
東京都建設局電子納品運用ガイドラインの一部修正対照表(H27.4.1)

項番 頁 記述内容 修正前 修正後 備考

1 全体
ガイドラインに記載されてい
るO ceの拡張子について

.XLS、.DOC等 .XLSX、.DOCX等 O ce2003サポート
終了   

2 P.16

2.2 電子納品媒体のフォ
ルダ構成

図7 電子納品媒体のフォ
ルダ構成（委託）

図7　電子納品媒体のフォルダ構成（委託） 図7 電子納品媒体のフォルダ構成（委託） を以下のとおり修正する。 電子納品保管管理 
ステムへの登録対応

3 P.17

2.2 電子納品媒体のフォ
ルダ構成

＜保管管理.zip    作
成上の注意＞

＜保管管理.zip    作成上 注意＞ ＜保管管理.zip    作成上 注意＞  削除   項番2に伴う修正

4 P.20

2.4 委託箇所が複数ある
場合の取扱い

図11 委託場所が２か所
 場合 保管管理.zip 
構成

図11 委託場所 ２ 所 場合 保管管理.zip 構成 図11 委託場所 ２ 所 場合 保管管理.zip 構成  以下    修正   項番2に伴う修正

5 P.23

2.6 「図面」フォルダの作成
(3) 図面オリジナルファイル

  図面 最終的 確認  SXF    注） 目視確認 行      SXF変換 文字化 等 
ないかを確認すること。
（市販 CAD    作図後 SXF 変換 行  SXF     確認）
注） 目視確認用 SXF    （無償）  国土交通省国土技術政策総合研究所    
ページからダウンロードすることで入手可能である。（下記URL）
http://www.cals-ed.go.jp/index_dl2.htm

  図面 最終的 確認  SXF    注）等 目視確認 行      SXF変換 文字
化け等がないかを確認すること。
（市販 CAD    作図後 SXF 変換 行  SXF     確認）
注） 目視確認用 SXF      OCF検定 合格      利用      確認   
と。

国土交通省   
SXFブラウザの提供終
了(H26.4)   

6 P.45

3.2 電子納品媒体のフォ
ルダ構成

図23 電子納品媒体の
フォルダ構成（工事）

図23 電子納品媒体のフォルダ構成（工事） 図23 電子納品媒体のフォルダ構成（工事） を以下のとおり修正する。  電子納品保管管理
システムへの登録対応
・記載内容の修正



東京都建設局電子納品運用ガイドラインの一部修正対照表(H27.4.1)

項番 頁 記述内容 修正前 修正後 備考

7 P.46

3.2 電子納品媒体のフォ
ルダ構成

＜保管管理.zip    作
成上の注意＞

＜保管管理.zip    作成上 注意＞ ＜保管管理.zip    作成上 注意＞  削除   項番6に伴う修正

8 P.49

3.4 工事箇所が複数ある
場合の取扱い

図27 工事箇所が２か所
 場合 保管管理.zip 
構成

図27 工事箇所 ２ 所 場合 保管管理.zip 構成 図27 工事場所 ２ 所 場合 保管管理.zip 構成  以下    修正   項番6に伴う修正

9 P.51

3.5 「図面」フォルダの作成
(3) 図面オリジナルファイル

  図面 最終的 確認  SXF    注） 目視確認 行      SXF変換 文字化 等 
ないかを確認すること。
（市販 CAD    作図後 SXF 変換 行  SXF     確認）
注） 目視確認用 SXF    （無償）  国土交通省国土技術政策総合研究所    
ページからダウンロードすることで入手可能である。（下記URL）
http://www.cals-ed.go.jp/index_dl2.htm

  図面 最終的 確認  SXF    注）等 目視確認 行      SXF変換 文字
化け等がないかを確認すること。
（市販 CAD    作図後 SXF 変換 行  SXF     確認）
注） 目視確認用 SXF      OCF検定 合格      利用      確認   
と。

国土交通省   
SXFブラウザの提供終
了(H26.4)   

10 P.61

3.10  保管管理     
の作成

図34 保管管理     
作成

図34 保管管理     作成 図34 保管管理     作成  以下    修正    電子納品保管管理
システムへの登録対応
・記載内容の修正

NNN工程管理.pdf

保管写真

保管図面

001完成時全景.jpg

002完成時上流.jpg

図面管理.xls

図面一式.pdf

NNN●●●.sfcＳＦＣ

その他資料

保管施工管理
施工管理資料一覧.xls

NNN工程管理.pdf

保管管理.zip
事前協議（工事）.xls

業務概要.xls

電子媒体

CD-R
又は
DVD-R

保管写真

保管図面

001完成時全景.jpg

002完成時上流.jpg

図面管理.xls

図面一式.pdf

NNN●●●.sfcＳＦＣ

その他資料

保管施工管理
施工管理資料一覧.xls

事前協議（工事）.xls

業務概要.xls

保管管理.zip

保管
管理

電子媒体

CD-R
又は
DVD-R

＜保管管理.zip ファイル作成上の注意＞ 

電子成果品を作成するに当たり、最終的に保管管理.zip を生成する時には、必ず［図 1］

の左図（正）のような.zip ファイル内の構成となるようにすること。

（zip ファイル内の構成は、本ガイドラインに示される構成とおりとし、右図（誤）の

ように、成果品データ一式をとりまとめたフォルダが残った構成にはしない。）

理由：電子納品保管管理システムにおける管理データ読込み誤作動防止のため

正       誤 

図 1 保管管理.zip ファイル作成上の注意

※ 電子成果品のデータを整理する上で、整理用フォルダなどを生成して作業を行うこと

が考えられるが、その整理用フォルダを選択し、.zip ファイルを生成すると、右図の

ようになり、ガイドラインに示される構成とおりにならない。

.zip ファイルを生成する際には、整理用フォルダの中のファイルやサブフォルダを選

択して生成すること。

本ガイドラインにないフォルダ
は作らないこと。 


