOS(オペレーティング
システム)、ハードウェアに依存しないため、このフォーマットのCD-Rは、ほとんどのPCのOS上で読み込む

ことができます。ただし、ファイル名等の規則は厳しく、「名前＋拡張子」の8.3形式のファイル名で、使える

文字は半角アルファベットと0～9の数字、「_」に限られます。 

XML

DTD

IDXC_B01.DTD

INDEX_C.XML

PLAN

SCHEDULE

MATERIAL

PROCESS

INSPECT

CD-Rに格納

MEET

SALVAGE

DRAWINGF

MAINT

OTHRS
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IDXC_B01.DTD
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CD-Rに格納
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SALVAGE

DRAWINGF

MAINT
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6.3.5 電子媒体等の表記 
(1) 電子媒体のラベル面の表記 
1）電子媒体のラベル面には、次の8項目について記載します。 

(a)「工事番号」各発注機関において発行される工事を対象とした番号 

(b)「工事名称」契約図書に記載されている正式名称を記載 

(c)「作成年月」工期終了時の年月を記載 

(d)「発注者名」発注者の正式名称を記載 

(e)「請負者名」請負者の正式名称を記載 

(f)「何枚目／全体枚数」全体枚数の何枚目であるか記載 

(g)「ウイルスチェックに関する情報」 

a）ウイルスチェックソフト名 

b）ウイルス定義年月日またはパターンファイル名 

c）ウイルスチェックソフトによるチェックを行った年月日(西暦表示) 

(h)「フォーマット形式」フォーマット形式・ISO9660（レベル1）を明記 

 

なお、工事番号については、発注者側の監督員に確認してください。 

 

2）ラベル面には、必要項目を表面に直接印刷、または油性フェルトペンで表記し、

表面に損傷を与えないよう注意します。押印やボールペンでの署名は、表面に損

傷を与えて読み取りができなくなることがあるので使用しないようにします。 

 

CD-Rのラベル面へ印刷し

たシールを貼り付ける方法

は、シールによって温湿度

の変化で伸縮し、CD-Rが損

傷することにより内容が失

われてしまうことや、CDド

ライブに損傷を与えること

があるので使用しないよう

にします。 

 

 

 

 

 

図 6-5 CD-Rへの表記例 

 

ウイルス対策ソフト名：○○○○

ウイルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日
フォーマット形式：ISO9660(レベル1)

受注者欄発注者欄

工事番号：○○○○○○ 枚数/全体枚数

工事名称：平成○○年度 ○○○○○○○工事

平成○○年○○月

発注者：○○局○○部○○課
受注者：△△株式会社

ウイルス対策ソフト名：○○○○

ウイルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日
フォーマット形式：ISO9660(レベル1)

受注者欄発注者欄

工事番号：○○○○○○ 枚数/全体枚数

工事名称：平成○○年度 ○○○○○○○工事

平成○○年○○月

発注者：○○局○○部○○課
受注者：△△株式会社

監督員の署

名 

現場代理人

の署名 
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(2) CD-Rのケース 
 

電子媒体を収納するケースの

背表紙には、「工事名称」、「作成

年月」を横書きで明記します。 

プラスチックケースのラベル

の背表紙には、次のように記載

します。工事名が長く書ききれ

ない場合は先頭から書けるとこ

ろまで記入します。 

 

例：平成○○年度○○○○工事 平成○○年○○月 

 

図 6-6 CD-Rのケース 

 

工事名称：平成○年度 ○○○○○○○○○○工事　平成○年○月工事名称：平成○○年度○○○○○○工事 平成○○年○○月工事名称：平成○年度 ○○○○○○○○○○工事　平成○年○月工事名称：平成○○年度○○○○○○工事 平成○○年○○月
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6.3.6 CD-Rが複数枚になる場合の処置 
電子成果品は、1枚のCD-Rに格納することを基本としますが、格納するデータの容量

が大きく、1枚の CD-Rに納まらず複数枚になる場合は、同一の工事管理ファイル

（INDEX_C.XML）を各CD-Rに格納します。 

この場合、基礎情報の「メディア番号」には、各 CD-Rに該当する番号を記入します。

工事管理ファイルの施設情報及び建築物情報は、関係する工事関係資料が当該媒体に格

納してある施設についてのみ記入します。 

工事管理ファイル以外の管理ファイル（工事関係資料管理ファイル、図面管理ファイ

ル）は、当該媒体に格納した工事関係資料、図面についてのみ作成します。 

各CD-Rには、電子納品要領（案）で定められたフォルダを全て作成します。当該媒体

に格納するデータがない場合は、フォルダ内は空になります。なお、フォルダ内を分割

することは極力避けてください。 

また、工事管理ファイルの基礎情報の「メディア番号」は、ラベルに明記してある何

枚目／全体枚数と整合を図ります。 

CD-Rが2枚になる場合の例を図 6-7に示します。 

 

PLAN

【1枚目】

同一

分割して格納

1/2 2/2

基礎情報

＜メディア番号＞1＜/メディア番号＞

＜メディア総枚数＞2＜/メディア総枚数＞

基礎情報

＜メディア番号＞1＜/メディア番号＞

＜メディア総枚数＞2＜/メディア総枚数＞

XML

DTD

INDEX_C.XML

IDXC_B01.DTD

XML

DTD

XML

DTD

INDEX_C.XML

IDXC_B01.DTD

INDEX_C.XML

IDXC_B01.DTD

MEET

MATERIAL

INSPECT

SALVAGE

DRAWINGF

【2枚目】

PROCESS

SCHEDULE

MAINT

OTHRS

基礎情報

＜メディア番号＞2＜/メディア番号＞

＜メディア総枚数＞2＜/メディア総枚数＞

基礎情報

＜メディア番号＞2＜/メディア番号＞

＜メディア総枚数＞2＜/メディア総枚数＞

PLAN

MEET

MATERIAL

PROCESS

SCHEDULE

INSPECT

SALVAGE

DRAWINGF

MAINT

OTHRS

PLAN

MEET

MATERIAL

INSPECT

SALVAGE

DRAWINGF

PROCESS

SCHEDULE

MAINT

OTHRS

データが入っているフォルダ

フォルダ内は空
（フォルダは必要）

 

図 6-7 CD-Rが2枚になる場合の作成例 
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6.3.7 電子媒体納品書 
受注者は、電子媒体納品書に署名・押印の上、電子媒体と共に提出します。 

電子媒体納品書の例を表 6-3に示します。 

 

表 6-3 電子媒体納品書（例） 

様式 

電子媒体納品書 

平成○○年○○月○○日 

 監督員 

       ○○ ○○ 様 

                   請負者  （住所）○○○○○○○○ 

                        （氏名）○○建設 

                   （現場代理人氏名）○○ ○○      印 

下記のとおり電子媒体を納品します。 

記 

 

工事名 ○○○○工事 工事番号 ○○○○ 

電子媒体の種類 規格 単位 数量 作成年月 備考 

CD-R ISO9660(ﾚﾍﾞﾙ 1) 枚 2 平成○○年○○月  

      

      

      

      

      

備考 
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6.4 電子成果品の確認 

発注者側の担当者は、納品時の電子成果品に対する確認内容を記録する目的で、「別紙 

12.納品時チェックシート(工事：受発注者用)」を利用し確認します。 

 

 

電子成果品の 
チェック 

電子成果品のチェック 

電子成果品の 
受取 

電子媒体の 
外観チェック 

電子データの 
チェック 

担当者 

受注者へ差し戻し

竣工検査へ
OK 

NG 

・電子納品チェックシステム等の利用 
・ＳＸＦブラウザによる確認 

 

図 6-8 電子成果品の受取・確認フロー 

 

6.4.1 電子媒体の外観確認 
電子媒体が正しくCD-Rで納品されたか、破損が無いか、またそのラベルは正しく作成

されているかを確認します。なお、問題がある場合はその内容を「納品時チェックシー

ト」に記入します。 

 

6.4.2 ウイルスチェック 
納品された電子媒体に対して、ウイルスチェックが行えたか、またその結果ウイルス

は検出されたかを確認します。なお、ウイルスチェックが実施できなかった場合はその

理由を、また、ウイルスが検出された場合は、その内容を「納品時チェックシート」に

記入します。発見・駆除された場合は、作成者にすみやかに連絡し、感染元を特定して

対策をうつものとします。 
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6.4.3 電子成果品の基本構成の確認 
納品された電子媒体内のフォルダ構成、ファイル名及び各種管理ファイル（XML）が、

電子納品要領(案)等で規定されているとおり正しく作成されているか「電子成果物作成

支援・検査システム」を利用して確認します。 

なお、問題があった場合は、その内容を「納品時チェックシート」に記入します。エ

ラーがある場合は、受注者にその原因を確認し、不具合があればチェック結果及び電子

成果品の再提出を求めます。 

(1) 電子成果物作成支援・検査システムの利用方法 
「電子成果物作成支援・検査システム」は、国土交通省官庁営繕部のホームページ

より無償で入手することができます。 

(http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/cals/supportsys.htm) 

1）電子成果物作成支援・検査システムにおけるチェック項目 

「電子成果物作成支援・検査システム」では、電子納品要領(案)等に記載されて

いる書類、図面、写真等を対象に以下のチェックを行います。 

・ フォルダ構成、ファイル名 

・ 管理ファイル（XML）の文法、内容 
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6.4.4 電子成果品の内容の確認 
発注者は、電子成果品の内容を確認します。確認事項は次のとおりです。 

なお、問題があった場合は、その内容を「納品時チェックシート」に記入します。 

 

(1) CADデータの確認 
CADデータの電子成果品は、SXF形式で納品するため、データ内容について共通す

るビューア（SXFブラウザ）により確認する必要があります。変換によるデータ欠落

や表現の違いが生じることのないよう、SXFブラウザによる目視確認及び電子成果物

作成支援・検査システムによるデータチェックを行ってください。 

発注者は、受け取ったCADデータが事前に確認した図面の内容と同じであることを、

抜取りにより確認を行います。 

 

(2) CADデータ以外 各種ブラウザ・ビューアや支援ソフト等による確認 
CAD以外の電子成果品について確認を行います。打合せ事項と電子成果品の内容と

の比較等を行い、内容に相違がないか確認します。 

 

6.4.5 CD-Rへの署名 
CD-Rのラベル面には受発注者相互に内容を確認した上で、発注者欄に監督員、受注者

欄に現場代理人が、油性フェルトペンなどにより署名してください。押印やボールペン

での署名は、表面に損傷を与えて、読み取りができなくなることがあるので使用しない

ようにします。 

 



電子納品運用ガイドライン（案）【営繕工事編】 

40 
札幌市 

 

7 検査前の協議・指示 

検査前の協議は、検査の実施体制に関する項目について行います。協議は、中間検査/完

成検査において電子成果品に対する円滑な検査実施を確保するため、下記の項目について

受発注者間で実施します。協議の結果は受注者が「別紙 11.検査前協議チェックシート(工

事)」に記録し、工事施工協議簿で発注者に提出します。 

 

7.1 検査場所・予定日時 

検査を行う場所、予定日時を確認します。 

 

7.2 電子成果品により検査を行う書類の範囲 

電子成果品により検査を行う書類を受発注者双方で確認し、対象書類にチェックを行い

ます。また、印刷物を用意する場合は、受注者の内部審査・照査に用いたもの、または、

発注者が出力したもののどちらを使うか確認します。 

 

7.3 検査時使用機器 

検査時に使用するパソコンや、モニタのサイズ、プリンタの機種及びその手配を受発注

者のどちらで行うかについて受発注者間で協議・確認します。 

なお、これらの機器は原則として発注者側が用意するものとします。 

 

7.4 検査用ソフト 

検査時に使用するソフトウェア及びその手配を受発注者のどちらで行うかについて受

発注者間で協議・確認します。 

これらのソフトウェアは原則として発注者側が用意するものとします。なお、やむを得

ず受注者が用意する場合は、機器(パソコン等)を含めて用意するか、もしくは、当該ソフ

トのコピーが著作権を侵害しないことが明らかな場合には、検査に先立ち、閲覧用のソフ

トウェアを格納した納品用の CD-Rを発注担当者に提出し、閲覧及び印刷機能について確

認を得るものとします。 
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7.5 機器の操作 

検査時にパソコンを操作する受注者操作補助員がいる場合、氏名、部署、連絡先を確認

します。 

なお、受注者操作補助員は、検査に先立ち検査用ソフトの操作方法を修得しておく必要

があります。 

 

7.6 その他 

電子成果品に対する検査を実施する上で、必要なその他の協議を行い、その結果を記載

します。 
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8 工事完成検査 

8.1 一般事項 

工事完成検査では、工事目的物を対象に工事の出来形、管理状況について、設計図書に

義務付けられた書類を参考に検査を行います。電子成果品も検査のための書類のひとつに

あたります。 

工事中の情報の交換・共有の方法は、メール等で情報交換を行いながらも最終的に書面

で決裁する従来の方法と、電子的に交換・共有した情報を電子成果品として蓄積していく

CALS/ECの取組みに沿った方法とがあります。 

受発注者間の協議で合意すれば電子データのみで検査を行うことも可能です。ただし、

発注者のスキルや、情報技術を扱う環境等によっては、すべてを電子的に扱うことが困難

な場合も想定されます。ここでは、公印が必要な書類などの紙で決裁された書類と電子成

果品を対象に行う取組みの一例を示します。 

なお、電子的な交換・共有については、土木工事ガイドライン「10.4.電子的な交換・

共有」を参照してください。 

 

8.2 書類検査 

受注者は、設計図書により義務付けられた工事記録写真、品質管理資料、出来形管理資

料、工事関係図及び工事報告書等を準備して受検します。 

 

8.2.1 電子成果品(CD-R)の電子データを用いて検査を行う範囲 
電子データを用いて検査を行う際は、受発注者協議により、その範囲を決定します。 

電子化された書類については、出来る限り電子データを用いて完成検査を行うことと

します。 
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8.2.2 準備と実施 
書類検査の準備と実施について、以下の項目に留意してください。 

 

ア) 書類検査に先立ち、受発注者において 6.4.電子成果品の確認に示す確認がなされ

ていること 

イ) 発注者側の担当者は、完成検査に先立って検査前協議の結果を検査員へ送付するこ

と 

ウ) 電子データによる書類について、紙書類による検査が必要であると発注者が判断す

る場合、発注者が印刷物を準備すること 

ただし、受注者が内部審査もしくは照査に用いた印刷物を検査時に使用しても

かまいません。その場合、納品データ（電子成果品）との同一性に留意してくだ

さい。 

エ) 完成検査を行うための機器環境の準備は、原則として発注者が行うこと 

ただし、受注者が希望する場合においては、受注者が準備を行うことができま

す。 

オ) 書類の閲覧は、検査員自身が行いますが、検索・表示等を行うための機器の操作な

どの補助的作業は原則として受注者が行うこと 

カ) 検査時にスタイルシート等を利用して、電子成果品の一覧表を検査員に提出するこ

と 

 

受注者から、電子データを用いた検査の申し出があった場合は、CALS/EC推進の観点か

ら、電子データを用いた検査の実施が望まれます。 
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※書類検査用機器構成 

標準的な機器構成は以下のとおりです。 

●文書・図面･写真閲覧用パソコン1台 

モニタは、縦 A4判をほぼ 1画面で表示でき、文字を識別できる 17インチ以上、

解像度1280x1024(19インチ以上が望ましい)とし、1台のパソコンからモニタ分配機

でモニタおよびプロジェクタをつないで使用します。 

●カラープリンタ(A3版まで出力可能なもの)1台 

書類検査の過程で、検査員が印刷物を必要と認めた場合に対応するために準備し

ます。 

パソコン

検査員

書類・図面等

従来の紙書類

カラープリンタ

マウス

受注者 受注者

モ
ニ
タ

そ
の
他
関
係
者

モニタ分配機

プロジェクタ

ス
ク
リ
ー
ン

パソコン

検査員

書類・図面等

従来の紙書類

カラープリンタ

マウス

受注者 受注者

モ
ニ
タ

そ
の
他
関
係
者

モニタ分配機

プロジェクタ

ス
ク
リ
ー
ン

 

図 8-1 標準的な検査機器構成イメージ図 



電子納品運用ガイドライン（案）【営繕工事編】 

45 
札幌市 

 

※検査用ソフト 

●市販の閲覧用ソフト 

検査時における書類の閲覧は、市販の閲覧用ソフト等の機能を利用して行います。 

また、受注者側の都合でソフトウェアを準備する場合には、機器(パソコンなど)

を含めて用意することができるものとします。 

●電子成果物作成支援・検査システム等 

●SXFブラウザ 

CADデータ交換標準(SXF)に対応した CADソフトによって作成された図面データを

表示・印刷する(図面を表示する機能のみで、編集の機能はありません。) 

●その他 

PDF形式ファイル、写真などのイメージデータビューワや受発注者間協議により納

品することとなったオリジナルファイルのソフトウェア。 

 

 

8.3 現場検査 

現場検査では、書類検査で利用した資料を基に受検します。 

 

 

決裁を受けた提出済み資料
CADデータをA3版程度に
プリントアウトした図面

あるいは
内部審査、照査に用いた印刷物

現場に持参する資料
 

図 8-2 現場に持参する資料のイメージ 
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9 保管管理 

発注者は、工事完成検査の後、受領した電子媒体を保管します。 

保管方法の例を図 9-1に示します。 

 

●●●●●●

登録

●●●●●●

●●●●●●

保管

保管

保管

保管

担当者によるチェック
電子媒体（2部）

決裁を受けた書類
保管庫に保管 保管庫に保管

サーバに保管

工事担当課 維持管理部署等

 

図 9-1 電子媒体の保管管理例 
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10 参考資料 

10.1 スタイルシートの活用 

スタイルシートの活用は、検査時や納品後の電子成果品閲覧時のビューアとして利用す

ることを目的としています。 

各管理ファイルのスタイルシートの作成は任意です。 

スタイルシートを作成する場合は、XSL※1に準じて作成し、各管理ファイルと同じ場所

に格納します。 

スタイルシートを利用することによりXMLで表示される情報が日本語を使用したわかり

やすい形式で表示することができます。 

ここでは例としてスタイルシートでの図面管理ファイルの表示を図 10-1に示します。 

なお、市販の電子納品作成支援ツールには、スタイルシート作成支援機能を備えたもの

もあります。 

 

 

図 10-1 スタイルシートを利用した表示例 

 

                                                   
※1 XSL(eXtensible Style Language)：XML文書の書式(体裁)を指定するスタイルシートを提供する仕様です。XSL
を使用すると、XMLで記述されたものを表形式で見ることが出来ます。 
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10.2 電子納品で必要なハード・ソフトウェア 

電子納品に対応するためには、使用するハード・ソフトウェアを受発注者双方が整備す

る必要があります。整備対象を以下に示します。 

 

(1) 受発注者で必要なハードウェア 
 

表 10-1 必要なハードウェア 

必要なハードウェア 発注者 受注者 

パソコン（CD-ROM：最近のパソコンには概ね付いています） ○ ○ 

カラープリンタ ○ ○ 

プロッタ △ △ 

スキャナ △ △ 

デジタルカメラ △ ○ 

プロジェクタ ○ － 

CD-RWドライブ ○ ○ 

インターネット回線 ○ ○ 

バックアップ機器（サーバ、MO等） △ △ 

○：必須、△：必要に応じて整備、－：不要 

 

機器の仕様については、使用用途を勘案し選定してください。 
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(2) 受発注者で必要なソフトウェア 
 

表 10-2 必要なソフトウェア 

必要なソフトウェア 発注者 受注者 

ワープロソフト（ワード等） ○ ○ 

表計算ソフト（エクセル等） ○ ○ 

CADソフト（SXF対応：OCF検定合格品推奨） △ ○ 

電子納品支援ソフト △ ○ 

ウイルス対策ソフト ○ ○ 

PDF作成ソフト（アクロバット等） △ ○ 

PDF閲覧ソフト（アクロバットリーダ（無償）等） ○ △ 

写真閲覧ソフト △ △ 

写真管理ソフト － ○ 

SXFブラウザ（国総研HPよりダウンロード：無償） ○ ○ 

電子成果物作成支援・検査システム 

（国土交通省官庁営繕部HPよりダウンロード：無償） 
○ ○ 

市販の電子納品チェックソフト等 △ △ 

○：必須、△：必要に応じて整備、－：不要 

 

※CADソフトについては複数の種類があり、SXF対応でOCF検定合格品を使用するこ

とを推奨します。OCF検定合格品等については、OCFのホームページに記載してい

ます。 

ホームページ：http://www.ocf.or.jp 
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※SXFブラウザと電子成果物作成支援・検査システムの動作環境は以下のとおりであ

り、用意するパソコンはこの環境を満足してください。 

 

表 10-3 SXFブラウザと電子成果物作成支援・検査システムの動作環境 

ソフトウェア名称 ハードウェア環境 ソフトウェア環境 

SXFブラウザ 以下に示すスペックと同等以上 

・CPU:PentiumII200MHz以上 

・メモリ:128MB以上 

・ハードディスク空き容量 

:50MB以上 

以下にあげているすべての

環境で動作を保証するもの

ではありません。使用に際し

ては自己責任での利用をお

願いしております。(開発環

境はWindows95/NT4.0です) 

OS:Windows95/98/98SE/Me/N

T4.0/2000/XPHome/XP 

Professional 

電子成果物作成支

援・検査システム 

以下に示すスペックと同等以上 

・CPU：PentiumII233MHz以上 

・メモリ:128MB以上 

・ハードディスク空き容量 

:100MB以上 

・周辺機器:CD-ROMドライブ 

大容量の管理ファイルを編集・チ

ェックする場合（資料オリジナル

ファイルが1000ファイルを超え

る場合など）には高性能なコンピ

ュータのご利用が望ましい。 

「高性能なコンピュータの例」 

・CPU: Pentium4 2GHz 

・メモリ:512MB 

OS:WindowsXP、 

Windows2000(SP2 以上)、 

WindowsNTWorkstation4.0(S

P6以上)、Windows98SE/Me、 

Windows95 OSR2以上 
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10.3 電子成果品の失敗例 

 

PLAN

PLAN.XML

正しい例 悪い例

ORG

PLAN_B01.DTD

PLAN002.PDF

PL001_01.DOC

SCHEDULE ORG

SCHEDULE.XML

SCHD_B1.DTD

SCHED001.PDF

PLAN001.PDF

SCHED002.PDF

SC001_01.DOC

SC001_02.XLS

SC002_01.DOC

INDEX_C.XML

IDXC_B01.DTD

施工計画書

PLAN.XML

オリジナル

PLAN_B01.DTD

計画書2.PDF

計画書11.DOC

工程表 オリジナル

SCHEDULE.XML

SCHD_B1.DTD

工程表1.PDF

計画書1.PDF

工程表2.PDF

工程表11.DOC

工程表12.XLS

工程表21.DOC

INDEX_C.XML

IDXC_B01.DTD

フォルダ名、ファイル名が日本語になっている。
 

 

 

PLAN

PLAN.XML

正しい例 悪い例

ORG

PLAN_B01.DTD

PLAN002.PDF

PL001_01.DOC

SCHEDULE ORG

SCHEDULE.XML

SCHD_B1.DTD

SCHED001.PDF

PLAN001.PDF

SCHED002.PDF

SC001_01.DOC

SC001_02.XLS

SC002_01.DOC

INDEX_C.XML

IDXC_B01.DTD

PLAN ORG

SCHEDULE ORG

工事等の管理ファイルがない。

PLAN002.PDF

PL001_01.DOC

PLAN001.PDF

SCHED001.PDF

SCHED002.PDF

SC001_01.DOC

SC001_02.XLS

SC002_01.DOC
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PLAN

PLAN.XML

正しい例 悪い例

ORG

PLAN_B01.DTD

PLAN002.PDF

PL001_01.DOC

SCHEDULE ORG

SCHEDULE.XML

SCHD_B1.DTD

SCHED001.PDF

PLAN001.PDF

SCHED002.PDF

SC001_01.DOC

SC001_02.XLS

SC002_01.DOC

INDEX_C.XML

IDXC_B01.DTD

電子納品要領（案）に沿ったフォルダがない。

PLAN.XML

PLAN_B01.DTD

PLAN002.PDF

PL001_01.DOC

PLAN001.PDF

INDEX_C.XML

IDXC_B01.DTD

SCHEDULE.XML

SCHD_B1.DTD

SCHED001.PDF

SCHED002.PDF

SC001_01.DOC

SC001_02.XLS

SC002_01.DOC

 

 

PLAN

正しい例 悪い例

SCHEDULE

MEET

MATERIAL

工事写真が工事関係資料と同じCD-Rに格納

されている。

PROCESS

INSPECT

SALVAGE

DRAWINGF

MAINT

OTHRS

工事写真

PLAN

SCHEDULE

MEET

MATERIAL

PROCESS

INSPECT

SALVAGE

DRAWINGF

MAINT

OTHRS

工事写真
工事写真
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PLAN

正しい例 悪い例

SCHEDULE

MEET

MATERIAL

CDルート直下のフォルダを介して、成果品フォ

ルダと電子データを格納している。

PROCESS

INSPECT

SALVAGE

DRAWINGF

MAINT

OTHRS

PLAN

SCHEDULE

MEET

MATERIAL

PROCESS

DISK1

・・・・・
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正しい例 悪い例

ウィルス対策ソフト名：○○○○

ウィルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日
フォーマット形式：ISO9660(レベル1)

受注者欄発注者欄

工事番号：○○○○○○ 枚数/全体枚数

工事名称：平成○○年度 ○○○○○○○工事

平成○○年○○月

発注者：○○局○○部○○課
受注者：△△株式会社

ウィルス対策ソフト名：○○○○

ウィルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日
フォーマット形式：ISO9660(レベル1)

工事番号：○○○○○○ 枚数/全体枚数

工事名称：平成○○年度 ○○○○○○○工事

平成○○年○○月

発注者：○○局○○部○○課
受注者：△△株式会社

CD-Rのラベルに署名欄が無い。

正しい例 悪い例

ウィルス対策ソフト名：○○○○

ウィルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日
フォーマット形式：ISO9660(レベル1)

受注者欄発注者欄

工事番号：○○○○○○ 枚数/全体枚数

工事名称：平成○○年度 ○○○○○○○工事

平成○○年○○月

発注者：○○局○○部○○課
受注者：△△株式会社

ウィルス対策ソフト名：○○○○

ウィルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日
フォーマット形式：ISO9660(レベル1)

受注者欄発注者欄

工事番号：○○○○○○ 枚数/全体枚数

工事名称：平成○○年度 ○○○○○○○工事

平成○○年○○月

発注者：○○局○○部○○課
受注者：△△株式会社

ウィルス対策ソフト名：○○○○

ウィルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日
フォーマット形式：ISO9660(レベル1)

工事番号：○○○○○○ 枚数/全体枚数

工事名称：平成○○年度 ○○○○○○○工事

平成○○年○○月

発注者：○○局○○部○○課
受注者：△△株式会社

ウィルス対策ソフト名：○○○○

ウィルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日
フォーマット形式：ISO9660(レベル1)

工事番号：○○○○○○ 枚数/全体枚数

工事名称：平成○○年度 ○○○○○○○工事

平成○○年○○月

発注者：○○局○○部○○課
受注者：△△株式会社

CD-Rのラベルに署名欄が無い。

 

 

ウィルス対策ソフト名：○○○○

ウィルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日

フォーマット形式：ISO9660(レベル1)

受注者欄発注者欄

工事番号：○○○○○○ 枚数/全体枚数

工事名称：平成○○年度 ○○○○○○○工事

平成○○年○○月

発注者：○○局○○部○○課
受注者：△△株式会社

正しい例

署名欄に、印刷または油性フェルトペンでサイ
ンしている。

山田

ウィルス対策ソフト名：○○○○

ウィルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日

フォーマット形式：ISO9660(レベル1)

受注者欄発注者欄

工事番号：○○○○○○ 枚数/全体枚数

工事名称：平成○○年度 ○○○○○○○工事

平成○○年○○月

発注者：○○局○○部○○課
受注者：△△株式会社

悪い例

CD-Rのレベル署名欄にハンコを押している。

田
中

山
田

ウィルス対策ソフト名：○○○○

ウィルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日

フォーマット形式：ISO9660(レベル1)

受注者欄発注者欄

工事番号：○○○○○○ 枚数/全体枚数

工事名称：平成○○年度 ○○○○○○○工事

平成○○年○○月

発注者：○○局○○部○○課
受注者：△△株式会社

正しい例

署名欄に、印刷または油性フェルトペンでサイ
ンしている。

山田

ウィルス対策ソフト名：○○○○

ウィルス定義：○○○○年○月○日版
チェック年月日：○○○○年○月○日

フォーマット形式：ISO9660(レベル1)

受注者欄発注者欄

工事番号：○○○○○○ 枚数/全体枚数

工事名称：平成○○年度 ○○○○○○○工事

平成○○年○○月

発注者：○○局○○部○○課
受注者：△△株式会社

悪い例

CD-Rのレベル署名欄にハンコを押している。

田
中

山
田
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悪い例 

 

 

管理ファイル（XML）の中で、使用禁止文字を使用しています。 

（管理ファイルにおける使用禁止文字の例） 

 

１２３４５６７８９０
ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ
ａｂｃｄｅｆｇｈｉｊｋｌｍｎｏｐｑｒｓｔｕｖｗｘｙｚ

１２３４５６７８９０
ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ
ａｂｃｄｅｆｇｈｉｊｋｌｍｎｏｐｑｒｓｔｕｖｗｘｙｚ

機種依存文字は使用
できません。

全角英数字は使用で
きません。

半角カタカナは使用
できません。
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10.4 全体の流れと関係者の役割 

全体の流れと関係者の役割は以下のようになります。 

受注者発注者

現場代理人監督員監督員 その他

事前準備

契約

竣工

発注者提供資料の作成
・「別紙9.CADデータ発注図面チェックシート」

施

工

電
子
成
果
品
作
成

機器、インターネット回線、メールアドレス
等を準備

発注者提供資料の提供
発注者提供資料の確認
・「別紙9.CADデータ発注図面チェックシート」

着手時の協議 ・「別紙10.着手時協議チェックシート」

電子メールを利用した受発注者間での施工中の情報交換・共有

電子成果品作成（必要に応じて、電子納品
作成支援ツールを使用）

納品時の確認
・「別紙12.納品時チェックシート」

電子成果品提出（CD-Rに署名）電子成果品受領

電子成果品確認（CD-Rに署名）

納品時の確認
・「別紙12.納品時チェックシート」

電子納品支援ツール等を利用して作成し
た電子成果品の原本性確認

検査前の協議 ・「別紙11.検査前協議チェックシート」

完成検査準備
電子データを用いた検査の実施

成果品説明、機器操作
・電子成果品の一覧表（スタイルシートなど）

の提出

検

査

電子成果品（CD-R正副）の保管

 

図 10-2 全体の流れと関係者の役割 
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10.5 チェックシート 

10.5.1 別紙 9.CADデータ発注図面チェックシート(工事発注時) 
別紙9.CADデータ発注図面チェックシート（工事発注時）

利用したチェックシステムのバージョンを記入する

備考

1 ファイル形式 ◎
基準・要領（案）に示すSXF形式で作図されていることを
確認する。

2 図面管理項目 ◎
基準・要領（案）に示す管理項目に従い正しく記入されて
いることを確認する。

3 工種 ◎
基準・要領（案）で定義されている工種または追加工種を
利用していることを確認する。

4 図面種類 ◎
基準・要領（案）に示す図面種類を利用していることを確
認する。

5 図面ファイル名 ◎
基準・要領（案）に示す図面ファイル名を利用していること
を確認する。

6 新規追加ファイル名 ◎
受発注者間で協議した新規追加ファイルを利用している
ことを確認する

7 レイヤ名 ◎
基準・要領（案）に示すレイヤ名を利用していることを確認
する。

8 新規追加レイヤ名 ◎
受発注者間で協議した新規追加レイヤを利用しているこ
とを確認する

備考

9 作図されている内容 ◎
作図されている内容が正しく記述されていることを確認す
る。

10 適切なレイヤに作図 ◎
作図されている内容が適切なレイヤに記述されていること
を確認する。

11 紙図面との整合 ◎
印刷（納品）された紙図面とCAD図面との整合を確認す
る。

12 表題欄 ◎
基準・要領（案）に従い表題欄が作図されていることを確
認する。

13 図面の大きさ ○ 図面の大きさ（A1）を確認する。

14 図面大きさ正位 ○ 図面の正位（縦）を確認する。

15 輪郭線の余白 ○ 輪郭線の余白を確認する。

16 尺度 ○
基準・要領（案）で示す尺度に従い作図されていることを
確認する。

17 線色 △
基準・要領（案）で示す線色に従い作図されていることを
確認する。

18 線種 △
基準・要領（案）で示す線種に従い作図されていることを
確認する。

19 文字 △
基準・要領（案）で示す文字に従い作図されていることを
確認する。

20 特記仕様書フォルダ ◎ 特記仕様書フォルダに格納するデータを確認する

必要度：◎ 必須
　　　　○ 実施が望ましい
　　 　 △ 任意

【SXFブラウザによる目視確認】

チェック項目 必要度
コメント

検査結果

№ チェック項目 必要度
検査結果

コメント

項目

担当者名

チェック実施日

部署名

工事名

記入欄

共
通
情
報

C
A
D
情
報

発注者提供資料作成に使
用した要領基準

　　営繕工事電子納品要領（案）H14.11

発注者提供資料(CAD)作成
に使用した要領基準

適
用
要
領
基
準

　　建築CAD図面作成要領(案)H14.11

利用したチェックシステム

発注者提供資料作成時に利用した要領・基準（案）を記
入する

№

【チェックシステムによる確認】
図面管理項目については、必須箇所を中心に記入内容にについての確認も行う。
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10.5.2 別紙 10.着手時協議チェックシート(工事) 
別紙10.着手時協議チェックシート(工事)

(１)協議参加者 実施日 　平成　　年　　月　　日　
工事名

工期 　 平成　　年　　月　　 ～ 平成　　年　　月　　日　

工事番号

発注者 部署名

役職名

参加者名

受注者 会社名

役職名 (現場代理人)

参加者名

(２)適用要領・基準類

(３)インターネットアクセス環境、利用ソフト等

発注者 電子メール添付ファイルの容量制限 　1Mbyte未満 　2Mbyte未満 　3Mbyte以上(　　Mbyte)

受注者 電子メール添付ファイルの容量制限 　1Mbyte未満 　2Mbyte未満 　3Mbyte以上(　　Mbyte)

通信回線 　ダイヤルアップ 　ISDN 　ADSL 　専用線　光ファイバ 　他(　　　　　 　　　)

最大回線速度 　128Kbps未満 　128Kbps以上 　384Kbps以上 　1.5Mbps以上

基本ソフト

文書作成等Word

Excel

その他

CAD図面 SXF(P21またはSFC)形式

その他

写真 JPEG(またはTIFF)形式
ウイルス対策

その他

(４)施工中の情報共有

建築CAD図面作成要領(案)

工事写真の撮り方 - 建築編・建築設備編

H14.11

札幌市 電子納品運用ガイドライン(案)【営繕工事編】

受注者利用ソフト
(バージョンを含めて記載)

発注者利用ソフト
(バージョンを含めて記載)

ソフト名もしくはファイル形式

電子的な交換・共有

H14.11

名　　称

営繕工事電子納品要領（案）

営繕工事

H10.05

H19.04

　　記録媒体

使用電子メールアドレス

使用電子メールアドレス

電子的な交換・共有方法

　　行う　　　行わない

　 電子メール

備考

　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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(５)電子納品対象項目
フォルダ チェック欄

○：電子

△：紙　

×：不要

（別のCD-Rに格納） ○

<root> ○

PLAN ○

○

ORG ○

SCHEDULE ○

○

ORG ○

MEET ○

○

○ ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

MATERIAL ○

○

ORG ○

PROCESS ○

○

○

○

○

INSPECT ○

○

ORG ○

SALVAGE ○

○

○

○

DRAWINGF ○

○

ORG ○

MAINT ○

○

○

○

○

OTHRS ○

○

ORG ○

海外建設資材品質審査証明書
海外建設資材品質審査証明書更新依頼書

下記オリジナルのPDFファイル

機材関係資料管理ファイル、DTD

試験計画書（機材検査に伴うもの）

下記オリジナルのPDFファイル

検査関係資料管理ファイル、DTD

海外建設資材品質審査証明書変更確認書

納品データ名

工程表

海外建設資材品質審査証明書変更届

下記オリジナルのPDFファイル

サブフォルダ 受注者
協議時の合意内容

作成者

発注者

下記オリジナルのSXFファイル

検査関係資料

発生材関係資料管理ファイル、DTD

完成図管理ファイル、DTD、レイヤリスト

下記オリジナルのPDFファイル

下記オリジナルのPDFファイル

施工計画書

工程表管理ファイル、DTD

※1　工事写真類を電子納品した場合は不要。

その他資料管理ファイル、DTD

下記オリジナルのPDFファイル

全ての工事写真

打合せ簿管理ファイル、DTD

工事管理ファイル、DTD

施工計画書管理ファイル、DTD

下記オリジナルのPDFファイル

ORG

工事打合せ簿
工事カルテ
○○○時　工事カルテ受領書
海外建設資材品質審査証明依頼書
海外建設資材品質審査証明依頼承諾
書

施工関係資料管理ファイル、DTD

下記オリジナルのPDFファイル

工事アルバム（表紙）(※１)

ORG

試験計画書（施工検査に伴うもの）

施工報告書

工事実施状況報告書（月報）

ORG
発生材調書

処理報告書

完成図（主要機器図を除く）(※２)

保全に関する資料管理ファイル、DTD

下記オリジナルのPDFファイル

ORG

主要材料機器一覧表

保全に関する証明書

官公署届出書類一覧表

※2　発注者から、発注図CADデータの提供がされない場合は、電子納品の対象とするかどうか協議する。
※　 この表に示す資料について、可能な限り電子納品を行うこととするが、電子化が著しく非効率な場合等は、

　　 受発注者間協議により紙による納品とすることができる。
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(６)工事検査方法等

発注者 受注者

(７)その他

その他（　　　　　　　　　　）

機材関係資料

営繕工事

施工計画書

工事打合せ簿

特記仕様書

発注図面

工程表

参考図

工事写真

完成図面

検査関係資料

施工関係資料

書類名

検査時に紙で用意する
書類

書類名称
手配実施者

備　　考

発生材関係資料

保全に関する資料

電子媒体 紙、電子媒体併用 紙

機器の準備
　　発注者　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　　受注者　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
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10.5.3 別紙 11.検査前協議チェックシート(工事) 

実施日

部署名
参加者名
会社名
参加者名

(１)検査場所・予定日時

(２)電子成果品により検査を行う書類の範囲

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

(３)検査時使用機器

ノート型（　　　　台） 発注者 受注者

ノート型（　　　　台） 発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

営繕工事

　　　パソコン

　　　モニタ

備考

　　　その他

　　　プロジェクタ

　　　サイズ（　　　　　インチ）：　台

紙

工事名
工期
工事番号

平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

予定日時

発注者

受注者

検査実施場所

平成　  　年　  　月　  　日

平成　　年　　月　　日　　　　：　　　　～　　　　　：

印刷物準備者※1電子納品対象書類
電子データのみ

利用
紙と電子データの

併用

手配実施者

※1　印刷物を用意する場合、受注者の内部審査・照査に用いたもの、または、発注者が出力したもののどちらを使うか確認します。

項　　　目 内　　　　容

　　参考図

　　機材関係資料

出力可能最大サイズ　　　　　A3　　　　　A4

　　その他

　　　サイズ（　　　　　インチ）：　台

　　工事写真

　　工程表

　　　カラープリンタ

　　発生材関係資料

　　保全に関する資料

　　　デスクトップ型（　　　　台）

　　　デスクトップ型（　　　　台）

別紙11.検査前協議チェックシート(工事)

　　工事打合せ簿

　　施工計画書

　　施工関係資料

　　検査関係資料

　　完成図面
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(４)検査用ソフトウェア

(５)機器の操作

　　　受注者操作補助員なし

※受注者操作補助員は、検査に先立ち上記ソフトウェアの操作方法を習得しておくこと

(６)その他

営繕工事

受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者

工事写真ファイル

手配実施者閲覧対象
（Ver.　　　　　　　　　　）　　　　　　　

施工計画書管理ファイル

受注者

工程表ファイル
機材関係資料管理ファイル

完成図面管理ファイル
その他管理ファイル

検査時使用ソフトウェア名

（CADデータ）

（ワープロ）

（表計算ソフト）

（Ver.　　　　　　　　　　）　　　　　　　

各種工事書類ファイル

施工関係資料管理ファイル

表計算ファイル

（Ver.　　　　　　　　　　）　　　　　　　
保全に関する資料管理ファイル

発生材関係資料管理ファイル

工事管理ファイル
打合せ簿管理ファイル

参考図ファイル
完成図面ファイル

（Ver.　　　　　　　　　　）　　　　　　　

（Ver.　　　　　　　　　　）　　　　　　　

（Ver.　　　　　　　　　　）　　　　　　　

発注者

発注者 受注者

連絡先（e-mail）

　　　検査には以下に示す受注者操作補助員が同席するものとし、検査員の求めに応じて電子データの内容をパソコンの画面に
　　　表示、あるいはプリンタに出力する。

部署名
連絡先（電話番号）

その他
発注者 受注者

操作補助員氏名

検査関係資料管理ファイル
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10.5.4 別紙 12.納品時チェックシート(工事：受発注者用) 

実施日 平成　  　年　  　月　  　日　

平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

（現場代理人）

(１)電子媒体の外観確認

(２)ウイルスチェック
平成　  　年　  　月　  　日　

(３)電子成果品の基本構成の確認

（　　　　　　　　　　　　　）

(４)電子成果品の内容の確認

No 必要度

1 ◎

2 ◎

3 ◎

4 ◎

5 ○

6 ○

7 ○

8 ○

9 ○

10 △

11 △

12 △

必要度：◎ 必須、○ 実施が望ましい、 △ 任意

表題欄

図面の大きさ

図面大きさ正位

別紙12.納品時チェックシート(工事：受発注者用)

電子成果物作成支援・検査システムの結
果

利用したチェックシステムのバージョン

ラベル

実施日
実施ソフト
パターンファイル番号

　　　異常なし　→　ウイルスは検出されなかった

　　　異常あり　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作図されている内容

線種

【CADデータの内容確認】
発注者においては、№1～№12に関する事項は、全ての図面を確認の対象とするのではなく、抜き取り確認を実施する。
受注者においては、№1～№12に関する事項は、全ての図面を確認の対象として実施する。ただし、№6～№12についての確認は任意とする。

チェック項目

図面管理項目

　　　問題なし　→　CD-R（特記仕様書通りの枚数）が納品された

　　　問題あり　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　問題なし　→　正しく作成されている

　　　問題あり　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電子媒体

発注者

受注者
チェック実施者名

ウイルスチェックの実施と結果

　　　実施できなかった　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　エラーなし　

備考

必須箇所を中心に記入内容の確認を行う。

輪郭線の余白を確認する。

適切なレイヤに作図

紙図面との整合

基準・要領（案）で示す線色に従い作図され
ていることを確認する。

輪郭線の余白

尺度

線色

基準・要領（案）で示す尺度に従い作図され
ていることを確認する。

図面の正位（縦）を確認する。

印刷（納品）された紙図面とCAD図面との整
合を確認する。

基準・要領（案）に従い表題欄が作図されて
いることを確認する。

基準・要領（案）で示す線種に従い作図され
ていることを確認する。

　　　エラーあり　

エラーの内容を記載する

作図されている内容が正しく記述されてい
ることを確認する。

検査結果

図面の大きさ（A1）を確認する。

基準・要領（案）で示す文字に従い作図され
ていることを確認する。

工事名
工期
工事番号

部署名

チェック実施者名

会社名

文字

作図されている内容が適切なレイヤに記述
されていることを確認する。
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　　　問題なし

　　　問題なし

　　　問題なし

　　　問題なし

　　　問題なし

　　　問題なし

　　　問題なし

　　　問題なし

　　　問題なし

　　　問題なし

　　　問題なし

(５)必要なものが全てあるか確認

　　　発注者は内容の確認後、CD-Rラベルへ監督員が署名を行う

　　　受注者は内容の確認後、CD-Rラベルへ現場代理人が署名を行う

　　　電子媒体納品書

　　　CD-R（プラスチックケ－スに入れたもの）

　　　電子成果物作成支援・検査システムによるチェック結果（メッセージ出力の表紙のみ）

　　　CD-Rラベルへの署名に油性フェルトペンなどを使用しているか（ボールペンは不可）

(６)その他

保全に関する資料

参考図

施工計画書

機材関係資料

施工関係資料

検査関係資料

（問題となった内容を記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）問題あり

【CADデータ以外の内容確認】発注者においては、チェックを行うべき対象物から抜き取り確認を実施する。

（問題となった内容を記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）工事写真

発生材関係資料

工程表

工事打合せ簿

問題あり

問題あり

（問題となった内容を記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）問題あり

（問題となった内容を記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（問題となった内容を記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問題あり （問題となった内容を記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問題あり

（問題となった内容を記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問題あり （問題となった内容を記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問題あり

（問題となった内容を記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（問題となった内容を記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）問題あり

問題あり

成果品

問題あり （問題となった内容を記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

CD-Rラベルへの署名

その他ファイル
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10.6 用語解説 

【A】 

ASP（エーエスピー、Application Service Provider） 

インターネット上で利用できるアプリケーションソフトのレンタル等の有償サー

ビス事業者をいいます。 

ASPで提供されるサービスは、電子掲示板、ファイル保管管理等の機能を持つ情報

共有ソフト等があります。ASPは、各種業務用ソフト等のアプリケーションソフトを

データセンター等において運用し、ソフト等をインターネット経由でユーザー（企業）

に提供しています。 

 

【C】 

CAD（キャド、Computer Aided Design） 

設計者がコンピュータの支援を得ながら設計を行うシステムのことをいいます。図

形処理技術を基本としており、平面図形の処理を製図用途に追うようにしたものを 2

次元CAD、3次元図形処理を製品形状の定義に利用したものを3次元CADといいます。

デザイン、製図、解析など設計の様々な場面で活用されます。 

CALS/EC（キャルスイーシー、 

Continuous Acquisition and Life-cycle Support/Electronic Commerce） 

「公共事業統合情報システム」の略称です。 

従来は紙で交換されていた情報を電子化するとともに、ネットワークを活用して各

業務プロセスをまたぐ情報の共有・有効活用を図ることにより、公共事業の生産性向

上やコスト縮減を実現するための取組みです。 

CALSとは、企業間や組織間において、事業や製品等の計画、設計、製造、運用、保

守に至るライフサイクルの各段階間や関係者間で発生する各種情報を電子化し、その

伝達、共有、連携、再利用を効率的に行いコストの削減や生産性の向上を図ろうとす

る活動であり、概念です。 

ECとは、電子化された商取引を意味します。国土交通省では公共事業の調達（入札、

契約）行為をインターネットで行っています。 

CD-R（シーディーアール、Compact Disc Recordable） 

データの記録専用のCDです。 

記録する方式により一度だけ書き込める方式と追記が可能な方式があります。ただ

し、書き込まれたデータは消去できません（論理的に認識できないようにすることは

できます）。 

容量は、現在では700MB程度までが主流であり、さらに拡張したものもあります。 

標準的な論理フォーマットは、ISO9660等があります。 

CORINS（コリンズ、Construction Records Information Service） 
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「工事実績情報サービス」の略称です。 

CORINSは、公共事業の入札・契約において、透明性・客観性・競争性を確保するこ

とを目的に、公共事業発注期間が共同で利用できる公共実績情報サービスです。（財）

日本建設情報総合センターが公益法人という立場で、建設企業からの工事カルテの登

録を基に工事実績情報のデータベースを構築し、各公共工事発注機関へ情報提供を行

っています。 

CORINSからの情報提供により、発注者は、建設企業の工事実績の把握及び技術力の

適正な評価を行うことができます。また、受注者にとっても、自社の工事実績情報が

公共工事発注期間に届きますので、営業支援の役割を果たします。 

 

【D】 

DM（ディジタル・マッピング、ディーエム、Digital Mapping） 

空中写真測量等により、地形、地物等の地図情報をデジタル形式で数値地形図を作

成する作業を表しており、それにより作成されるデータを「DMデータファイル」とい

います。 

DMデータファイルの仕様は国土交通省公共測量作業規程に定められており、国土基

本図や都市計画図等の大縮尺地図を数値地図データとして作成する場合に適用され

ています。 

・拡張DM 

国土地理院は、国土交通省公共測量作業規程に定められているディジタルマッピン

グ（DM）データファイル仕様に、応用測量分野をはじめとするデータ項目の大幅な追

加・見直しを行い、これを「拡張ディジタルマッピング実装規約（案）」（以下、「実

装規約（案）」という。）として策定しています。 

この実装規約（案）は、数値地形測量（地図情報レベル 2500以上）の測量成果お

よび測量記録等のほか、基準点測量の網図や応用測量の各種位置図、平面図等を作成

する場合に適用されます。 

適用される成果等の詳細は、以下のとおりです。 

1) 基準点測量：基準点網図、水準路線図 

2) 数値地形測量：DMデータファイル、DMデータインデックスファイル、標定点配

置図・水準路線図、対空標識点一覧図、標定図、刺針点一覧図、空中三角測量実

施一覧図、数値地形モデル、ディジタルオルソデータファイル、位置情報ファイ

ル 

3) 応用測量：線形図、線形地形図、詳細平面図、杭打図、等高・等深線図、公図

等転写連続図、復元箇所位置図、基準点網図、設置箇所位置図、用地実測データ、

用地平面図 

これまでは、応用測量の測量成果等を電子納品するためには規定されていなかった

事項がありましたが、実装規約（案）の策定により、ほとんどの測量成果および測量

記録のファイル形式が統一されることとなります。 
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測量の後続作業である設計・施工工程では、実装規約（案）を適用して作成された

DMデータファイルを受け取れるインターフェイスを用意すれば、そのまま測量成果等

が使用できます。この時、測量成果が3次元座標を有していれば、設計等の工程でも

3次元座標の利用が可能となり、情報の共有が図れます。 

なお、実装規約（案）の詳細は、国土地理院ホームページで公開しています。 

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/kakutyou_dm/index.htm 

DTD（ディーティーディー、Document Type Definition） 

XML等で文書を記述する際、タグを利用して、データの要素・属性、構造（見出し、

段落等）を定義するものです。（※XML⇒「XML」の項、参照。） 

 

【G】 

GIS（ジーアイエス、Geographical Information System） 

デジタル化された地図（地形）データと、統計データや位置の持つ属性情報などの

位置に関連したデータとを、統合的に扱う情報システムです。 

地図データと他のデータを相互に関連づけたデータベースと、それらの情報の検索

や解析、表示などを行なうソフトウェアから構成されています。データは地図上に表

示されるので、解析対象の分布や密度、配置などを視覚的に把握することができます。 

 

【I】 

ISO9660フォーマット 

ISOで規定されるCD-R等での標準的なフォーマットのひとつです。 

特定の OS（オペレーティングシステム）、ハードウェアに依存しないため、このフ

ォーマットのCD-Rは、ほとんどのPCのOS上で読み込むことができます。 

ISO9660フォーマットにはレベル1からレベル3までの段階があり、電子納品に関

する要領（案）・基準（案）では、長期的な保存という観点から、ISO9660フォーマッ

トの中でもOS間での互換性が最も高い「レベル1」を標準としています。ただし、レ

ベル 1の場合、ファイル名等の規則は厳しく、「名前＋拡張子」の 8.3形式のファイ

ル名で、使える文字は半角アルファベットと 0～9の数字、「_」に限られ、ディレク

トリ名は8文字までの制限があります。 

 

【J】 

JPEG（ジェーペグ、Joint Photographic Experts Group） 

静止画像データの圧縮方式の一つです。ISOにより設置された専門家組織の名称が

そのまま使われています。圧縮の際に、若干の画質劣化を許容する（一部のデータを

切り捨てる）方式と、まったく劣化のない方式を選ぶことができ、許容する場合はど

の程度劣化させるかを指定することができます。方式によりばらつきはありますが、

圧縮率はおおむね1/10～1/100程度です。 
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【M】 

MO（エムオー、Magnet Optical disk） 

書き換え可能な光磁気ディスクです。磁気記憶方式に光学技術を併用しています。

書込み時はあらかじめレーザー光を照射してからデータを磁気的に書き込むので、記

憶の高密度化が可能です。また、読み出し時はレーザー光のみを用いるため、高速に

データを読み出すことができます。容量が 230MB、540MB、640MB、1.3GBのものが一

般的です。 

 

【P】 

PDF（ピーディーエフ、Portable Document Format） 

PDFは、1993年に、米国のアドビ システムズ社が策定、発表した電子文書のファ

イルフォーマットです。現在PDF は、電子文書のデファクトスタンダード（事実上の

標準）となっています。インターネット上での文書公開では多くの電子文書がPDF形

式で配布されています。 

PDFの特長は電子文書の画面表示及び印刷が、特定のOS、アプリケーションに依存

せず、どのパソコンでも同様の結果が得られることにあります。 

PDFのビューアソフトであるAcrobat Readerが無償配布されているほか、PDFの仕

様はアドビシステムズのWebサイトで公開され、フォーマットの規定内容が完全に公

開されていること、フォーマットの無償利用が許可されていることから、他のソフト

ウェア会社からもPDF文書を作成するソフトウェアが提供されています。 

また、（財）日本規格協会から PDFの規定内容が翻訳、公開されています（標準情

報 TRX 0026:2000）。 

 

【S】 

SXF（エスエックスエフ、Scadec data eXchange Format） 

異なるCADソフト間でデータの交換ができる共通ルール（中間ファイルフォーマッ

ト：交換標準）です。「CAD データ交換標準開発コンソーシアム」において開発され

ました。 

この交換標準はコンソーシアムの英語名称である SCADEC（Standard for the CAD 

data Exchange format in the Japanese Construction field）にちなみ、SXF標準と

呼ばれています。 

SXFのファイル形式は、国際規格であるSTEP/AP202（通称STEP/AP202）に準拠し、

電子納品で採用されている、拡張子「.P21」のSTEPファイル（P21ファイルと呼びま

す）と、国内でしか利用できないファイル形式であるSFCファイル（Scadec Feature 

Comment fileの略、SFCファイルと呼びます）があります。 

P21ファイルは国際規格であるISO10303/202に則った形式であるため、自由なデー

タ交換が可能となるように、描画要素に特化したフィーチャから構成されるデータ構

造をもっています。SFCファイルはフィーチャコメントと呼ばれる国内だけで利用で
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きるローカルなデータ構造を持っています。データ構造の違いからP21ファイルはSFC

ファイルに比べデータ容量が大きくなります。 

SXFブラウザ 

SXF対応CADソフトによって作成されたSXF形式（P21、SFC）の図面データを表示・

印刷するためのソフトウェアで次のURLでダウンロードすることのできる無償提供の

ツールです。CADソフトと違い、編集の機能はありません。 

国土交通省国土技術政策総合研究所の「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」web

サイトから、ダウンロードすることができます。 

http://www.nilim-ed.jp/calsec/checksystem.htm 

 

【T】 

TECRIS（テクリス、Technical Consulting Records Information Service） 

「測量調査設計業務実績情報サービス」の略称です。 

TECRISは、コンサルタント企業等の選定において手続きの透明性・客観性、競争性

をより高めつつ、技術的に信頼のおける企業を選定するための業務実績情報サービス

です。 

（財）日本建設情報総合センターが公益法人という立場で、コンサルタント企業等

からの業務カルテの登録を基に業務実績情報のデータベースを構築し、各業務発注機

関へ情報提供を行っています。 

TECRISからの情報提供により、発注者は、建設企業及び技術者の業務実績の把握及

び技術力の適正な評価を行うことができます。また、受注者にとっても、自社の業務

実績情報が公共工事発注期間に届きますので、営業支援の役割を果たします。 

TIFF（ティフ、Tagged Image File Format） 

画像データのフォーマットです。1枚の画像データを、解像度や色数、符号化方式

の異なるいろいろな形式で一つのファイルにまとめて格納できるため、アプリケーシ

ョンソフトに依存しない画像フォーマットとなっています。 

なお、G4規格は、電気通信の規格の一つで、TIFFファイルの画像の転送、記録方

式の一つとして採用されています。G3規格より高い圧縮率が得られます。 

TRABIS（トラビス、Technical Report And Boring Information System） 

技術文献地質情報提供システムのことです。国土交通省の各地方整備局において運

用管理している情報システムです。提供している情報は技術文献に関する文献抄録情

報と各地方整備局における地質情報です。技術文献とは業務成果報告書と地整技術研

究発表会論文集のことを指し、地質情報とは主にボーリング柱状図のことを指します。 

 

【X】 

XML（エックスエムエル、eXtensible Markup Language） 

文書、データの意味及び構造を記述するためのデータ記述言語の一種です。 

ユーザが任意でデータの要素・属性や論理構造を定義できます。1998年2月にW3C
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（WWWコンソーシアム）おいて策定されています。 

 

【あ】 

ウイルス 

電子ファイル、電子メール等を介して次々と他のコンピュータに自己の複製プログ

ラムを潜伏させていき、その中のデータやソフトウェアを破壊するなどの害を及ぼす

コンピュータプログラムのことです。 

ウイルスチェック 

ウイルスチェックソフトを用いてコンピュータウイルスを検出・除去する処置のこ

とをいいます。 

 

【か】 

管理ファイル 

電子成果品の電子データを管理するためのファイルです。データ記述言語として

XMLを採用しています。 

電子納品では、電子成果品の再利用時に内容を識別するため、工事、業務に関する

管理情報や報告書・図面等の管理情報（管理ファイルと DTD）を電子成果品の一部と

して納品することにしています。 

※XML⇒「XML」の項、参照。 

※DTD⇒「DTD」の項、参照。 

 

【さ】 

サーバ 

ネットワーク上でサービスや情報を提供するコンピュータのことです。 

インターネットではウェブサーバ、DNS サーバ（ドメインネームサーバ）、メール

サーバ（SMTP／POPサーバ）等があり、ネットワークで発生する様々な業務を内容に

応じて分担し集中的に処理します。 

・ウェブサーバ：ホームページ等のコンテンツを収め情報提供を行うもの 

・DNSサーバ：IPアドレスとドメイン名の変換を行うもの 

・SMTP／POPサーバ：電子メールの送受信を行うもの 

事前協議 

工事・業務の開始時に、受発注者間で行われる協議のことをいいます。協議におい

て、電子納品に関する取り決めをしておくことが、電子納品の円滑な実施の重要なポ

イントになります。 

（工事施工中の）情報共有システム 

日本建設情報総合センターでは、国土交通省の推進する公共事業における CALS/EC

の一環として、工事情報の円滑な利用による業務の効率化を実現するべく、発注者、

受注者それぞれの立場のメンバー参画を得て、標準的情報共有システムのあり方を検
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討しています。 

工事施工中の情報共有システムとは、工事施工中に受発注者間に発生する情報を、

インターネット経由で交換・共有するシステムです。 

なお、工事施工途上における受発注者間の情報共有システムを導入する際に、満た

すべき機能をとりまとめることを目的として「工事施工中における受発注者間の情報

共有システム機能要件（案）（Rev1.1）」公開しています。本機能要件案で想定する情

報共有システムの提供形態は、発注者がサーバを保有・管理する発注者サーバ方式と

ASP（Application Service Provider）方式があります。 

情報リテラシー 

インターネット等の情報通信やパソコン等の情報通信機器を利用して、情報やデー

タを活用するための能力・知識のことです。 

世界測地系 

世界測地系とは、世界で共通に利用できる位置の基準をいいます。 

測量の分野では、地球上での位置を経度・緯度で表わすための基準となる座標系及

び地球の形状を表わす楕円体を総称して測地基準系といいます。つまり、世界測地系

は、世界共通となる測地基準系のことをいいます。 

これまで、各国の測地基準系が測量技術の制約等から歴史的に主に自国のみを対象

として構築されたものであるのに対し、世界測地系は世界各国で共通に利用できるこ

とを目的に構築されたものです。世界測地系は、GPS 等の高精度な宇宙測地技術によ

り構築維持されています。 

・日本測地系 

日本測地系は、明治時代に全国の正確な 1/50,000地形図を作成するために整備さ

れ、改正測量法の施行日まで使用されていた日本の測地基準系を指す固有名詞です。 

・日本測地系から世界測地系への移行 

「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律」が、平成13年6月20日に公布さ

れ、平成 14年 4月 1日から施行されました。この改正により、基本測量及び公共測

量が従うべき測量の基準のうち、経緯度の測定は、これまでの日本測地系に代えて世

界測地系に従って行わなければならないこととなっています。 

・日本測地系2000 

世界測地系は、概念としてはただ一つのものですが、国ごとに採用する時期や構築

に当たっての詳細な手法及び実現精度が異なります。従って、将来、全ての国が世界

測地系を採用したとしても、より精度の高い測地基準系を構築する必要が生じた場合

や、地殻変動が無視できないほど蓄積した場合は、各国の測地基準系を比較したり、

ある国の測地基準系だけが再構築されたりします。このため、測地基準系には、構築

された地域ごとに個別の名称が付けられています。 

日本測地系2000とは、世界測地系のうち我が国が構築した部分の名称をいいます。

命名に当たっては、我が国の測地基準系であること、二千年紀の初頭に構築されたこ

とを意識しています。 
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【た】 

ダウンロード 

ネットワーク上の他のコンピュータにあるデータ等を、自分のコンピュータへ転送

し保存することをいいます。ダウンロードの反対語は、アップロードといいます。 

電子署名 

デジタル文書の正当性を保証するために付けられる署名情報です。文字や記号、マ

ークなどを電子的に表現して署名行為を行うこと全般を指します。現実の世界で行わ

れる署名を電子的手段で代替したものです。特に、公開鍵暗号方式を応用して、文書

の作成者を証明し、かつその文書が改ざんされていないことを保証する署名方式のこ

とを「デジタル署名」といいます。 

電子納品チェックシステム 

電子成果品のフォルダ構成、管理項目、ファイル名、レイヤ名などの電子納品に関

する要領（案）・基準（案）への整合性をチェックするプログラムです。 

国土交通省が整備する電子納品・保管管理システムのうち、チェック機能の部分を

独立したプログラムとして抜き出したものです。CD-Rに納められた電子成果品の管理

ファイル（XMLファイル）、ファイル名、フォルダ名等が「土木設計業務等の電子納品

要領（案）」または「工事完成図書の電子納品要領（案）」に従っているか否かを確認

することができます。ただし、成果品（報告書やCAD等）の内容を確認することはで

きません。 

Ver3.0以降では、CADファイルのレイヤ名のチェック（CADファイルに記入される

レイヤ名がCAD製図基準（案）に従い作成されているか確認、P21形式のファイルの

み。）が可能です。次のWebサイトで公開されています。 

国土交通省国土技術政策総合研究所「CALS/EC電子納品に関する要領・基準」Web

サイト 

http://www.nilim-ed.jp/ 

電子納品・保管管理システム 

電子納品・保管管理システムは、国土交通省が電子成果品を保管・管理するために

開発したシステムで、登録された電子成果品の検索･閲覧が可能になります。 

電子媒体（メディア、記憶メディア、 記憶媒体） 

FD、CD、DVD、ZIP等、データを記録しておくための記録媒体を指します。 

CDでは、書き込み専用のメディアであるCD-R、読込み専用のCD-ROM、データの消

去ができない CD-Rに対してデータの消去を可能にし、書き換えができる CD-RW等が

あります。 

なお、このガイドラインでは、電子媒体を「電子成果品を格納したCD-R」を指すも

のとして定義しています。 
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【は】 

フォント 

コンピュータを使って文字を表示したり印刷したりする際の文字の形です。また、

文字の形をデータとして表したものをフォントと呼ぶ場合もあります。 

・等幅フォントとプロポーショナルフォント 

すべての文字を同じ幅で表現するフォントを等幅フォント、文字ごとに最適な幅が

設定されたフォントをプロポーショナルフォントと呼びます。 

・ビットマップフォントとアウトラインフォント 

文字の形を小さな正方形の点（ドット）の集まりとして表現するフォントをビット

マップフォント、基準となる点の座標と輪郭線の集まりとして表現するフォントをア

ウトラインフォントと言います。ビットマップフォントは高速処理が可能な反面、拡

大・縮小すると文字の形が崩れてしまうという欠点があります。アウトラインフォン

トは表示や印刷に時間がかかりますが、いくら拡大・縮小しても美しい出力が可能で

す。コンピュータやプリンタの性能の向上に伴って、次第にアウトラインフォントが

使われるようになっています。 

・主なフォント 

TrueTypeフォント 

TrueTypeフォントは、アウトラインとして格納されており、デバイスに依存しない

フォントです。任意の高さにサイズを変更でき、画面に表示されるとおりに正確に印

刷できます。Apple社とMicrosoft社が開発しMacintosh、Windowsに標準で採用して

います。大きなサイズでもギザギザのない美しい文字で画面表示や印刷ができます。 

ベクタフォント 

数学的な原型を基にレンダリングされるフォントです。個々の文字が、点と点の間

を結ぶ線の集合として定義されています。サイズおよび縦横比を変えても見栄えが悪

くなることがありません。 

ベクタフォントがサポートされているのは、現在でも多くのプログラムで利用され

ているためです。 

ラスタフォント 

ビットマップイメージとしてファイルに保存され、画面や紙に一連のドットを表示

することにより作成されます。ラスタフォントは、特定のプリンタのために特定のサ

イズと解像度で作成されており、拡大縮小または回転することはできません。ラスタ

フォントをサポートしないプリンタではラスタフォントは印刷できません。ラスタフ

ォントがサポートされているのは、現在も多くのプログラムで利用されているためで

す。 

プロッタフォント 

点と点を線分でつなぐ方法で作成されるフォントです。プロッタフォントは、任意

の大きさに拡大または縮小でき、主にプロッタによる印刷に使われます。 
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【や】 

有効画素数 

デジタルカメラなどに内蔵された受光素子のうち、実際に撮影に使用される素子の

数を指します。総画素数より若干少ない値となります。 

 

【ら】 

レイヤ 

レイヤは、CAD図面を作成する際に、作図要素を描画する仮想的なシートを意味し

ます。一般的に、1枚の図面は複数のレイヤで構成され、各レイヤに表示・非表示す

ることが可能です。CAD製図基準（案）では、電子納品されたCAD図面の作図・修正

及び再利用が効率的に行うことを目的に、工種毎に作図要素を描画するレイヤを定め

ています。 
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