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インターネット検証環境によるテスト送信の実施手順 

 
本資料は、特定行政庁及び指定確認検査機関が独自に開発、調達した台帳（帳簿）システム（以下、「独

自台帳システム」、「帳簿システム」という）で、通知・報告配信システムを活用してデータを送受信する

のにあたって、相手先と正常に送受信できているかを、検証環境で確認するための方法を記載したもの

である。 
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1.テスト送受信の方法 

特定行政庁、指定確認検査機関それぞれにおいて、報告データを通知・報告配信システムを操作して

送受するか、「機能改修したシステム」を通知・報告配信システムに直接接続して送受するかの計 4
ケース（【特 1】、【特 2】、【指 1】、【指 2】）があり、各々テストデータ送受信の実施方法が異なる。 
本紙参照にあたっては、該当するケースの章のみ確認されたい。 

テスト送受信の実施方法（図表 1） 

 通知・報告配信システムを操作して送受信 通知・報告配信システムに直結して送受信 

特

定

行

政

庁 

【特 1】 

テスト用 Zip ファイルを通知・報告配信システ

ムで指定確認検査機関のアカウントから送信

し、それを特定行政庁のアカウントで受信した

ファイルを独自台帳システムで取込んで確認

する。（注 1、注 2、注 3、注 4） 
 
→P3 2（特定行政庁）報告データ取込みの確認方法【特 1】へ 

【特 2】 
通知・報告配信システムに独自台帳システムを

特定行政庁のアカウントとして接続の上、指定

確認検査機関のアカウントからテスト用 Zip
ファイルを特定行政庁へ送信し、独自台帳シス

テムで取込んで確認する。（注 1、注 2、注 3、
注 4、注 5） 

→P7 3（特定行政庁）報告データ取込みの確認方法【特 2】へ 

指

定

確

認

検

査

機

関 

【指 1】 
帳簿システムより生成した送信用 Zip ファイ

ルを通知・報告配信システムの指定確認検査機

関のアカウントから送信し、特定行政庁のアカ

ウントの台帳登録閲覧システムで取込んで状

況を確認する。（注 2、注 3、注 4） 
→P10 4（指定確認検査機関）帳簿システムからの送信状況の

確認方法【指 1】へ 

【指 2】 
通知・報告配信システムに指定確認検査機関の

アカウントとして帳簿システムを接続の上、送

信用テストデータを送信し、特定行政庁のアカ

ウントの台帳登録閲覧システムで取込んで状

況を確認する。（注 2、注 3、注 4、注 5） 
→P14 5（指定確認検査機関）帳簿システムからの送信状況の

確認方法【指 2】へ 

 
注 1 テスト用 Zip ファイル 

ダウンロード先 URL 
https://www.icba.or.jp/kyoyodb/renkeishiyo/1002_if_kyotsuTool
_samplefile_010114.zip 

注 2 インターネット検証環境 
ログイン URL 

https://icba.kenchikugyousei-db.jp/kksv01/kk1/ 

注 3 アカウント情報 
（指定確認検査機関） 

ユーザ ID：A634100001 ～5 
パスワード：test7704（パスワードの変更を求められた場合は、P17 「6
インターネット検証環境のログイン用パスワードについて」を参照のこと 

注 4 アカウント情報 
（特定行政庁） 

ユーザ ID：A924100001 ～5 
パスワード：test7704（パスワードの変更を求められた場合は、P17 「6
インターネット検証環境のログイン用パスワードについて」を参照のこと 

注 5 インターネット検証環境 
接続先 URL 

https://icba.kenchikugyousei-
db.jp/THWebService/services/CreateSession 

組織コードなどの問い合わせ先 ICBA システム課 e-mail：gr-support@icba.or.jp 

 
※台帳登録閲覧システム、パッケージシステムを利用している場合、テストデータの送信確認は不要。 

※当検証環境は様々な特定行政庁、指定確認検査機関が利用するため、テストデータの内容は、他

者に参照されても支障のない内容とすること。 
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2.（特定行政庁）報告データ取込みの確認方法【特 1】 

特定行政庁が利用する共用ＤＢ以外の独自台帳システムを、通知・報告配信システムより取出した報

告ファイルをインポートするための機能改修（（図表 1）の【特 1】）を行った場合の、ファイル取込

みの検証方法を記載する。 

1).テスト用 Zipファイルの入手 

指定確認検査機関が送信するサンプルデータを、以下より入手する。 
https://www.icba.or.jp/kyoyodb/renkeishiyo/1002_if_kyotsuTool_samplefile_010114.zip 
「1002_if_kyotsuTool_samplefile_010114.zip」は、確認審査報告、計画変更確認審査報告、中間検

査報告、完了検査報告（全て建築物）の文字情報（XML）及び画像情報（PDF）のサンプルデータ

が格納されている。 

2).テスト送信 

指定確認検査機関（ICBA 確認機構）として共用ＤＢにログインし、特定行政庁（東西市）へテスト

用 Zip ファイルを送信して検証する。 

インターネット環境より、以下にアクセスする。 
https://icba.kenchikugyousei-db.jp/kksv01/kk1/ 

 

送信側として指定確認検査機関の ID でログインする。 
（ＩＣＢＡ確認機構株式会社） 
ログイン情報 ユーザ ID：A634100001 ～5 のうちいずれか 
 パスワード：test7704（全て同一） 

ログイン後、「通知・報告配信システム」を起動する。 
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「通知・報告送信」をクリックする。 

 

「検索」をクリック。 

 
 
送信先候補一覧より「東西市」を選択し、「送信(XML)ファイル選択」をクリック。 

「参照」から 1)でダウンロードした送信用サンプルファイルを選択、「アップロード」をクリック。 
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サンプルファイルの中の情報が表示される。 

 
内容を確認の上、「送信」、確認メッセージの「OK」をクリック。 

送信終了後、確認メッセージの「OK」をクリック。 

 
以上で送信は完了したので、システムからログアウトする。 

3).テスト受信 

送信データ取得 
通知・報告配信システムよりダウンロードして機能改修した独自台帳システムに取込むために、②以

降の手順により「東西市」として共用ＤＢにログインの上、送信したデータを取得する。 
 

2)テスト送信の①と同じログインページより、「東西市」としてログインする。 
https://icba.kenchikugyousei-db.jp/kksv01/kk1/ 

 
（東西市） 
ログイン情報 ユーザ ID：A924100001 ～5 のうちいずれか 
 パスワード：test7704（全て同一） 
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ログイン後、「通知・報告配信システム」をクリック。 

 

「通知・報告受信」をクリック。 

 

「送付日」の期間を記入、送信元から「ICBA 確認機構株式会社」を選択し、「検索」をクリック。 
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取込むデータを「選択」欄のチェックボックスより選択→「圧縮して受信」をクリック。 

 

「保存」より「名前を付けて保存」で圧縮された Zip 形式のファイルをダウンロードする。 

 
 

4).独自台帳システムでの取込み 

ダウンロードした Zip ファイルを機能改修した独自台帳システムに取込んで、状況を確認する。 
 
 

3.（特定行政庁）報告データ取込みの確認方法【特 2】 

特定行政庁が利用する共用ＤＢ以外の独自台帳システムを、通知・報告配信システムに接続するため

の機能改修（（図表 1）の【特 2】）を行った場合の、データ受理の検証方法を記載する。 

1).テスト用 Zipファイルの入手 

指定確認検査機関が送信するサンプルデータを、以下より入手する。 
https://www.icba.or.jp/kyoyodb/renkeishiyo/1002_if_kyotsuTool_samplefile_010114.zip 
「1002_if_kyotsuTool_samplefile_010114.zip」は、確認審査報告、計画変更確認審査報告、中間検

査報告、完了検査報告（全て建築物）の文字情報（XML）及び画像情報（PDF）のサンプルデータ

が格納されている。 

2).独自台帳システムの接続 

特定行政庁（東西市）の組織コード等を ICBA に問い合わせて、ファイル取得用に機能改修した独

自台帳システムを東西市として検証環境に接続する。 
問合せ先：(一財)建築行政情報センター システム課 e-mail：gr-support@icba.or.jp 

  



（特定行政庁）報告データ取込みの確認方法【特 2】 

8 
 

3).テスト送信 

指定確認検査機関（ICBA 確認機構）として共用ＤＢにログインし、東西市へサンプルデータを送信

して検証する。 

インターネット環境より、以下にアクセスする。 
https://icba.kenchikugyousei-db.jp/kksv01/kk1/ 

 

送信側として指定確認検査機関の ID でログインする。 
（ICBA 確認機構株式会社） 
ログイン情報 ユーザ ID：A634100001 ～5 のうちいずれか 
 パスワード：test7704（全て同一） 

ログイン後、「通知・報告配信システム」を起動する。 

 

「通知・報告送信」をクリックする。 
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「検索」をクリック。 

 
送信先候補一覧に表示された東西市を選択し、「送信(XML)ファイル選択」をクリック。 

ファイルのアップロード 
「参照」より「1)テスト用 Zip ファイルの入手」の送信用サンプルファイルを選択し、「アップロー

ド」をクリック。 

 

サンプルファイルの中の情報が表示される。 

 
内容を確認の上、「送信」、確認メッセージの「OK」をクリック。 

送信終了後、確認メッセージの「OK」をクリック。 
 
 
以上で送信は完了したので、システムからログアウトする。 
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4).テスト受信 

機能改修した独自台帳システムでこの案件を取込んで、状況を確認する。 
 

 
 

4.（指定確認検査機関）帳簿システムからの送信状況の確認方法【指 1】 

ファイル送信用に機能改修した帳簿システムより出力した送信用 Zip ファイルが、共用ＤＢの台帳

登録閲覧システムで正常に取り込むことができるかを確認する。（（図表 1）の【指 1】） 

1).送信用 Zipファイル出力 

ファイル送信用に機能改修した帳簿システムより、通知・報告配信システムで送信するための送信用

Zip ファイルを出力する。 

2).テスト送信 

指定確認検査機関（ICBA 確認機構株式会社）として共用ＤＢにログインの上、特定行政庁（東西市）

に送信する。 

インターネット環境より、以下ログインページにアクセスする。 
https://icba.kenchikugyousei-db.jp/kksv01/kk1/ 

 

送信側として指定確認検査機関の ID でログインする。 
（ICBA 確認機構株式会社） 
ログイン情報 ユーザ ID：A634100001 ～5 のうちいずれか 
 パスワード：test7704（全て同一） 

「通知・報告配信システム」を起動する。 
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「通知・報告送信」をクリックする。 

 

「検索」をクリック。 

 

「東西市（特定行政庁）を選択し、「送信(XML)ファイル選択」をクリック。 

「参照」から、機能改修により作成した報告用データを選択し、「アップロード」をクリック。 

 
 

サンプルファイルの内容が正常であれば、下図のような情報が表示される。 

 

⑤ 

⑥ 

⑥ 
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内容を確認の上、「送信」、確認メッセージの「OK」をクリック。 

送信終了後、確認メッセージの「OK」をクリック。 

 
以上で送信は完了したので、システムからログアウトする。 

3).テスト受信 

特定行政庁側（東西市）にログインして、送信データの状況を確認する。 

2)テスト送信の①と同じログインページより、特定行政庁としてログインする。 
https://icba.kenchikugyousei-db.jp/kksv01/kk1/ 

 
（東西市） 
ログイン情報 ユーザ ID：A924100001 ～5 のうちいずれか 
 パスワード：test7704（全て同一） 

「台帳登録閲覧システム」を起動する。 

 

「報告受付（配信）」をクリック。 
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「配信年月日」を入力し、「検索」をクリック。 

 

結果一覧より内容を確認したい報告情報の「編集」をクリック。 
 

確認審査報告書の一例。 
文字情報（TSUUCHI_HOUKOKUSHO.xml）が、当ページに正しく取込まれているか確認する。 

 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 
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取込んだデータ内容の確認 
「添付資料（取込データ）の「建築計画概要書」、「申請書の第四面・第五面・第六面」の「PDF 印

刷」をクリックすると、データ送信された文字情報（GAIYOUSHO.xml、SHINSEISHO.xml）の内容

を元に、各様式の PDF 出力がされるので、内容を確認する。 

「添付ファイル」に、送信した添付ファイルが表示されているか確認する。 

確認終了後、「台帳登録」をクリックして登録し、ログアウトする。 
 
 

5.（指定確認検査機関）帳簿システムからの送信状況の確認方法【指 2】 

データ送信用に機能改修した帳簿システムより送信した送信用テストデータが、共用ＤＢの台帳登

録閲覧システムで正常に取り込むことができるか確認する。（（図表 1）の【指 2】） 

1).送信用テストデータの作成 

データ送信用に機能改修した帳簿システムより、通知・報告配信システムで送信するための送信用テ

ストデータを生成する。 

2).帳簿システムの接続 

ICBA 確認機構株式会社の組織コード等を ICBA に問い合わせて、ファイル送信用に機能改修した

帳簿システムを ICBA 確認機構株式会社として検証環境に接続する。 
問合せ先：(一財)建築行政情報センター システム課 e-mail：gr-support@icba.or.jp 

3).テスト送信 

接続完了後、機能改修した帳簿システムから、送信用テストデータを特定行政庁（東西市）宛てに送

信する。 
 

4).テスト受信 

特定行政庁側（東西市）にログインして、送信データの状況を確認する。 
インターネット環境より、以下にアクセスする。 
https://icba.kenchikugyousei-db.jp/kksv01/kk1/ 

 
（東西市） 
ログイン情報 ユーザ ID：A924100001 ～5 のうちいずれか 
 パスワード：test7704（全て同一） 
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「台帳登録閲覧システム」を起動する。 

 

「報告受付（配信）」をクリック。 

 

「配信年月日」を入力し、「検索」をクリック。 

 

結果一覧より内容を確認したい報告情報の「編集」をクリック。 
  

⑫ 

⑬ 
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確認審査報告書の一例。 
文字情報（TSUUCHI_HOUKOKUSHO.xml）が、当ページに正しく取込まれているか確認する。 

 

取込んだデータ内容の確認 
「添付資料（取込データ）の「建築計画概要書」、「申請書の第四面・第五面・第六面」の「PDF 印

刷」をクリックすると、データ送信された文字情報（GAIYOUSHO.xml、SHINSEISHO.xml）の内

容を元に、各様式の PDF 出力がされるので、内容を確認する。 

「添付ファイル」に、送信した添付ファイルが表示されているか確認する。 

確認終了後、「台帳登録」をクリックして登録してログアウトする。 

⑭ 

⑯ 

⑰ 
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6.インターネット検証環境のログイン用パスワードについて 

建築行政共用データベースシステムでは、ログイン情報のうちパスワードは、3 か月毎に強制的に変

更しなければならない仕様となっている。 
ログインする際にパスワードの変更を求められた場合は、当初のパスワード「test7704」を継続でき

るよう、以下手順の操作をお願いしたい。 
 

インターネット検証環境にログイン 

 
インターネット検証環境にログイン情報を入力し、「ログイン」をクリックする。 
 

パスワード変更（3 か月毎に強制変更） 

 
前回パスワード変更から 3 か月が経過すると、パスワード変更を求められる。 
現在のパスワード：「test7704」を入力。 
新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）：「test7705」を入力。 
「変更」をクリックで確定。 
 

パスワード変更完了 

 
「トップページへ」をクリックし、トップ画面を表示。 
 

パスワード変更（再設定） 

 
引き続きパスワードを本書記載のもので継続利用するため、「パスワード変更」より、再度パスワー
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ドを変更する。 
 

パスワードの入力 

 
現在のパスワード：「test7705」を入力。 
新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）：「test7704」を入力し、「変更」をクリック。 
従前からのパスワードに戻すことができた。 
 
「トップ画面」をクリックし、トップページに戻る。 

以上 
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