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「群馬県電子納品チェックソフト Ver.7.0.001.001」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 7.0.001.001より、下記の問題点が修正されます。 

全般 

令和 4年 4月版 

電子納品ガイドライン 

対応 

 

令和 4年 4月に改訂された群馬県 CALS/EC電子納品ガイドラインに対応し

ました。 

 

STEP2/3画面省略 

 

環境設定のウィザード画面省略にて初期状態で［STEP2］［STEP3］画面が

省略されるようになりました。 

※作成要領が自動判別できないような成果品の場合、［STEP3］画面は表示

されます。 

 

 

XMLのチェック 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

【令和 4年度対応】 

令和 4年度の成果品について、電子納品ガイドライン【資料編】に 

記載されている発注者情報に基づいてチェックするように改修しました。 
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【以下は旧アップデートの内容、最新のアップデートは以下の内容も包括されています。】 

「群馬県電子納品チェックソフト Ver.6.2.001.001」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 6.2.001.001より、下記の問題点が修正されます。 

全般 

位置情報確認機能強化 

 

PDF 形式でのチェック結果出力時に表示される位置情報画面の撮り直しが

できるようになりました。 

また成果品検査とは別に位置情報だけを単独で確認できるようになりまし

た。 

 

動作環境変更 

.NET Framework 3.5SP1 または 3.5.1が入っていない端末でもソフト 

が動作するように対応しました。 

※windows10では初期状態で上記.NETは入っていません。 

PDFファイルチェック フォントチェックの初期値を「OFF」としました。 

 

XMLのチェック 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

【令和 3年度対応】 

令和 3年度の成果品について、電子納品ガイドライン【資料編】に 

記載されている発注者情報に基づいてチェックするように改修しました。 

チェック不備改修 
・地質 BEDxxxx.XMLのチェックの際、管理項目[テクリスコード]にて、 

群馬県発注者コードで正常にチェックできるように改修しました。 
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「群馬県電子納品チェックソフト Ver.6.1.001.002」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 6.1.001.002より、下記の問題点が修正されます。 

XMLのチェック 

INDEX_C.XML 

INDEX_D.XML 

 

【森林土木】 

令和 2 年度の発注者名にて INDEX_C.XML 内<発注者 -中分類>、

INDEX_D.XML 内<発注者機関事務所名>に正しい名称を記載したにも関わ

らず、エラーが出る現象を改善しました。 
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「群馬県電子納品チェックソフト Ver.6.1.001.001」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 6.1.001.001より、下記の問題点が修正されます。 

全般 

検査結果 PDF 出力機能

強化 

 

PDF形式でのチェック結果出力の際、 

・成果品概要ページに複数記載された情報が全て表示するようになりました。 

・重複するエラーが 6件以上続くとエラー内容を省略表示するようになりま

した。 

・［PDF］出力ボタンをクリックすると「表示」「ファイル保存」が選択でき

るようになりました。 

 

操作性向上 

 

・Step1～3画面の指定を省略できるようになりました。 

※環境設定初期値にて成果品が自動判別できる場合に限ります。 

※判別できない場合は、従来通り Step 画面が表示されます。 

 

 

XMLのチェック 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

【令和 2年度対応】 

令和 2年度の成果品について、電子納品ガイドライン【資料編】に 

記載されている発注者情報に基づいてチェックするように改修しました。 
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「群馬県電子納品チェックソフト Ver.6.0.001.001」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 6.0.001.001より、下記の問題点が修正されます。 

全般 

位置情報確認機能 

の追加 

 

地理院地図による場所情報の確認機能を追加しました。 

（インターネットへの接続が必要です。） 

PDF 形式でのチェック結果出力時に位置情報の確認結果が出力されます。

（表示には Adobe Reader または Acrobatが必要です。） 

 

受注者チェック欄追加 
PDF 形式でのチェック結果出力の際、［成果品概要］欄に受注者チェック欄

を追加しました。 

操作性向上 

 

・Step1（成果品の場所指定）画面で、成果品が入っているフォルダや業務

（工事）管理ファイル（INDEX_x.XML）を画面にドラッグ＆ドロップする

ことで成果品の指定ができるようになりました。 

・Step3（対応要領の指定）画面で、要領（案）を手動選択する際、参照ボ

タンから選択できるようになりました。 

・Step3（対応要領の指定）画面の実行ボタンを強調表示しました。 

・印刷プレビュー画面の［印刷設定］ボタンが動作しない問題を修正しまし

た。 

 

 

XMLのチェック 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

【平成 31 年度対応】 

平成 31年度の成果品について、電子納品ガイドライン【資料編】に 

記載されている発注者情報に基づいてチェックするように改修しました。 
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「群馬県電子納品チェックソフト Ver.5.9.001.001」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 5.9.001.001より、下記の問題点が修正されます。 

全般 

検査結果 PDF出力 

機能追加 

検査結果を帳票形式の PDFファイルにて出力する機能を追加しました。 

（※表示には Adobe reader [Acrobat]が必要です。） 

インストール 

プログラム 

インストールプログラムが「setup.exe」一つのみになりました。 

※ホームページからダウンロードするインストールプログラム(Zip 形式)を

解凍すると解凍フォルダ内に「setup.exe」一つだけが存在します。 

 

XMLのチェック 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

【平成 30 年度対応】 

平成 30年度の成果品について、電子納品ガイドライン【資料編】に 

記載されている発注者情報に基づいてチェックするように改修しました。 
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「群馬県電子納品チェックソフト Ver.5.8.001.001」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 5.8.001.001より、下記の問題点が修正されます。 

XMLのチェック 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

【平成 29 年度対応】 

平成 29年度の成果品について、電子納品ガイドライン【資料編】に 

記載されている発注者情報に基づいてチェックするように改修しました。 

※一般土木版のみ 
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「群馬県電子納品チェックソフト Ver.5.7.001.001」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 5.7.001.001より、下記の問題点が修正されます。 

※ 本バージョンを使用するには.NET Framework 2.0 が必要です。インストールされていない場合は、

群馬県電子納品チェックソフトをインストール前に Microsoft社ホームページより.NET Framework 

2.0を入手しインストールしてください。詳しくはインストールマニュアルをご確認下さい。 

全般 

対応 OS 
本バージョンより以下の OSでの動作に対応しました。 

・Microsoft Windows 10 

設定画面 表示/非表示 

切替設定追加 

チェック時に出る検査条件設定画面（STEP2）の表示 / 非表示を切り替える

ことができるようになりました。（環境設定画面、STEP2画面） 

環境設定画面ヘルプ 

機能追加 

環境設定画面で、マウスカーソルを置いた設定項目について、ヘルプ画面を

表示するようになりました。 

（ヘルプ画面の表示非表示は切替可能です。） 

ファイル更新日付 

チェック機能 

オプション追加 

ファイル更新日付チェック時に、「工期範囲内のみ許可する」「工期範囲内と

工期後を許可する」「工期範囲内と工期前を許可する」の 3 種類から選択で

きるようにしました。 

（日付チェックは初期状態 OFF設定です。） 

ファイル集計機能改修 

ファイル集計結果に成果物全体の合計ファイル数を表示するように改修しま

した。 

（初期状態は OFF設定です。） 
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XMLのチェック 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

【平成 28 年度対応】 

平成 28年度の成果品について、電子納品ガイドライン【資料編】に 

記載されている発注者情報に基づいてチェックするように改修しました。 

※一般土木版のみ 

INDEX_D.XML 

業務キーワード 

平成 25年 2 月に追加されたテクリス［業務キーワード］（550 語）に対応し

ました。 

チェック不備 

改修 

・地質・土質調査におけるデータシート交換用データのグラフ情報チェック

で「XY 値」「XY」の記載行が多いと検査時間が極端に遅くなる問題を修正

しました。 

 

・一部エラーメッセージ文言を改善しました。 

 

・測量 CAD チェックの際、エラー数カウントが通常 CAD チェックと違って

いる問題を修正しました。 

（CAD チェックは初期状態 OFF設定です。） 

 

・JPEG ファイル EXIF日付チェックで一部 JPG ファイルで正常に日付を読

み込めない問題を改修しました。 

（日付チェックは初期状態 OFF設定です。） 
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「群馬県電子納品チェックソフト Ver.5.6.001.001」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 5.6.001.001より、下記の問題点が修正されます。 

※ 本バージョンを使用するには.NET Framework 2.0 が必要です。インストールされていない場合は、

群馬県電子納品チェックソフトをインストール前に Microsoft社ホームページより.NET Framework 

2.0を入手しインストールしてください。詳しくはインストールマニュアルをご確認下さい。 

全般 

ファイル数集計機能 

成果品内に格納されているファイル数を各フォルダ単位で集計し、表示でき

るようになりました。 

（初期状態は OFF設定です。） 

自動アップデート機能 

ソフト起動時に、インターネット経由でバージョンアップ照合を行い、最新 

バージョンでない場合、自動的にアップデートを行う機能を追加しました。 

※この機能を使用するには、常時インターネットに接続している環境が必 

要です。 

 

XMLのチェック 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

【平成２７年度対応】 

 

平成 27年度の成果品について、電子納品ガイドライン【資料編】に 

記載されている発注者情報に基づいてチェックするように改修しました。 

 

INDEX_D.XML 

対象水系路線コード 

対象水系路線コードチェックについて、新しい TECRISコード体系に対応し

ました。 

SURV_xxx.XML 

 

測量成果ファイルにて測量要領(案)で許可されているファイル形式にも関わ

らず、エラーが出る問題を解消しました。 
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「群馬県電子納品チェックソフト Ver.5.5.001.001」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 5.5.001.001より、下記の問題点が修正されます。 

※ 本バージョンを使用するには.NET Framework 2.0 が必要です。インストールされていない場合は、

群馬県電子納品チェックソフトをインストール前に Microsoft社ホームページより.NET Framework 

2.0を入手しインストールしてください。詳しくはインストールマニュアルをご確認下さい。 

全般 

動作環境 OS 

以下の OSが動作対象となりました。 

・Microsoft Windows8 (8.1) 

 

マニュアル起動 

メイン画面に［マニュアル］ボタンが追加されました。 

クリックするとマニュアル（PDF）が起動します。 

※閲覧には adobe reader が必要となります。 

改訂履歴 
ヘルプメニュー［改訂履歴］よりソフトウェアのバージョンアップ履歴が 

確認できるようになりました。 

ファイル構成チェック 規約外エラーとなったファイルの保存場所が表示できるようになりました。 

日付チェック機能 

成果品内のファイルについて「実ファイルの更新日時と INDEX の工期範囲

情報」および「JPG ファイルの EXIF情報とファイル更新日時」の照合チェ

ックができるようになりました。 

（初期状態は OFF設定です。） 

 

XMLのチェック 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

【平成２６年度対応】 

 

平成 26年度以降の成果品について、電子納品ガイドライン【資料編】に 

記載されている発注者情報に基づいてチェックするように改修しました。 

 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

【修正】 

「八ツ場ダム水源地域対策事務所」について「八ッ場ダム水源地域対策事務

所」でもエラーにならないように改修しました。 
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「群馬県電子納品チェックソフト Ver.5.4.001.001」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 5.4.001.001より、下記の問題点が修正されます。 

※ 本バージョンを使用するには.NET Framework 2.0 が必要です。インストールされていない場合は、

群馬県電子納品チェックソフトをインストール前に Microsoft社ホームページより.NET Framework 

2.0を入手しインストールしてください。詳しくはインストールマニュアルをご確認下さい。 

全般 

農林水産省新要領(案) 

対応 

 

平成 24年 3 月に農林水産省から発表された要領(案)に対応しました。 

・測量成果電子納品要領(案)（平成 24 年 3月） 

・地質・土質調査成果電子納品要領(案)（平成 24年 3月） 

 

 

XMLのチェック 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

 

【一般土木、農業土木、森林土木】 

平成 24年度以降の成果品について、電子納品ガイドライン【資料編】に 

記載されている発注者情報に基づいてチェックするように改修しました。 
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「群馬県電子納品チェックソフト Ver.5.3.001.001」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 5.3.001.001より、下記の問題点が修正されます。 

※ 本バージョンを使用するには.NET Framework 2.0 が必要です。インストールされていない場合は、

群馬県電子納品チェックソフトをインストール前に Microsoft社ホームページより.NET Framework 

2.0を入手しインストールしてください。詳しくはインストールマニュアルをご確認下さい。 

全般 

動作環境 OS 

動作保証する OSが変更となりました。 

・Microsoft Windows XP 

・Microsoft Windows Vista 

・Microsoft Windows7 (Starter は除く) 

※64bitに対応しました。 

※OS の保証期間終了につき、Microsoft Windows 2000 は動作対象外と 

なります。 

農林水産省新要領(案) 

対応 

平成 23年 3 月に農林水産省から発表された要領(案)に対応しました。 

・設計業務等の電子納品要領(案)（平成 23年 3月） 

・工事完成図書の電子納品要領(案)（平成 23年 3 月） 

・電子化図面データの作成要領(案)（平成 23年 3 月） 

・電子化写真データの作成要領(案)（平成 23年 3 月） 

 

XMLのチェック 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

平成 23年度成果品 

【一般土木、農業土木、森林土木】 

平成 23年度の成果品について、平成 22年 3月版ガイドラインの平成 22年

度の発注者情報に基づいてチェックするように改修しました。 
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「群馬県電子納品チェックソフト Ver.5.2.001.002」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 5.2.001.002より、下記の問題点が修正されます。 

※ 本バージョンを使用するには.NET Framework 2.0 が必要です。インストールされていない場合は、

群馬県電子納品チェックソフトをインストール前に Microsoft社ホームページより.NET Framework 

2.0を入手しインストールしてください。詳しくはインストールマニュアルをご確認下さい。 

XMLのチェック 

DRAWING.XML 

【森林土木】 

対応省庁で森林土木を選択し、H16.6CAD 製図基準（案）の図面を検査した

際、図面種類にて正しい図面種類の記号を使用しているにもかかわらず、エ

ラーを表示する件について改修しました。 



 15 

「群馬県電子納品チェックソフト Ver.5.2.001.001」 

リリースノート 
 

群馬県電子納品チェックソフト バージョン 5.2.001.001より、下記の問題点が修正されます。 

※ 本バージョンを使用するには.NET Framework 2.0 が必要です。インストールされていない場合は、

群馬県電子納品チェックソフトをインストール前にMicrosoft社ホームページより.NET Framework 

2.0を入手しインストールしてください。詳しくはインストールマニュアルをご確認下さい。 

平成 22年 3月版ガイドライン対応 

INDEX_xx.XML 

発注者情報 

【一般土木、農業土木、森林土木】 

平成 22年 3 月版ガイドラインの発注者情報に対応しました。 

INDEX_xx.XML 

境界座標情報 

【一般土木、農業土木、森林土木】 

境界座標情報に「99999999」は認めず、エラーとするように修正しました。 

SURVEY.XML 

平成 20年 12月版 

【一般土木、森林土木】 

以下の項目チェックを、［必須］から［条件付必須］に修正しました。 

「製品仕様書名」「製品仕様書ファイル名」「第三者機関成果検定の有無」 

XMLのチェック 

BEDNNNN.XML 

メッシュコード 

【一般土木、農業土木、森林土木】 

緯度経度より算出されるメッシュコードが境界線上に位置し、正しいコード

が２つ存在する場合において、片方のコードをエラーとしていた問題を修正

しました。 

BEDNNNN.XML 

平成 20年 12月版 

【一般土木、森林土木】 

「地質時代_形成年代下限」「地質時代_形成年代上限」「地質時代_編成年代上

限」「地質時代_編成年代下限」のコードチェックにおいて地質時代不明の場

合「00000000」を正にすべきところを「99999999」を正にしていた問題を

修正しました。 

BEDNNNN.XML 

平成 20年 12月版 

【一般土木、森林土木】 

「岩石土区分_岩相」「岩石土区分_岩石」「岩石土区分_変成岩岩相」「岩石土

区分_変成岩岩石」において 9 桁で記入されているか桁数チェックを行うよ

うに修正しました。 

TSNNNMMM.XML 

平成 20年 12月版 

【一般土木、森林土木】 

「ハンドオーガー_採取器具材質」項目にエラーがあった場合のエラーメッセ

ージに不備があったために修正しました。 
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PHOTO.XML 

平成 20年 5 月版 

【一般土木、森林土木】 

写真－大分類が「工事」で提出頻度写真でない場合において、写真区分が未

記入の場合にエラーとしていた問題を修正しました。 

PDFのチェック 

読込に失敗する 

PDFファイル 

【一般土木、農業土木、官庁営繕、森林土木】 

ある PDF変換設定に対応できないため読み込みに失敗していた PDFファイ

ルに対し、正しく読み込みを行い検査できるように改修しました。 

セキュリティ 

【一般土木、農業土木、官庁営繕、森林土木】 

セキュリティのかかった PDF ファイルをチェックした際の文言を「セキュ

リティが設定されています。その為、他のチェックは実行できませんでした。」

に変更しました。 
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