
調査設計業務等の電子納品要領 

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 

1．適用 1 •本要領は、表 1-1 に示される共通仕様書((案)を
含む)及び特記仕様書に規定される成果品に適用
することを基本とする。 

1 •本要領は、表 1-1 に示される共通仕様書及び特記仕様書
に規定される成果品に適用することを基本とする。 

表 1-1 共通仕様書 1 地質・土質調査共通仕様書(案) 1 地質・土質調査共通仕様書 
2．フォルダ構成 2 「REPORT」フォルダの下に「ORG」サブフォ

ルダを置く。 
2 「REPORT」フォルダの下に「ORG」サブフォルダを置

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。 

2．フォルダ構成 2 •「BORING」フォルダには地質・土質の電子デ
ータファイルを「地質・土質調査成果電子納品要

領」に従い格納する。 

2 •「BORING」フォルダには地質・土質の電子データファ
イルを「地質・土質調査成果電子納品要領」に従い格納す

る。 
•「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。 

図 2-1 フォルダ構成 3  3 「ICON」フォルダの追加 
3-1 業務管理項目 
適用要領基準 

5 「土木 200805-01」を記入する。 5 「土木 201603-01」を記入する。 

全体  CORINS 
TECRIS 

 コリンズ 
テクリス 

3-1 業務管理項目 
業務実績システムバージョン

5 管理項目の記入で参照している TECRIS のマニ
ュアル(コード表)のバージョン(システムのバー

5 国土交通省「電子納品に関する要領・基準」Web サイト
を参照し記入する。 



番号 ジョン)を記入する。 
3-1 業務管理項目 
測地系 

6 日本測地系、世界測地系（日本測地系 2000）の
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。 

6 日本測地系、世界測地系（JGD2000）、世界測地系
（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。 

3-1 業務管理項目 
対象水系路線コード 

6 水系・路線コードを TECRIS の表より選択し記
入する。複数の水系・路線にまたがる業務の場合、

関連する水系・路線コードを記入する。当該情報

が複数ある場合の記入方法は付属資料 3 を参照
のこと。該当がない場合は「99999」とする。 
 
記入者：■ 
必要度：○ 

6 テクリス入力システムの業務対象水系・路線等コードを記

入する。 
記入者：□ 
必要度：△ 

3-1 業務管理項目 
施設名称 

7 施設名称を記入する。 7 施設名称を記入する。 
施設が複数存在する場合は、半角カンマで区切って記入す

る。 
(1)基礎事項 8 •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。 
8 •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、業
務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  
 

8 TECRIS(TEchnical Consulting Records 
Information Service：テクリス) 

8 テクリス (Technical Consulting Records Information 
System) 

1)｢住所コード｣(必須記入項目) 8 TECRIS の業務対象地域コード表を参考に 8 下記 URL で公開されているコード表から選択し、記入す



 る。 
http://www.cals-ed.go.jp/cri_otherdoc/ 

（A） 対象水系路線コード 9 対象水系路線コードは、TECRIS の業務対象水
系・路線等のコード表より選択し記入する。なお、

対象路線コードを記入する場合は左右岸上下線

コードを併せて記入する。 

9 TECRIS 入力システム（Ver4.0）では対象水系路線コード
の入力が必要であったが、平成 21 年 8 月リリースのWeb 
版コリンズ・テクリス登録システムでは、対象水系路線コ

ードの入力の必要がなくなった。このため、対象水系路線

コードの記入は不要とする。 
（H）境界座標(必須記入項目) 10 ｢境界座標｣は世界測地系(日本測地系 2000)に準

拠する。 
10 ｢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。 
 

3-2 報告書管理項目 
オリジナルファイル名 

12 文字数：12 12 文字数：13 

4．ファイル形式【解説】 14 •報告書ファイルは、設計図書に規定する成果品

のうち報告書、数量計算書、設計計算書、概算工

事費、施工計画書等の文章、表、図で構成される

電子データファイルである。成果品を受領した発

注者側においてもデータの再利用を行う場合が

あり、これに資するようなファイル形式である必

要があることから、報告書ファイルは PDF 形式
で作成し、報告書オリジナルファイルも提出す

る。 

14 •報告書ファイルは、設計図書に規定する成果品のうち報

告書、数量計算書、設計計算書、概算工事費、施工計画書

等の文章、表、図で構成される電子データファイルである。

成果品を受領した発注者側においてもデータの再利用を

行う場合があり、これに資するようなファイル形式である

必要があることから、報告書ファイルは PDF 形式で作成
し、報告書オリジナルファイルも提出する。 
ただし、報告書オリジナルファイルが PDF 形式の場合に
は、報告書オリジナルファイルの提出を省略できる。 

4．ファイル形式【解説】 15 拡張子が 4文字以上、ファイル間でリンクや階層
を持った資料など、 

15 ファイル間でリンクや階層を持った資料など、 



6．ファイルの命名規則 17 ・ファイル名 8文字以内、拡張子 3文字以内とす
る。 

17 ・ファイル名 8文字以内、拡張子 3文字以内とする。報告
書オリジナルファイルの拡張子は、4文字でもよい。 

6．ファイルの命名規則 17 「REP04.DTD」(03は版番号)  17 「REP04.DTD」(04は版番号) 
6．ファイルの命名規則【解説】  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。 
 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。報告書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  
 
 
 

19 •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
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。 

19 •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＞ 
 



7-1 電子媒体【補足】 20 【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 

20 【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 
 

21 ・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。 
21 ＜削除＞ 

図 7-1 
電子媒体への表記例 

21 フォーマット形式：ISO9660（レベル 1） 21 フォーマット形式： Joliet 

7-2電子媒体の表記規則【解説】 
 

21 •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 

21 <削除＞ 

7-3 電子データのバックアッ
プ 

23 CD-R 23 電子媒体 

 


