
アプリ名 件名 詳細

BOOK ファイルのエクスポートが
失敗することがある

Word、Excelなど土木技BOOKに取り込んだ一般イン
デックスを起動して、ソフト内の保存機能を利用して
別名でファイルを保存すると、それ以降、土木BOOK
から「ファイルのエクスポート」を行っても、エクスポー
トが失敗することがある。

対応基準の追加 各省庁、都道府県の最新の電子納品基準・要領に対
応しました。

ファイル拡張子のチェック
機能追加

電子納品変換を実行した際、ファイルの拡張子を
チェック（拡張子が4文字以上・拡張子が存在しない）
する機能を追加しました。

対応基準の追加 各省庁、都道府県の最新の電子納品基準・要領に対
応しました。

カスタム仕分け順で電子
納品データ作成機能追加

電子納品変換時、出力順をカスタム仕分け順で作成
する機能を追加しました。

「写真アルバム連携」機能
の「施工管理値」に対する
変更

写真アルバム連携で、「施工管理値」の一行目に「設
計値」「実測値」のタイトルを表示するように変更しま
した。

国土交通省港湾局 平成25年5月 改訂版
農林水産省 平成24年3月
北海道開発局 平成25年8月
北海道 平成25年4月
山形県 平成25年度
茨城県 平成24年3月
栃木県 平成25年3月
群馬県 平成25年3月
山梨県 平成25年4月
三重県 平成24年7月
新潟県 平成25年4月
石川県 平成24年4月
福井県 平成25年3月
大阪府 平成25年4月
兵庫県 平成25年10月
奈良県 平成25年8月
広島県 平成25年9月
鹿児島県 平成25年3月

山形県 平成25年度
千葉県 平成25年10月
三重県 平成24年7月
福井県 平成25年3月
京都府 平成25年7月
奈良県 平成25年8月
鹿児島県 平成25年3月

北海道開発局における電子納品に関する手引き（案）【 工事編 】
情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】
山形県電子納品運用マニュアル
茨城県電子納品ガイドライン
電子納品運用に関するガイドライン（案）第９版
群馬県CALS/EC 土木事業の電子納品ガイドライン【工事編】
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結果

ファイルが正常にエクスポートするように
修正しました。

詳細は表1、表2、表3をご確認ください。電子納品
システム

詳細は表4、表5、表6をご確認ください。

表1　電子納品システム　土木工事　対応基準・要領

地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品運用ガイドライン（案）【資料編】
電子納品運用ガイドライン（案）【工事編】

デジタル
写真館

山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル
三重県CALS電子納品運用マニュアル
電子協議・電子納品運用ガイドライン（案）【工事編】
石川県電子納品ガイドライン
電子納品の手引き(案)福井県版
大阪府都市整備部電子納品要領(案)[工事編]
工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案)
土木工事の電子納品運用ガイドライン(案)
電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】
鹿児島県電子納品ガイドライン（案）

表2　電子納品システム　営繕工事　対応基準・要領

山形県電子納品運用マニュアル
千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】
三重県CALS電子納品運用マニュアル
電子納品の手引き(案)福井県版
京都府電子納品ガイドライン（建築工事及び建築設計業務等）
土木工事の電子納品運用ガイドライン(案)
鹿児島県電子納品ガイドライン（案）
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国土交通省港湾局 平成25年5月 改訂版
農林水産省 平成25年3月
北海道開発局 平成25年8月
北海道 平成25年4月
山形県 平成25年度
栃木県 平成25年3月
群馬県 平成25年3月
山梨県 平成25年4月
三重県 平成24年7月
福井県 平成25年3月
滋賀県 平成24年4月
兵庫県 平成25年10月
奈良県 平成25年8月
鳥取県 平成24年4月
島根県 平成25年2月
佐賀県 平成24年2月
鹿児島県 平成25年3月

国土交通省港湾局 平成25年5月 改訂版
農林水産省 平成25年3月
東・中・西/日本高速道
路公社

平成24年7月

北海道開発局 平成25年8月
北海道 平成25年4月
山形県 平成25年度
茨城県 平成24年3月
栃木県 平成25年3月
群馬県 平成25年3月
神奈川県 平成24年4月 
山梨県 平成25年4月
三重県 平成24年7月
新潟県 平成25年4月
石川県 平成24年4月
福井県 平成25年3月
大阪府 平成25年4月
兵庫県 平成25年10月
奈良県 平成25年8月
広島県 平成25年9月
鹿児島県 平成25年3月

山形県 平成25年度
千葉県 平成25年10月
神奈川県 平成24年4月 
三重県 平成24年7月
福井県 平成25年3月
京都府 平成25年7月
奈良県 平成25年8月
鹿児島県 平成25年3月

国土交通省港湾局 平成25年5月 改訂版
農林水産省 平成25年3月
北海道開発局 平成25年8月
北海道 平成25年4月
山形県 平成25年度
栃木県 平成25年3月
群馬県 平成25年3月
神奈川県 平成24年4月 
山梨県 平成25年4月
三重県 平成24年7月
福井県 平成25年3月
滋賀県 平成24年4月
兵庫県 平成25年10月
奈良県 平成25年8月
佐賀県 平成24年2月
鹿児島県 平成25年3月

北海道開発局における電子納品に関する手引き（案）【 工事編 】
情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】

千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】
電子納品運用ガイドライン＜工事編＞

山形県電子納品運用マニュアル
電子納品運用に関するガイドライン（案）第９版
群馬県CALS/EC 土木事業の電子納品ガイドライン【工事編】

三重県CALS電子納品運用マニュアル
電子納品の手引き(案)福井県版
京都府電子納品ガイドライン（建築工事及び建築設計業務等）
土木工事の電子納品運用ガイドライン(案)

電子納品運用ガイドライン（案） 電気通信設備工事編

表3　電子納品システム　電気通信設備工事　対応基準・要領

地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品運用ガイドライン（案）【資料編】
電子納品運用ガイドライン（案） 電気通信設備工事編
北海道開発局における電子納品に関する手引き（案）【 工事編 】
情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】
山形県電子納品運用マニュアル
電子納品運用に関するガイドライン（案）第９版
群馬県CALS/EC 土木事業の電子納品ガイドライン【工事編】
山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル
三重県CALS電子納品運用マニュアル
電子納品の手引き(案)福井県版
滋賀県電子納品運用ガイドライン（案）[土木工事編]
工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案)
土木工事の電子納品運用ガイドライン(案)
鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン
電子納品運用ガイドライン（簡易版）
電子納品運用ガイドライン
鹿児島県電子納品ガイドライン（案）

表4　デジタル写真館　土木工事　対応基準・要領

地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品運用ガイドライン（案）【資料編】
電子納品運用ガイドライン（案）【工事編】

北海道開発局における電子納品に関する手引き（案）【 工事編 】
情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】
山形県電子納品運用マニュアル
茨城県電子納品ガイドライン
電子納品運用に関するガイドライン（案）第９版
群馬県CALS/EC 土木事業の電子納品ガイドライン【工事編】
電子納品運用ガイドライン＜工事編＞
山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル
三重県CALS電子納品運用マニュアル
電子協議・電子納品運用ガイドライン（案）【工事編】
石川県電子納品ガイドライン
電子納品の手引き(案)福井県版
大阪府都市整備部電子納品要領(案)[工事編]
工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案)
土木工事の電子納品運用ガイドライン(案)

鹿児島県電子納品ガイドライン（案）

表6　デジタル写真館　電気通信設備工事　対応基準・要領

地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品運用ガイドライン（案）【資料編】

電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】
鹿児島県電子納品ガイドライン（案）

表5　デジタル写真館　営繕工事　対応基準・要領

山形県電子納品運用マニュアル

工事記録写真等撮影要領

土木工事の電子納品運用ガイドライン(案)
電子納品運用ガイドライン
鹿児島県電子納品ガイドライン（案）

電子納品運用ガイドライン＜電気工事編＞
山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル
三重県CALS電子納品運用マニュアル
電子納品の手引き(案)福井県版
滋賀県電子納品運用ガイドライン（案）[土木工事編]
工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案)
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