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情報共有システム（電納ASPer）について

経営事業部 TEL:06-6543-2841 

（西日本建設業保証グループ）

本 社：大阪市西区立売堀二丁目1番2号
営業所：沖縄営業所他 全国25箇所

業務提携：北保証サービス株式会社（北海道建設業信用保証グループ）
株式会社建設経営サービス（東日本建設業保証グループ）
日本電子認証株式会社

（情報共有システム機能要件Rev4.0完全対応）
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情報共有とは？ “情報共有システムのイメージ”

受注者（現場事務所） 発注者

1.システム内で書類を作成し、
電子データとして登録

4.電子データとして抽出準備
完了（要領・基準に準拠）

2.内容を確認し、電子決裁

3.決裁が必要でないものは
内容確認

※発注者からの文書類の登録
（指示・通知など）も可能

インターネット接続

工事サイトの開設

打合せ簿

履行報告書段階確認書

5.保管用データの抽出
電子検査の実施

（HPにアクセスして作業するイメージ）

　TECRIS登録番号：○○○○○○○○○○　　1/10

　　平成○年度　　○○○○○○○○○○業務

　　　　　　　　　平成○年○月

　　発注者：○○地方整備局○○事務所

　　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)

＋

スケジュール機能
掲示板機能
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情報共有とは？ ～ＡＳＰとは～

パソコン用のソフト類を、ネット ワーク（インターネット）を通じて
レンタルし、利用できるサービス

とは？

・個々のパソコンにアプリケーション・ソフトを格納する必要がなくなるため、インストー
ルやアップグ レードにかかる費用や手間が削減される。
・利用者はシステムの利用期間のみ料金を支払うことで 新のシステムを利用可能。
・万全のセキュリティ対策が施されている。

クラウド・コンピュー
ティングの一形態

44

国土交通省における試行状況

試行件数の推移

・H21年度：1,100件
・H22年度：1,500件
・H23年度：3,300件（1月末）
・H24年度：6,200件
・H25年度：10,000件（予測）

（港湾工事を除く土木工事に
全面適用＝全工事試行）

・H26年度：全工事試行
・H27年度：一般化
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情報共有システム活用に関するルール

電子納品、情報共有にかかるHP （http://www.cals-ed.go.jp/）
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情報共有システム活用ガイドラインH26.7

［掲載内容（抜粋）］
・データ・システム連携機能

将来的には、異なる情報共有
システム間でオンラインによる
電子データの連携を図り、利用
者全体の効率化を図る予定。

・ファイル容量の目安
1ファイルの容量は、 大10MB
を目安とする。

・権限者機能
決裁完了後に、単純な書類の入
力ミス等がある場合には情報共
有システムの【発議書類確認機
能（権限者機能）】を利用して訂
正又は削除することができます。
これらの履歴はダウンロード等
で入手することができます。

情報共有システム活用ガイドラインおよび機能要件がH26.9以降に公告される工事より変更となりま
した。



電納ASPerの契約と解約

◆利用開始時
試行期間中の契約は受注者様と行いますので、契約書類一式をメールにて送信して
下さい。

①利用契約申込書、初期設定表の入手

※弊社よりメール送信、HPからのダウンロード等
↓ （受注者様）

②「利用申込書」「初期設定表」、コリンズに登録した
「登録内容確認書（後日でも可）」のメール送信

↓（受注者様→建設総合サービス）
③システム登録

↓（建設総合サービス）
※登録は1～2(繁忙期は3～5)日で完了します

④設定が完了した全ユーザー様に完了メールを送信
「ログインURL」「ID,パスワード」 「マニュアルダウンロード」

◆利用終了時
ご連絡頂いている工期末の１ヶ月前に、弊社より受注者様へ契約解約申込書を
送信しますので、記入後に返信して下さい。
・解約後も2ヶ月間はサイトを公開
・希望により解約後10年間データ保管サービス（無償）
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（HPより抜粋）
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利用開始時のご連絡

◆URLからID、パスワードでログイン
・設定が完了次第に、全ユーザー様にメール

を送信します。
「ログインURL」「ID,パスワード」
「マニュアルダウンロード」を記載

・メールに記載のURLよりシステムにログイン
して下さい。

・URLを「お気に入り」等に、登録されることを
お勧めします。

・ID,パスワードは、「大文字・小文字」（Aとa）を
判別しますのでご注意下さい。

＊URLは発注者、受注者様単位にて発行します
（所属単位）

＊ID,パスワードは各ユーザー様毎に発行しま
す（個人）

＊パスワードはシステム内で変更できますので
、

定期的に変更されることをお勧めします
・ドメインを信頼済みサイトに登録して下さい。

基本的な内容は
簡易マニュアルに集約

（利用開始メールより抜粋）

（互換表示設定イメージ）
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電納ＡＳＰｅｒの画面イメージ（ログイン画面）

ログイン用のＵＲＬを入力すると
当システムに接続します。

https://kmh.d-asper.jp/
https://kmt.d-asper.jp/
のドメインを、信頼済みサイトへ登録
して下さい。
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登録内容確認書

工事名、契約期間、ID数、利用料金
などをPDFで出力できます。
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ユーザー設定

①確認画面表示区分…発議や決裁時の確認メッセ
ージウインドウの表示・非表示が設定できます。
②通知メール設定区分…発議や決裁時の通知メー
ルについて、次の承認者を自動で設定します。
③ニックネーム登録…掲示板やスケジュールで氏名
の前にニックネームを表示します。
④自動メール通知（送信条件）…23時時点の未決裁
の状況により、通知メールを送信します。

ユーザー様毎に、確認画面の表示、通知メールの自動送信、ニックネームの登録、承認文書が一定
期間を経過（件数を超過）した場合のお知らせメール等の設定ができます。
工事毎ではございませんので、ご注意下さい。
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総工事一覧メニュー（ログイン後のTOP画面）

◆ログイン後のTOPページでは、担当する全工事の決裁・確認が必要な情報を表示。

エコカウンター機能で環境への
貢献度を確認できます

電納ASPerは地球にやさしい

※担当する全工事の「決裁・確認
を必要とする文書類（未処理書類
の一覧表示）」

※「週間スケジュール」「各種連絡
事項」を表示しています

※発注者様が主とする作業（決裁・
確認など）は当ページにて完結する
ことができます

全工事の情報を一覧表示で
ワンストップサービスを実現！

決裁

確認
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工事別TOPサイト

◆工事別TOPページでは、工事毎の詳細データを保管。
（書類の閲覧および発議、スケジュールや掲示板の登録などを行うサイト。）

文書の発議、書類の登録、スケジュールや
掲示板への書き込みなどができます

※工事名を選択することで、表示する工事の
画面を切り替えることができます

１３の登録用メニューより構成！

閲覧、発議・登録
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ワークフローの作成（受発注者協議）

◆ワークフロー（決裁順位）の設定

・帳票を発議される前に、ワークフローの設定が
必要となります。ワークフローは、受発注者様
で任意に作成できますが、初期設定時には弊
社で作成致します。

以下の①～⑤が一般的に作成されるフローです。

①主任監督員迄（受注者発議）
発議者：現場代理人・監理技術者を想定
現場技術員→監督員→主任監督員

②総括監督員迄（受注者発議）
発議者：現場代理人・監理技術者を想定
現場技術員→監督員→主任監督員→事務所担当者（課長、係長等）→副所長→総括監督員

③主任監督員指示等（発注者発議）
発議者：現場技術員を想定
監督員→主任監督員→現場代理人（監理技術者）

④総括監督員指示等（発注者発議）
発議者：事務所担当者を想定
副所長→総括監督員→主任監督員→監督員→現場技術員→現場代理人（監理技術者）

⑤段階・確認等
発議者：現場代理人・監理技術者を想定
現場技術員→監督員→現場代理人→現場技術員→ 監督員→主任監督員

※帳票捺印者は文字を朱色にしています）
捺印欄は、以下の朱色の方を表示することが
一般的です。
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ユーザーの追加、ワークフローの設定

◆異動時などの対応（ユーザーの追加）
・初期に作成するワークフローは、変更や追加が

簡単にできます。
異動などで担当者（監督員や現場代理人）が
変わられた場合は、既にシステムに登録されて
いるユーザーの場合は、工事情報より追加が
可能です。

◆異動時などの対応（ワークフローの設定）
・初期のワークフローを変更しても、既に作成をし

決裁中のフローは変わりません。
（捺印欄の氏名表示は変更後の場所「枠」に
氏名を表示します。）
決裁中のデータがある場合、捺印欄を変更した
場合には、コピー機能より新たなワークフローを
作成されることをお勧めします。
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帳票の発議イメージ（工事打合せ簿）

◆帳票内容等の入力

①

②

③

④

⑤

④回答希望日を入力時に、帳票に印字する・しないの選択ができます
⑤「過去データ利用」により以前に発議した内容を反映することができます
※他者が発議した内容、他工事で自分が発議した内容を含みます

①「文書作成・提出」メニューより操作を開始します
②「打合せ簿発議」をクリックします
③発議日より、順次画面に沿って入力を行います
※ひらがな、カタカナ等の文字は全角
英数字等A、B、1、2、( )は半角
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帳票の発議イメージ（工事打合せ簿）

◆ワークフローの設定、資料の添付
①

③

④

②

①「フォルダ分類」より、打合せ簿を保管するフォルダを選択します
（フォルダ構成はガイドラインに準拠して初期表示しておりますが、
必要に応じ追加・削除が可能です）
※選択のない場合は、打合せ簿：提出等のフォルダに自動分類します
②「承認グループ」の選択により予め作成したワークフローを選択します
③「捺印欄」に表示されている職位・氏名を確認します
④添付ファイルの「参照」より資料を添付します（150MB 、10ファイルまで）
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帳票の発議イメージ（工事打合せ簿）

◆メール通知、登録
①

③

②

①「承認グループ編集」によりワークフロ
ーを編集（承認者の追加・削除）すること
が
できます
②「メール通知」にて、打合せ簿を発議し
たことをお知らせすることができます
③「登録する」より登録の確認画面に推移
します
※メール送信の自動設定ができます
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書類の発議（メール通知機能）

◆メール通知のポイント

発議（決裁）時のお知らせ機能であるメール通知は、次の決裁者のみに行うことが一般的ですが、
どのように通知を行うか受発注者で予め取り決めされることをお勧めします。
・メール通知を全ての決裁者宛に行うと、自分の決裁順番ではない多くの方に通知メールのみ送信

されることとなります。
・メールの受信者が発注者様の場合、担当工事を複数お持ちの場合も多く、1帳票毎に「メール通知」

を行うとメール開封作業だけでも作業負担が大きくなります。
なお、メールの確認・削除・フォルダ管理等の手間を考慮し、「メール通知」は利用せず、総工事一
覧メニューの「承認回答事項」から自発的に確認される運用が増えています。

・次決裁者の氏名をクリックし、青色表示にすると自
動で「メール通知」します
・「Ctrl」キー、「Ｓｈｉｆｔ」キーを押しながら選択すると
複数選択並びに、青色表示の取り消しができます
・メールのタイトルと本文は、予め定型文にて自動作
成しますが、追記をしたい場合は「タイトル追加」「本
文追加」より文章を記入することが可能です

（メール通知画面） （メール自動設定/総工事一覧画面）

「自動設定」により、 発議・決裁時におけるメール
通知の「次承認者」が選択された状態（青色表示）
になります
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書類の発議（関連帳票、発議者コメント）

◆関連帳票の登録

発議時に過去に登録された帳票を「関連帳票」と
して登録することができます。
帳票に添付された資料もリンクしています。
※ 例えば参考資料として、過去の帳票を登録
できます。
※ 決裁時に資料を追加することも可能です。

◆発議者コメントの活用

帳票発議時に「コメント」を追記できます

システムを利用することで、「意思の疎通が図りにくくなる」「疎遠になる」とのご意見を多く頂戴したため、
発議毎に一言コメントを記入できるようにしております。
※ 次期改良にて、通知メールへの自動転記機能を備える予定です。



21

書類の発議（捺印、共通下書き）

◆1人で2役（現場代理人、監理技術者）の捺印

例えば、受注者側の現場代理人と監理技術者の方が同じパソコンの
画面を見て、文書を発議するケース（決裁も同様）
→ 現場代理人の方が監理技術者の方の捺印を行い発議できます

ので、発議の時間を短縮することができます
この場合、監理技術者の方は「結果通知者」に登録をします。

※ 電子決裁上は現場代理人からの発議となりますので、コメント
欄等を利用して2名分発議した旨の説明を行うこともできます

◆下書きデータの共有（確認・修正）

帳票発議時に「共通下書き保存」を選択します

共通下書きフォルダに格納されたデータは、他のユーザーにて編集することができますので、
下打合せの際などに活用します（差戻の減少を図ります）
※登録時に、メール通知によりお知らせを行うことで、フォルダに格納したことを通知できます

発議者コメント
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帳票の決裁イメージ（工事打合せ簿）

◆内容の確認、処理・回答事項の入力

①

②

①発議された内容を確認します
②内容に対し、回答を入力します
※受付日、完了日は、発議日を「初期表示」しま
すので、新規に入力する必要はありません
※受付日・完了日、入力した内容を次決裁者に
引き継ぎします
（上記項目は、追記・修正することができます）

※総工事一覧メニューの承認回答事項の「
タイトル」をクリックします
※登録日（発議日）、回答希望日等を表示
しています
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帳票の決裁イメージ（工事打合せ簿）

◆備考の入力、捺印欄の設定
①

②

②捺印欄では、決裁される方が承認グループの捺印欄に押印者として設定されている場合に初期
表示します

※代印･･･長期不在時の代理決裁
※日付反映･･･捺印上部への決裁日の表示します。必要に応じご活用下さい

氏名はプルダウンで変更・消去することができますので、差戻をされる場合や代理で決裁をされる
場合等は、必要に応じ変更して下さい
他の方が捺印された欄については、変更することができません

①備考は、発注者のみ閲覧できます
資料は1ファイルのみ添付できます
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帳票の決裁イメージ（工事打合せ簿）

◆承認グループの編集、承認

①

①「承認グループ編集」によりワークフローを追加・変更
することができます（詳細24頁）
「発議日または前決裁者の承認日を反映」より、
簡単に日付を遡及することができます
②内容の確認後、回答を承認、差戻、留保、却下の
４パターンのうち、何れかの処理を行います
差戻、却下の場合はコメントが必要です
承認等をクリックすると以下のウインドウを表示します

※確認画面を
省略できます

②



後閲の方は「結果通知者」に設定をします。
後閲とは、例えば職位が上位の方が先に決裁
をし、決裁を飛ばされた方が閲覧のみ（決裁を
しない）となる場合です。
長期の休暇等の場合に利用します。
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書類の決裁（後閲および決裁順位の変更）

◆後閲 ◆決裁順位の変更

（運用例）添付資料の追加を受注者に求める場合
、差戻を行わず「フローの変更」対応ができます。
監督一郎→主監一郎のフローを、監督一郎→現代
一郎→監督一郎→主監一郎に修正をするなど、修
正後のフローを自由に設定できます。

（上記の例）主任三郎が「監督二郎」の「対象」のチ
ェックを外すと「監督二郎」は「結果通知者」に
移動し、帳票自体は「 終承認」となります

（後閲に移動する画面）

承認グループ編集により、フローを変更できます
。
発議時のフローを、決裁者で変更する場合等に
利用します。（決裁順位変更の画面）

（捺印欄への捺印追加の画面）

捺印欄で、「役職」「
氏名」を追加するこ
とで自由に捺印が
できます。
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簡易決裁（一括決裁）

これまで工事毎のサイトより可能としておりました簡易決裁機能について、総工事一覧メニューから
の承認を可能とします。
（一度の承認件数が多い場合は処理に時間がかかりますのでご注意下さい。）

□にチェックを入れ「選択した項目を承認」を選択し、承認をします。
前決裁者と同日で決裁ができます。 終の承認者については「処理回
答事項」が空欄の場合は簡易決裁ができません。
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承認の取消および承認日付の変更

承認を誤って行った場合などに、 「履歴」フォルダより修正ができます。

【承認取消】
承認取消を選択します。（コメント等の入力は必要ありません。）

【承認日の変更】
承認日を変更し、必要に応じコメントを入力のうえ、変更を選択します。

28

管理者権限（変更権限者）による修正

変更を依頼する場合は、各発議メニューの一覧から「変更」を選択します。
「変更を許可しますか？」のウインドウが出現しますので「OK」を選択しますと色が変わります。
※変更権限者以外の方も「変更依頼」の操作を行うことができます。

受発注者であらかじめ変更権限者を定め、工事ごとに管理者権限を付与します。
権限を受けた受発注者双方が合意した文書についてのみ、権限者が修正できる機能です。
このことにより、文書の状態（中間確認、 終承認）に係わらず内容を修正（本文、添付資料
やワークフローの修正）することができます。
⇒変更権限者を定める場合は弊社まで「氏名」「工事名」を電子メールにてご連絡下さい。）
※受注者（発注者）が変更依頼を行った場合、変更実施の操作をできる方は、

発注者（受注者）側の変更権限者となります。
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書類管理機能：紙で作成した書類、提示書類等の登録

◆決裁を必要としない書類の登録・共有

①「共通文書」メニューより操作をします
②「打合せ簿登録」「文書登録」を選択し、
「参照」から文書を添付します
15ファイル迄登録ができます
③登録した文書のタイトルを「総工事一覧メ
ニュー（TOPページ）」の新着に表示します
ので、登録された文書の確認が簡単にでき
ます

①システムの運用前に紙ベースでやり取りした書類、②決裁は必要無い提示のみの書類、③写真、
図面等一時的に共有したい書類・カタログの一部等については、PDFファイルなどの電子データに変
換をしたうえでシステムに登録することができます。
ファイルの登録は、登録するフォルダ（新規作成も可）を選択し、格納するイメージです。
電子決裁により作成された打合せ簿の帳票等と同じフォルダで一元管理することができます。

（文書登録の画面）
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書類の管理（ 書類の閲覧と検索）

◆ガイドラインに準拠したフォルダに格納

※「履歴」の★にて各ユーザー様の閲
覧履歴を確認できます

「 終承認」および「決裁途中でも閲覧可」とした書類は、「共通文書」の中の「完成文書」フォルダに
格納します。
①「完成文書」フォルダをクリックすると、「打合せ簿完成文書」フォルダ等（１階層下のフォルダ）の
一覧を表示し、画面上には絞り込みしたファイルを表示します。
②「文書登録」フォルダには、「任意文書」で登録されたファイルを表示します。
※初期表示するフォルダ名はガイドラインに準拠しています。なお、フォルダ名の変更は可能です。

（共通文書－閲覧の画面） （帳票作成時の画面）
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成果品の出力、電子検査機能

◆電子データの一括ダウンロード

ガイドラインでは、システムに登録した書類は、原則、電子検査を行うこととなっています。
ダウンロード時に、データをシステム内で電子納品要領に基づき一括変換しますので、電子検査は、
システムからパソコンにデータを出力のうえオフラインで実施をし、当該データをそのまま電子データ
として納品することが一般的です。

（ダウンロードデータ作成の画面）

ダウンロードデータは、15分程度で作成
できます

３月の繁忙期には、３台のサーバを準
備しています

32

◆電子検査用ビューワのダウンロード

成果品の出力、電子検査機能

システムからパソコンに出力したデータは電子納品要領に準拠した形式で出力されるため、データの
閲覧時にはビューワが必要です。市販の電子納品用ビューワ等を利用することもできますが、弊社で
もExcel形式で閲覧できるビューアを準備しています。

成果品の出力、検査までの流れは以下の通りです。
①データ管理メニューから電子データのダウンロード
②HPより電子検査用Excelビューワ（エクスプローラー版ビューワ）のダウンロード
③①データにExcelビューワを格納（エクスプローラー版ビューワに変換）

（Excel版ビューワの画面） （エクスプローラー版ビューワの画面）
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グループ共有サイト（複数工事との情報共有）

◆発注者様（事務所単位、○○課単位など）と複数の工事をグループ化

グループ共有サイトとは、複数工事を紐付けし共有ができるサイトです。
サイトの開設は、発注者様にて行うことができます。（無料）

総工事一覧メニュー左下の工事
一覧の上に「共有サイト（オレンジ
色）」が表示されます。

34

一括発議と資料の共有

グループ共有サイトの「一括発議」により、複数工事に対して同じ内容の発議を一度に行うことができ
ます。（発議したい工事に対し、ワークフローの選択を行います。）
通常、10工事分の打合せ簿については10回の発議が必要ですが、1回の発議で10工事に対し発議を
行うことができます。

◆一括発議

（ワークフローの選択画面）

グループ共有サイトの「資料・文書共有」により、フォルダを作成しグループ内で資料を共有できます
例）「通知文書」「基準類」「図面」「安全協議会の資料」「現場の状況写真」「共通図面」「週間工程表」

「施工計画書」など。

◆資料の共有
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業務での活用

◆過年度（10年分など）の工事の情報を共有フォルダに登録をし、設計など
の業務で利用されているケースが増加しています。

（登録されているフォルダ例）

【工事毎】・発注図書 ・変更図書 ・業務計画書 ・現地踏査報告書
・業務工程管理表 ・設計図面

【共有】・図面 ・地質調査 ・交通量調査
・写真 ・電子納品データ

※ 設計時の資料を工事で共有し活用されるケースもあります。

（将来像）

調査 計画 設計 施工

調査～計画～設計～施工～維持管理間における情報共有の実現

維持管理

（設計業務打合せ記録簿）
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掲示板

システムには、「各工事の掲示板」「担当する複数工事をひとまとめにした共有掲示板」の2種類の
掲示板を備えています。
・掲示板へ書込された内容は、日付の新しい順番に一覧表示されますので、これまでのやりとりを

一元管理できます。（登録内容への追記はツリー状で表示します。）
・メールと比較した場合、大容量の資料を掲示できます。(１回の通信で200MBまで)

掲示板に記載されたデータは担当者が替わられても残りますので、情報の引き継ぎが容易です。
・閲覧対象者を制限できるため、例えば現場技術員と監督員、現場代理人と現場技術員などで資料

のやりとり、情報交換が可能です。
（工事毎の掲示板の画面） （複数工事との掲示板の画面）
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スケジュール

スケジュールは、全工事担当者の1週間分を表示した「週間スケジュール」と個人の1ヶ月分のスケジ
ュールを表示した「月間スケジュール」、各工事の予定を一覧で表示する「工事スケジュール」にて表
示しています。
・「月間スケジュール」から登録する場合、「自分のみ表示」「制限無し」の２パターンから表示範囲を
選択できます。なお、登録の際に表示する「工事名」を選択することにより工事名の表示が可能です。
・複数工事間でのスケジュール調整はグループ共有サイトのスケジュール機能を利用します。

なお、ご自身のスケジュールを公開される場合は、「月間スケジュール」から日付を選択して、登録
されることをお勧めします。

（週間スケジュール 工事スケジュールの画面） （月間スケジュールの画面）

施工体制台帳の作成（受注者様専用機能）

38

施工体制台帳をExcel形式で出力できる機能です。（H27.4バージョンアップ）



施工プロセスチェックリストの作成（発注者様専用機能）

39

施工プロセスチェックリストをExcel形式で出力できる機能です。（H27.4バージョンアップ）

電納ASPer保管管理サービス

40

工事（業務）の成果品を10年間弊社サーバ内で保管管理するサービスです。
会社（発注者様は事務所）単位で共有し、地図やキーワード検索等による閲覧、
電納ASPer書類作成時に過去データの引用などができます。
10年間：12,000円（2GB）～ / (月額100円～)利用できます。



ネットワークカメラ
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8月中旬頃開始予定のサービスです

遠隔地から建設現場のモニタリングができるサービスです。

・インターネットの環境が無い場所でも利用できます。
（Foma回線の契約料金は、別途必要となります）

・持ち運び、設置が簡単にできます。
・コンセントにつなぐだけで、撮れます、見えます！

webカメラ

閲覧用のソフトを利用せずに、
電納ASPerから、直接モニタリン
グできるようシステムを構築して
います

4242

サポート窓口（連絡先）

＜サポート窓口メールアドレス＞

office@wingbeat.net

受付：365日・24時間可能

回答：平日8:30～18:00を基本としますが、

原則、休日も回答します

＜サポートＦＡＸ番号＞

06-6543-2846

受付：365日・24時間可能

回答：平日8:30～18:00を基本とします

＜サポートダイヤル＞

0120-948-384（06-6543-2841）

平日8:30～18:00を基本とします

（万全なセキュリティ）


