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電子納品等説明会電子納品等説明会

平成平成1515年年11月月3131日日

開発建設部開発建設部CALS/ECCALS/EC等推進検討会等推進検討会
設計積算設計積算WGWG・工事施工・工事施工WGWG

22

説明会の内容説明会の内容

電子納品の概要電子納品の概要

開発建設部における電子納品の運用開発建設部における電子納品の運用

•• 電子納品に係わるガイドライン電子納品に係わるガイドライン

•• 受発注者間の協議受発注者間の協議

•• 成果品の納品・検査成果品の納品・検査

•• チェックシステムチェックシステム

電子納品に係わる各要領・基準電子納品に係わる各要領・基準
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電子納品の概要電子納品の概要

44

電子納品とは電子納品とは

電子納品とは調査、設計、工事などの各業務段階の最終成電子納品とは調査、設計、工事などの各業務段階の最終成
果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データ果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データ
とは、各電子納品要領（案）に示されたファイルフォーマットにとは、各電子納品要領（案）に示されたファイルフォーマットに
基づいて作成されたものを指す。基づいて作成されたものを指す。

((効効 果果))
ペーパレス・省スペース化ペーパレス・省スペース化

事業執行の効率化事業執行の効率化

品質の向上品質の向上
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発注手続発注手続 業務着手業務着手 業務実施業務実施 納納 品品 完了検査完了検査

保管管理保管管理

電子納品全体の流れ電子納品全体の流れ

発
注
者

受
注
者

••電子納品運用ガイドライン電子納品運用ガイドライン
••現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン

••電子納品に関する各要領・基準電子納品に関する各要領・基準 チェックシステムチェックシステム

特記仕様書特記仕様書

の作成の作成

事前協議事前協議
・電子納品対象範囲・電子納品対象範囲
・ファイル形式・ファイル形式

・成果品提出内容・成果品提出内容
・検査対応・検査対応

機器環境の整備機器環境の整備

電子媒体作成電子媒体作成

受取チェック受取チェック

事前チェック事前チェック

検査用機器の準備検査用機器の準備

電子納品作成
ツールの利用

日
々
の
情
報
交
換

6

開発建設部における開発建設部における
電子納品の運用電子納品の運用
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開発建設部の電子納品実施計画開発建設部の電子納品実施計画

沖縄総合事務局開発建設部の直轄事業を対象沖縄総合事務局開発建設部の直轄事業を対象

•• 業務業務の電子納品は、の電子納品は、20022002年度から全てを対象年度から全てを対象として実施として実施

•• 工事工事の電子納品は以下の通りの電子納品は以下の通り段階的に実施段階的に実施

33億円以上億円以上

22億円以上億円以上

60006000万円以上万円以上

20022002 20032003 20042004 20052005 年度年度

請負予定金額請負予定金額

※※20022002年度以降は必要に応じて見直しを行う年度以降は必要に応じて見直しを行う

88

電子納品に係わる各種基準類電子納品に係わる各種基準類

要領・基準類要領・基準類
•• 土木設計業務等の電子納品要領土木設計業務等の電子納品要領((案案))
•• 工事完成図書の電子納品要領工事完成図書の電子納品要領((案案))
•• CADCAD製図基準製図基準((案案))
•• CADCAD図面作成要領図面作成要領((案案))
•• デジタル写真管理情報基準デジタル写真管理情報基準((案案))
•• 地質調査資料整理要領地質調査資料整理要領((案案))
•• 測量成果電子納品要領測量成果電子納品要領((案案))

ガイドラインガイドライン
•• 電子納品運用ガイドライン電子納品運用ガイドライン((案案))
•• 現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン((案案))

[[土木設計業務編土木設計業務編]]
•• 現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン((案案))

[[土木工事編土木工事編]]
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電子納品に係わるガイドライン電子納品に係わるガイドライン
受発注者の協議受発注者の協議

1010

電子納品に係わるガイドライン電子納品に係わるガイドライン

電子納品運用ガイドライン電子納品運用ガイドライン((案案)) H14H14年年44月月

現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン((案案))
[[土木設計業務編土木設計業務編]] H14H14年年22月月

現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン((案案))
[[土木工事編土木工事編] ] H14H14年年22月月

土木設計業務等の電子納品要領土木設計業務等の電子納品要領((案案))等電子納品に関する等電子納品に関する
各種要領各種要領((案案))・基準・基準((案案))の港湾・空港整備事業における運の港湾・空港整備事業における運
用用((案案)) H14H14年年44月月
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運用ガイドライン（案）のポイント運用ガイドライン（案）のポイント

特記仕様書に電子納品実施の旨を記載特記仕様書に電子納品実施の旨を記載
•• 電子納品の対象工事、業務であることの明記、成果品の提出電子納品の対象工事、業務であることの明記、成果品の提出

について、準拠する基準・要領の明記について、準拠する基準・要領の明記

協議・指示事項を把握し、受注者と協議協議・指示事項を把握し、受注者と協議
•• 電子納品媒体の決定、「紙」での納品するもの、電子納品の範電子納品媒体の決定、「紙」での納品するもの、電子納品の範

囲、電子データファイルフォーマット囲、電子データファイルフォーマット

電子署名の当面の対応電子署名の当面の対応
•• 電子媒体は電子媒体はCDCD--RRを採用、電子媒体納品書の提出を採用、電子媒体納品書の提出

電子納品された成果品の保管と管理電子納品された成果品の保管と管理
•• 成果品をどのように保管するのか成果品をどのように保管するのか

書類検査に関する事項書類検査に関する事項
•• 電子データで検査する範囲の明確化電子データで検査する範囲の明確化
•• 検査用の機器準備担当割検査用の機器準備担当割

1212

電子納品を円滑に進めるには、電子納品を円滑に進めるには、受発注者間の協議が重要！受発注者間の協議が重要！
受発注者間で協議すべき事項は「受発注者間で協議すべき事項は「現場における電子納品に現場における電子納品に
関する事前協議ガイドライン関する事前協議ガイドライン((案案))」に記載」に記載

1.1. 着手時着手時
電子納品の対象とする範囲電子納品の対象とする範囲

各書類のファイル形式各書類のファイル形式
利用ソフトウェア利用ソフトウェア
業務・施工中の書類の取り扱い業務・施工中の書類の取り扱い

2.2. 中間時中間時
業務・施工中に発生した書類の取り扱い業務・施工中に発生した書類の取り扱い
設計変更に対する措置設計変更に対する措置

3.3. 検査前検査前
電子成果物により検査を行う書類の範囲電子成果物により検査を行う書類の範囲
((検査用媒体検査用媒体))
閲覧ソフトウェア閲覧ソフトウェア
機器の操作担当者機器の操作担当者

受発注者間の協議受発注者間の協議
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事前協議ガイドライン（案）のポイント（事前協議ガイドライン（案）のポイント（11））

電子納品対象書類電子納品対象書類

•• 電子成果品の各書類を対象に「電子データ」および「紙」電子成果品の各書類を対象に「電子データ」および「紙」
のどちらで納品するかを決定のどちらで納品するかを決定

•• 電子納品の対象外となる書類は、元データが「紙」である電子納品の対象外となる書類は、元データが「紙」である
もの、電子化が困難なもの以外（もの、電子化が困難なもの以外（EX.EX.カタログ、ミルシート、カタログ、ミルシート、

公印がある書類公印がある書類など）など）

ファイル形式ファイル形式

•• ワープロ、表計算、ワープロ、表計算、CADCADソフトなど協議の上、事前に決定ソフトなど協議の上、事前に決定

•• ソフトのバージョンも合わせて決定ソフトのバージョンも合わせて決定

•• CADCADデータ交換フォーマットについて、データ交換フォーマットについて、CADCAD製図基準製図基準
((案案)[H14.7)[H14.7版版]]ではではSXF(p21)SXF(p21)となっているがとなっているがH14H14年度年度

に限り、これによる納品が困難な場合は受発注者の協議に限り、これによる納品が困難な場合は受発注者の協議
の上、形式を決定の上、形式を決定

1414

事前協議ガイドライン（案）のポイント（事前協議ガイドライン（案）のポイント（22））

施工中の書類の取り扱い施工中の書類の取り扱い

•• 「「電子メールでやり取り電子メールでやり取り」と「」と「情報共有システムを利用情報共有システムを利用」する場」する場

合、各項目について事前協議合、各項目について事前協議((ガイドラインの協議例を参考ガイドラインの協議例を参考))
「書類の提出方法」「書類の提出方法」
「ファイル名のつけ方」「ファイル名のつけ方」
「電子データの保管方法」「電子データの保管方法」

メリットとデメリットメリットとデメリット

サーバの設置が必要サーバの設置が必要

サーバ管理者が必要サーバ管理者が必要

サーバ利用講習が必要サーバ利用講習が必要

原本性の確保が比較的容易原本性の確保が比較的容易

的確な情報管理が可能的確な情報管理が可能

電子媒体作成が容易電子媒体作成が容易
情報共有システムの場合情報共有システムの場合

データ管理は原則、個人データ管理は原則、個人

データが届かない場合ありデータが届かない場合あり

利用環境の構築が容易利用環境の構築が容易

電子メールのための特別な講電子メールのための特別な講
習会は不要習会は不要

電子メールの場合電子メールの場合

デメリットデメリットメリットメリット取り扱い方法取り扱い方法

沖縄総合事務局開発建設部では情報共
有サーバを利用した実験を実施
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事前協議ガイドライン（案）のポイント（事前協議ガイドライン（案）のポイント（33））

検査時の対応検査時の対応

••電子成果品で検査を行なう書類の範囲を協議電子成果品で検査を行なう書類の範囲を協議

検査を効率的に行うために、「紙」「電子データ」の選別
→→図面は紙を用いて検査する方が効率的！図面は紙を用いて検査する方が効率的！

「紙」の準備は原則、発注者「紙」の準備は原則、発注者

••書類検査用の機器準備と検査時の役割を協議書類検査用の機器準備と検査時の役割を協議

機器の準備は、原則、発注者機器の準備は、原則、発注者

検査時の機器操作の取り決め (原則、発注者が準備)
→→プロジェクタを利用した検査プロジェクタを利用した検査((国交省の事例国交省の事例))
閲覧ソフトウェアの決定

1616

電子納品に係わるガイドラインの電子納品に係わるガイドラインの
位置づけ位置づけ

上位上位：：電子納品運用ガイドライン（案）電子納品運用ガイドライン（案）
•• 電子納品に対応するため沖縄総合事務局開発建設部の電子納品に対応するため沖縄総合事務局開発建設部の

職員に向けた当面の措置が掲載職員に向けた当面の措置が掲載

•• 対応（実施）方法が掲載対応（実施）方法が掲載

下位下位：：現場における電子納品に関する事前協議現場における電子納品に関する事前協議
ガイドラインガイドライン((案案))[[土木設計業務編土木設計業務編][][土木工事編土木工事編]]

•• 電子納品を円滑に行うため、業務・工事着手時に受発注電子納品を円滑に行うため、業務・工事着手時に受発注
者で協議すべき項目と検査までに、受発注者間で取り扱者で協議すべき項目と検査までに、受発注者間で取り扱
われるデータに関して協議する事項や考え方が掲載われるデータに関して協議する事項や考え方が掲載

•• 協議の例や方法が掲載協議の例や方法が掲載
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書類検査の機器書類検査の機器

文書閲覧用パソコン文書閲覧用パソコン 11台台
••モニターはモニターは1717インチ以上（インチ以上（1919インチ以上を推奨）インチ以上を推奨）

••解像度解像度1280x10241280x1024

図面図面･･写真閲覧用パソコン写真閲覧用パソコン 11台台
••モニターはモニターは1717インチ以上（インチ以上（1919インチ以上を推奨）インチ以上を推奨）

••解像度解像度1280x10241280x1024

カラープリンタ（カラープリンタ（A3A3版まで出力可能なもの）版まで出力可能なもの） 11台台
••書類検査の過程で、検査職員が印刷物を必要であると認めた場合に対応書類検査の過程で、検査職員が印刷物を必要であると認めた場合に対応

プロジェクタを準備して検査で用いるのも効果的！プロジェクタを準備して検査で用いるのも効果的！

図面･写真用
パソコン

文書用
パソコン カラー

プリンタ

1818

検査の流れ検査の流れ

1.1. 必要書類が揃っているか検査必要書類が揃っているか検査
•• 電子媒体電子媒体((正副正副22枚枚))、電子媒体納品書、紙の成果品、電子媒体納品書、紙の成果品

2.2. 電子媒体の概観検査電子媒体の概観検査
•• 損傷の有無、ラベルの記載内容の検査損傷の有無、ラベルの記載内容の検査

3.3. ウィルス検査ウィルス検査
•• アンチウィルスソフトを利用してウィルス検査アンチウィルスソフトを利用してウィルス検査

4.4. チェックシステムを利用した検査チェックシステムを利用した検査
•• 電子納品要領に準じて成果品が作成されているか検査電子納品要領に準じて成果品が作成されているか検査

5.5. 各成果品の書類検査各成果品の書類検査
•• 電子データおよび紙の成果品の書類検査電子データおよび紙の成果品の書類検査

※※22～～44は、検査に向けて事前に受注者側でチェックし、内容に不備がないこと、は、検査に向けて事前に受注者側でチェックし、内容に不備がないこと、
不備があった場合は再提出することを電子媒体納品書に明記することで省略不備があった場合は再提出することを電子媒体納品書に明記することで省略
することが可能することが可能
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電子納品・保管管理システム電子納品・保管管理システム
チェックシステムチェックシステム

ファイル名などのチェックファイル名などのチェック
•• ファイル名・フォルダ名やフォルダ構成を確認ファイル名・フォルダ名やフォルダ構成を確認

管理項目のチェック管理項目のチェック
•• 管理ファイルに記述される必須記入項目の有無や使用管理ファイルに記述される必須記入項目の有無や使用

文字数、使用禁止文字を確認文字数、使用禁止文字を確認

管理ファイル（管理ファイル（XMLXMLファイル）の文法チェックファイル）の文法チェック
•• 管理ファイル（管理ファイル（XMLXMLファイル）がファイル）がXMLXMLの文法に則って作成の文法に則って作成

されているかを確認されているかを確認

PDFPDFファイルのセキュリティなどの確認ファイルのセキュリティなどの確認
•• PDFPDFファイルの初期表示ページの設定、セキュリティの状ファイルの初期表示ページの設定、セキュリティの状

態などを確認態などを確認

チェックシステムの入手先チェックシステムの入手先
http://http://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/checksystem.htmwww.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/checksystem.htm

2020

チェックシステムのイメージチェックシステムのイメージ
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電子納品に係わる電子納品に係わる
各要領・基準各要領・基準

2222

電子納品に係わる各種基準類電子納品に係わる各種基準類

土木設計業務等の電子納品要領土木設計業務等の電子納品要領((案案))
•• H13H13年年88月版を適用月版を適用

工事完成図書の電子納品要領工事完成図書の電子納品要領((案案))
•• H13H13年年88月版を適用月版を適用

CADCAD製図基準製図基準((案案))
•• H13H13年年88月版月版 →→ H14H14年年1212月までに発注した業務・工事に適用月までに発注した業務・工事に適用
•• H14H14年年77月版月版 →→ H14H14年年1212月以降に発注した業務・工事で対応可能な場合は適用月以降に発注した業務・工事で対応可能な場合は適用

CADCAD図面作成要領図面作成要領((案案))
•• H11H11年年1111月版を適用月版を適用

デジタル写真管理情報基準デジタル写真管理情報基準((案案))
•• H11H11年年88月版月版 →→ H14H14年年1212月までに発注した業務・工事に適用月までに発注した業務・工事に適用

•• H14H14年年77月版月版 →→ H14H14年年1212月以降に発注した業務・工事で対応可能な場合は適用月以降に発注した業務・工事で対応可能な場合は適用

地質調査資料整理要領地質調査資料整理要領((案案))
•• H13H13年年88月版月版 →→ H14H14年年1212月までに発注した業務・工事に適用月までに発注した業務・工事に適用
•• H14H14年年77月版月版 →→ H15H15年度から適用年度から適用

測量成果電子納品要領測量成果電子納品要領((案案))
•• H14H14年年77月版月版 →→ H15H15年度から適用年度から適用
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電子納品の各要領・基準電子納品の各要領・基準

－－－－

土木工事完土木工事完

成図書の電成図書の電
子納品要領子納品要領

((案案))

土木工事完土木工事完

成図書の電成図書の電
子納品要領子納品要領

((案案))

土木工事土木工事

測量成果測量成果
電子納品電子納品
要領要領((案案))

地質調地質調
査資料査資料

整理要整理要
領領((案案))デジタルデジタル

写真管理写真管理
情報基準情報基準
（案）（案）

CADCAD製製
図基準図基準

((案案))

CADCAD図図

面作成面作成
要領要領
((案案))

土木設計業土木設計業

務等の電子務等の電子
納品要領納品要領
((案案))

土木設計業土木設計業

務等の電子務等の電子
納品要領納品要領
((案案))

土木設計業務土木設計業務
測量調査測量調査

地質・土質調査地質・土質調査

測量類測量類地質調地質調
査資料査資料

写真類写真類図面類図面類文書類文書類**33

電子納品電子納品
全体に関全体に関
する事項する事項
**11

各々の成果品に関する事項各々の成果品に関する事項**22

*1）フォルダ構成、業務／工事管理項目等

*2)ファイル命令規則、ファイル形式、各成果品管理項目

*3)報告書、計算書、施工計画書、打合せ簿等

2424

土木設計業務等の電子納品要領（案）土木設計業務等の電子納品要領（案）

「土木設計業務等委託契約書及び設計図書」におい「土木設計業務等委託契約書及び設計図書」におい
て定められている成果品を電子媒体（て定められている成果品を電子媒体（CDCD--RRややMOMO））
を用いて納品する場合に適用を用いて納品する場合に適用
電子成果品の作成に関する標準仕様を規定電子成果品の作成に関する標準仕様を規定

•• フォルダ構成フォルダ構成
•• 成果品の管理項目成果品の管理項目
•• ファイル形式ファイル形式
•• ファイル命名規則ファイル命名規則
•• 電子媒体電子媒体
•• 留意事項（ウィルス対策留意事項（ウィルス対策//使用可能文字）使用可能文字）
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フォルダ構成フォルダ構成

電子媒体ルート

REPORT（報告書フォルダ）

PHOTO（写真フォルダ）　　　デジタル写真管理情報基準（案）

SURVEY（測量データフォルダ）　　　測量成果電子納品要領（案）

BORING（地質データフォルダ）　　　地質調査資料整理要領（案）

INDEX_D.XML（業務管理ファイル）

DRAWING（図面フォルダ）　　　CAD製図基準（案）

INDE_D02.DTD フォルダの下に
ORG（報告書オリジ
ナルファイルフォル
ダ）を置く

土木設計業務等の電子納品要領（案）土木設計業務等の電子納品要領（案）

フォルダ・ファイル名称はフォルダ・ファイル名称は半角英数大文字半角英数大文字

2626

ファイル形式ファイル形式

業務管理ファイルおよび報告書管理ファイル業務管理ファイルおよび報告書管理ファイル
••XMLXML形式形式

報告書ファイル報告書ファイル
••PDFPDF形式形式

報告書オリジナルファイル報告書オリジナルファイル
••受発注者双方で協議し、利用ソフトウェアおよびファイル形式を決定受発注者双方で協議し、利用ソフトウェアおよびファイル形式を決定

図面ファイル図面ファイル
••「「CADCAD製図基準（案）」製図基準（案）」に準拠に準拠 SXF(P21)SXF(P21)

写真ファイル写真ファイル
••「デジタル写真管理情報基準（案）」「デジタル写真管理情報基準（案）」に準拠に準拠

写真：写真：JPEGJPEG、参考図：、参考図：JPEG or TIFFJPEG or TIFF
地質データファイル地質データファイル

••「地質調査資料整理要領（案）」「地質調査資料整理要領（案）」に準拠に準拠

測量データファイル測量データファイル
••「測量成果電子納品要領（案）」「測量成果電子納品要領（案）」に準拠に準拠 ※※適用は適用はH15H15年度年度

土木設計業務等の電子納品要領（案）土木設計業務等の電子納品要領（案）



14

2727

成果品の管理項目成果品の管理項目

業務管理項目業務管理項目//報告書管理項目報告書管理項目
•• 成果品の電子データファイルを検索、参照、再利成果品の電子データファイルを検索、参照、再利

用する際に活用するために管理ファイルを作成用する際に活用するために管理ファイルを作成

•• 場所情報の記入場所情報の記入

•• ファイル形式はファイル形式はXMLXML形式形式

ポイント！ポイント！
•• 業務管理項目の設計書コードには、業務管理項目の設計書コードには、開発建設部開発建設部

が管理している業務ごとのコードが管理している業務ごとのコードを記入を記入

•• 事前にコードを事前にコードを受注者へ通知受注者へ通知

•• 受注者コードを持たない受注者には「受注者コードを持たない受注者には「00」を記入す」を記入す
るように指示るように指示

土木設計業務等の電子納品要領（案）土木設計業務等の電子納品要領（案）

2828

ファイル命名規則（ファイル命名規則（11））

共通規則共通規則
• ファイル名は8文字以内、拡張子は3文字以内

• 半角英数大文字

報告書ファイル報告書ファイル

土木設計業務等の電子納品要領（案）土木設計業務等の電子納品要領（案）

＊連番が100を越える場合には、以下のようにアルファベットを利用
100～109の場合・・・A0～A9
110～119の場合・・・B0～B9
120～129の場合・・・C0～C9

（369ファイルまで管理することが可能）

半角英数大文字
(6文字)
「REPORT」：固定

数字2文字：連番
(01～99)*

拡張子3文字
「PDF」：固定
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ファイル命名規則（ファイル命名規則（22））

報告書オリジナルファイル報告書オリジナルファイル

土木設計業務等の電子納品要領（案）土木設計業務等の電子納品要領（案）

半角英数大文字
(3文字)
「REP」：固定

数字2文字報告書ファイル
の番号：連番(01～99)*

拡張子3文字以内

アンダースコア（1
文字）：固定

数字2文字：関連報告書内
で連番(01～99)*

＊連番の扱いは、報告書ファイルと同様

3030

電子媒体（ラベルの貼付）電子媒体（ラベルの貼付）

当面は当面はCDCD--RRを採用を採用

電子媒体のケース電子媒体のケース((背表紙背表紙))にもラベル貼付にもラベル貼付

複数媒体使用時の規定複数媒体使用時の規定
•• ラベルにラベルに何枚目何枚目//総枚数を明記総枚数を明記

•• 何枚目の媒体であっても業務管何枚目の媒体であっても業務管
理ファイルを添付理ファイルを添付

＜業務のラベル例＞

土木設計業務等の電子納品要領（案）土木設計業務等の電子納品要領（案）

　TECRIS登録番号：○○○○○○○○○○　　1/10

　　平成○年度　　○○○○○○○○○○業務

　　　　　　　　　平成○年○月

　　発注者：沖縄総合事務局開発建設部○○課

　　受注者：△△株式会社

 ウィルスチェックに関する情報
 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)

平
成
○
年
度

○
○
○
○
○
業
務

平
成
○
年
○
月



16

3131

留意事項留意事項

ウィルス対策ウィルス対策

•• 最終成果物の納品前に、ウィルスチェックの徹底を受注最終成果物の納品前に、ウィルスチェックの徹底を受注
者に指示者に指示

使用文字使用文字

•• 使用不可の代表的な使用不可の代表的な使用禁止文字使用禁止文字

土木設計業務等の電子納品要領（案）土木設計業務等の電子納品要領（案）

3232

工事完成図書の電子納品要領（案）工事完成図書の電子納品要領（案）

「土木工事共通仕様書」において定められている成「土木工事共通仕様書」において定められている成
果品を電子媒体に格納して納品果品を電子媒体に格納して納品
対象書類は「施工計画書」「打合せ簿」「発注・完成対象書類は「施工計画書」「打合せ簿」「発注・完成
図」「工事写真」「工事履行報告書」「段階確認書」図」「工事写真」「工事履行報告書」「段階確認書」
「品質管理資料」「出来形管理資料」「品質管理資料」「出来形管理資料」

•• フォルダ構成フォルダ構成
•• 成果品の管理項目成果品の管理項目
•• ファイル形式ファイル形式
•• ファイル命名規則ファイル命名規則
•• 電子媒体電子媒体
•• 留意事項（ウィルス対策留意事項（ウィルス対策//使用可能文字）使用可能文字）
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電子媒体ルート

PHOTO（写真フォルダ）　　　デジタル写真管理情報基準（案）

OTHRS（その他フォルダ）

INDEX_C.XML（工事管理ファ イル）

DRAWINGS(発注図面フォルダ)　　　CAD製図基準（案）

DRAWINGF（図面フォルダ）　　　    CAD製図基準（案）

INDE_C02.DTD

PLAN（施工計画書フォルダ）

MEET(打合せ簿フォルダ)

工事完成図書の電子納品要領（案）のフォルダ構成工事完成図書の電子納品要領（案）のフォルダ構成

SPEC（特記仕様書）フォルダを置く

ORG（オリジナル）フォルダを置く

ORG（オリジナル）フォルダを置く

ORG（オリジナル）フォルダを置く。
工事履行報告書および段階確認書を格納

PIC（写真）フォルダ、
DRA（参考図）フォルダ
を置く

3434

ファイル形式ファイル形式

管理ファイル管理ファイル((工事管理、打合せ簿、施工計画書、その他資料工事管理、打合せ簿、施工計画書、その他資料))

•• XMLXML形式形式

次のオリジナルファイルについては、監督職員と協議次のオリジナルファイルについては、監督職員と協議
の上、利用ソフトウェアおよびファイル形式を決定の上、利用ソフトウェアおよびファイル形式を決定
•• 打合せ簿打合せ簿

•• 施工計画書施工計画書

•• 工事履行確認書及び段階確認書工事履行確認書及び段階確認書

図面ファイル図面ファイル
•• 「「CADCAD製図基準（案）」製図基準（案）」に準拠に準拠 SXF(P21)SXF(P21)

写真ファイル写真ファイル
•• 「デジタル写真管理情報基準（案）」「デジタル写真管理情報基準（案）」に準拠に準拠

写真：写真：JPEGJPEG、参考図：、参考図：JPEG or TIFFJPEG or TIFF

工事完成図書の電子納品要領（案）工事完成図書の電子納品要領（案）
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品質管理資料、出来形管理資料など品質管理資料、出来形管理資料など
の書類の取り扱いのポイントの書類の取り扱いのポイント

品質管理資料、出来形管理資料等の書類の格品質管理資料、出来形管理資料等の書類の格
納に好いては、打合せ簿の添付資料として取り納に好いては、打合せ簿の添付資料として取り
扱い、電子データを「扱い、電子データを「MEETMEETフォルダ」に格納フォルダ」に格納

3636

成果品の管理項目成果品の管理項目

工事管理項目工事管理項目

•• CORINSCORINSに係わる項目に係わる項目

参照する参照するCORINSCORINSのバージョンを受注者に指示のバージョンを受注者に指示

•• 場所情報の記入場所情報の記入

•• ポイント！ポイント！

工事管理項目の請負者コードには、工事管理項目の請負者コードには、開発建設部が管理している開発建設部が管理している
工事ごとのコード工事ごとのコードを記入を記入

事前に工事のコードを事前に工事のコードを受注者へ通知受注者へ通知

打合わせ簿管理項目、施工計画書管理項目、その打合わせ簿管理項目、施工計画書管理項目、その
他資料管理項目他資料管理項目

工事完成図書の電子納品要領（案）工事完成図書の電子納品要領（案）
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ファイル命名規則、その他ファイル命名規則、その他

共通規則共通規則

• ファイル名は8文字以内、拡張子は3文字以内

• 半角英数大文字

管理ファイル、オリジナルファイルの命名規管理ファイル、オリジナルファイルの命名規
則については要領則については要領((案案))参照参照

電子媒体、留意事項電子媒体、留意事項

•• 前述の土木設計業務の電子納品要領（案）と基前述の土木設計業務の電子納品要領（案）と基
本的には同じ本的には同じ

工事完成図書の電子納品要領（案）工事完成図書の電子納品要領（案）

3838

CADCAD製図基準製図基準((案案))

CADCAD製図基準製図基準((案案))は、土は、土

木設計業務の成果図面、木設計業務の成果図面、
土木工事の発注図および土木工事の発注図および
完成図に適用完成図に適用

規定されている工種を右規定されている工種を右

表に示す。表に示す。

管路 ※下水道構造物

シールドトンネル ※

山岳トンネル
トンネル構造物

橋梁設計橋梁構造物

電線共同溝 ※

共同溝 ※

立体交差点 ※

平面交差点 ※

道路

道路構造物

重力式コンクリートダム ※ダム構造物

砂防ダム及び床固工 ※砂防構造物

離岸堤、人工リーフ等 ※海岸構造物

築堤・護岸 ※

樋門・樋管
河川構造物

対象工種分 類

※※ H14H14年年77月版で追加（月版で追加（1010工種）工種）
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図面の大きさ、様式、レイアウト図面の大きさ、様式、レイアウト

図面の大きさ図面の大きさ

•• A1A1を標準を標準

図面の正位図面の正位

•• 長辺を横方向に置いた位置を正位とし、高さの大きい構長辺を横方向に置いた位置を正位とし、高さの大きい構
造物等を示す場合は正位を変更することが可能造物等を示す場合は正位を変更することが可能

輪郭と余白輪郭と余白

•• 図面には輪郭を設けるものとし、輪郭線は実線で線の太図面には輪郭を設けるものとし、輪郭線は実線で線の太
さはさはA0A0、、A1A1ではでは1.4mm1.4mm、その他は、その他は1.0mm1.0mm

•• 余白は余白はA0A0、、A1A1ではでは20mm20mm以上、その他は以上、その他は10mm10mm以上以上
とし、綴る場合はとし、綴る場合は20mm20mm以上のとじ代幅を設定以上のとじ代幅を設定

CADCAD製図基準（案）製図基準（案）

4040

図面のレイアウト、尺度図面のレイアウト、尺度

表題欄表題欄

尺度尺度

•• 紙に出力する図面の尺度は、共通仕様書に示す尺度を適用紙に出力する図面の尺度は、共通仕様書に示す尺度を適用

•• 規定にない図面規定にない図面((例えば「例えば「1:2001:200～～1:5001:500、適宜」と表現されている、適宜」と表現されている
図面等図面等)) は、土木製図基準に示される尺度から適当な尺度を選定は、土木製図基準に示される尺度から適当な尺度を選定

CADCAD製図基準（案）製図基準（案）

10

工事名

図面名

会社名

事務所名

図面番号
葉之内

20 30 20 30
100

10
10

10
10

10

60

（単位：mm ）

年月日

尺度
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4141

線種と線の太さ線種と線の太さ

線種と線の太さ線種と線の太さ

•• 線種は、実線、破線、一点鎖線、二点鎖線の４種類線種は、実線、破線、一点鎖線、二点鎖線の４種類

•• の太さは図面の大きさや種類によりの太さは図面の大きさや種類により0.130.13、、0.180.18、、0.250.25、、
0.350.35、、0.50.5、、0.70.7、、11、、1.41.4、、2mm2mmから選択から選択

CADCAD製図基準（案）製図基準（案）

4242

文字、ファイルフォーマット文字、ファイルフォーマット

文字文字

•• JIS Z 8313:1998 JIS Z 8313:1998 「製図に用いる文字」に基づ「製図に用いる文字」に基づ

くことを原則くことを原則

•• 文字の大きさは文字の大きさは2.52.5、、3.53.5、、55、、77、、1414、、20mm20mmをを

標準標準

•• 図面管理項目の使用文字は業務・工事の要領図面管理項目の使用文字は業務・工事の要領
((案案))に準拠に準拠

ファイルフォーマットファイルフォーマット

•• SXF(p21)SXF(p21) ＊＊

CADCAD製図基準（案）製図基準（案）

＊ SXF(p21)による納品が困難な場合は、H14年度に限り、受発注者
の協議の上、ＣＡＤデータ交換フォーマットを決定する ことが可能
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4343

ファイル名、レイヤ名ファイル名、レイヤ名

●●●●●●●●.拡張子

半角英数字1文字：改訂履歴（0～9、A～Y、最終はz）

半角数字3文字：図面番号（001～999）
半角英字2文字：図面種類（ex.PL:平面図）

半角英数字1文字：整理番号（0～9、A～Z）
半角英字1文字：ライフサイクル
（S:測量、D:設計、C:施工、M:維持管理）

三階層構造 階層同士はハイフン区切り
重要な作図要素は構造物と同等に扱う
構造物以外の図形情報を一つのレイヤにまとめる

半角英1文字：責任主体（S-測量、D-設計、C-施工、M-維持管理）

■－■■■■－■■■■

半角英４文字以下：図面のオブジェクト（ex.種構造物：STR）

半角英４文字以下：作図要素（ex.旗上げ:HTXT）

半角英数大文字

【ファイル命名規則】

【レイヤ名】

CADCAD製図基準（案）製図基準（案）

4444

ファイル・レイヤの分類方法ファイル・レイヤの分類方法

ファイルの分類ファイルの分類
•• すべてのファイルを、目的と機能から下記のすべてのファイルを、目的と機能から下記の44種類に大別種類に大別

【【11種種】】案内図、案内図、【【22種種】】説明図、説明図、【【33種種】】構造図、構造図、【【44種種】】詳細図詳細図

レイヤの分類レイヤの分類
•• 各種別ファイルの図面オブジェクトを内容別に下記の各種別ファイルの図面オブジェクトを内容別に下記の77項目に分類項目に分類

1. 1. 図図 枠枠 TTL TTL 2. 2. 背背 景景 BGDBGD 3. 3. 基基 準準 BMKBMK
4.4. 主構造物主構造物 STRSTR 5.  5.  副構造物副構造物 BYPBYP 6. 6. 材材 料料 表表 MTRMTR
7. 7. 説明説明､､着色着色 DCRDCR

CADCAD製図基準（案）製図基準（案）
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4545

紙による成果品紙による成果品

成果品として納入する原図の紙質は、ポリエ成果品として納入する原図の紙質は、ポリエ
ステルシートステルシート300#300#程度または、中厚トレシン程度または、中厚トレシン

グペーパーグペーパー

監督職員との協議により紙質を選択すること監督職員との協議により紙質を選択すること
が可能が可能

CADCAD製図基準（案）製図基準（案）

4646

CADCAD図面作成要領図面作成要領((案案))
～港湾整備事業～～港湾整備事業～

港湾整備事業に係わる図面作成は、同要領港湾整備事業に係わる図面作成は、同要領
((案案))に準拠に準拠

同要領同要領((案案))で規定していない事項は次の基で規定していない事項は次の基
準に準拠準に準拠
•• 土木製図基準土木製図基準

•• CADCAD製図基準製図基準((案案))

基本的には基本的にはCADCAD製図基準製図基準((案案))の内容と同じの内容と同じ
であるが、表題欄など、一部規定が異なるのであるが、表題欄など、一部規定が異なるの
で留意で留意
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4747

CADCAD図面に関する協議事項図面に関する協議事項(1)(1)

設計・工事
未策定の工種のCAD図面の取り扱いを決定する。可能な限りCAD製図
基準(案)に準拠してCAD図面を作成する方向で取り扱いを決定する。

未策定の工種

設計・工事
納品するCAD図面のファイル名はCAD製図基準(案)に準拠して命名す
る必要があり、ファイル名の整理番号、改訂履歴の取り扱いを決定する。

納品するCAD図面のファイル名

設計・工事
業務・工事中における受発注者間のCAD図面の交換に関するファイル
名の取り決めを決定する。この交換については、CAD製図基準(案)に準
拠しなくてもよい。

業務・工事中のCAD図面のファ
イル名

工事

ガイドラインでは、次のように記載されているが、完成図面の媒体につ
いては協議により決定する必要がある。

・発注者よりCAD製図基準(案)に準拠したCAD図面を渡された場合、
CAD図面で納品する。

・発注者より紙図面を渡された場合、紙図面で納品する。

完成図面の媒体

設計・工事受発注者双方でCADの専任担当者を決定する。CAD図面作成の専任担当者

設計・工事
納品時のCADデータ交換フォーマットはSXF(p21)となっているが、平成
14年度に限った暫定措置として、SXF(p21)による納品が困難な場合は、
受発注者の協議により別のフォーマット形式で納品することができる。

設計・工事業務・工事中に利用するCADデータフォーマットを決定する。

CADデータ交換フォーマット

設計・工事使用するCAD図面の朱書きソフトを選択する。

設計・工事使用するCADソフト(バージョン含む)を選択する。
CADソフトの選定

着
手
時

対 象協 議 事 項フェーズ

4848

CADCAD図面に関する協議事項図面に関する協議事項(2)(2)

工事完成図面の選別手順を決定する。完成図面の選別

設計・工事
図面の検査用媒体を決定する。紙媒体の図面を準備する方が検査を
円滑に進めることができる。

検査用媒体
検
査
前

設計・工事規定されていない文字の取り扱いを決定する。文字

設計・工事
地形図が電子化されていない場合の市販地図のラスターデータへの変
換に関する取り扱いを決定する。

ラスターデータ

設計・工事
同一図面オブジェクトが複数存在し、区別が必要な場合のレイヤ名の
取り扱いを決定する。

設計・工事
作業レイヤ、新規レイヤ、共通レイヤの外部参照機能の取り扱いを決
定する。

レイヤ

設計・工事出力する図面の線の太さおよび図面で取り扱う線色を決定する。線

設計・工事図面の尺度の取り扱い（規定外・尺度の複数規定）を決定する。尺度

設計・工事図面の大きさの取り扱いを決定する。図面の大きさ

設計・工事追加修正した図面番号の取り扱いを決定する。図面番号

設計・工事基準(案)のファイル名一覧に該当しないファイルの取り扱いを決定する。規定外のファイル名

工事設計変更におけるCAD図面の流れを決定する。設計変更

業
務
実
施
中/

施
工
中

対 象協 議 事 項フェーズ
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4949

デジタル写真管理情報基準（案）デジタル写真管理情報基準（案）

工事写真等（工事・測量・調査・地質・広報・工事写真等（工事・測量・調査・地質・広報・
設計）の原本を電子媒体で提出場合に適用設計）の原本を電子媒体で提出場合に適用

現在、開発建設部では以下の２つの基準を運用現在、開発建設部では以下の２つの基準を運用

•• 平成平成1111年年88月策定版月策定版

•• 平成平成1414年年77月策定版月策定版（平成（平成1414年年1212月以降に契約を締結する直轄工月以降に契約を締結する直轄工

事事･･業務のうち、対応が可能なものから適用）業務のうち、対応が可能なものから適用）

5050

デジタル写真管理情報基準（案）デジタル写真管理情報基準（案）
のポイント（のポイント（11））

フォルダ構成フォルダ構成

•• 上位要領上位要領((案案))に準じたフォルダ構成に準じたフォルダ構成

写真管理項目写真管理項目

•• 工事情報は、電子納品対象工事は未記入。工事情報は、電子納品対象工事は未記入。

•• ただし、電子納品対象外工事でデジタル写真のただし、電子納品対象外工事でデジタル写真の
み納品する場合は、必要度に応じて記入み納品する場合は、必要度に応じて記入

ファイルフォーマットファイルフォーマット

•• 記録形式は記録形式はJPEGJPEG
•• 参考図ファイルは、参考図ファイルは、JPEGJPEG以外に以外にTIFF(G4)TIFF(G4)形式形式

も、利用可能も、利用可能

平成平成1414年年77月策定版月策定版
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5151

デジタル写真管理情報基準（案）デジタル写真管理情報基準（案）
のポイント（のポイント（22））

ファイル命名規則ファイル命名規則
• ファイル名は8文字以内、拡張子は3文字以内
• 半角英数大文字
•• 各ファイルの命名規則については基準各ファイルの命名規則については基準((案案))参照参照

有効画素数有効画素数
•• 100100万画素万画素程度。（指標：黒板の文字が確認できる）程度。（指標：黒板の文字が確認できる）

「撮影頻度」、「提出頻度」「撮影頻度」、「提出頻度」
•• デジタル写真管理情報基準デジタル写真管理情報基準((案案))の上位の基準となる「の上位の基準となる「写写

真管理基準真管理基準((案案))」に示されている撮影頻度に準拠」に示されている撮影頻度に準拠

その他その他
•• 撮影した全てのデジタル写真を電子納品するのではなく、撮影した全てのデジタル写真を電子納品するのではなく、

必要とする写真を選定して電子納品必要とする写真を選定して電子納品

平成平成1414年年77月策定版月策定版

5252

参考：デジタル写真管理情報基準参考：デジタル写真管理情報基準((案案))のの
H14.7H14.7版の改訂点版の改訂点

他の電子納品要領他の電子納品要領((案案))との整合との整合
•• 「土木設計業務等の電子納品要領「土木設計業務等の電子納品要領((案案))」および「工事完成図書の電子納品要領」および「工事完成図書の電子納品要領((案案))」」

との関係との関係((フォルダ構成などフォルダ構成など))を明確にするため、フォルダ構造図を示した。を明確にするため、フォルダ構造図を示した。
•• 使用文字、電子媒体、電子媒体が複数枚の時の取り扱い、使用文字、電子媒体、電子媒体が複数枚の時の取り扱い、DTDDTDの文字符号化方式にの文字符号化方式に

ついては、他の要領ついては、他の要領//基準基準((案案))との整合を図った。との整合を図った。

写真管理項目写真管理項目
•• 写真管理項目の検索性を向上させるため、各管理項目をグループ化し、写真管理項目の検索性を向上させるため、各管理項目をグループ化し、DTDDTDを構造を構造

化した。化した。
•• 工事情報のカテゴリーについて、電子納品対象外工事でデジタル写真のみ納品するこ工事情報のカテゴリーについて、電子納品対象外工事でデジタル写真のみ納品するこ

とを考慮して、工事情報を残し、記入の必要度を設定した。とを考慮して、工事情報を残し、記入の必要度を設定した。
•• 各管理項目について、他の要領各管理項目について、他の要領//基準基準((案案))の記入規則との整合を図る等、管理項目のの記入規則との整合を図る等、管理項目の

見直しを行った。見直しを行った。

ファイル仕様ファイル仕様
•• ファイル名はファイル名は8.38.3形式形式((必須必須))と日本語名（任意）の併記としてこれまでの日本語の運用と日本語名（任意）の併記としてこれまでの日本語の運用

も可能とした。も可能とした。
•• 参考図のファイル仕様を「参考図のファイル仕様を「JPEGJPEG」のみとしていたが、図面の再現性を考慮し」のみとしていたが、図面の再現性を考慮し

「「TIFF(G4)TIFF(G4)」を追加した。」を追加した。

•• 圧縮については、カメラ毎、画素数毎に確認できないため、「圧縮率、撮影モードにつ圧縮については、カメラ毎、画素数毎に確認できないため、「圧縮率、撮影モードにつ
いては、監督職員を協議の上、決定するものとする。」とした。いては、監督職員を協議の上、決定するものとする。」とした。

有効画素数有効画素数
•• 有効画素数については、黒板の文字が確認できる画素数が前提となるため、「黒板の有効画素数については、黒板の文字が確認できる画素数が前提となるため、「黒板の

文字が確認できることを指標とする文字が確認できることを指標とする(100(100万画素程度万画素程度))」とした。」とした。
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5353

地質調査資料整理要領地質調査資料整理要領((案案))

地質調査における電子成果品を作成および地質調査における電子成果品を作成および
納品する際に適用納品する際に適用

ここでいう地質調査とは、地質・土質調査共ここでいう地質調査とは、地質・土質調査共
通仕様書通仕様書((案案))に基づいて実施された業務をに基づいて実施された業務を

対象対象

5454

地質調査資料の電子化の方針地質調査資料の電子化の方針

(2)

「土木設計業務等の電子納品要領(案)」と「CAD
製図基準(案)」に従い、「DRAWING」フォルダに保
存する。図面の記述方法やデータの作成方法等
については本要領の「第3章 地質平面図編」「第
4章 地質断面図編」を参照することとする。

DRAWING(3)地質平面図

DRA電子簡略柱状図

LOG電子柱状図

ボーリング固有で客観性の高い情報であること
から、「BORING」フォルダに保存する。なお、土質、
岩盤、地すべりボーリング等、調査対象や柱状
図様式の違いにより、フォルダの構成を変えるこ
とはしない。データの作成方法等については、本
要領の「第2章 ボーリング柱状図編」を参照する
こととする。

DATA

BORING

ボーリング交換用データ

ボ
ー
リ
ン
グ
柱
状
図

土木設計業務等の電子納品要領(案) に従う。REPORT(1)報告文

関係する基準・要領など
サブ

フォルダ
フォルダ地質調査資料の種類



28

5555

地質調査資料と電子ファイルを格納する地質調査資料と電子ファイルを格納する
フォルダの構成フォルダの構成

上記(1)～(7)で規定されていない地質調査
資料のうち、受発注者協議の上、電子納品
対象となった成果品を保存する。ファイル仕
様等の詳細については、個々に受発注者協
議の上、決定することとする。

「第1章 5 その他の地質調査資料につい
て」を参照することとする。

OTHRSBORING(8)その他の地質調査資料

「土木設計業務等の電子納品要領(案)」と
「デジタル写真管理情報基準(案)」に従い、
「PHOTO」フォルダに保存することとする。
(*1)

PHOTO(7)現場写真

ボーリング調査に付随して実施されることが
多く、客観性の高い情報であることから、
「BORING」フォルダに保存することとする。

TEST(6)土質試験及び地盤調査

ボーリング固有で客観性の高い情報である
ことから、「BORING」フォルダに保存すること
とする。

PIC

BORING

(5)コア写真

関係する基準・要領など
サブ

フォルダ
フォルダ地質調査資料の種類

5656

BORING

DATA

ルート

LOG

DRA

PIC

TEST

OTHRS (その他の地質調査資料フォルダ)

フォルダの構成フォルダの構成

DATA : ボーリング柱状図編で規定

LOG : ボーリング柱状図編で規定

DRA : ボーリング柱状図編で規定

PIC : コア写真編で規定

TEST  : 土質試験及び地盤調査編で規定

OTHRS: その他の地質調査資料を保存
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5757

ボーリング交換用データボーリング交換用データ

ファイル形式ファイル形式
• ボーリング交換用データのファイル形式は、XML形式

ファイルの名称ファイルの名称
• ファイル名は､ファイルの命名規則に従い半角8文字以内

+3文字以内（拡張子）
• ファイルの名称は半固定(下記)、拡張子は「.XML」

BEDNNNN．XML
NNNNは当該地質調査におけるボーリングに対して割り振られ
た連番（0001から開始）

ファイルに含めるボーリングの数量ファイルに含めるボーリングの数量
• ボーリング毎にそれぞれ1つのボーリング交換用データ

のファイル（XML）を作成

5858

電子柱状図電子柱状図

ファイル形式ファイル形式
• 電子柱状図のファイル形式は、PDF形式

ファイルの名称ファイルの名称
• ファイル名は､ファイルの命名規則に従い半角8文字以内

+3文字以内（拡張子）
• ファイルの名称は半固定(下記)、拡張子は「.PDF」

BEDNNNN．PDF
NNNNは当該地質調査におけるボーリングに対して割り振られ
た連番（0001から開始）

ファイルに含めるボーリングの数量ファイルに含めるボーリングの数量
• ボーリング毎にそれぞれ1つの電子柱状図のファイル

（PDFファイル）を作成

用紙設定用紙設定
• 電子柱状図の掘進方向の尺度は1：100を基本
• 電子柱状図の用紙サイズはA3縦
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5959

電子簡略柱状図電子簡略柱状図

ファイル形式ファイル形式
• 電子簡略柱状図のファイル形式については、受注発注者双方で協議

の上決定

ファイルの名称ファイルの名称
• ファイル名は､ファイルの命名規則に従い半角8文字以内+3文字以

内（拡張子）
• ファイルの名称は半固定(下記)

BEDNNNN．拡張子
NNNNは当該地質調査におけるボーリングに対して割り振られた連番
（0001から開始）
拡張子は受注発注者双方で協議の上決定したファイル形式の拡張子

ファイルに含めるボーリングの数量ファイルに含めるボーリングの数量
• ボーリング毎にそれぞれ1つの電子簡略柱状図のファイルを作成

用紙設定用紙設定
• 電子簡略柱状図の掘進方向の尺度は1：100を基本
• 用紙サイズはA4縦とするが、掘進長の長いボーリング等に対応する

場合にはこの限りではない
• スケールはメートル単位として1単位＝1m

6060

土質断面図編土質断面図編

1.1.適用適用

• 土質断面図編は、土質断面図に関する電子成果
品の作成および納品に関する事項を規定

2.2.土質断面図の電子成果品土質断面図の電子成果品

• 土質断面図の電子成果品については、CADデー
タを納品

• CADにおける作図の基本については、別途定め
られた「CAD製図基準（案）」の総則に従うことを
原則
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6161

電子納品に関する基準・要領等の電子納品に関する基準・要領等の
入手方法入手方法

開発建設部のホームページからダウン開発建設部のホームページからダウン
ロード可能ロード可能
土木系：土木系：
http://www.dc.ogb.go.jp/kyoku/about/Gikan/Gikan01http://www.dc.ogb.go.jp/kyoku/about/Gikan/Gikan01--1.html1.html

港湾系：港湾系：
http://www.dc.ogb.go.jp/kyoku/about/kouwan/kouwan01http://www.dc.ogb.go.jp/kyoku/about/kouwan/kouwan01--1.html1.html


