
オンライン電子納品について

【オンライン電子納品実施要領 令和3年11月編】
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事前準備 （まず始めにご確認ください）

オンライン電子納品を行う前に、以下の事前準備を行っていただきます。

① 電子成果品の整理

受注者 事前準備

以下のサイトから、国土交通省の電子納品チェックシステムをダウンロード、インストールします。

＜国土交通省 電子納品に関する要領・基準＞
http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/

※「電子納品チェックシステム（土木）Ver.16.0.0」をダウンロードしてください。
※セットアップの手順は、「セットアップマニュアル（土木、電通、機械）」をご覧ください。

■お使いの電子納品作成支援ソフトで、「MEET」以外の納品するデータを整理します。
納品するデータのエラーチェックを行い、電子納品作成支援ソフトでエラーが無い状態にしてください。

■オンライン電子納品は、情報共有システム上で作成した「MEET」と、電子納品作成支援ソフトで作
成した「MEET」以外のデータ（ 「DRAWINGF」 「REGISTER」 「BORING」 「ICON」「OTHRS」
「PLAN」）を情報共有システム上で結合して納品を行います。

「MEET」で納品する工事書類は、工事情報共有システムの発議書類管理で作成し、決裁が完了した状
態にしてください。

■工事写真（「PHOTO」）は、オンライン電子納品の対象外です。
従来通り電子媒体で提出を行ってください。

② 国交省チェックシステムのダウンロード、インストール

http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/
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（1） 電子成果品データ作成 【受注者】

電子納品作成支援ソフトの出力機能を利用し、電子成果品データの出力を行います。
CD等のメディアではなく、ハードディスクにフォルダを作成し、その中に出力します。
分割はせずに、ひとまとめで出力を行ってください。

1. 電子成果品データ取りまとめ

電子納品の基準、要領、ガイドライン等を参考に「電子成果品」を作成します。

※「電子成果品」に格納する電子データおよび内容については、受発注者の協議で決定してください。
※工事写真は（「PHOTO」）は、従来通り電子媒体で提出を行ってください。

お使いの電子納品作成支援ソフトで納品するデータを整理、エラーチェックでエラーが無い状態にしま
す。 （画像は、弊社の「デキスパート 電子納品支援システム」）

「MEET」は、工事情報共有システムの発議書類管理で決裁が完了している書類を結合して納品するの
で登録不要です。

※出力の操作方法は、お使いの電子納品作成支援ソフトのメーカー様にご確認ください。

※弊社の「デキスパート 電子納品支援システム」をご利用の方は、5ページ「『デキスパート 電子
納品支援システム』をご利用の場合」をご確認ください。

① 電子納品作成支援ソフトから出力
② ハードディスク内に「電子成果品」を保存

「電子成果品」の中身
（電子成果品データ フォルダ）
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（1） 電子成果品データ作成 【受注者】

「デキスパート 電子納品支援システム」をご利用の場合

適用要領基準は「国土交通省（令和3年3月）」を選択します。

電子納品支援システムVer.5.57.00以上のバージョンでご利用いただけます。

※北海道開発局へご提出の場合は、「北海道開発局（令和3年5月）」をご選択ください。

電子納品支援システムVer.5.58.00以上のバージョンでご利用いただけます。

「データ出力」をクリックします。

チェック結果を確認し、「OK」をクリックします。

出力前にデータチェックを行います。
チェックする項目を選択し、「OK」をクリックします。

納品方法を選択します。

納品方法の種類は「オンライン電子納品」、出力するデータは「『電子成果品及び工事帳票』を出

力する」にチェックをつけます。

「次へ」をクリックします。
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（1） 電子成果品データ作成 【受注者】

出力先のフォルダを設定し、「次へ」をクリッ
クします。

出力を行うフォルダにチェックをつけ、「次
へ」をクリックします。

※打合せ簿は情報共有システム上で結合される
ため出力する必要はありません。
「打合せ簿（MEET）」にはチェックをつけず
に進んでください。

検査・閲覧ソフトの添付設定を行い、「次へ」
をクリックします。

※検査・閲覧ソフトの添付の有無は、受発注者
間で協議を行ってください。
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（1） 電子成果品データ作成 【受注者】

出力が完了したら、「OK」をクリックします。

出力先のフォルダに「電子成果品データ」フォ
ルダが作成され、その中に出力された成果品
データが保存されます。

データ出力を行います。
「開始」をクリックします。
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（1） 電子成果品データ作成 【受注者】

「電子成果品」が保存されているフォルダを選択します。
「INDEX_C.XML」ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

2. 電子納品チェック

作成した「電子成果品」に対して、国土交通省の電子納品チェックシステムを使用してチェックをかけ、
チェック結果のPDFファイルを作成します。

国土交通省の電子納品チェックシステムを起動し、「参照」をクリックします。
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（1） 電子成果品データ作成 【受注者】

チェックした電子成果品に適用されている要領/基準、および工事名称、工事番号が表示されます。
ご確認のうえ、「OK」をクリックします。

「オンライン電子納品の成果品をチェック」に
チェックをつけます。

チェックを行うフォルダを選択し、「OK」をク
リックします。

※お使いの電子納品作成支援ソフトから出力した
フォルダ以外は、チェックを外してください。

チェックが始まります。
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（1） 電子成果品データ作成 【受注者】

チェックした成果の管理ファイルの有無、ファイル集計、ファイルの有無を表示します。
ご確認のうえ、「OK」をクリックします。

チェックした成果品の位置（境界座標）と住所コードに対応した都道府県市区町村の境界、施設情報の
位置とボーリングの位置を表示します。
ご確認のうえ、「OK」をクリックします。
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（1） 電子成果品データ作成 【受注者】

チェック結果が表示されます。エラーの件数が0件になっていることをご確認ください。
※エラーがある場合は、再度 電子納品作成支援ソフトでデータを修正・出力を行ってください。

チェック結果のPDFを作成します。
「結果出力」をクリックし、「目視チェックして印刷」をクリックします。
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（1） 電子成果品データ作成 【受注者】

概要の内容を確認することができます。
受注者チェック欄のチェックを行い、「印刷」をクリックします。

プリンタ名を選択し、「OK」をクリックします。

印刷する内容を選択します。「メッセージ」にチェックを
つけて「OK」をクリックします。

※「集計、ファイルの有無」のチェック結果は不要のため、
チェックを外してください。
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（1） 電子成果品データ作成 【受注者】

印刷されたチェック結果を確認し、1ページ目
の「担当者」欄にお名前を記入してください。

印刷物のチェック結果をスキャニング等でPDF
ファイルに変換してください。

※チェック結果のPDFファイルの名称は、任意
のファイル名で問題ありません。
工事情報共有システムにチェック結果をアップ
ロードすると、「オンライン電子納品実施要領
令和3年11月」で定められている
「chkres.pdf」というファイル名に自動で変換
されます。
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（1） 電子成果品データ作成 【受注者】

3. アップロードファイルの用意

オンライン電子納品では、工事情報共有システムに「チェック結果」と「電子成果品」を登録します。

「電子成果品」データを、ZIP形式で圧縮します。
作成した電子成果品データが全て含まれるようにZIP形式で圧縮してください。

「電子成果品」の中身

「電子成果品（ZIP）」作成時の注意点

■ZIPファイル解凍後に、「INDEX_C.XML」がルート直下に格納されるように作成してください。

解凍して作成されるフォルダの中身
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（1） 電子成果品データ作成 【受注者】

以下のように、「チェック結果（PDF）」と「電子成果品（ZIP）」を準備します。

※チェック結果のPDFファイルの名称は、任意のファイル名で問題ありません。
工事情報共有システムにチェック結果をアップロードすると、「オンライン電子納品実施要領 令和3
年11月」で定められている「chkres.pdf」というファイル名に自動で変換されます。

工事情報共有システムにアップロードするファイル
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（2） 電子成果品データの登録、承認依頼 【受注者】

1. 情報共有システムに登録

工事情報共有システムにログインします。
選択中の工事名を確認し、「オンライン電子納品」をクリックします。

事前に準備した、 「チェック結果（PDF） 」と「電子成果品（ZIP） 」を登録します。
登録情報の欄の、チェック結果（PDF） の「ファイル選択」をクリックします。

「チェック結果（PDF）」が保存されている場所を開き、「チェック結果（PDF）」を選択して「開
く」をクリックします。
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（2） 電子成果品データの登録、承認依頼 【受注者】

登録情報の欄の、電子成果品（ZIP） の「ファイル選択」をクリックします。

「電子成果品（ZIP）」が保存されている場所を開き、「電子成果品（ZIP）」を選択して「開く」をク
リックします。

「発議書類（完了文書）に差し替える」はチェックをつけた状態にして、「登録」をクリックします。
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（2） 電子成果品データの登録、承認依頼 【受注者】

納品データ（ZIP）欄に、「納品データ作成中」と表示されます。
キーボードのF5キーを押して更新してください。

※この処理は時間がかかる可能性がございます。
納品データ（ZIP）欄の「納品データ作成中」の表示が変わるまで、何度かF5キーで更新してください。

「発議書類（完了文書）に差し替える」について

チェックをつけて登録すると、登録後、工事情報共有システム上の発議書類（完了文書）を自動的

に統合します。

「電子成果品（ZIP）」にMEETが含まれていても、MEETのデータは工事情報共有システム上の発

議書類（完了文書）に全て差し替わります。

お使いの電子納品作成支援ソフトで作成したMEETのデータを納品する場合は、チェックを外して

登録してください。

ただし、MEETの差し替えは行いませんので、工事情報共有システム上の発議書類（完了文書）は

一切結合されません。
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（2） 電子成果品データの登録、承認依頼 【受注者】

登録が完了すると、納品データ（ZIP）欄の表示が「納品データ作成中」から「納品データ.ZIP」に切
り替わります。
ステータスは、「電子成果品登録（受注者）」と表示されます。
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（2） 電子成果品データの登録、承認依頼 【受注者】

2. 保管管理システムへの登録承認依頼

納品データの登録が完了したら、発注者へ保管管理システムへの登録承認依頼を行います。
「登録承認依頼」をクリックします。

登録承認を依頼する発注者のご担当者様へ、メール通知を行います。
ご担当者様へお伝えしたい内容を「コメント」に入力します。
※「コメント」は、通知メールの本文に記載されます。

通知メールを送信する担当者は、「ユーザー選択」から選択します。
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（2） 電子成果品データの登録、承認依頼 【受注者】

通知メールを送信するご担当者様にチェックをつけ、「OK」をクリックします。

送信先が設定されます。「実行」をクリックします。

「OK」をクリックします。
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（2） 電子成果品データの登録、承認依頼 【受注者】

発注者へ保管管理システムへの登録承認依頼が送信されます。
ステータスは、「登録承認確認（発注者）」と表示されます。

次は、発注者側の「納品データの確認、承認」作業になります。
発注者の処理が完了するまでお待ちいただきます。
納品データの確認後、発注者から「保管管理システム登録手続き可能」か「差し戻し」の通知が送信さ
れますので、お待ちください。
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（3） 納品データの確認、承認 【発注者】

1. 登録承認依頼の通知受領

受注者から、保管管理システムへの登録承認依頼の通知メールが送信されます。
内容を確認し、メールに記載されているURLから工事情報共有システムにログインします。

納品情報が表示されます。ステータスは、「登録承認確認（発注者）」と表示されます。

通知メール以外からログインする場合

工事情報共有システムにログインします。
選択中の工事名を確認し、「オンライン電子納品」をクリックします。
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（3） 納品データの確認、承認 【発注者】

2. 登録承認確認

納品データの確認を行います。「納品データ.ZIP」をダウンロードし、検査を行います。
「納品データ.ZIP」をクリックします。

保存場所を選択し、「保存」をクリックします。

ダウンロードした「納品データ（ZIP）」を解凍し、データを確認します。
内容に問題がないか、チェック結果に問題はないか等をご確認ください。
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（3） 納品データの確認、承認 【発注者】

3. 保管管理システムへの登録承認

納品データの確認後、問題がなければ受注者へ保管管理システムへの登録承認を行います。
「登録承認（主任監督員）」をクリックします。

保管管理システムへ登録を行う受注者のご担当者様へ、メール通知を行います。
ご担当者様へお伝えしたい内容を「コメント」に入力します。
※「コメント」は、通知メールの本文に記載されます。

通知メールを送信する担当者は、「ユーザー選択」から選択します。
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（3） 納品データの確認、承認 【発注者】

通知メールを送信するご担当者様にチェックをつけ、「OK」をクリックします。

送信先が設定されます。「実行」をクリックします。

「OK」をクリックします。
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（3） 納品データの確認、承認 【発注者】

受注者へ保管管理システムへの登録承認が送信されます。
ステータスは、「保管管理システム登録手続き可能」と表示されます。

次は、受注者側の「保管管理システムへの登録」作業になります。

納品データに不備があり、受注者へ差し戻しをする場合

納品データに不備がある場合、受注者へ差し戻しを行い、納品データの修正を依頼します。

「差し戻し」をクリックします。
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（3） 納品データの確認、承認 【発注者】

差し戻しを行う受注者のご担当者様へ、メール通知を行います。
ご担当者様へお伝えしたい内容を「コメント」に入力します。
※「コメント」は、通知メールの本文に記載されます。

通知メールを送信する担当者は、「ユーザー選択」から選択します。

通知メールを送信するご担当者様にチェックをつけ、「OK」をクリックします。
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（3） 納品データの確認、承認 【発注者】

送信先が設定されます。「実行」をクリックします。

「OK」をクリックします。

受注者へ差し戻しされます。
ステータスは、「差し戻し」と表示されます。

受注者のご担当者様に、納品データの修正を行っていただきます。
再度登録承認依頼が送信されるまでお待ちください。
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（4） 保管管理システムへ登録 【受注者】

1. 登録承認の通知受領

発注者から、保管管理システムへの登録承認の通知メールが送信されます。
内容を確認し、メールに記載されているURLから工事情報共有システムにログインします。

登録情報、納品情報が表示されます。ステータスは、「保管管理システム登録手続き可能」と表示され
ます。

通知メール以外からログインする場合

工事情報共有システムにログインします。
選択中の工事名を確認し、「オンライン電子納品」をクリックします。
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（4） 保管管理システムへ登録 【受注者】

2. 保管管理システムへ登録

保管管理システムへ納品データを登録します。
「保管管理システム登録（現場代理人）」をクリックします。

「実行」をクリックします。
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（4） 保管管理システムへ登録 【受注者】

保管管理システムへ納品データが転送されます。
ステータスは、「保管管理システム登録手続き完了（電子納品完了）」と表示されます。

納品データに不備があり、発注者から「差し戻し」の通知がきた場合

納品データに不備がある場合、発注者から「差し戻し」の通知が送信されます。

差し戻しの理由を元に、納品データを作成し直します。

発注者から差し戻しをされた案件は、ステータスが「差し戻し」と表示されます。
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（4） 保管管理システムへ登録 【受注者】

お使いの電子納品作成支援ソフトでのファイルの差し替え、電子成果品データの再出力、工事情報
共有システムの発議書類の修正等、不備があった箇所を修正します。
電子成果品データを再出力した場合は、電子納品チェックを再度行い、チェック結果のPDFを作成
し直してください。

※詳しい操作の手順は、本マニュアル「 （1） 電子成果品データ作成」（P4~15）をご覧くださ
い。

修正した「チェック結果（PDF） 」や「電子成果品（ZIP） 」を登録します。
「変更」をクリックします。

「ファイルを選択」から、修正した「チェック結果（PDF） 」や「電子成果品（ZIP） 」に差し替
えを行い、「更新」をクリックします。
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（4） 保管管理システムへ登録 【受注者】

納品データ（ZIP）欄に、「納品データ作成中」と表示されます。
キーボードのF5キーを押して更新してください。

※この処理は時間がかかる可能性がございます。
納品データ（ZIP）欄の「納品データ作成中」の表示が変わるまで、何度かF5キーで更新してくだ
さい。

登録が完了すると、納品データ（ZIP）欄の表示が「納品データ作成中」から「納品データ.ZIP」
に切り替わります。
「登録承認依頼」をクリックして、再度発注者へ保管管理システムへの登録承認依頼を行ってくだ
さい。

※詳しい操作の手順は、本マニュアル「 （2） 電子成果品データの登録、承認依頼」の「2. 保
管管理システムへの登録承認依頼」（P20~22）をご覧ください。
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（5） システム間の自動連携

以降の流れは、弊社の工事情報共有システムと、 「電子納品・保管管理システム」が自動連携します。

発注者・受注者で行う作業は特にございません。

1. 登録手続き完了の通知受領

受注者が保管管理システムへ納品データを登録すると、関係システムにより自動転送が開始されます。
ステータスは、「保管管理システム登録手続き完了（電子納品完了）」と表示されます。
また、納品完了の通知メールが、工事に配置されている全てのご担当者（受発注者）様に送信されます。
受注者はこの通知を受領することで、電子納品が完了したことになります。

オンライン電子納品の納品完了の通知メール
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（5） システム間の自動連携

2. 納品完了後の流れ（システム間の自動連携）

電子納品完了後は、自動連携の状況に合わせて、自動でステータスが変更されます。

保管管理システムへの転送中は、「電子納品・保管管理システム転送中」と表示されます。
※この処理は時間がかかる可能性がございます。

保管管理システムへの転送に成功すると、「電子納品・保管管理システム転送完了」と表示されます。

以上で、オンライン電子納品の一連の流れは終了です。
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こんなときは

電子納品完了後にデータの修正が必要になった場合

検査において修正指示がある等、保管管理システムへの転送が完了した後にデータの修正が必要に

なった場合は、弊社「工事情報共有システム サポート係」までお問い合わせください。

電子納品・保管管理システムでは、同じ工事番号のデータの二重登録が認められていません。

そのため、修正後の再登録にあたってはオンライン電子納品システム管理者側で消去処理を行う必

要がございます。

弊社サポート係が、オンライン電子納品システム管理者へ消去処理のご依頼を行います。

消去処理後、弊社サポート係から消去処理完了のご連絡をいたしますのでお待ちください。

「オンライン電子納品実施要領 令和3年11月 国土交通省」P10より

＜お問い合わせ窓口＞

株式会社建設システム 工事情報共有システム サポート係

◆お電話での受付◆

電話番号：0120-47-4545

受付時間：月～金 9：00～12：00 / 13：00～17：00

※祝・祭日除く

◆お申し込み・お問い合わせフォーム◆

https://www.kentem.jp/form/kjk/

※目安として、ご回答までに3営業日ほどお時間をいただく場合がございます。

お急ぎの場合は、お電話でお問い合わせください。

https://www.kentem.jp/form/kjk/
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こんなときは

オンライン電子納品の納品データをダウンロードしたい場合

オンライン電子納品の納品データをダウンロードして、お使いのパソコンに保存します。

完成検査時に電子検査用のパソコンへ保存してオフラインで検査を行う場合や、受注者の保管用

データとしてもご利用いただけます。

「納品データ.ZIP」をクリックします。

保存場所を選択し、「保存」をクリックします。

ダウンロードした「納品データ.ZIP」を解凍してご利用ください。
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お問い合わせ窓口

※工事情報共有システムのログイン画面、ログイン後の「サポート」からもご確認いただけます。

電子納品・保管管理システムへの登録に関するお問い合わせは、弊社「工事情報共有システム サポー
ト係」までお問い合わせください。

＜お問い合わせ窓口＞

株式会社建設システム 工事情報共有システム サポート係

◆お電話での受付◆

電話番号：0120-47-4545

受付時間：月～金 9：00～12：00 / 13：00～17：00

※祝・祭日除く

◆お申し込み・お問い合わせフォーム◆

https://www.kentem.jp/form/kjk/

※目安として、新規お申込みで5営業日、設定変更やその他お問い合わせで3営業日、お時間をいただい

ております。

サポート画面

ログイン画面

https://www.kentem.jp/form/kjk/



