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1 電子納品全般 

質問 回答 

Q1.XML 
XML とはどのようなもの

ですか。 
XML（eXtensible Markup Language）とは、データの意

味や構造を記述するためのデータ形式の一つです。電子納

品にかかわる要領・基準では、電子納品された成果品を管

理するための管理ファイルに XML を利用しています。 
XML は、タグ（「<」と「>」）に囲まれたデータ要素で

データの内容を記述しています。コンピュータやデータ交

換する相手同士がデータの意味や構造を理解しやすいよ

うに工夫されています。 
例えば、業務名称を示す場合は、 
<業務名称>○○○○○○設計業務</業務名称> 
と記述しています。タグで囲むことで、コンピュータが業

務名称であると理解することができます。 
また、それぞれのデータ要素に親子関係を設定して表現す

ることで、XML データの内容を分かりやすくすることが

できます。 

Q2.DTD 
DTD とはどのようなもの

ですか。 
DTD（Document Type Definition）とは、XML の構造を

定義したものです。XML 中に使うデータ要素のタグ名称

や、データ要素の親子関係、データ要素の記述回数（1 回

だけ、複数回可能）などを定義しています。 
電子納品に使用する DTD は、国土交通省の電子納品に関

する要領・基準のホームページ 
（http://www.cals-ed.go.jp/index_denshi2.htm）からダウ

ンロードできます。 
なお、市販の電子成果品作成支援ツールを使用すれば、

DTD は電子成果品作成時に自動的に格納されるので、作

成者は特に意識する必要はありません。 

Q3. 文字の大きさ 
オリジナルファイルの作

成にあたり、文字の大きさ

に規定はありますか。 

CAD 図面を除いては、文字の大きさは規定していません。

確認できる文字の大きさを目安に設定してください。 
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質問 回答 

Q4. 施工管理業務 
施工管理業務は電子納品

の対象となりますか。 

施工管理業務は電子納品の対象外です。 

Q5. 電子納品の実施 
電子納品の対象となった

業務・工事案件は、電子納

品以外の方法では納品で

きないのですか。 

電子納品の対象業務・工事案件は、必ず電子納品を実施し

てください。 

Q6. 要領・基準の対象範囲 
電子納品にかかわる要

領・基準が包含する範囲は

どのようになっています

か。 

電子納品要領運用ガイドラインに対象範囲を示していま

すので、確認してください。 

Q7. 電子媒体の容量（CD-R、DVD-R） 
CD-R はどの容量の CD-R
を使ってもよいのですか。

また、DVD を使用しても

よいですか。 

CD-R の容量に関しては特に規定していないので、

650MB、700MB など、どの容量を使用してもよいです。

また、DVD も受発注者で協議し、使用できます。この場

合、DVD-R を使用してください。 
Q8. 紙媒体による報告書の提出 
紙媒体による報告書の提

出は不要ですか。 
電子納品要領運用ガイドラインに示されているとおり、書

類検査用に提出を求める場合があります。 
Q9. パソコンの推奨仕様 
電子納品に利用するパソ

コンの推奨仕様について

は公表しているのですか。 

パソコンの推奨仕様としては、電子納品チェックシステム

の推奨環境を、国土交通省の電子納品に関する要領・基準

のホームページ（http://www.cals-ed.go.jp/index_dl.htm）

で公表しています。 
Q10. 電子納品に関するソフトウェア 
電子納品に関するソフト

ウェアはどこで入手でき

ますか。 

電子成果品の作成を支援するソフトウェアは、ソフトベン

ダーから市販されています。電子成果品作成支援ソフトに

ついては、「（財）日本建設情報総合センター東北地方セ

ンター」のホームページをご覧ください。 
（地方センター一覧：http://www.jacic.or.jp/about/syozai/
locallink.html） 
（東北地方センター「情報源」：http://www1.bstream.jp/
~thjacals/joho/johogen_siensoft.htm） 
国土交通省の電子納品に関する要領・基準のホームページ
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質問 回答 

（http://www.cals-ed.go.jp/index_dl.htm）では、電子成

果品の作成後に正当性を検証する電子納品チェックシス

テムと、CAD 図面を閲覧する SXF ブラウザをダウンロー

ドすることができます。 
Q11. 成果品の作成支援ソフト 
電子成果品を作成するた

めの支援ソフトは必要な

のですか。 

市販の電子成果品作成支援ソフトの使用を義務化してい

ませんが、電子成果品の作成作業時において効率的であ

り、かつ電子成果品の完成度にも有効的です。 
東京都水道局の要領・基準は、国土交通省の以下の要領・

基準の仕様（DTD、フォルダ構成、ファイル命名ルール等）

を基にしているため、国土交通省の電子納品に対応した電

子成果品作成支援ソフトが使用できます。 
・「土木設計業務等の電子納品要領(案)平成 20 年 5 月」 
・「工事完成図書の電子納品要領(案)平成 20 年 5 月」 
・「CAD 製図基準(案)平成 20 年 5 月」 
・「デジタル写真管理情報基準(案)平成 20 年 5 月」 
・「測量成果電子納品要領(案)平成 16 年 6 月」 
・「地質・土質調査成果電子納品要領(案)平成 16 年 6 月」

建築、建築電気、建築設備、電気設備、機械設備について

も、上記の一般土木分野の要領・基準に対応したソフト及

び設定を使用してください。 
また、以下のフォルダについては、東京都水道局独自の運

用のため、国土交通省版の電子成果品作成支援ソフト単独

では作成できません。別途作成し、追加が必要です。 
・「W_TOKYO」：東京都水道局独自フォルダ 
 

Q12. スキャナの解像度 
スキャナの解像度に何か

規定がありますか。 
解像度の数値は特に規定していません。各資料に示されて

いる必要情報を確認することができる解像度を目安とし

てスキャニングしてください。 
Q13. 電子成果品の作成などに関する資料 
電子成果品の作成などに

関する資料はどこで入手

できますか。 

電子成果品の作成などに関する資料については、東京都水

道局ホームページの「工事関係の方へ」（http://www. 
waterworks.metro.tokyo.jp/shitei_jigyou/index.html）で

公表しています。 
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質問 回答 

Q14. 適用する電子納品にかかわる要領・基準がない場合 
適用する電子納品にかか

わる要領・基準がない場

合、電子成果品の作成につ

いて協議するにはどのよ

うな選択肢がありますか。 

適用可能な電子納品にかかわる要領・基準が全くない場合

は、当局監督員と協議の上、従来どおりの紙媒体で提出し

てください。ただし、電子データがある場合は、電子媒体

に格納して納品することを推奨します。 

Q15. オリジナルファイル 
文書にはり付けた図や表

などのオリジナルファイ

ルも電子納品するのです

か。 

図・表のオリジナルファイルについては、可能な限り電子

納品してください。 

Q16. PDF のバージョン 
PDF のバージョンに関し

ての規定はありますか。 
PDF のバージョンは規定していません。 

Q17. 管理ファイル（INDEX_D.XML）の作成例 
管理ファイル（XML ファ

イル）の作成例はあります

か。 

管理ファイル（XML ファイル）の作成例については、電

子納品にかかわる要領・基準の付属資料に示しています。

Q18. 拡張子 
ファイル命名には必ず拡

張子を付けなければなら

ないですか。 

パソコンの設定によって拡張子が表示されないことがあ

りますが、拡張子が表示されていない場合であっても、電

子納品にかかわる要領・基準のファイル命名規則に準拠し

て拡張子を付けてください。 
Q19. ウィルス対策ソフト 
ウィルス対策に使用する

ソフトウェアは、無償のも

ので対応してもよいです

か。 

電子納品にかかわる要領・基準では、ウィルス対策ソフト

を特に指定していません。信頼性が高く、ウィルス定義が

常に最新のものを利用できるソフトウェアであれば無償

のものでも問題ありません。 

Q20. チェック年月日 
ウィルスチェックの[チェ

ック年月日]は、実際の年

月日ですか、工期内の年月

日ですか。 

[チェック年月日]には、契約上の履行期間内でウィルスチ

ェックした日付を記入してください。 
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2 工事完成図書の電子納品要領 

質問 回答 

Q1. 押印した工事日報 

押印（私印）のある工事日

報の取扱いはどのように

規定していますか。 

押印（私印）した紙書類をスキャニングなどで無理に電子

化する必要はありません。押印（私印）なしの電子データ

で納品してください。 
Q2. 電子納品にかかわる要領に規定されていない資料 

工事完成図書の電子納品

要領に規定されていない

資料の取扱いはどうなり

ますか。 

工事完成図書の電子納品要領に規定していない書類は電

子納品の対象外です。従来の方法で納品してください。 

Q3. 複数年度にわたる工事 

複数年度にわたる工事の

場合、成果品の提出の形態

は、どのようにすればよい

ですか。 

電子納品の対象年度等の取決めについては、受発注者で協

議し、決定してください。 

Q4. DVD 
電子媒体に DVD-R を採用

してもよいのですか。 
DVD-R を採用しても構いません。受発注者で協議し、採

用してください。 
Q5. 発注図が電子データでない場合 

発注図が電子データでな

い場合でも電子納品を行

うのですか。 

発注図が電子データでない場合でも、CAD 製図基準に準

拠して CAD 図面を作成し、電子納品してください。 

Q6. 用紙サイズ 

用紙サイズの規定はあり

ますか。 
従来の紙媒体の場合と同様の用紙サイズで作成してくだ

さい。 
Q7. 工事管理ファイルの[工事番号] 

工事管理項目の[工事番号]
には何を記入するのです

か。 

[工事番号]には監督員通知書等に記載されている工事番号

を記入してください。 

Q8. 工事管理ファイルの[工種]、[工法型式] 

工事管理ファイルの [工
種]、[工法型式]には、工事

の実績及び技術者にかか

工事完成図書の電子納品要領では、[工種]、[工法形式]等
の管理項目の記入については、CORINS のルールに準拠

することと規定していますので、工事完成図書の電子納品



6 

質問 回答 

わるデータベースである

CORINS コードにある項

目しか入力できないので

すか。 

要領に準拠して記入してください。 

Q9. ファイルの容量の制限 

工事に関する各ファイル

の容量の制限はどの程度

ですか。 

電子納品にかかわる要領・基準では各ファイルの容量の制

限を規定していませんが、メールでのやりとりを考慮し、

5Mbyte 未満を目安としてください。但し、CAD データ等

で容量が大きくなってしまう場合は 5Mbyteを超えても構

いません。 
Q10. オリジナルデータの基本的な考え方 

PDF ファイルの作成にお

けるオリジナルデータの

基本的な考え方はどのよ

うなものですか。 

文書や図面などのオリジナルファイルから PDF ファイル

を作成した場合、オリジナルファイルがオリジナルデータ

になります。紙をスキャニングして PDF ファイルを作成

した場合、PDF ファイルがオリジナルデータとなります。

Q11. CD-R ラベルに記載する作成年月 

電子納品の CD-R ラベル

に記載する作成年月には、

いつの年月を記載すれば

よいですか。 

通常、電子成果品は工期終了時に提出するため、工期終了

時の年月を記入します。ただし、発注者から指示があった

場合は、その年月を記入してください。 

Q12. 格納する電子データファイルがないフォルダ 

電子媒体のルート直下の

フォルダで、格納する電子

データファイルがないフ

ォルダは作成しなくても

よいのですか。 

電子媒体のルート直下のフォルダは、格納する電子データ

ファイルがない場合、作成する必要はありません。 
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3 設計業務等の電子納品要領 

質問 回答 

Q1. TECRIS 登録番号 

業務の実績及び技術者に

かかわるデータベースで

ある TECRIS 登録番号が

ない業務では、業務管理フ

ァイルの[TECRIS 登録番

号]にどのように対処すれ

ばよいですか。 

TECRIS 未登録業務では、業務管理ファイルの[TECRIS
登録番号]に「0」を記入してください。 

Q2. 格納する電子データファイルがないフォルダ 

格納するファイルがない

フォルダには DTD ファイ

ルを格納するのですか。 

DTD ファイルは格納しないでください。 

Q3. 受注者コード 業務管理ファイル 

業務管理ファイルの[受注

者コード]には何を記入す

るのですか。 

[受注者コード]には、（財）日本建設情報総合センターの

TECRIS センターが管理しているコードを記入します。 

Q4. ファイル数 

ファイル数が 100 以上あ

る場合、ファイル名はどう

すればよいですか。 

ファイル名にアルファベットを使用できるので、報告書フ

ォルダに 359 ファイルまで格納することができます。 

Q5. 文書作成ソフト 

業務報告書を作成する文

書作成ソフトに指定はあ

りますか。 

東京都水道局で使用するソフトウェアで問題なく閲覧で

きるファイルを出力できるソフトを使用してください。

（平成 20 年 9 月現在、東京都水道局では文書作成ソフト

として、Word2002、Excel2002（Microsoft 社）を使用し

ています。） 

Q6. PDF ファイルを作成するソフトウェア 

PDF ファイルを作成する

ソフトウェアは指定され

ていますか。 

PDF を作成するソフトウェアの指定はありません。 
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質問 回答 

Q7. 業務管理ファイル 

業務管理ファイルはどの

ようにして作成するので

すか。 

業務管理ファイルは文書作成ソフトや市販の電子成果品

作成支援ツールを利用して作成することができます。 

Q8. 報告書の PDF ファイル 

報告書の PDF ファイルは

A4 判縦を基本とするとな

っていますが、縮小図面等

の A3 判横の原稿はそのま

まのサイズで作成しても

よいのですか。 

A3 判横でも構いません。 
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4 デジタル写真管理情報基準 

質問 回答 

Q1. デジタルカメラの使用 

工事写真の撮影にはデジ

タルカメラを使用しなけ

ればならないですか。 

撮影機材についてはデジタルカメラの使用を規定してい

ないので、銀塩カメラで撮影しフィルムスキャナで電子化

したもので納品できます。 

Q2. 写真閲覧ソフトの指定 

使用する写真閲覧ソフト

は指定されていますか。 
特に写真閲覧ソフトを指定していません。 

Q3. 画素数 

デジタル写真の画素数の

指定はありますか。 
デジタル写真管理情報基準では、黒板の文字が確認できる

目安の画素数として 100 万画素としています。撮影対象を

デジタル写真で確認できる画素数が目安になります。 
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5 地質・土質調査成果電子納品要領 

質問 回答 

Q1. 簡略柱状図 

地質断面図の簡略柱状図

には凡例を示す必要はあ

りますか。 

地質・土質調査成果電子納品要領では、簡略柱状図の凡例

を示すように規定されています。パターンを示すものは凡

例を参考にしてください。 

Q2. ボーリング本数が当初より少ない場合 

ボーリング本数が当初の

本数より少なくなりボー

リング番号に欠番がある

場合、ボーリング名やボー

リング連番はどのように

記入すればよいですか。 

ボーリング名については B-1、B-2、B-4 など欠番があっ

ても構いません。ただし、ボーリング連番については B-1、
B-2、B-3 と必ず連番としてください。 

Q3 ファイル名の連番 

XML、PDF のファイル名

の連番について、実施して

いない試験も含めた連番

の付け方がありますか。そ

れとも、実施した試験につ

いてのみ連番を付ければ

よいですか。 

実施した試験についてのみ連番を付けてください。 
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6 測量成果電子納品要領 

質問 回答 

Q1. 測量成果電子納品要領の適用 

狭い地域や経費の関係で

仮座標で実施する測量に

は、要領を適用しなくても

よいのですか。 

特記仕様書に電子納品の対象と記載されている場合は適

用されます。 

Q2. 設計業務の付帯業務としての測量業務 

設計業務の付帯業務とし

て測量業務が存在する場

合、土木設計業務で 1 枚の

CD-R、測量業務で 1 枚の

CD-R の計 2 枚（正副では

4 枚）の CD-R を納品する

必要がありますか。 

設計業務と測量業務の電子成果品を 1枚のCD-Rに格納し

てください（正副で各 1 枚）。ただし、CD-R 1 枚の容量

を超える場合は、設計業務等の電子納品要領の成果品が複

数枚に渡る場合の処置を参照してください。 

Q3. 測量業務における CAD データの納品 

測量業務において CAD デ

ータを電子納品する場合、

ファイル命名規則は測量

成果電子納品要領と CAD
製図基準のどちらに準拠

するのですか。 

公共測量作業規程に準拠した測量成果を電子納品する場

合、ファイル命名規則は測量成果電子納品要領に準拠しま

す。それ以外の場合、ファイル命名規則は CAD 製図基準

に準拠します。ただし、CAD データは CAD 製図基準に準

拠して作成します。 

Q4. PDF ファイルのしおり 

測量成果の電子納品にお

いても、PDF ファイルに

しおりを作成しなければ

いけないのですか。 

測量成果の電子納品における PDF ファイルの「しおり」

の作成は任意です。 

Q5. 手書きの観測手簿の取扱い 

手書きの観測手簿は電子

納品する必要があるので

すか。 

手書きの観測手簿はスキャニングして PDF ファイルを作

成し、測量成果電子納品要領のファイル命名規則と格納フ

ォルダに準拠して電子納品を行ってください。 
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質問 回答 

Q6. 管理項目の[ソフトウェア情報] 

管理項目のソフトウェア

情報には、どのようなソフ

トウェア名を記入するの

ですか。 

PDF ファイルや DM データファイルなどを作成した際に

用いたソフトウェア名を記入してください。 
また、計算簿などのオリジナル数値データ形式のファイル

については、計算ソフトの情報を記入してください。 

Q7. 測量図面 

測量図面を作成する場合、

CAD 製図基準に準拠して

作成しなければならない

のですか。 

現状では、原則として CAD 製図基準に準拠する必要はあ

りません。 
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7 CAD 製図基準 

質問 回答 

Q1. 完成図の定義 

完成図はどのように定義

されていますか。 
工事完成図書の電子納品要領に「出来形測量の結果及び設

計図書に従って作成した図面」と定義しています。 

Q2. 線色 

CAD 製図基準では、各線

種の色設定が背景を黒ベ

ースとした場合の設定に

なっていますが、背景を白

ベースに設定した場合の

色設定はないのですか。 

「CAD 製図基準」では、背景色を黒色と規定しています。

線の色を変更してもよい

のですか。 
CAD 製図基準で定義している線種や色は例示です。これ

に準拠しがたい場合は受発注者で協議し、取扱いを決定し

た上で変更することができます。 

Q3. 責任主体 

設計業務の電子成果品で

ある CAD 図面を工事段階

の発注図として使用する

場合、責任主体「D」とし

て納品された CAD 図面の

レイヤ名称を発注者が「C」

に変更し、発注図として使

用するのですか。 

図面内容に変更がない時は、レイヤ名称の責任主体は変更

せず、「D」のまま発注図として扱います。 

Q4. SXF 
SXF とはどのようなもの

ですか。 
SXF（Scadec data eXchange Format）は建設分野の CAD
データ交換の標準化を目的として開発した CAD データ交

換標準であり、異なる CAD ソフト間で正確にデータを交

換するための共通ルールとしてデータフォーマットを定

めています。詳細は、（財）日本建設情報総合センターの

ホームページ（http://www.cals.jacic.or.jp/cad/）を御覧く

ださい。 
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質問 回答 

Q5. レイヤ分け 

CAD 製図基準どおりのレ

イヤ分けを本当に行わな

ければいけないのですか。 

CAD 製図基準で規定されている工種については、各工種

のレイヤ分けに準拠して CAD 図面を作成してください。

Q6. CAD 図面のファイル数 

CAD 図面は、全て図面 1
枚につき、1 ファイルにし

なければいけないのです

か。 

図面 1 枚につき 1 ファイルとして取り扱ってください。 

Q7. フォント 

CAD 図面で使用できる文

字・フォントはどのような

ものですか。 

CAD 図面中に使用できる文字は、CAD 製図基準を参照し

てください。フォントについては特に指定していません。

Q8. ラスターデータ 

図面でラスターデータを

使用した場合、ラスターの

色は任意ですか。 

CAD 製図基準のレイヤ名一覧には、ラスターレイヤの線

色について明示されていませんが、CAD 図面の出力を考

慮して、見やすい色で作図してください。 
なお、SXF 形式で扱えるラスターは、モノクロ（白黒）と

規定しています。 

Q9. CAD ソフト 

CAD 図面の作成にあたっ

ては、OCF（オープン CAD
フォーマット評議会）認定

の CAD ソフトを利用しな

ければならないのですか。 

CAD 製図基準では特定の CAD ソフトを指定していませ

ん。 

無償の CAD ソフトを使用

していますが、このソフト

ウェアで CAD 図面を作成

し電子納品することは可

能ですか。 

電子納品にかかわる要領・基準では CAD データの交換仕

様を規定していますが、特定の CAD ソフトについては指

定していません。無償の CAD ソフトを使用して電子納品

することは可能ですが、データが正しいかどうか SXF ブ

ラウザで確認してください。 
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質問 回答 

Q10. ライフサイクル 

ファイル名のライフサイ

クルの S、D、C、M は、

何の頭文字ですか。 

CAD 製図基準で定義しているライフサイクルは以下のと

おりです。 
S（測量）:Survey 
D（設計）:Design 
C（施工）:Construction 
M（維持管理）:Maintenance 

Q11. 変更がない図面 

当初の図面から変更がな

いものについては電子納

品しなくてもよいのです

か。 

当初図面からの変更がなくても、CAD 製図基準に準拠し

て CAD 図面を納品してください。 

Q12. 2 次製品（既製品） 

2 次製品（既製品）につい

て、どのように取り扱うの

ですか。 

CAD 製図基準では、2 次製品（既製品）に関する定義はあ

りませんが、納品図面として必要であれば、受発注者協議

のうえ、ファイル名、レイヤ名を決定して納品してくださ

い。 

Q13. 使用禁止文字 

管理項目・CAD 図面共に

使用禁止文字は共通なの

ですか。 

CAD 図面中の文字と管理項目における使用禁止文字は異

なります。管理項目に使用する文字は、CAD 製図基準を

参照してください。 

Q14. SXF ブラウザ 

「SXF ブラウザで正常に

表示するか御確認くださ

い」とありますが、どのよ

うにして「正常」と判断す

るのですか。 

作図した CAD ソフトでの表示と比較して、文字化けやデ

ータの不備がないか目視で確認してください。 
なお、SXF ブラウザによる目視確認については、「CAD
製図基準に関する運用ガイドライン」を参照してくださ

い。 

Q15. 数量表のみ・材料表のみの図面 

完成図に、数量表のみ・材

料表のみの図面がありま

す。図面ファイル名は、何

にすればよいのですか。 

CAD 製図基準に定義されていない図面ファイル名につい

ては、受発注者協議によって電子納品にかかわる要領・基

準のファイル命名規則に準拠して決定してください。 



16 

8 電子納品にかかわるガイドライン類 

質問 回答 

Q1. 検査機器の準備 

電子成果品による検査で

用いるパソコンなどの機

器の準備は、受注者が行う

のですか。 

電子成果品による検査で用いるパソコンについては、原則

として発注者が準備します。詳しい内容については、電子

納品要領運用ガイドラインを御覧ください。 

Q2. CD-R の署名欄 

電子納品する際の CD-R
の署名欄には、誰が署名す

るのですか。 

調査・設計委託の場合、発注者署名欄には東京都水道局の

「調査委託担任者」が、受託者署名欄には受託者の「代理

人及び主任技術者」が署名してください。 
工事の場合、発注者署名欄には東京都水道局の「監督員」

が、請負者署名欄には請負者の「現場代理人」が署名して

ください。 

Q3. 電子納品チェックシステムの結果表 

電子納品チェックシステ

ムでチェックした結果の

結果表を出力して、必ず発

注者側に提出しなければ

ならないのですか。 

結果表の提出は義務付けていませんが、可能な限り提出し

てください。 

Q4. 電子納品チェックシステムの必要性 

電子納品チェックシステ

ムはなぜ必要なのですか。 
電子納品チェックシステムを利用することにより、電子成

果品が電子納品にかかわる要領・基準に準拠しているかど

うかを確認することができます。電子納品要領運用ガイド

ラインにおいて、電子成果品作成時には、必ず国土交通省

の電子納品チェックシステムにより成果品のチェックを

行うように規定しています。 

Q5. 電子納品チェックシステムの取扱い 

電子納品チェックシステ

ムの取扱い（利用法）はど

のようなものですか。 

電子納品チェックシステムの取扱いについては、電子納品

に 関 す る 要 領 ・ 基 準 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.cals-ed.go.jp/index_dl.htm）の「利用に当

たっての注意事項」を確認後、セットアップファイルのダ

ウンロードにより入手しインストールしてください。 
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質問 回答 

東京都水道局の要領・基準は、国土交通省の次の要領・基

準の仕様（DTD、フォルダ構成、ファイル命名ルール等）

を基にしているため、国土交通省の電子納品チェックシス

テム（土木）が利用できます。 
・「土木設計業務等の電子納品要領(案)平成 20 年 5 月」 
・「工事完成図書の電子納品要領(案)平成 20 年 5 月」 
・「CAD 製図基準(案)平成 20 年 5 月」 
・「デジタル写真管理情報基準(案)平成 20 年 5 月」 
・「測量成果電子納品要領(案)平成 16 年 6 月」 
・「地質・土質調査成果電子納品要領(案)平成 16 年 6 月」

建築、建築電気、建築設備、電気設備、機械設備について

も、上記の要領・基準に対応した電子納品チェックシステ

ムを利用してください。 
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