
工事完成図書の電子納品要領 

内容 
旧 新 

貢 内容 貢 内容 
年月 表

紙 
平成 27年 4月 表

紙 
平成 29年 4月 

3．フォルダ構成 3 「REGISTER」、「MEET」、「PLAN」、「OTHRS」
フォルダの下に「ORGnnn」オリジナルファイル
フォルダを置く。 

3 「REGISTER」、「MEET」、「PLAN」、「OTHRS」フォル
ダの下に「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダを置く。
また、i-Construction に係る電子データファイルを格納す
るため、電子媒体のルート直下に「ICON」を置く。 

3．フォルダ構成   3 「ICON」フォルダには、i-Construction に係る電子デー
タファイルを関連する要領等に従い格納する。 

3．フォルダ構成【解説】 4 「REGISTER」「OTHRS」内の「ORGnnn」オ
リジナルファイルフォルダ内には任意でフォル

ダを作成することができるが、階層は、「7-1 電
子媒体」の CD-Rの論理フォーマットの制約から
ルートから数えて最大 8階層までとなることに注
意する。 

4 「REGISTER」「OTHRS」内の「ORGnnn」オリジナル
ファイルフォルダ内には任意でフォルダを作成すること

ができるが、階層は、「7-1 電子媒体」において使用を原則
とするCD-Rの論理フォーマットの制約からルートから階
層の制限は無いが、全体のパスの文字数は 120文字までと
なることに注意する。 

表 4-1 工事管理項目 6 
～9 

CORINS 
TECRIS 

7 
～9 

コリンズ 
テクリス 

適用要領基準 6 「土木 201009-01」と記入する。 6 「土木 201603-01」と記入する。 
工事実績システム登録番号 7 CORINS センターが発行する受領書に記載され

る番号を記入する。CORINS登録番号がない工事
は「0」を記入する。 

7 コリンズ・テクリスセンターが発行する登録内容確認書に

記載される番号を記入する。コリンズ登録番号がない工事

は「0」を記入する。 
測地系  日本測地系、世界測地系（日本測地系 2000）の  日本測地系、世界測地系（JGD2000）、世界測地系



区分コードを記入する。日本測地系は「00」、世
界測地系（JGD2000日本測地系 2000）は「01」、
世界測地系（JGD2011）は「02」を記入する。 

（JGD2011）の区分コードを記入する。日本測地系は「00」、
世界測地系（JGD2000）は「01」、世界測地系（JGD2011）
は「02」を記入する。 

対象水系路線名  7 CORINS の路線・水系名等に従って記入する。 8 テクリスの路線・水系名等に従って記入する。 
（1）基礎事項 10 ・付属資料 1 に管理ファイルの DTD、付属資料

2 に管理ファイルの XML 記入例を示す。 
10 ・付属資料 1 に管理ファイルの DTD、付属資料 2 に管理

ファイルの XML 記入例を示す。 
・i-Constructon データフォルダ「ICON」は当面の間、
工事管理項目の基礎情報には記入しない。DTD の要素と
しても定義しない。 

（1）基礎事項 10 CORINS( コリンズ：  COnstruction Records 
Information Service)は、「工事実績と技術者のデ
ータベース」であり、公共工事の一般競争入札方

式等の入札・契約手続きを支援する。 

10 コリンズ(Construction Records Information System)は、
「工事実績と技術者のデータベース」であり、公共工事の

一般競争入札方式等の入札・契約手続きを支援する。 

（G）境界座標(必須記入項目) 12  ｢境界座標｣は世界測地系(日本測地系 2000)に準
拠する。 

12 ｢境界座標｣は、世界測地系（JGD2011）に準拠する。なお、
境界座標を JGD2000 の測地系で取得した場合には、
JGD2011 の座標（緯度経度）に変換する必要はない。 
 

表 4-2 台帳管理項目 
オリジナルファイル名 

14 文字数：12 13 文字数：13 

表 4-3 施工計画書管理項目 
オリジナルファイル名 

16 文字数：12 15 文字数：13 

表 4-4打合せ簿管理項目 
工事帳票種類 

18 「打合せ簿」「工事履行報告書」「材料確認願」「段

階確認書」「確認・立会願」の工事帳票の鑑の種

類を記入する。 

17 「打合せ簿」「工事履行報告書」＜削除＞「段階確認書」

＜削除＞の工事帳票の鑑の種類を記入する。 



表 4-4打合せ簿管理項目 
オリジナルファイル名 

18 文字数：12 17 文字数：13 

表 4-5 その他管理項目 
オリジナルファイル名 

21 文字数：12 20 文字数：13 

5 ファイル形式【解説】 
 

23 拡張子が 4文字以上、ファイル間でリンクや階層
をもった資料など、 

22 ファイル間でリンクや階層をもった資料など、 

6 ファイルの命名規則 
 

25 ・ファイル名 8文字以内、拡張子 3文字以内とす
る。 

24 ・ファイルはファイル名 8文字以内、拡張子 3文字以内と
する。各オリジナルファイルの拡張子は、4文字でもよい。 

（1）共通規則  
 

26 ファイル名の文字数は、半角（1 バイト文字）で
8文字以内、拡張子 3文字以内とする。 

25 ファイル名の文字数は、半角（1バイト文字）で 8文字以
内、拡張子 3文字以内とする。オリジナルファイルの拡張
子は、オリジナルファイル作成ソフト固有の拡張子とし、

文字数は 4文字でもよい。 
7-1 電子成果品  
 
 
 

28 •上記の 3条件を満たす電子媒体として、CD-R(一
度しか書き込みができないもの)の使用を原則と
する。 
•使用する CD-R は、品質の信頼性が高いと思わ
れるメーカーの「インクジェット用白色レーベ

ル」又は「白色レーベル」とする。（原産国が日

本のものを推奨） 
•CD-Rの論理フォーマットは、ISO9660 (レベル 
1)を原則とする。 
•基本的には、1枚の CD-Rに情報を格納し納品す
る。 
•複数枚の CD-R になる場合は、「7-4成果品が複

27 •上記の 3 条件を満たす電子媒体として、CD-R または
DVD-R(一度しか書き込みができないもの)の使用を原則
とする。 
•使用する電子媒体は、品質の信頼性が高いと思われるメ

ーカーの「インクジェット用白色レーベル」又は「白色レ

ーベル」とする。（原産国が日本のものを推奨） 
•CD-Rの論理フォーマットは、Jolietを原則とする。 
•基本的には、1枚の電子媒体に情報を格納し納品する。 
•複数枚の電子媒体になる場合は、「7-4 成果品が複数枚に
渡る場合の処置」に従う。 
・＜削除＞ 
 



数枚に渡る場合の処置」に従う。 
•基本的には CD-R の使用とするが、データ量が
多い場合には DVD-R の利用も可とする。また、
特定のシステムに依存しないフォーマット形式

は協議により可とする。 
7-1 電子媒体【補足】 29 【補足】品質の信頼性が高い製品の使用 

CD-R 
 
【補足】CD-Rフォーマット 

28 【補足】品質の信頼性が高い製品の使用 
電子媒体 
 
＜削除＞ 

7-2 電子媒体の表記規則 
 

30 ・電子媒体を収納するケースの背表紙には、「工

事名称」、「作成年月」を横書きで明記する。 
29 ＜削除＞ 

図 7-1 
電子媒体への表記例 

30 フォーマット形式：ISO9660（レベル 1） 29 フォーマット形式： Joliet 

7-2電子媒体の表記規則【解説】 
 

30 •プラスチックケースのラベルの背表紙には、以

下の例のように記載する。工事名が長く書ききれ

ない場合は件名で調整する。 
例：平成○年度 第○○○号 ○○○○○○○○

工事  平成○年○月 
（長い場合）平成○年度 第○○○号 ○○○○

○○○○○○  平成○年○月 

29 <削除＞ 

7-3 電子データのバックアッ
プ 

32 CD-R 31  電子媒体 

 


