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工事完成図書のオンライン電子納品の運用について（情報提供） 

 

平素は、本会の活動につき格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記の件につきまして、国土交通省より令和 3年 12月 1日以降完成

する直轄工事の電子納品について、インターネットを介したオンライン電子納

品の運用を開始する旨、情報提供がありました。 

オンライン電子納品は、工事の受発注者間で使用している工事情報共有シス

テム（ＡＳＰ）を活用し、インターネットを介して本省の電子納品保管管理シ

ステムに直接データを保管するものであり、これにより、これまで電子媒体

（ＤＶＤやブルーレイ）で発注者の事務所まで納品していた手間が無くなると

ともに、工事の受注者は保管管理システムに登録されている過去の電子成果の

インターネットで閲覧・ダウンロードすることも可能（申請が必要）になり、

効率化が期待できるものとされています。 

つきましては、ご多忙の折り誠に恐縮ですが、貴会会員の皆様に周知賜りま

すようお願い申し上げます。  

 

以 上 

 

 

【添付書類】 

・オンライン電子納品実施要領 

・オンライン納品に関するＡＳＰベンダーの問い合わせ先 

 

 

【担当】事業部 沖村 

TEL：03-3551-9396 

FAX：03-3555-3218 

E-mail：jigyo@zenken-net.or.jp 
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1. はじめに
1.1 はじめに

これまで電子成果品は、CD-R や DVD-R 等の電子媒体に格納し納品することとしていた

が、作業の効率化等のため、情報共有システムを利用したオンラインによる納品を検討し、

試行や一部運用を実施し、本運用を開始する。

本書はオンライン電子納品の手順について説明するものである。

1.2 オンライン電子納品システム概要

図 1 オンライン電子納品構成イメージ

「オンライン電子納品」とは情報共有システム上の電子成果品をインターネットを介して

納品することを言い、オンライン電子納品システムは、情報共有システムと電子納品・保管

管理システムとそれらを中継する仮登録サーバで構成される。

1.3 オンライン電子納品の対象

工事については、原則全工事を対象とする。

業務は当面対象外とする。

インターネット国交省
　チェックシステム

送信

情報共有システム
（オンライン電子納品機能） 仮登録サーバ

登録

電子成果品

受注者

発注者

電子成果品

電子成果品

電子納品
保管管理システム

電子成果品

送信　　　　　　　

F/W
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2. オンライン電子納品の流れ

オンライン電子納品は、図 2に示す流れで実施する。個々の作業内容は 3章に示す。

図 2 オンライン電子納品手順の流れ

1.成果品データとりまとめ

2.電子納品チェック

3.アップロードファイルの用意

4.情報共有システムに登録

5.保管管理システムへの
登録承認依頼

6.登録承認依頼通知受領

7.登録承認確認

8.登録承認9.登録承認通知受領

10.保管管理システムに登録

11.登録手続完了通知受領 11.登録手続完了通知受領

受注者 発注者

12.完成検査

合格？

検査時データ保管データ修正

支払請求

修正指示
あり

合格
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3. 各段階の作業手順
3.1 成果品データ取りまとめ（受注者）

電子納品要領に基づき、電子納品作成支援ツールを利用するなどし、管理ファイルと各フ

ォルダに電子納品成果としてデータを整理する。

表 1 管理ファイルとフォルダ構成例

・MEET（注 2）
土木工事

（電気通信設備、機械設備については各電子納品運用ガイドライン参照）

（注 1）令和 2年 3月版以前の電子納品要領準拠でオンライン電子納品の成果データを作
成する場合は、工事管理ファイルのメディア番号、メディア総枚数は 1とする。
（注 2）MEETフォルダは情報共有システムの統合機能により、電子納品成果として整理
するものとする。

3.2 電子納品チェック（受注者）

3.1 で整理した電子納品成果データに対し、国土交通省 「電子納品に関する要領・基準」

のWebサイトで公開されている電子納品チェックシステムを実行し、エラーがないことを
確認する。また、チェック結果を印刷し、記載内容に誤りがないことを確認し担当者欄の記

入および受注者チェック欄のチェックを行い、スキャンするなどして pdfファイル化する。
ファイル名は「chkres.pdf」とする。

INDEX_C.XML
INDE_C07.DTD（注 1）
（INDE_C06.DTD）
・DRAWINGF
・REGISTER
・BORING
・ICON
・OTHRS
・PLAN
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3.3 アップロードファイルの用意（受注者）

3.1 で整理した電子納品成果データと 3.2 で作成した「chkres.pdf」を、利用する情報共有
システムが指定する形式で整理する。

（圧縮ファイルにするか、非圧縮のままでよいかは、利用する情報共有システムによる。）

3.4 情報共有システムに登録（受注者）

3.3 で用意したデータを情報共有システムに登録（アップロード）する。
（操作は利用する情報共有システムによる。）

3.5 保管管理システム登録承認依頼（受注者）

情報共有システムへデータを登録（アップロード）したら発注者への登録承認依頼操作を

行う。

電子納品・保管管理システムへの登録承認依頼が発注者へ通知される。

（操作は利用する情報共有システムによる。）

3.6 登録承認依頼通知受領（発注者）

受注者が、発注者への登録承認依頼操作を行うと、電子メール等でその旨通知される。

（通知方法は利用する情報共有システムによる。）

3.7 登録承認確認（発注者）

発注者は、登録承認依頼通知を受領後、内容に問題がないか、チェック結果に問題はなか

ったか確認する。

（操作は利用する情報共有システムによる。）

3.8 登録承認（発注者：＜主任監督員＞）

発注者は、登録内容、チェック結果に問題がないことが確認できたら、登録承認操作を行

う。

（操作は利用する情報共有システムによる。）



7

3.9 登録承認通知受領（受注者）

発注者が登録内容やチェック結果を確認し、登録承認操作を行うと、電子メール等でその

旨通知される。

（通知方法は利用する情報共有システムによる。）

3.10 保管管理システムに登録（受注者：＜現場代理人＞）

受注者は、3.9登録承認通知を受領後、納品データの電子納品・保管管理システムへの登
録操作を行う。

（操作は利用する情報共有システムによる。）

3.11 登録手続き完了通知受領（受注者、発注者）

受注者が、3.10で電子納品・保管管理システムへの登録操作を行うと、受注者、発注者と
もに電子メール等で登録手続きが完了した旨通知される。

受注者はこの通知を受領することで、電子納品が完了したことになる。

（通知方法は利用する情報共有システムによる。）

3.12 完成検査（受注者、発注者）

受注者が情報共有システムに登録したデータを用いて完成検査を行う。

検査会場において、情報共有システム上から直接データを閲覧可能な場合は、オンライン

での検査を可能とする。オンラインでの検査が実施できない場合は、オフラインとし、電子

検査用のパソコンへ保存したうえで完成検査を実施する。

受注者は、完成検査において、発注者（検査官）へ電子納品がオンラインによることを説

明する。

検査合格の場合、受注者のオンライン電子納品に係る作業は終了する。このあと、情報共

有システムから電子納品・保管管理システムへ順次データが関係システムにより自動転送

されるが、電子納品・保管管理システムへ転送が終了するまでは、情報共有システムはその

責によりデータを保持するものとする。

検査において修正指示がある場合、受注者はデータ修正を行い、3.1へ戻る。発注者はそ
の時点のデータをダウンロードし、電子媒体等に格納し保存する。
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なお、電子納品保管管理システム側へ同じ工事番号のデータの 2重登録は認められない
ため、修正後の再登録にあたっては、オンライン電子納品システム管理者側で消去処理を行

う。受注者は再登録する旨、情報共有システムベンダへ通知する。

4. 納品物について

・電子成果品：オンライン電子納品により、媒体不要

ただし、情報共有システムの制限や通信回線の事情等でオンライン電子納

品を実施できないことが判明した場合、受発注者協議のうえ、電子媒体に格

納して納品する。

・写真：電子媒体に格納し提出。

・工事完成図、台帳の紙出力しての納品は不要。

5. 情報共有システム側の処理について

5.1 転送するデータについて

電子納品成果のデータは PRODUCTフォルダ（フォルダ名固定）下に格納し、チェッ
クシステムによる結果ファイル chkres.pdf（ファイル名固定）を同階層に置き、ZIPファ
イルに圧縮したものとする。

なお、受注者から情報共有システムへのアップロード方法は、各システムの任意とする。

5.2 工事管理ファイルについて

MEETフォルダの統合において、受注者がアップロードした INDEX_C.XMLに対し
て、MEETフォルダに関する情報を追記することを基本とする。



オンライン電子納品（情報共有システム）に関する連絡窓口

ASPベンダ 氏名 電話番号 メールアドレス

株式会社アイサス 松田　良幸 076-208-3420 matsuda@i-sus.com

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 山根　裕之 090-3427-4368 hiroyuki.yamane@ctc-g.co.jp

川田テクノシステム株式会社 笹川　順平 03-6367-5640 j-sasagawa@kts.co.jp

株式会社建設総合サービス 小川　敬雄 06-6543-2841 office@wingbeat.net

株式会社建設システム 黒岩　創 0120-47-4545 ha-kuroiwa@kentem.co.jp

株式会社現場サポート 川畑　勇喜 099-251-9971 info@genbasupport.com

株式会社コルク 堤　正雄 050-3590-5690 support@kolg.co.jp

東北インフォメーション・システムズ株式会社 八巻　秀一 022-799-2621 yamaki.shuichi.un@toinx.co.jp

日本電気株式会社 久保、近藤 03-3798-6224 toiawase@cals.jp.nec.com

株式会社ビーイング 長谷川　晃庸 03-5348-3720 t-hasegawa@beingcorp.co.jp


