
高知県版電子納品チェックシステム　更新履歴

●Ver15.6.6 → Ver17.1.6への変更点 (2022/1/17)
・高知県電子納品運用に関するガイドライン 委託業務編 第5.1版 令和2年3月版 及び
　高知県電子納品運用に関するガイドライン 工事編 第5.1版 令和2年3月版のチェックに対応

●Ver17.1.6 → Ver15.6.6への変更点 (2021/3/31)
・高知県で運用している「電子納品検査閲覧チェックシステム」のバージョンに合わせる為、Ver15.6.6に
戻した

●Ver15.6.6 → Ver17.1.6への変更点 (2021/2/15)
・高知県電子納品運用に関するガイドライン 委託業務編 第5.1版 令和2年3月版 及び
　高知県電子納品運用に関するガイドライン 工事編 第5.1版 令和2年3月版のチェックに対応

●Ver15.6.2 → Ver15.6.6への変更点 (2020/4/1)
・チェックに影響のある変更点なし

●Ver15.6.0 → Ver15.6.2への変更点 (2019/5/16)
・高知県 電子納品運用ガイドライン第5.0版のチェックの不具合を修正

●Ver15.3.4 → Ver15.6.0への変更点 (2019/3/19)
・高知県 電子納品運用に関するガイドライン第5.0版 「委託業務編」/［工事編」に対応
・『CAD詳細チェック機能』「SXF表示機能及び確認機能要件書(案)平成30年3月」に対応
・[位置確認]ボタンクリック時の地図表示不具合を修正

●Ver15.2.8 → Ver15.3.4への変更点 (2018/6/4)
・高知県 電子納品運用ガイドライン第4.1版のチェックの不具合を修正

●Ver15.0.2 → Ver15.2.8への変更点 (2018/5/23)
・建設リサイクルデータ統合システム（CREDAS）利用終了に伴うガイドライン第4.1版での一部チェック廃
止

●Ver14.2.0 → Ver15.0.2への変更点 (2017/4/24)
・高知県で運用している「電子納品検査閲覧チェックシステム」バージョンアップに伴う変更

●Ver11.8.8 → Ver14.2.0への変更点 (2016/7/8)
・Windows 10(32bit/64bit)、Windows8.1(32bit/64bit)に対応

●Ver11.8.4 → Ver11.8.8への変更点 (2015/7/27)
・[位置]ボタンクリック後の地図表示の不具合を修正

●Ver11.8.0 → Ver11.8.4への変更点 (2015/4/27)
・P21ファイルのラスタファイル名が日本語ファイル名であった場合の不具合を修正
・『CAD詳細チェック機能』（SXFチェッカー）の余白エラー判定の不具合を修正

●Ver11.7.4 → Ver11.8.0への変更点 (2015/1/13)
・[位置確認]ボタンクリック時の表示不具合を修正

●『CAD詳細チェック機能』の変更点 (2014/11/19)
・『CAD詳細チェック機能』（SXFチェッカー）でエラー結果の出力サイズ制限を廃止

●Ver11.7.2 → Ver11.7.4への変更点 (2014/7/8)
・平成25年2月に追加されたテクリスの業務キーワード（550語）に対応

●Ver11.7.0 → Ver11.7.2への変更点 (2014/2/6)
・CAD詳細チェックの図面チェックの不具合を修正

●Ver11.6.8 → Ver11.7.0への変更点 (2014/1/23)
・CAD詳細チェックと通常チェックの連続実行機能を追加

●Ver11.6.6 → Ver11.6.8への変更点 (2013/11/1)
・CAD詳細チェックで「BORING」をチェック対象外に修正

●Ver11.6.4 → Ver11.6.6への変更点 (2013/9/20)
・図面チェックの不具合を修正

●Ver11.6.2 → Ver11.6.4への変更点 (2013/7/29)
・CAD詳細チェックのショートベクトルの確認での不具合を修正
・CAD詳細チェックの重複図面があった場合の不具合を修正



●Ver11.5.6 → Ver11.6.2への変更点 (2013/6/26)
・CAD詳細チェックで「SURVEY」の「用地測量」をチェック対象外に修正

●Ver11.4.0 → Ver11.5.6への変更点 (2013/6/7)
・INDE_C04でのチェックの不具合を修正
・写真区分「品質管理写真」「出来形管理写真」でのチェックの不具合を修正

●Ver11.2.8 → Ver11.4.0への変更点 (2012/7/3)
・『CAD詳細チェック機能』（SXFチェッカー）で不要なウィンドウを非表示に修正
・『CAD詳細チェック機能』（SXFチェッカー）にチェックの「中止」ボタンを追加

●Ver6.3.8 → Ver11.2.8への変更点 (2012/4/3)
・Windows7(32/64bit版)に対応
・高知県 電子納品運用ガイドライン第4.1版に従い、CAD詳細チェック機能を追加（SXFチェッカーのイン
ストールが必要）
・高知県 電子納品運用ガイドライン第4.1版で、電気通信設備編の図面ファイルの図面種類文字のチェッ
クの不具合を修正

●Ver6.3.4 → Ver6.3.8への変更点(2011/11/21)
・写真区分のチェックの不具合を修正
・CADファイル名のチェックの不具合を修正
・「農林_土木」「漁港」でのエラーメッセージの不具合を修正

●Ver6.2.6 → Ver6.3.4への変更点(2011/10/18)
・高知県 電子納品運用ガイドライン第4.1版 「委託業務編」/［工事編」に対応
・写真の画素数設定で範囲指定できるよう改善
・測量の管理ファイルに記述のない規定外フォルダのチェックを改善
・高知県 電子納品運用ガイドライン（案）第4版の要領自動選択を修正

●Ver6.2.4 → Ver6.2.6への変更点(2011/1/25)
・高知県 座標判定 中央東土木事務所永瀬ダム管理事務所の東側境界座標経度を修正

●Ver6.2.2 → Ver6.2.4への変更点(2011/1/14)
・高知県 座標判定 幡多土木事務所宿毛事務所;幡多土木事務所宿毛事務所(坂本ダム)の座標範囲を修正
・高知県 設計関連の成果(INDEX_D?.XML)チェックの不具合を修正

●Ver6.1.2 → Ver6.2.2への変更点(2011/1/6)
・「管理ファイル（index_＊.xml）」からの座標読取・地図表示機能追加
・「管理ファイル（index_＊.xml）」の座標が発注者機関事務所名の管轄内かどうかのチェック追加

●Ver6.1.0 → Ver6.1.2への変更点(2010/04/01)
・高知県 電子納品運用に関するガイドライン（案）第4版 平成22年4月1日改正事項の
　[付属資料-7（発注機関事務所名）]に対応
・PDFファイルのチェックの不具合を修正

●Ver6.0.6 → Ver6.1.0への変更点(2010/02/05)
・測量ファイル名のチェック不具合(用地測量、路線測量)を修正
・委託業務において代表写真が一枚も設定されていない場合のエラーメッセージを修正

●Ver6.0.5 → Ver6.0.6への変更点(2009/12/10)
・Windows7に対応
・PDFファイルのチェックの不具合を修正
・代表写真設定のエラーメッセージの不具合を修正

●Ver6.0.2 → Ver6.0.5への変更点(2009/11/26)
・[地質]と[測量]を含んだ納品データチェックの不具合を修正
・測量成果ファイル名のチェックの不具合を修正

●Ver6.0.0 → Ver6.0.2への変更点(2009/10/21)
・CADファイル名の命名規則のチェックの不具合を修正
・工事ガイドライン第4版の完成図面のチェックの不具合を修正
・SXFバージョン3.0、3.1で作成された図面のチェックの不具合を修正
・測量の成果ファイル名チェックの不具合を修正

●Ver5.3.6 → Ver6.0.0への変更点(2009/10/7)
・高知県 電子納品運用に関するガイドライン（案）委託業務編 第4版 および
  高知県 電子納品運用に関するガイドライン（案）工事編 第4版のチェックに対応

●Ver5.3.4 → Ver5.3.6への変更点(2009/6/5)
・「図面ファイル名」のチェックの不具合を修正



●Ver5.3.2 → Ver5.3.4への変更点(2009/6/3)
・「図面ファイル名」のチェックの不具合を修正
・木材利用実績調査データに関するチェックの不具合を修正

●Ver5.2.6 → Ver5.3.2への変更点(2009/6/1)
・木材利用実績調査データのチェック時に表示されるチェックメッセージを修正 

●Ver5.2.2 → Ver5.2.6への変更点(2009/4/20)
・適用基準の年度自動選択をする際に使用する項目の見直し
・報告書(REPORT)オリジナルファイルサイズのチェックに関する不具合の修正

●Ver5.2.0 → Ver5.2.2への変更点(2009/4/1)
・納品データチェック後に[印刷]をクリックすると、エラーメッセージがでる場合がある不具合を修正
・高知県　電子納品運用ガイドライン(案)第3.2版の平成21年度以降の「高知県における発注者情報」に対
応

●Ver5.1.6 → Ver5.2.0への変更点(2009/2/12)
・納品データ読み込み時に｢このデータは最新の要領ではありません。｣と出る事があるが、
　このメッセージは読み込み時は出さずに、ヘルプでのみ確認できるよう変更
・セットアップ時にショートカットをデスクトップに作成するように変更

●Ver5.1.4 → Ver5.1.6への変更点(2008/12/22)
・チェックに影響のある変更点なし

●Ver5.1.2 → Ver5.1.4への変更点(2008/10/28)
・exe形式のファイルが添付されていた場合、チェック時にエラーメッセージが表示されるよう修正
・対象工種数値に適切な値が入っていてもエラーがでていた不具合を修正

●Ver5.0.14 → Ver5.1.2への変更点(2008/9/12)
・チェックするCD枚数が2桁以上の場合にエラーが出ていた不具合を修正

●Ver5.0.10 → Ver5.0.14への変更点(2008/7/3)
・チェック開始後、チェックのキャンセル（中止）ができるよう改善
・チェック結果の印刷プレビュー画面で、明細の場合「前ﾍﾟｰｼﾞ」「次ﾍﾟｰｼﾞ」で画面を切り替えられるよ
う改善
・PDFファイルサイズのチェック時のメッセージをわかりやすい表現に変更
・写真の画素数チェックに関する不具合を修正

●Ver5.0.8 → Ver5.0.10への変更点(2008/5/29)
・チェック：受注者コードの文字数が半角英数10文字と要領に記述がある場合、
  10文字より少なくてもエラーとなっていた（10文字の時だけエラーとならない）不具合を修正

●Ver3.2.2 → Ver5.0.8への変更点(2008/4/28)
・起動画面：電子納品検査をするフォルダの指定や適用要領の選択する画面を、
  起動時に表示するように改善
・画面上の文字の大きさを変更できるように改善

●Ver3.2.0 → Ver3.2.2への変更点(2007/5/16)
・写真データをチェックするとエラーダイアログが表示される不具合を修正

●Ver3.1.6 → Ver3.2.0への変更点(2007/4/26)
・電子納品運用に関するガイドライン(案) 平成19年度3.1版に対応しました
・発注図面(DRAWINGS)フォルダにDWGファイルと付属するTIFFファイルがある場合に、
　正しい電子納品データにもかかわらず「ラスタデータのファイル名と一致する
　SFCファイルが登録されていません。」というメッセージが表示される不具合を修正

●Ver3.1.4 → Ver3.1.6への変更点(2006/12/21)
・打合せ簿の関連資料に空のタグがある場合にエラー表示されていた不具合を修正
・BORING.XMLが無い土質試験データをチェックするとエラーとなる不具合を修正
・誤った文法のXMLファイルを読み込んだ場合にエラーとなるように修正
・BORING.XMLが無くその他資料(OTHRFLS.XML)のみのデータをチェックするとエラーとなる不具合を修正
・特記仕様書(SPEC)フォルダにTIFファイルを格納するとエラーとなる不具合を修正
・複数のCDがある場合にPDFの容量のチェックをしないことがある不具合を修正


