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第1章 群馬県の運用内容（官庁営繕事業） 
1.1. ガイドラインの位置付け 

群馬県 CALS/EC 官庁営繕事業の電子納品ガイドライン(以下、「本ガイドライン」という)は、平

成 14年 8月に群馬県(以下、「本県」という)で定めた「群馬県 CALS/EC 基本構想」、及び平成 17年

度「国土交通省 CALS/EC アクションプログラム 2005」に基づき、平成 19 年度より開始した本格運

用を円滑に行うため、発注者及び受注者に向けたガイドラインとして、対象書類、適用基準、留意

すべき事項等、必要な措置を示したものである。 

本ガイドラインは、運用を通じ問題点の抽出を行い、適宜見直しを行うこととする。 

 

群馬県 CALS/EC 基本構想 

http://www.pref.gunma.jp/cts/contents?CONTENTS_ID=38050  

群馬県 CALS/EC 官庁営繕事業の電子納品ガイドライン（本ガイドライン） 

http://www.pref.gunma.jp/cts/contents?CONTENTS_ID=36152  

国土交通省 CALS/EC アクションプログラム 2005 

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/13/130315_.html 

 

本ガイドラインは、【業務委託編】、【工事編】、【資料編】とで構成される。 

なお、本ガイドラインは、平成 24年 4月 1日以降起工決裁の工事に適用する。 

 

1.2. 電子納品に関する基本方針 
本県の運用は、基本的に国土交通省の各電子納品要領・基準(案)（以下、「国の要領・基準」と

いう）に準拠することとするが、本県独自の条件・運用により、一部要領の変更、追記、及び内容

の読替えを行うこととする。 

 

1.2.1. 電子納品導入の目的 
電子納品導入の目的は、公共事業の各事業段階で利用している資料を電子化し、共有・再利用

することで、以下に示す効果を実現するものである。 

 

１）事業執行の効率化 

資料の再利用性を向上させることで、効率的な事業執行を実現すること。 

２）品質の向上 

事業全体の情報を電子的に共有化・伝達が実現することにより、情報の伝達ミスや転記ミス

などを低減し、公共事業の品質向上を実現すること。 

３）ペーパーレス、省スペース 

資料授受を容易にするとともに、保管場所の省スペース化を実現すること。 

 

1.2.2. 電子納品の定義 
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とは、国の要領・基準に示されたファイルフォーマットに基づいて

作成されたものをいう。 

 

1.2.3. 用語の定義 
用語 定義 

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、国の要領・基準に基づいて作成した電子データ」を指す。 

電子媒体 
電子媒体とは、「電子成果品を格納した光学ディスク」を指す。 

国の要領・基準では、原則として CD-R と規定している。 

オリジナル 

ファイル 

オリジナルファイルとは、「最終成果として納品に至った各種資料（書類・

図面）を作成した元の電子データ」を指す。 

（CAD、ワープロ、表計算ソフト等での編集・利活用が可能なもの） 
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1.3. 電子納品への取組み 
本県では、政府による計画「e-Japan 戦略」（平成 13 年 1 月）、及び「ぐんまネットプラン～群馬

県情報化推進計画～」（平成 13 年 3 月）を受け、電子納品や情報共有システムの検証を平成 15 年

度から行っている。 

 

1.3.1. 電子納品の対象部局 
本ガイドラインは、県土整備部で適用する。 

 

1.3.2. 実施スケジュール 
対象金額1を段階的に引き下げる年次計画とする。 

 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度～ 

８千万円以上 
２千万円以上 

１千万円以上 
５百万円以上 

   

表 1-1 実施スケジュール 

 

※ 上の表を原則とし、対象金額未満であっても受注者が可能な場合、及び発注者が希望する場

合は、受発注者協議により対象とすることができることとする。 

※ 平成 22 年度から全面運用。 

 

1.3.3. 適用する国の要領・基準 
官庁営繕事業に適用する国の要領・基準は以下のとおりとする。 

 

官庁営繕事業に適用する国の要領・基準類 

 

国土交通省 大臣官房官庁営繕部 

http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_cals_cals.htm 

分野 要領・基準名称 発行版 

官庁 

営繕 

営繕工事電子納品要領（案） H14.11 

建築 CAD 図面作成要領(案) H14.11 

官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案) H14.11 

表 1-2 官庁営繕事業に適用する国の要領・基準類一覧 

 

1.4. 電子納品対象工事 
電子納品対象工事は当初設計額 500 万円以上の全ての工事とする。 

工種は、国土交通省営繕工事電子納品要領（案）のとおりとする。 

ただし、500 万円未満の工事でも、受注者が可能な場合、及び発注者が希望する場合は、受発注

者協議により対象とすることができることとする。 

（詳細は、「本ガイドライン【資料編】」を参照） 

 

                             
1 「対象金額」は「当初設計額」とする。 
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1.5. 電子納品対象成果品 
電子納品対象成果品は以下のとおりとする。 

 工事デジタル写真 

 完成図 CAD データ、施工図 CAD データ 

（発注図が CAD データで提供された場合） 

 その他各種書類は、受発注者協議により対象とすることができることとする。 

（詳細は、「本ガイドライン【資料編】」を参照） 

 

1.6. 電子納品部数 
電子媒体により 2 部納品することとする。 

 

1.7. 電子成果品の紙による提出 
電子成果品のうち、完成図面（完成図、施工図）の部数は、原寸版 1部、縮小版 2部とし、協議

により変更できるものとする。 

 

縮小版2部

原寸版1部

完成図面データ

 
図 1-1 電子成果品の紙による提出イメージ 

 

1.8. 積算上の考え方 
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こととする。 
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第2章 電子納品運用の流れ 
2.1. 電子納品の流れ 

電子納品の流れは以下のとおりである。 

 

電子成果品内容確認

電子成果品データチェック

ウィルスチェック

外観確認

ウィルスチェック

電子成果品作成

ウィルスチェック

電子媒体作成

電子成果品データチェック

電子成果品再作成

電子成果品管理

発注者 受注者発注者 受注者

発注時の準備

2.2に記載

発注者 受注者発注者 受注者

発注時の準備

2.2に記載

2.3に記載

（事前協議チェックシート）

2.4に記載

2.5に記載

2.6に記載

NG

2.7に記載

2.8に記載

2.9.1に記載

2.9.2に記載

2.10に記載

2.11に記載

2.9.4に記載

2.9.3に記載

電子成果品納品

事前協議

NG

検査

契約

 
図 2-1 電子納品の流れ 
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2.2. 発注時の準備（発注者） 
電子データを利用できる場合は、受注者に提供する準備をすることとする。 

また、特記仕様書に電子納品に関する事項を記載することとする。 

（記載例は、「本ガイドライン【資料編】」を参照） 

 

2.2.1. 発注図 CAD データについて 
発注図を CAD データで提供できる場合には、SXF（sfc）形式に変換し、SXF ブラウザにて正常

に閲覧・印刷ができることを確認した上で、提供することとする。 

 

2.3. 事前協議（受発注者） 
電子納品を円滑に行うため、工事着手時に、受発注者間で電子納品に関する事前協議を行うこと

とする。 

特に発注者は、受注者に対し、過度な負担をかけることのないよう十分な協議を行うこととする。 

また、発注者は契約管理番号を受注者に提供することとする。（企業局を除く） 

なお、事前協議は「事前協議チェックシート」により行うこととする。 

（事前協議チェックシートは、「本ガイドライン【資料編】」を参照） 

 

2.3.1. 施工中の情報交換 
施工中の情報の交換・共有の方法を協議することとする。 

なお、情報の交換・共有は以下の方法がある。 

（１）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方法 

（２）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方法 

 

（２）には、情報共有システムを利用する方法があり、その場合の詳細については「群馬県

CALS/EC 情報共有ガイドライン」を参照することとする。 

 

 

2.3.2. 対象成果品 
電子納品対象成果品について協議し、決定することとする。 

なお、協議にあたっては、次の項目に留意することとする。 

１）書類 

 次フェーズ（次工程）以降での利活用が想定され、効率化が図られると判断したものを対

象とする。 

 アナログからデジタルへの変換はしない。 

（押印した打合せ簿の鑑をスキャニングし電子化する等の過度な変換） 

 紙しか無い書類の電子納品が必要な場合は、メーカー等から電子データを入手するか、止

むを得ない場合は、スキャニング等を行い電子化する。 
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２）完成図面（完成図・施工図） 

発注者から、国の要領・基準に準拠した発注図 CAD データが提供された場合は、完成図面 CAD

データを電子納品対象とする。 

ただし、発注図 CAD データが国の要領・基準に準拠していない場合であっても、完成図面 CAD

データの電子納品が必要な場合には、受発注者協議により電子納品対象とすることができる

こととする。 

なお、国の要領・基準に準拠していない完成図面 CAD データを納品する場合にも、図面ファ

イル形式は SXF（SFC）形式とするが、「ファイル命名規則」、格納先フォルダ（OTHRS フォル

ダ内のサブフォルダ）の扱いについては受発注者協議によることとする。 

 

完成図・施工図発注図 完成図・施工図発注図

CADデータ（SFC形式）

CADデータ（SFC形式）

【国の要領・基準準拠】

紙媒体

CADデータ（SFC形式）

【国の要領・基準準拠】

紙媒体

紙媒体

【国の要領・基準非準拠】

紙媒体

紙媒体

紙媒体

【国の要領・基準非準拠】

or
格納先フォルダ格納先フォルダ

DRAWINGF

OTHRS

CADデータ
紙媒体

【国の要領・基準非準拠】
紙媒体

CADデータ（SFC形式）

 
図 2-2 完成図・施工図の電子納品条件 

 

2.3.3. 検査時に使用する機器 
検査時に使用する機器を協議し、決定することとする。 

（機器の準備・操作に関しては、「2.10 検査（受発注者）」を参照） 
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2.4. 電子成果品の作成（受注者） 
 

2.4.1. 電子成果品の作成 
本県の運用は、国の要領・基準に準拠しているため、これらに対応している電子納品作成支援

ソフトを利用することができる。 

 

2.4.2. データ作成時における留意点 
１）工事管理ファイル 

国の要領・基準に準拠し、工事管理ファイル（XML 文書／INDEX_C.XML）を作成することとす

る。 

なお、管理項目のうち「工事番号」は「0」とし、「工事名称」には契約書に記載されている

契約上の正式な工事名称を記入するとともに、先頭に事業管理システムにて発行される「契

約管理番号2」を記入することとする。 

また、「CORINS に関する項目3」、「境界座標4」についてはそれぞれのサイトを参照して作成す

ることができる。 

 

２）各種管理ファイル 

国の要領・基準に準拠し、各種管理ファイル（XML 文書）を作成することとする。 

なお、各種管理ファイルの管理項目の必要度は、国の要領・基準を一部緩和している。 

（XML に記載する管理項目の詳細は、「本ガイドライン【資料編】」を参照） 

 

３）電子納品データ 

国の要領・基準に準拠するとともに、本ガイドライン及び本ガイドライン【資料編】を参照

して、電子納品データを作成することとする。 

 

４）PDF データ 

PDF データは 10MB を目途に分割することとする。 

また、作成する PDF データは、「オリジナルファイル」から直接変換することを原則とし、

紙の書類のスキャニングは行わないこととする。 

PDF データとする書類は、工事関係資料（品質管理・出来形管理資料、施工報告書、打合せ

簿 等）とする。 

 

５）オリジナルファイル 

オリジナルファイル5は、受発注者協議において同意されたデータ形式とし、提出される紙媒

体と内容の相違が無いものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

                             
2 契約管理番号は、発注機関から発行される次の書類から確認できる。 

・監督員指定通知書（欄外右上） 

・変更協議書（欄外右下） 
3 「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」Web サイトの「CORINS 資料」 

http://www.cals-ed.go.jp/calsec/corins.htm 
4 「測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス」 

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html 
5 将来利活用することが目的であるため、単に受注者の様々なソフトウェアのデータ形式を許容するのではなく、発注者

も編集できるデータ形式とする。（ただし、発注者の一方的な取り決めはしないこと）なお、国の要領・基準でのオリ

ジナルファイルには、スキャニング（紙原本しかないもの）した電子データも含まれているが、本県では「無理な電子

化をさせない」方針であるため、電子化する必要性があるものに限り、これに準拠する。 
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６）CAD データ 

 納品時の CAD データは原則として「SXF（sfc6）形式」とする。 

 対象工種は、国の要領・基準に準拠することを基本とする。 

（対象工種は「本ガイドライン【資料編】」を参照） 

 図面サイズは、「A1横」「A2 横」を基本とする。 

 表題は、発注所属と協議することとする。 

 

なお、作成した CAD データは、SXF ブラウザ7により、図面として正しく表示・印刷等ができ

ることを確認することとする。 

 

７）写真データ 

写真データの有効画素数は、100～150 万画素程度8とすることとする。 

すべての写真を高画素9で撮影すると、1枚当たりのデータ容量が大きくなり、提出媒体が複

数枚になるとともに、閲覧性も悪くなることが予想される。 

 

官庁営繕工事写真の電子納品は、「工事写真の撮り方（改訂第二版）－建築編－」（(社)公共

建築協会）、「工事写真の撮り方（改訂第二版）－建築設備編－」（(社)公共建築協会）によ

り規定されているため、以下の内容を注意することとする。 

 

 工事写真は、他の工事関係資料とは別の電子媒体に格納して提出する。 

 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。 

 電子媒体のフォーマット形式は、発注者と協議の上決めるものとする。また、「媒体が複

数枚に渡る場合の処置」は適用しない。 

 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、電子媒体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、電子媒体のフォーマットに起因する制限に従うこ

ととする。 

 

また、工事写真の分類（フォルダ構成）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－」に従うことが好ましいが、閲覧性を向

上させるために、専用ビューアを使用することも受発注者協議により可とする。 

 

2.5. ウィルスチェック（受注者） 
作成した電子成果品は電子媒体格納前にウィルスチェックを行うこととする。 

ウィルスチェックソフトは、最新定義データに更新（アップデート）したものを利用することと

する。 

 

 

 

 

 

                             
6 SXF(sfc)形式：SXF 形式のうち、関係者間でのCAD データ交換のための簡易な形式である。 

『（財）日本建設情報総合センター』 （略称 JACIC）http://www.cad.jacic.or.jp/を参照 
7 SXF ブラウザ：無償公開されているため、受発注者にて共通で使用出来るビューア 

SXF ブラウザ入手先 

http://www.cals.jacic.or.jp/cad/developer/SXFBrowserDownload.htm 
8 各メーカーによって違いはあるが、工事現場用に画素数 100～150 万画素の設定ができるデジタルカメラも普及してい

る。100 万画素＝1280×960 ピクセル程度 
9 100 万画素／枚＝200KB 程度：CD-R１枚に格納できる目安＝650MB＝3300 枚程度 

130 万画素／枚＝350KB 程度：CD-R１枚に格納できる目安＝650MB＝1900 枚程度 

200 万画素／枚＝800KB 程度：CD-R１枚に格納できる目安＝650MB＝ 800 枚程度 
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2.6. 電子媒体作成（受注者） 
2.6.1. 基本事項 

ウィルスチェック後、電子媒体に格納することとする。 

電子媒体作成での留意事項は、次のとおりとする。 

 電子媒体は原則として CD-R とする。協議により DVD-R も可とする。 

 CD-R の論理フォーマットは、ISO9660（レベル 1）を標準とする。 

DVD-R の論理フォーマットは、UDF（UDF Bridge）を標準とする。 

工事写真の電子媒体の論理フォーマットは、受発注者協議により決定することとする。 

 基本的に 1枚の電子媒体に格納することとする。 

（複数枚の電子媒体に格納する場合は、国の要領・基準の「媒体が複数に渡る場合の処置」

に従うこととする。） 

 工事写真は、別の電子媒体に格納することとする。 

 電子媒体を収納するケースは、プラスチックケース（スリムタイプも可）とする。 

（プラスチックケースの背表紙への表記は任意） 

 電子媒体は、品質に信頼性のある製品を使用することとする。 

 電子納品作成支援ソフトには、専用ビューア（プログラム）を添付させるものがあるが、

本県の運用では必要ないため、原則として添付しないこととする。 

（ただし、工事写真の電子成果品については「2.4.2.７）写真データ」のとおり、受発注

者協議により決定することとする。） 

 

2.6.2. 表記規則 
電子媒体の表記規則は以下のとおりである。 

 工事番号 

「0」とする。 

 工事名称： 

事業管理システムにて発行される「契約管理番号」、契約書に記載される「工事名称」、 

「住所情報」（略称可） 

 

【表記例】 

 424-12-H9999  ○○○○新築工事  ○○市○○町地内 

 ※「契約管理番号」、「工事名称」、「住所情報」の間は「空白」で区切る。（改行可） 

 
枚数 / 全体枚数 

 
工事番号：0   １／１ 

424-12-H9999  ○○○○新築工事 

○○市○○町地内 

 

平成○年○月 

 

 

 

 

 

 

 

発注者：群馬県○○部○○事務所 

受注者：株式会社△△工務店 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 電子媒体表記イメージ 
 

※ 工事写真の電子媒体には、工事名称の後に「（工事写真）」と表記することとする。 

ウィルス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(ﾚﾍﾞﾙ 1) 

監督員 現場代理人
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2.7. 電子成果品データチェック（受注者） 
群馬県電子納品チェックソフトにより、チェックすることとする。 

なお、群馬県電子納品チェックソフトは群馬県ホームページ10からダウンロードすることができ

る。 

 

2.8. ウィルスチェック（受注者） 
電子媒体に格納後、再度ウィルスチェックを行うこととする。 

 

2.9. 電子成果品確認（発注者） 
電子成果品の確認項目は以下のとおりとする。 

 

2.9.1. 外観確認 
目視により、以下の内容を確認する。 

 電子媒体に傷が無いこと。 

 電子媒体に表記する内容が正しいこと。 

（電子媒体に表記する内容は、「2.6.2 表記規則」を参照） 

 

2.9.2. ウィルスチェック 
ウィルスチェックにあたっては、以下の内容に留意する。 

 受注者より電子成果品を受け取った時点で行うこと。 

 ウィルス定義は、最新定義データに更新すること。 

 県庁ネットワークから端末をはずした状態で行うこと。 

 

2.9.3. 電子成果品データチェック 
チェック閲覧ソフト11により、チェックする。 

 

2.9.4. 電子成果品内容確認 
チェック閲覧ソフトにより、以下の内容を確認する。 

 各種データが判読できること。 

 CAD データ、写真データ、及び電子納品データの内容が正しいこと。 

 

2.10. 検査（受発注者） 
2.10.1. データにより検査を行う電子成果品 

データで検査する電子成果品は、原則として「写真データ」のみとする。 

なお、その他のデータは、受注者が用意した紙媒体を用いて行うこととする。 

また、写真データの枚数が多い場合は、可能な限り完成検査前の事前提出、中間検査での確認

によって対応することとする。 

 

2.10.2. CAD データの確認 
CAD データの確認は、SXF ブラウザを用いて行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

                             
10 群馬県電子納品チェックソフト（群馬県） 

http://www.kendoseibi.pref.gunma.jp/section/seisaku/system/checksoft.html 
11 チェック閲覧ソフトとは、発注者が、国の要領・基準、及び本ガイドラインに則って電子成果品が作成されているか

をチェックするとともに、電子成果品の内容を確認することができるソフト。 
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2.10.3. 検査時に使用する機器 
１）種類 

原則としてパソコンのみとする。 

ただし、事前協議の際に、準備する機器の種類について確認を行うこととする。 

 

なお、検査時使用機器としては以下の機器があげられる。 

 検査用パソコン 

 マウス 2個（発注者用、受注者用） 

 プロジェクタ、スクリーン 

 プリンタ 

 補助モニタ 

 補助パソコン 

 

２）準備と操作 

原則として受注者が行うこととする。 

 

発 注 者 側 受 注 者 側

プリンタ

検査用パソコン

プロジェクタ

マウス（発注者用） マウス（受注者用）

※USBマウス等を用いれば、
1台のパソコンにマウス2個接続可能

補助モニタ

 
 

図 2-4 検査時に使用する機器イメージ 

 

2.11. 電子成果品管理（発注者） 
完成検査終了後、最終版の電子媒体（副）は、担当者が収集することとする。 

なお、電子媒体（正）は発注機関で保管することとする。 
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問合わせ 
電子納品に関する問い合せ先は、以下のとおりである 

群馬県電子納品運用に関する問い合わせ先 

群馬県 県土整備部  

建設企画課 電子システム係 

TEL 027-897-3541   mailto： e-nohin@pref.gunma.lg.jp 

 


